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序章 

 

 

 本論文は、ケアの倫理に定位しながらその社会化可能性について考察し、ケアしケアされ

る社会を構想するものである。ここでの社会化とは、家事労働に象徴されるケア労働の負担

のみならず、社会が如何にしてあらゆる人々を包摂しうるかといった公共性にかかわる問

題を含む。したがって、子育て、高齢者介護のような福祉政策や学校や家庭での教育、格差

や貧困といった経済政策にまでその射程は及ぶことになる。ケアの倫理は、あらかじめ与え

られている社会規範にたいして、人間の行為の背景で矛盾をはらみつつせめぎ合っている

人間の生き方を肯定することからはじめるようわれわれに促し、その規範や行為の正当化

判断の手前から思考することに挑戦せよというものである。そのことは言い換えれば、自立

の前に依存があり、われわれの存在自体がヴァルネラブルなものであることを認めるとと

もに、そのヴァルネラビリティを内包した個人が相互に承認され、ささえ合う社会の構築を

目指すものである。 

しかし、そのヴァルネラビリティへの配慮を促すケアの倫理は、同時に単一的な女性性に

結びつけるような「固定化したジェンダー・アイデンティティ」をも問いなおす必要のある

ことを告げていることを、急いで付け加えておかなければならない。なぜならジェンダー化

された枠組みを座視したままの議論では、女性問題を「家父長制的な政治」から解放するこ

とは容易ではないからだ。それは、わたし自身の率直な問いでもある。伝統的な規範から自

由であるはずの社会で、ジェンダーとしての「女」の呪縛からの拘束が解けないのだ。しか

し、そのような社会構造的暴力を批判し解体したとしても、「女」としての経験すべてを否

定しきれないなにものかが残るのではないか、というわりきれない思いもある。そのことは、

「わたし」の形成に先立つヴァルネラビリティが、「人間が共有するヴァルネラビリティ a 

common human vulnerability」1に由来すること、だからこそ、そこから逃げ出すわけには

いかず、とやかく言わずに誰かが寄り添わなければならないことと無関係ではないだろう。 

こういった問題意識から発したのが本論文である。自分自身の立ち位置を探していくプロ

セスともいえるこの作業は、わたしを知りえない領域に位置づけるかもしれない。しかし、

このことは、同時に、ある特定の人の生が他の別の人の生よりも、傷つきやすい状況にある

                                                   
1 Butler, Judith, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Verso, 2004, 
p.30. (本橋哲也訳『生のあやうさ－哀悼と暴力の政治学－』以文社、2007 年、66 頁)。 
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ことに気づかせ、異議申し立てができるようにする契機ともなりうる。人はあらゆる点で異

なる。しかし、「市民」としては平等な人として尊重されるべきだ。先行きへの不安と現状

への苛立ちは、格差の拡大によって社会の分断を深めているようにみえる。 

そうであるならば、われわれの目指すべき社会は、つまりは、さまざまな困難を抱え込ん

だ人々の生きづらさを受けとめ、それぞれの人のニーズを尊重し、その自由と平等が侵され

ることなく生きていくことができる社会以外にどんな社会がありえようか。 

 

第 1 節 本研究の意義 

 

 おそらく本論文は、わたしが「女」であることを抜きには語れなかった。ただしここでの

「女」という記述は、さまざまな性別のあり方のなかでの象徴的意味を含ませている。つま

り、男／女を生得的で固定的なものとして現在の社会制度が前提している「性別二元論」と

しての「女」という意味だけでなく、そこから差別的な扱いを受けている「LGBT」2あるい

は「SOGI」3という言葉で語られる人々も、わたしと同様にこの閉塞的な社会に生きる脆弱

性を背負った人々と考えるからだ。市民とはだれか、この問いは過去何千回何万回と問われ

てきた。それにもかかわらず、いままた同じ問いを繰り返さねばならないのは、不平等の克

服がなされたといえないからだ。その問いの中心にあるのが「ケア」である。「ケア」の価

値は正当に評価されてきたか。「ケア」労働は、女性だけでなく男性にとっても中心的なこ

とといえるのか。このような問いを発することによって、「ケア」を批判的に検討する必要

性もでてくるだろう。しかし、ケアをすること自体に不平等が存在するならば、その解消に

向けた道筋を示したうえで、目指すべき平等関係を社会政策として提示しなければ解決と

                                                   
2 「LGBT」とは、「Lesbian/ Gay/ Bisexual/ Transgender」の四つの頭文字をとったもの

であり、それぞれ、女性同性愛者、男性同性愛者、両性愛者、自身の性別に関して割り当

てられた「性別」のあり方とは何らかの意味で異なる性自認を持つ人、のことである。な

お、森山によれば、「LGBT」という言葉は「セクシャルマイノリティ」の一部しか指して

おらず、性に関して社会の想定する「普通」でないあり方を生きる人々の総称としては、

「セクシャルマイノリティ」が使われる。森山至貴『LGBT を読みとく－クィア・スタデ

ィーズ入門－』ちくま新書、2017 年、16 頁‐57 頁。 
3 「SOGI」とは、性指向と性自認の英語である「Sexual Orientation/ Gender Identity」
から作り出されてものであるが、LGBT には包摂されえないものへの配慮を示そうとする

ものであり、国際機関などにおいても最近、用いられるようになってきた。綾部六郎

「LGBT を法から考えるために」『法学セミナー』所収、日本評論社、2017 年 10 月号、

12 頁‐13 頁。 
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はならない。 

 ケアにかんすることは、「女」であるわたしにとって、日常であった。そのことをはっき

りと意識したのは、子育てにおいてである。子どものために仕事を諦めた。当然、わたしは、

その前に自問自答を繰り返したうえでのことだ。キャリアも大事だが、また戻れるだろうと

考えていたし、なにより家族は大事だ。しかし、理想の親になろうと思ってはじめた子育て

は思い通りにならないことだらけだった。「わたしも虐待をするかもしれない」はじめてそ

う思った。完璧な子育てができないのはわたしのせいだと自分を責めた。新聞は、フルタイ

ムのキャリアをもち、男性と同じように働くと同時に、子育てや家族の世話をしている女性

をとりあげ、それができないのはあなたのせいとほのめかす。そんなのおかしい。子どもの

運動会やボランティアやサッカーの応援に誰が行くのだろう。学校の授業で躓いたとき寄

り添って教えるのは誰だろう。キャリアも子育てもその両方を選択できない社会もおかし

いが、子育てや介護を選択した女性や男性を認めない社会もおかしい。仕事の成功だけが

「人間の幸福の証し」でもなければ「人生の功績の尺度」でもないだろう。仕事は「カネ」

を生み出すかもしれないが、育児は「市民をつくる」のだ。仕事より家族を選択した人たち

が、日の当たらない場所に追いやられ、正当な評価をえられないのは、どう考えてもまちが

っている 4。なぜなら、子育てや介護といったケアにかかわる問題は、依存なくして生きて

いけないすべての人にかかわるものだからだ。しかし、実際には、ケアの担い手のほとんど

は女性だ。それだけではない。社会的なプレッシャーを受けるのも女性だ。図書館に子ども

を連れて行くときは、目的の本を決めて急いでベビーカーを押して回った。泣かれると困る

からだが、それでも泣かれるときもある。そんなときは、まわりに頭を下げながら本を借り

ることもできず、そそくさと図書館の外に出た。「わたしは、市民だ」。にもかかわらず、世

間のまなざしは、「図書館は静かに」というルールから外れたわたしと子どもを公共の場か

ら排除する。それは図書館だけに限らない。電車でもレストランでも、この圧倒的な力にた

いして、個人的に対峙していくのは骨の折れる仕事だ。とはいえ、それは逆の立場になれば

わたしのなかにもある「世間のまなざし」だ。日常に潜む価値や規範は、あらかじめ在る社

会に生を受ける人であれば誰しも身体の奥深くに根ざしているものだ。思い出してもみて

                                                   
4 男性もまたすべてを手に入れているわけではないという言い分もあるだろう。しかし、

男性優位のジェンダー秩序の社会においては、男性は女性よりはるかに経済的資源に恵ま

れており、権力と影響力を握る立場にあることから、同列に語ることには慎重でありた

い。A.M.スローター／関美和訳、篠田真貴子解説『仕事と家庭は両立できない？－「女性

が輝く社会」のウソとホント－』NTT 出版、2017 年、53 頁‐57 頁。 



4 
 

ほしい。生まれたときから刷り込まれた偏見から自由になれる人がいるだろうか。しかし、

その枠組みを崩さない限り「わたしは、市民」となりえない。親として完璧であることが求

められている。そう思うと、時折、子どもを預けて息抜きをするときでさえ、後ろめたい思

いでいっぱいになった。そうまでしても、当たり前としかみなされない。女性とケアの結び

つきはこれほどまでに「自然」なこととみなされているのだ。 

このことは、ケアの価値が過小評価されていることとも関係している。たとえば、家庭で

の育児や介護に費やされる何百時間ものケア労働は、労働であるにもかかわらず、GDP に

含まれることはない。家族の世話には価値がないと暗に言っているに等しい。しかし、育児

は、他者の成長とともに自分自身も成長し、介護は、人間の尊厳について深く考えさせられ

る行為である。そうしたケアは、ケアされる人にはもちろんのことケアする人にとっても価

値のある行為であるとともに、誰もが担いうる可能性があるものだ。そうであるならば、ケ

アの問題を女性問題とすることは、本来、社会の問題でもあるべきものを矮小化することに

ほかならない。今あるわれわれの生き方は、ネオリベラリズムと資本主義経済が手を結んだ

社会構造に無理やり合わせているのが現実である。女性が輝く社会をと、どんなに唱えても、

会社の上司が家庭をまったく顧みない働き方をするならば、制度があったとしても使えな

い。そのような働き方は、男社会への同調を意味するものであり、女性にとって仕事か家庭

かの二者択一を迫るものである。実際に育児や介護を高く評価し、重要なうえに困難な仕事

だと認めるのであれば、それを担う人の支援を充実させ、その人自身を評価するはずであろ

うに。これらのことは、なぜ、子育てや介護よりも経済活動が優先されるのかという問いを

われわれに突き付ける。そして「市民とはだれか」と問うているのだ。この二つの問いにこ

たえるためにこの論文は書かれている。それこそが、ケアの社会を構想する第一歩となり得

ると考えるからだ。 

 

第 2 節 先行研究 

 

 次に、ケアの倫理の来歴と先行研究についてみておきたい。 

ケアの倫理は、1971 年 M.メイヤロフ（Mayeroff, Milton）5の著書 On Caring がその先

                                                   
5 M.メイヤロフ（Mayeroff, Milton, 1925－1979）アメリカ、ニューヨーク市生まれ。ニ

ューヨーク大学で B.S.と M.A.の学位を得て、コロンビア大学で Ph.D.を得る。ブルックリ

ン・カレッジ、ヒューストン大学、ニューヨーク州コートランドの州立大学にて哲学教



5 
 

駆けといわれているが、1982 年の C.ギリガン（Gilligan, Carol）6In a Different Voice7を

契機にその概念が急速に広まり、1984 年 N.ノディングズの著書 Caring を経て、心理学、

哲学、教育、看護など様々な分野で議論されてきた 8。 

 ライクによれば、ケア（Care）は、古代の文学、神話学、哲学にその起源をもち、神話上

の登場人物から名づけられており、古代ローマのラテン語文献における「Cura(care)」に由

来するという。この言葉には、矛盾する二つの意味が含まれている 9。一つは「ケアを負わ

されている」あるいは「厄介なものとしてのケア」といった場合の「悩み、トラブル、心配

ごと」を表すものとして、もう一つは「他者の幸福への配慮」あるいは「気遣いとしてのケ

ア」を意味する「他者を気遣う意識、専心」といった肯定的な意味である。この二つの意味

の対立は、人間であるためのケアの根源的な意味を示唆している。たとえば、『クーラの神

話』10にみられる人間のケアは、大地に引き降ろされる土でできた身体から成ることからの

                                                   
授。 
6 C.ギリガン(Gilligan, Carol, 1936-)アメリカ、ニューヨーク州生まれ。フェミニスト、倫

理学者、心理学者。1967 年からハーバード大学で教鞭をとったのちに、ニューヨーク大学

教授、ケンブリッジ大学客員教授。 
7 Gilligan, Carol, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s 
Development, Harvard University Press, 1982. (岩男寿美子監訳『もうひとつの声―男女

の道徳観のちがいと女性のアイデンティティ―』川島書店、1986 年)。 
8 N.ノディングズ(Noddings, Nel,1929- )アメリカ、ニュージャージー州生まれ。ティーチ

ャーズ・カレッジを卒業後、小学校教師、ハイスクールの数学教師・副校長。タウンシッ

プの指導主事として教育実践に携わり、1973 年スタンフォード大学で Ph.D.を得てペンシ

ルバニア大学、シカゴ大学、スタンフォード大学で教育担当の助教授を歴任後スタンフォ

ード大学、幼児教育担当の教授。主著に Noddings, Nel, Caring: A Feminine Approach to 
Ethics & Moral Education, University of California Press, 1984. 
9 Reich, Warren Thomas editor in chief, Encyclopedia of Bioethics, Macmillan 
Reference USA, 1995, p.319. (生命倫理百科事典翻訳刊行委員会編: 日本生命倫理学会協

力『生命倫理百科事典Ⅱ』丸善株式会社、2007 年、862 頁)。 
10 『生命倫理百科事典』によると『クーラの神話』は 2 世紀にヒュギーヌス(Hyginus)に
よって編纂された神話集に見ることができる。その内容は次のようなものである。「ケア

（クーラ）が川を渡ろうとしたとき、手に泥を取り上げ、人間の形を創り始めた。そこに

ジュピターがやってきた。ケアはジュピターにこの人間に生命の霊をくれるように頼み、

ジュピターはその願いを叶えた。ケアはその人間に自分の名前をつけようとしたが、ジュ

ピターは自分の名前こそが、その人間に与えられるべきだと主張した。ケアとジュピター

が争っているところに、テラが現れた。テラは、その人間は自分の体の一部からできてい

るので、自分の名前をつけるべきだと主張した。最終的に三者は、サタンの裁決を仰ぐこ

とで意見が一致した。サタンは次のように裁決した。ジュピターは人間に命を与えたの

で、死後その魂を手にしてよい。テラは自分の体の一部を人間に与えたので、死後その体

を手にしてよい。しかしケアは最初に人間を創ろうとしたので、生きている限りそれを手

にしてよい。最後にジュピターは、これは humus（ラテン語：地球）からできているの

で、homo（ラテン語：人間）と呼ぼう」。Ibid., p.320. (邦訳、862 頁‐863 頁)。 
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不安という意味と、神の高みへと努力する精神という肯定的な意味の二つを伴っている。と

はいえ、ケアの根本的な役割は、誰かを大切に思いながら人間を全体としてまとめることに

あるとされるため、この神話では、ケアの肯定的な側面が優位を占めている。したがって、

この『クーラの神話』は、人間であることと生きることの中心に、いかにケアが位置づいて

おり、人間がケアによって支えられているかを示唆したものといえる。 

また『リーダーズ英和辞典』（第二版）からも、ケアの両義的な意味がうかがえる。それ

によると、ケアは名詞として、「心配、煩労、心労、気苦労、気がかり、悩みの種」「関心、

配慮、注意」「世話、保護、介護」「関心事、責任、用事」、動詞として「心配する、気にか

ける、関心をもつ、かまう」「世話をする、面倒をみる、看護する」「愛する、好む、欲する」

と訳されている。このようにケアには、多義的な意味が含まれる。 

現代におけるケアの概念は 1970 年代のアメリカで、ケアがさまざまな学問領域で取り上

げられるようになったことによる。特に医学や看護分野では、それまでの技術と結果偏重へ

の反省から「ケア」概念を取り入れた研究が、数多く行われるようになった。そのケア論の

先駆けとなったのが、先述したとおりメイヤロフの著書 On Caring である。 

メイヤロフは、ケアすることは、他者の成長を助けることであると定義する 11。ここでの

他者とは、人間だけではなく、物事や概念・観念、作品、コミュニケーションも含まれる。

なぜなら、人間に限らずケアには、「相手が成長するのを援助する」という共通のパターン

があるからだ 12。さらに、ケアすることは、ケアする人にとって包括的な意義をもち、その

人の人生をどう秩序づけるかを説明することにあるという。つまり、メイヤロフは、ケアに

人格主義という新たな視点を提示したといえる。 

ギリガンのケアの倫理は、コールバーグの発達理論が人間一般の発達段階を明らかにし

たとしながら、実は男性の道徳発達を表したものであると批判した。そして、それとは異な

る関係性のなかで他者への思いやりや気遣いを責任と捉えるケアの倫理があるとした。こ

うしてケア対正義論争がはじまった。正義の倫理に裏打ちされた人間観は、自由で自律した

個人である。それは、自然法思想に基づき、人間の最も根源的な価値を自由に求め、個人の

自律的な生の保障を構成原理とする理論である。この思想の主流としては、ロールズ、ドゥ

ウォーキンらの功利主義批判を共通のモチーフとした正義論における理論にみることがで

                                                   
11 「一人の人格をケアするとは、最も深い意味で、その人が成長すること、自己実現をす

ることを助けることである」。Mayeroff, Milton, On Caring, Harper & Row, 1971, p.1. 
12 Ibid. 
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きる。 

ところが、1980 年代になると、このリベラリズムの理論にたいする異議申し立てがさま

ざまな立場から起きてきた。その背景には、リベラリズムが、共同体的人間関係である家族

や地域社会などを崩壊させ、アノミー化、アパシー化などの深刻な社会病理を生み出したこ

とへの批判がある。このような正義論への懐疑は、先述したギリガンのケアの倫理だけでは

なく、サンデル、マッキンタイア、テイラー、ウォルツァーといった共同体論者からも出さ

れた。共同体論者の主張は、「個人に先行する共同体を重視し、歴史的に形成されてきた共

同体の伝統や慣行の中でのみ、個人は道徳的存在および政治的行為主体として使命を全う

できる」13というものである。 

ギリガンによって提唱されたケアの倫理は、近代合理主義が削ぎ落としてきた、人を思い

やる感情や、個別具体的な状況に身を置き、責任を引き受けようとする態度を捉え返そうと

するものであったが、それらを道徳的価値をもったケアの思想へと発展させたのが、ノディ

ングズである。ノディングズは「人間の世界では、ケアし、ケアされる営み」14が第一の目

的であるとし、単にある行為だけを指すのではなく、自己と他者との関係性における他者へ

の受容的応答的なあり方を指すとした。 

看護においては、1976 年レイニンガーが Caring: The essence and central focus of 

nursing を出版した。その後 1991 年には『看護論―文化ケアの多様性と普遍性(Culture 

Care Diversity & Universality; A Theory of Nursing)』を上梓した。文化人類学者でもあ

ったレイニンガーは、ケアは看護の本質であると説くとともに「文化的ケア」を提唱し、ケ

アと文化は分かちがたく結びついており、ケアは文化のなかで考えられるべきと主張した

15。 

ハイデガーやメルロポンティに影響を受けたベナーは 1984 年に『看護論(From Novice 

to Expert)』を上梓した。さらに 1989 年には、ルーベルとの共著『現象学的人間論と看護

                                                   
13 川本隆史『現代倫理学の冒険－社会理論のネットワーキングへ－』創文社 現代自由学

芸叢書、1995 年、54 頁。 
14 Noddings, Nel, Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education, 
University of California Press, 1984, p.173. (立山善康・林康成・清水重樹・宮崎宏志・

新茂之訳『ケアリング 倫理と道徳の教育－女性の観点から－』晃洋書房、1997 年、268
頁)。 
15 Leininger, Madeleine, M., Culture Care Diversity & Universality; A Theory of 
Nursing, National League for Nursing, 1991. (稲岡文昭監訳、石井邦子・サチコクラウ

ス・筒井真優美・渡辺久美子訳『看護論－文化ケアの多様性と普遍性』医学書院、1995
年)。 
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(The Primary of Caring)』が刊行され、看護におけるケアの第一義性を明らかにした。 

ローチも、ハイデガーに影響を受けた一人である。ローチは『アクト・オブ・ケアリング

(The Human Act of Caring)』において、ケアリングを哲学や神学の観点から概観した。1997

年には、クーゼが『ケアリング(Caring)』を出版し、看護領域の倫理的問題に一石を投じた。 

次に、ギリガンのケアの倫理をめぐる論争について触れておきたい。川本によればギリガ

ンにたいして否定的評価をするのが、マッキノンである。マッキノンは、ギリガンがケアを

女性に特徴的な倫理として扱っているとして批判した 16。他方、ギリガンにたいして肯定的

評価をするのがベイヤ―である 17。ベイヤ―は、ギリガンが描くケアの倫理による成熟の像

が、ロールズの正義論に異議申し立てをしていることを好意的に論証したうえで、「最善の

道徳理論が女と男の協力に基づく産物であり、正義とケアを調和させるものでなければな

らないということは明らかだろう」とする 18。 

正義によるケアの統合を主張するオーキンは、『正義・ジェンダー・家族(Justice, Gender, 

and The Family)』において、正義の問題としてジェンダー論を取り上げている。サンデル

が、家族は正義より高尚な徳によって構成されているとするのにたいして、オーキンは、た

とえ高尚な徳だとしても善の要求が対立するときには、「それらの道徳も正義の原理に基づ

く必要がある」とする 19。また、「概念的にも実践的にも高尚な徳は正義に依拠するが、正

義は他の徳に依拠しない」としており、オーキンは、正義はすべての徳のうちでもっとも優

先される徳だと考えている 20。 

クレメントによると、ケアと正義の関係は、収束、反転図形、統合の三種類に分類できる

とする。そのうちの統合については、「正義とケアの間は相互依存の関係」にあり、ケアと

正義のそれぞれの倫理的基礎が相互に関係することこそが、真の意味での統合だとする 21。

このようにクレメントは、ケアと正義の関係は、相補的関係にあるとする。 

ヘルドは、ケアと正義にとって重要なのは「それぞれの価値がどのようにして優先するか」

                                                   
16 前掲書、川本隆史『現代倫理学の冒険－社会理論のネットワーキングへ－』71 頁。 
17 同書、73 頁。 
18 Baier, Annette C., Moral Prejudices: Essays on Ethics, Harvard University Press, 
1994, p.31. 
19 Okin, Susan Moller, Justice, Gender, and The Family, Basic Books, 1989, p.29. (山根

純佳・内藤隼・久保田裕之訳『正義・ジェンダー・家族』岩波書店、2013 年、41 頁)。  
20 Ibid., p.29. (邦訳、41 頁)。 
21 Clement, Grace, Care, Autonomy, and Justice: Feminism and The Ethic of Care, 
Westview Press, 1998, p.120. 
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であって、その「統合が行き過ぎれば、この重要なちがいが見えなくなる」とする 22。しか

し、ケアと正義が衝突し、どちらかを選ばなければならないとすれば、ケアをとるという。

なぜなら、「ケアはもっとも基本的な道徳的価値をもつ。実際の生がそれを必要とするとき

からわれわれはケアなしでは、他の何ものも持ちえないということを知っている」からであ

る 23。つまり、生まれたばかりの赤ん坊がヴァルネラブルな存在であるがゆえに、ケアの必

要性において道徳的な責任が生じる。それは普遍的な経験に基づくものであり、われわれは

ケアされなければ生き残ることすらできない。したがって、ヘルドのケアと正義の関係は、

オーキンのそれとは逆に、「ケアは正義に依拠せず行うことができるが、正義はケアの価値

に依拠せずなされることはない」となる 24。責任についてこのように解するヘルドは、最終

的に社会政策理念について述べるにあたり、われわれが欲求を満たすために経済を最優先

できたことにたいして、あまりに身勝手だとの懸念を表明する。「巨大化した企業の支配力

を抑制するためには、ケア、信頼、人間の連帯のようなオルターナティヴな価値の確保が必

要である」25。ヘルドは、経済それ自体の可能性を排除するわけではないが、「人間の活動

と社会全体のフレームワーク」の見直しを提唱する 26。とりわけ教育、育児、健康管理、文

化、環境保護については、市場経済に馴染まないものであることからその価値を表明するこ

とが必要だとする 27。このようにヘルドは、ヴァルネラブルな存在であるがゆえの生命維持

を最重要課題と位置づけ、市場価値以外のオルターナティヴな価値としてのケアを評価す

るよう主張する。 

我が国においては、管見によれば柏木哲夫の『死にゆく人々のケア－末期患者へのチーム

アプローチ－』28が最初期にあたると思われる。倫理学領域では川本が『現代倫理学の冒険

－社会理論のネットワーキングへ－』においてケアの倫理について言及している。その後、

品川が『正義と境を接するもの－責任という原理とケアの倫理－』でヨナスの責任原理とケ

アの倫理について論じている 29。教育学の先行研究としては、中野のケアリングの実践調査

                                                   
22 Held, Virginia, The Ethics of Care: Personal, Political, and Global, Oxford University 
Press, 2006, p.14. 
23 Ibid., p.71. 
24 Ibid., p.134. 
25 Ibid., p.151. 
26 Ibid., p.120. 
27 Ibid. 
28 柏木哲夫『死にゆく人々のケア－末期患者へのチームアプローチ－』医学書院、1978
年。 
29 品川哲彦『正義と境を接するもの－責任という原理とケアの倫理－』ナカニシヤ出版、
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を中心とした『教育的ケアリングの研究』がある 30。道徳教育の観点からは林の『ケアする

心を育む道徳教育－伝統的な倫理学を超えて－』をあげておきたい 31。哲学的観点からは、

立山の「正義とケア」がケアと正義の統合可能性を探っている 32。ケアリング論を学校教育

や道徳教育、保育において論じたものとしては、中野・伊藤・立山の『ケアリングの現在－

倫理・教育・看護・福祉の境界を越えて－』がある 33。人間学的観点からは水野の『ケアの

人間学－成熟社会がひらく地平－』34、浜渦編『〈ケアの人間学〉入門』35、葛生の『ケアと

尊厳の倫理』36があげられる。倫理学から人間学への橋渡しを目指したのが森村の『ケアの

倫理』37である。ケアの倫理の概念を日本思想にまで広げて考察しているのが中山・高橋編

の『ケア論の射程』38である。 

以上、ケアの系譜と先行研究についてみてきたが、ケアの倫理は学際的な広がりをみせて

いる。しかし、それらの結節点について一部にはみられるものの、全体としては、まだ手探

りの状態であり、面を構成するまでには至っていない。本論文では、その薄明かりを頼りに

それぞれの分野の叡智に助けられながら、その先のケアの社会について構想したい。 

 

第 3 節 本論文の目的と考察の手順 

 

 以上の先行研究の整理からケアの倫理は、弱さを宛先とするものであるといえる。弱さと

はなにか。われわれ人間が傷つきやすい存在ということだ。生を受けたとき、誰かに育まれ

つつ成長し、老いて再びまた人の手を借りることになる。その人生の途中で病気、離婚、失

業などが起きることもある。躓きの石は、どこにでも用意されている。誰にとっても「ささ

え」が必要なのだ。だとすれば、他者に依存しない自立した個人はフィクションだと認めよ

                                                   
2007 年。 
30 中野啓明『教育的ケアリングの研究』樹村房、2002 年。 
31 林泰成編著『ケアする心を育む道徳教育－伝統的な倫理学を超えて－』北大路書房、

2000 年。 
32 立山善康「正義とケア」杉浦宏編著『アメリカ教育哲学の動向』所収、晃洋書房、1995
年。 
33 中野啓明・伊藤博美・立山善康編著『ケアリングの現在－倫理・教育・看護・福祉の境

界を越えて－』晃洋書房、2005 年。 
34 水野治太郎『ケアの人間学－成熟社会がひらく地平－』ゆみる出版、1997 年。 
35 浜渦辰二編『〈ケアの人間学〉入門』知泉書館、2005 年。 
36 葛生栄次郎『ケアと尊厳の倫理』法律文化社、2011 年。 
37 森村修『ケアの倫理』大修館書店、2000 年。 
38 中山将・高橋隆雄編『ケア論の射程』九州大学出版会、2001 年。 
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う。生き延びるためには、相互にケアすることを引き受けなければならない。それほど根源

的なことでありながら、ケアにかかわる労働は、その価値に相応しい評価をされてきたとは

言い難い。とりわけネオリベラリズムは、子育てや介護よりも経済活動を優先させてきた。

ケア労働を担う人がいるおかげで、市場経済の競争に専念することができていることは伏

せられたままだ。ところが、いま、家庭でのケア労働の大部分を担ってきた女性に、ケア労

働を担いながら市場競争にも参入せよという。そうすれば女性は輝けるというのだ。ちょっ

と待ってほしい。ケア労働の分配も適正になされないうちに働き手が足りないから駆り出

すというのか。 

ケアの倫理は、まず、隠されてきたケアを明るみに出し、その価値を認めることを要求し、

そこでのジェンダー平等について再検討することを提案する。さらにそれだけにはとどま

らず、ケアを提供する社会制度にまで踏み込みその枠組みを検討する。個人の倫理観として

だけでなく、より広い視野の問題提起を試みる。 

論文の構成は以下の通りである。 

第 1 章から第 3 章では、ケアの倫理の概念を詳細に考察する。第 1 章ではケアの倫理を

哲学的・人間学的視点から論じたメイヤロフについて論じる。第 2 章では、従来の倫理観と

は異なるケアの倫理を見出したギリガンについて、第 3 章では、ケアの倫理を理論化した

ノディングズのケアリング理論について分析する。第 4 章では、ケアの倫理と正義の倫理

の関係について検討したうえで、ケアの倫理の可能性について考察する。第 5 章では、ケア

の倫理におけるニーズ論について検討する。ケアの倫理におけるニーズは、ケアされる人を

理解するうえでの中核的概念である。さらに、ケアリング理論を社会政策に拡張するために、

ニーズから権利に至るプロセスについて概観する。第 6 章では、ガルトゥング 39の構造的

暴力概念から貧困とジェンダー不平等について考察する。第 7 章では、人間的に生きるた

めのケアの指針となるケイパビリティ・アプローチについて論じる。第 8 章では、ケアの倫

理を公的領域に適用することへの批判と可能性について考究する。終章では、これらを踏ま

えて、「個人が輝く」ことを他者に配慮せず、社会に配慮せず、競争を勝ち抜くことを是と

するような社会のあり方を問いなおす。それは多かれ少なかれ政治的であったり、ネオリベ

ラリズムに批判的であったりする。しかし、すべての人が自分の能力を生かすことができ自

                                                   
39 ヨハン・ガルトゥング(Galtung, Johan,1930-)ノルウェー、オスロ生まれ。前オスロ国

際平和研究所所長。オスロ大学、ベルリン自由大学、プリンストン大学等で客員教授。ベ

ルン大学等で平和学教授。1987 年ライト・ライブリフッド賞受賞。 
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分の人生に意味を見出せるような社会を構想するには必要な作業である。 
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第１章 ケアの他者性 
 
 
自己との成り立ちにおいて、われわれは、誕生から死にいたるまで、「ケアされる人間」

として、さまざまな経験をする。生まれたときには、その生命すべてを他者に委ねている。

つまり、他者とのケアの関係を通じてこそ存在できるのであり、そのかかわりは不可欠であ

る。幼児期に十全なケアが継続してなされ、それが反復され内面化されることで成長が可能

になる。発達心理学ではこれを愛着あるいは依存と呼ぶ。それほど人間は「脆弱」な存在な

のだ。他方、その長い発達期間は、人間の知性、認識能力、創造性、コミュニケーション能

力、社会性の発達に資することから、人間特性としての「強さ」もある。とはいえ「強さ」

は、環境や能力といった個人差が大きいことから不平等を助長する危険を孕んでいる。そう

であるならば、平等を保障するには、脆弱な個人をささえることである。ささえるとは、そ

の人の代わりになることができないからささえるのであり、言い換えればその人へのかけ

がえのなさゆえにささえるのだ。ところで、当たり前のことだが、この脆弱な個人とは「わ

たし」のことでもある。つまり、われわれ人間にとって、「わたしがわたしである」ための

個人の自律／自立は、ささえあいの関係抜きにはありえない。つまり、ケアの関係の中で「わ

たし」になるのであり、「わたし」が「わたし」であることをケアがささえているのである。 

 

第 1 節 ケアする存在としての人間 

 

ケアを他者とのかかわりと人間の存在そのものから概念化したのが、メイヤロフ

(Mayeroff Milton)である。メイヤロフは主著 On Caring を 1971 年に上梓した。1970 年代

のアメリカは、第二波フェミニズムの思想が力を得てきた時期でもあり、ケアがさまざまな

学問領域で取り上げられるようになったのと軌を一にする。特に医学や看護分野ではそれ

までの技術と結果偏重への反省から「ケア」概念を取り入れた研究が数多く行われるように

なった。また、フェミニズムや女性学においては、第一波フェミニズムの限界を突破するよ

うに、第二波フェミニズムが、「個人的なことは政治的なこと」をスローガンに、女性の自

己決定権を要求した。ギリガン(Gilligan, Carol)もまた、新たなフェミニズム倫理学の先駆

けとなる道徳発達理論から自己－他者関係を論じ、現代正義論の欺瞞を暴いた。こういった

女性の立場からの異議申し立てとは一線を画し、父親の視点からのケア論の先駆けとなっ
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たのが、前述したメイヤロフである。管見の限りでは On Caring は、ケアリングについて

一冊にまとめられた最初の本である。この本の出版に先立って 1965 年に International 

Philosophical Quarterly に発表された論文‘On Caring’の中でメイヤロフ自身も「ケアにつ

いては哲学的考察がくわえられてきたことはほとんどなかった」40と述べている。ここで展

開されるケア論は、現在に至るまで多くの臨床家や看護理論に支持され、繰り返し引用され

ており、その影響は大きなものとなっている。たとえば、看護理論家のシスター・M・シモ

ーヌ・ローチ 41はメイヤロフのケア論を取り入れ、「ケアリングは人間の存在様式(human 

mode of being)」42であるとし、近代医療的な治療行為としてのキュア(cure)に対置させる

ことを試みた。その背景には、医療の場における技術の高度化と知識の細分化が進むなかで、

延命治療の是非や移植医療の可否等のさまざまな問題が噴出したことがある。さらにいえ

ば、専門化した医学の治療による機能の側面が重視され、患者の精神的な不安や弱さにたい

するケアの側面が削り落とされていったことにもあるだろう。近代医療に代わる何か、ある

いは近代医療を補完するものとして、ローチはケアリング論を定位した。では、ローチのい

う人間の存在様式とは何を意味するのだろう。ローチは、子どもがケアを受けることを通じ

て十全な人間発達が可能になるとしており、ケアリングは「人間の例外的な素質によるもの」

ではなく、「人間であることの最もありふれた、そして確かな基準」であるという 43。つま

り、「無力さとケアと生存」は、胎児の無力さゆえに切り離せないものになる。それゆえ、

ケアの欠如、すなわち愛とぬくもりの欠如は、ボウルビィの愛着理論やエンズワースのアカ

ゲザルの実験を持ち出すまでもなく、人間の発達にとって生涯にわたり、影響があるとされ

ている。だからこそこの時期の母子関係が重要とされるのだ。 

このように、ローチの人間の存在様式とは、無限の潜在的可能性をもちながら完全に無力

な状態で生まれてくる人間を基底に置き、人間の発達と成熟はケアを通じて達成されると

いうものである。「ケアをするということによって、人は本来の姿となり、真の人間となり、

                                                   
40 Mayeroff, Milton, On Caring, Harper & Row, 1971, p.463. (田村真・向野宣之訳『ケア

の本質』ゆみる出版、2004 年、183 頁)。 
41 Roach, Sister Marie Simone (1922- )カナダのノバスコシア州の St. Martha of 
Antigonish のシスター。1970 年にカソリック大学で博士号取得、同大学院在籍中は哲学

に、学位取得後は倫理学に興味をもち、ケアリングにかかわる存在論についての考えの基

盤を固める。カナダのトロント大学看護学部において看護教育の領域で活躍した後、マサ

チューセッツ州にあるセント・ジョン病院の教育担当部門で活躍後、カナダに在住。 
42 M.S.ローチ／鈴木智之・操華子・森岡崇訳『アクト・オブ・ケアリング－ケアする存在

としての人間－』ゆみる出版、2002 年、15 頁。 
43 同書、20 頁。 
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自分自身」になるとするローチのケアリングは、ケアという日常的で多義的な言葉にたいす

る一つのあり方を示したものといえる 44。 

一方、メイヤロフ自身が影響を受けた人物として、デューイ、フロム、マルセル、バック

ラー、ブーバーの名前をあげている。このうちの一人、フロムは、「愛に配慮(care)が含まれ

ていることをいちばんはっきりと示しているのは、子どもにたいする母の愛である。（中略）

愛とは、愛する者の生命と成長を積極的に気にかけることである。この積極的な配慮(care)

のないところに愛はない」としており、メイヤロフの最も重要視する他者概念にその影響を

みることができる 45。さらにフロムは、愛の概念に含まれる責任は、尊敬が欠けることでパ

ターナリズムに陥りやすいことを指摘している。少し長くなるが、その部分を引用しておき

たい。「配慮と気づかいには、愛のもう一つの側面も含まれている。責任である。・・・中略・・・

責任は、愛の第三の要素、すなわち尊敬が欠けていると、容易に支配や所有へと堕落してし

まう。尊敬は恐怖や畏怖とはちがう。尊敬とは、その語源(respicere=見る)からもわかるよ

うに、人間のありのままの姿をみて、その人が唯一無二の存在であることを知る能力のこと

である。尊敬とは、他人がその人らしく成長発展してゆくように気づかうことである。した

がって、尊敬には、人を利用するという意味はまったくない。わたしは、愛する人が、わた

しのためにではなく、その人自身のために、その人なりのやり方で、成長していってほしい

と願う。誰かを愛するとき、わたしはその人と一体感を味わうが、あくまでありのままのそ

の人と一体化するのであって、その人を、わたしの自由になるような一個の対象にするわけ

ではない」46。このようにフロムの記述には、責任と尊敬だけでなく、メイヤロフの他者を

他者のまま受容するという「差異の中の同一性(identity-in-difference)」の概念もみられ、

単なる類似を超えた思想的影響をみることができる。しかし、ハイデガーについては、その

著書『存在と時間』47の中で『クーラ(Cura)の神話』を取り上げているにもかかわらず、メ

イヤロフは、「ハイデガーは『存在と時間』の中で、ケアを人間の存在様式であると述べて

いるが、この論文中のケアについての考え方は、ハイデガーの分析に負うところはほとんど

ない」48としてその影響を否定している。それ以上のことは、論文中触れていないため詳細

                                                   
44 同書、20 頁。 
45 Fromm, Erich, The Art of Loving, Harper & Row, 1956, pp.24-25. (鈴木晶訳『愛する

ということ』紀伊国屋書店、1991 年、48 頁‐49 頁)。 
46 Ibid., pp.26-27. (邦訳、50 頁‐51 頁)。 
47 ハイデガー／桑木務訳『存在と時間』(中)岩波文庫、2000 年、137 頁‐138 頁。 
48 Mayeroff, Milton, op.cit., p.463. (邦訳、183 頁)。 
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については不明だが、その理由を一つあげるとすれば、メイヤロフにとってケアは、具体的

行為や具体的存在者であり、常に生きることへの希望として、また喜びとして記述されてい

る。これにたいしてハイデガーにとってのケア(Sorge)は、関心(配慮 Besorgen、顧慮 

Fürsorge)として人間の全的ありかたそのものであり、不安を不安として引き受ける死への

存在としての次元、いわゆる存在論的次元にあった。このため、本書を執筆当時のメイヤロ

フは、ケアという活動に即してその本質を追求していたため、ハイデガーとは位相のちがい

があったものと考えられる。 

次に、メイヤロフの影響を受けた哲学者をあげておきたい。教育分野でのケアリングの第

一人者であるノディングズである。ノディングズは、メイヤロフについて、「継続とか、自

責の念とか、相互扶助とかの重要性と、ケアリングの限界を指摘して、わたしたちに、有意

義な出発点を与えてくれた」 49とする。ノディングズは、メイヤロフの中心概念「専心 

devotion」に触発され、他者へのケアに「専心没頭 engrossment」を中心概念と措定して

いることからもその影響の大きさを読み取ることができる。後ほど、このことについて詳細

に検討したい。 

このように、ケアに関する議論は、哲学、看護、教育にとどまらず、宗教、心理学、そし

て実践と幅広い分野でなされている。次節では、ケアリングの一般的記述と、人生にどのよ

うな意味と秩序を与えるかを主題としたメイヤロフのケア論について論じる。 

  

第 2 節 他者へのケア 

  

ケアの概念は、古代ギリシャ・ローマ時代にはじまり、現在あらゆる分野で議論されるに

至ったが、その根源において人間存在とケアは一体のものであるとされていた。メイヤロフ

のケア論もその一体性を踏襲し、ケアを人間の本質であるとした。そのうえで、メイヤロフ

は「一人の人格をケアするとは、最も深い意味で、その人が成長すること、自己実現するこ

とを助けること」50とケアを定義している。つまり、メイヤロフのケアは、単にケアしたい

という願望でもなければ、一度だけのものでもない。ケアされる人の成長という目的のもと

                                                   
49 Noddings, Nel, Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education, 
University of California Press, 1984, p.10. (立山善康・林康成・清水重樹・宮崎宏志・新

茂之訳『ケアリング 倫理と道徳の教育－女性の観点から－』晃洋書房、1997 年、15
頁)。 
50 Mayeroff, Milton, op.cit., p.1. (邦訳、13 頁)。 
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継続したケアをすることで成長を促すという他者志向のものだ。 

 このような考えは、父親の子どもにたいするケアとして述べられる。「その子自身が本来

持っている権利において存在するものとして認め、成長しようと努力している存在として

尊重する」51。ここでいう本来持っている権利とは、どのようなものだろうか。親子関係は、

非選択的関係にかかわるものであり、やむを得ない関係ともいえる。そのような関係でも、

本来持っている権利というためには、ケアされる側についての説明も必要だろう。しかし、

メイヤロフの問題関心は、そこにはなく、あくまでケアする側からのケア論の概念化にある。

このためケアされる人の権利についての記述はない。メイヤロフにとってケアされる人の

権利は、論じるまでもない所与のものとされている。しかし、それではケアの放棄が仮にあ

ったとして、その責めをケアされる人の権利から追求することは難しい。ならば方法はない

のだろうか。 

ケアされる側の権利をケアする側との義務との関係から再定義しようとしたのが最首で

ある。最首には、障碍のある星子さんという娘が居る。星子さんと生活するなかで、最首は、

権利があることを主張することすらままならない娘の生存を憂慮する。 

近代公教育の目標が資本主義の維持、発展のため、意欲のある労働者の存在にあるとすれ

ば、重度の障碍のある星子さんの存在はそこにはない。しかし、最首にとって娘、星子さん

の存在は管理社会とは反対のベクトルを指し示す羅針盤であり、その笑顔は、最首家の雰囲

気をはかるリトマス試験紙のごとくである。彼女のケアをすることは、最首にとって一番深

い喜びだった。「自発的に、内発的に、これは義務と思うようなことが自分の中に形成され

てきて、その義務がか弱い存在、愛する存在に向けて行為化されるとき、相手の感謝などに

は関係なく、深い充足感がはらまれるのだろう」52。このような行動原理を最首は「内発的

義務」と名付けた。その根源には、無制限の自由がある。無制限の自由とは、最首によれば

「どんな子どもも、生まれてくる(be born)について、どんな主体性もない。主体なきところ

に責任はない。責任がないということは、さしあたり無制限の自由をもっている」ことであ

る 53。しかし、われわれが生きていくということは、常に何かを選び、あるいは選ばないこ

とを選択しながら世界を広げていくことだ。たとえ、選択肢が一つもなくとも、それを選べ

ば、その決定に責任は生じるし、「おまかせします」と言ったなら、やはりそれは自己決定

                                                   
51 Ibid., p.1. (邦訳、13 頁)。 
52 最首悟『星子が居る』世織書房、1998 年、131 頁。 
53 同書、157 頁。 
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なのであって、そのことへの責任はある。つまり、責任とは、その選び取った決定にたいし

て向けられるものである。「その選択、決定が誇れない、あるいはベストではなかったと気

づいたとき、次の同じような機会には、ちがうように振る舞おうとする」ことが責任であり、

自分の選択や決定が他者に害を及ぼし、その償いが完全にはできないとき、その償いを一生

担ってゆくということを意味する 54。責任は自分のとった行為の「ねばならぬ」という内発

的な覚悟を生じさせる。これが内発的義務であり、それが行為となって表れたのが他者への

ケアである。 

このような内発的義務が、個人レベルだけではなく社会レベルで行われると、「社会的に

してもらう」という経験や意識が生成される。それが繰り返されて当たり前となったとき

「してもらえるはずだ」という期待が大きくなり、社会通念として固まってくる。この社会

通念を最首は権利と呼んだ。「内発的な義務の発露を他者に投げかける、自分の選択を見つ

める人たちがいっぱいいて、その人たちが社会という場をつくるときに、この場に権利とい

う考えが発生する」55。主体なき存在のもつ無制限の自由から主体形成による責任が生じ、

その蓄積が内発的義務となり、それが他者との関係性において権利となるとすることで権

利への筋道をつけたのである。 

このような権利の特性において、漸くメイヤロフの「その子自身が本来もっている権利」

の説明も可能になるのではないだろうか。赤ん坊や子どもは自分に権利があるとは、言わな

いし、言えない。言えない権利をどう守るか。確かに物言えぬ子の権利を守りぬくとなると、

家庭内での虐待や極度の貧困状態にある場合に対応するには個人のレベルだけでは難しい。

だからこそ最首は、権利を社会レベルに再定位した。つまり個々人の選択という行為による

責任を蓄積した内発的義務を社会の側に引き受けさせたのだ。社会レベルの内発的義務の

行動原理にしたがえば、その子本来の権利は、社会的に成立している 56。フェミニスト法学

者マーサ・ミノウも、子どもの権利が現在の法システムでは十分守られないことを指摘して

                                                   
54 同書、389 頁。 
55 同書、391 頁。 
56 このような義務と権利をめぐる議論について最首は、シモーヌ・ヴェイユの言葉をたび

たび引用している。「宇宙にたったひとりしかいないと仮定するなら、その人間はいかな

る権利も有せず、ただ義務のみを有することになろう。ひとりの人間は個人として考えら

れた場合、自己自身にたいするある種の義務をも含めて、ただ義務のみを有する。これに

対して、かかる個人の観点から考えられた他人たちは、ただ権利のみを有する」S.ヴェー

ユ／山崎 庸一郎訳『シモーヌ・ヴェーユ著作集 5 根をもつこと』春秋社、1967 年、22
頁。この箇所で、最首は義務の意味が長い間わからなかったとしているが、星子の存在に

よって導かれ、わかりかけたとする。同書、73 頁‐74 頁。 
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いる。彼女は、子どもの権利や保護が厳しく問われた「少年裁判所」の実験において、「児

童虐待などが行われている状況下では、親に対する子どもの保護を受ける権利という形式

の権利を少年裁判所は初めて提案した」点については評価しつつ、ケアや人間の関係性にと

っての必要条件やその影響について、裁判所は真剣に受け止めてこなかったとして批判し

ている 57。他方、仮に「少年裁判所が正当な権利ではなく正当な義務を明らかにしてきたな

らば、こうした不十分さも部分的には修正されてきただろう」ともいう。ミノウは義務を明

らかにすることで権利を賦与しようとした。ここでいう義務とは、青少年が依存しているお

となたちの義務と、青少年の世話を任されている者たち、すなわち国家や各機関への青少年

への義務の二種類をいう。これらの義務が、権利観念の中に「双務的(bilateral)な実質」を

持つ次元をもたらすことを可能にする。このアプローチの狙いは、親・子ども・国家機関そ

れぞれの諸義務を明確化するだけではなく、個人間の共同を促進するような立場をとる権

利の観点に人々の注意を向けさせることにある。ミノウは、権利が、他者による加害から個

人の自由を保護する社会的コミットメントだけではなく、他者との関係性を形成する個人

の自由を保障する社会的コミットメントとなることを企てているのである 58。 

現在の法システムの中心が、交通安全、暴力犯罪のコントロール、中絶の規制などの社会

秩序の維持を目標とするなかで、子どもは付随的な役割を果たすに過ぎず、社会的関心事の

一要素に追いやられている。このように子どもの権利については、十分定式化されていると

はいえず、親や国家によってなされる権力乱用を制約する子どもの権利と、帰属する共同体

での信頼形成や愛情関係を促進する子どもの権利との緊張関係が生じている。それは「しつ

け」という言葉一つでどうにでもなるような権力関係の側面である。 

そのような緊張関係について、メイヤロフは、ケアする際の相手との合一の体験を基本的

なパターンとしながらも、「相手を支配したり所有しようと試みる」のではなく、「その子自

身が本来持っている権利において存在するものと認め、成長しようと努力している存在と

して尊重する」という。つまり、ここでのケアは、ケアする側が自我への執着にとらわれず、

ケアされる人の努力をそのまま受けとめケアすることが要請される。ケアされる側にはす

でにニーズが存在しており、それへの応答が最優先されるべきなのだ。その応答は、ケアさ

                                                   
57 Minow, Martha, ‘Rights for the Next Generation: A Feminist Approach to Children’s 
Rights’, in Harvard Women’s Law Journal, Vol.9 1986, pp.1-24. (大江洋訳「次代への権

利－子どもの権利に対するフェミニスト的アプローチ－」『家族〈社会と法〉』第 10 号、

日本家族〈社会と法〉学会、1994 年 9 月、24 頁‐55 頁)。 
58 Ibid., pp.1-24. (邦訳、24 頁‐55 頁)。 
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れる人の成長のためには継続されねばならないが、その継続には振り返りも必要だ。忘れて

ならないのは、ケアという営みは一方的なものではなく相互性を伴うものだが、その関係性

はほとんどの場合非対称であるということだ。ケアする人がそのことに無自覚だと、長く続

けるうちにケアされる人の重荷になることもある。相手とのかかわりが深くなるほどに、ケ

アする人の想いはケアされる人の主体を脅かしかねない側面もある。高齢者介護の場合、家

族の介護が至れり尽くせりであればあるほど、家族への不平不満は言い出しにくい。ケアさ

れる人は、自分らしさを捨てても、介護してもらう必要があり、本音を出しにくいのだ。 

相手を助けているという傲慢さへの警戒に自覚的であるべきだろう。ケアの関係性にお

いて主体はあくまでケアされる人である。老いや障害によって主体の喪失が著しいとして

も、客体として扱うのではなく、主体としての尊厳を守る、あるいは再び主体としての尊厳

を取り戻すようなケアのあり方を考えたい。次項ではケアのあり方をささえるケアに固有

の概念について考察する。 

 

第 3節 ケアに固有の概念 

 

メイヤロフは『ケアの本質』において、八つの「ケアの要素」について論じている 59。こ

こでは、それぞれの内容を確認したのちに、ケアに固有の概念として欠かすことのできない

三つの項目を取り出して論じることとする。 

 

1. 知識 

 ケアをするためには、他者のニーズを理解したうえで適切な応答ができなければならな

いため知識は必要だ。知識は、一般的な知識と個別的な知識、明確な言語表現ができる知識

と言語表現できない暗黙の知識、理論知と実践知、直接的知識と間接的知識とに分けられる。

これらは相補的であり、全体として他者の成長を援助するうえでさまざまに関係している。 

2. リズムを変えること 

 より狭い枠組みとより広い枠組みとの間を行ったり来たりする行動のリズムのことであ

る。 

3. 忍耐 

                                                   
59 Mayeroff, Milton, op.cit., pp.7-15. (邦訳、34 頁‐65 頁)。 
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 忍耐とは、何かが起きるのを座視することではなく、わたしたちが全面的に身をゆだねる

相手への関与の在り方の一つである。また、混乱やまごつきがあったとしても、これにたい

して寛容であることも意味する。寛容は、相手の成長にたいする敬意の表面なのである。 

4. 正直 

 正直とは、何かをしないとか噓をつかないとかいうことでなく、自分自身に正直であるこ

とを指す。 

5. 信頼 

 信頼は、相手の存在の独立性を、他者は他者として尊重することである。他方、ケアにた

ずさわる自分自身の能力を信頼することも意味する。 

6. 謙遜 

 謙遜にはいくつかの様態があるが、ケアは相手の成長に対応していくものであるから、相

手について継続的に学ぶことを含んでいる。また、これ以上学ぶことがないという態度は、

ケアとは相容れない。謙遜は、またわたしのケアが特権を与えられていないことを自覚する

ことでもある。 

7. 希望 

 ケアを通して相手が成長するという希望がある。この希望とは、待ち望んだ未来には充足

があるが、現在には充足がないというものではなく、現在の豊かさの表現であり、可能性の

期待で生き生きした現在そのものなのである。 

8. 勇気 

 未知の世界に分け入って行く場合に存在するものである。他者や自己の能力への信頼が、

勇気を与えてくれる。 

 

以上、ケアの八つの要素について確認した。その中からケアに欠かすことのできない三つ

の概念について詳細に検討する。 

 

第 1 項 ケアに全人格的な統一を与える 

 

メイヤロフは正直についてどう捉えているのだろうか。「正直(honesty)はケアにおいて

積極的な要素として存在するのであって、何かをしないということ、つまり、嘘をつかない
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とか、他人を故意にだまさないとかというようなものではない」60という。単に表面的な正

直さではなく、「自分自身に正直」であることをいう。メイヤロフは、「実際に自分自身に面

とむかい、心を開くこと」とも述べる。また、それは、「対象を忠実に見ようと努力する」

ことにおける正直さでもあるという 61。 

 この場合、対象を忠実にみるとは、あるがままの相手を見つめることであり、相手の要求

を正確に受け止めることである。その要求は成長に応じて変化していくため、それにつれて

ケアの形も変化していく必要がある。初めのころのケアの方法がうまくいったからといっ

て、ずっとその方法でうまくいくとは限らない。ケアする人は機械的にケアするのでなく、

「変わりゆくその要求にこたえなければならない」62。あるがままの相手を見つめ、あるが

ままの自分を見つめ、自分の行っているケアが相手の成長の助けになっているか、相手の妨

げになっていないかを常に確認しなければならない。その結果、ケアに誤りが発見されたな

らば、正さなければならない。ケアはその訂正を迫る。 

メイヤロフは、なぜ、ケアにおいて正直であらねばならないと考えるのだろうか。それは

「正直であることが、ケアに対して単なる一つの手段であるかのような意味で、正直さを方

便であると考えているからではなく、正直であることがケアに全人格的な統一を与えるか

ら」63とその理由を述べる。つまり、正直であるとは、義務論者が言うように単に「嘘をつ

くな」とする正しさを守り、嘘を禁じることだけを指すのではなく、その人の性格特性や性

格の状態まで求めており、そのことをもって全人格的な統一としているのだ。したがってメ

イヤロフの考える正直な人とは、「しかるべき仕方で－やすやすと、ひたむきに、ためらわ

ずに、几帳面に、必要に応じて－不正直なおこないを避け、正直なおこないをなす傾向にあ

る人」といえる 64。われわれは、正直な態度のみならず、そこになんらかのしかるべき理由

で行為することへの信頼性を期待しているのだ。 

このように、メイヤロフは、ケアするうえで正直は不可欠であるとする。さらにその正直

さは、自分自身も他者も、ありのままの自分を隠さずに互いに応えることをいう。そうであ

れば、互いにぶつかることもあるだろう。しかしそれを「対話」65にかえることができれば、

                                                   
60 Ibid., p.25. (邦訳、46 頁)。 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid., p.26. (邦訳、48 頁)。 
64 Hursthouse, Rosalind, On Virtue Ethics, Oxford University Press, 2001, p.11. (土橋

茂樹訳『徳倫理学について』知泉書館、2014 年、18 頁)。 
65 対話についてノディングズは、「互いに語り合い、傾聴し合い、分かち合い、応答し合



23 
 

隠されたニーズに気づくことも可能だ。相手のニーズを感じ取ることができなければ、ケア

はできない。 

 

第 2 項 他者は他者なのである 

 

メイヤロフは、信頼は他者の独立性の尊重と、適切なケアをするためにあるという。「信

頼は、ケアする相手の存在の独立性を、他者は他者なのであるとして、尊重する」66。メイ

ヤロフは信頼について、このように述べる。ここで、「他者」を「他者」として尊重すると

は、ケアされる人をそのまま受け止めることである。ケアされる人は、援助される立場とし

て、弱者になりやすく、このため依存したり、支配されたり、取り込まれたりしやすい。そ

うなると、ケアは押し付けとなり、ケアされる人は、呑み込まれてしまうことになる。その

暴力性を防ぐために、「他者」を「他者」として尊重することを、強調していると考えられ

る。この問題はケアに内在する問題として、後述する。 

 信頼は相手の成長を信頼することも含む。仮に、その人が過ちを犯したとしても、その人

自身が、過ちから学ぶことができると、信じることである。一方、ケアされる側は信頼され

ることによって、自分自身の成長を確信でき、「より大きな力」を発揮することができる。 

また、メイヤロフは、信頼とは、「まかせる」ことだという。「他者を信頼することは、ま

かせることである。つまりそれは、危険な要素をはらんでいるが、未知への跳躍なのである。

いずれも勇気のいることである」67という。ここで、メイヤロフは「信頼」を「まかせる」

とパラレルに置くことで、私的領域から公的領域へ踏み出す契機となることを示唆してい

る。しかし、それは同時に「危険」も内包する。それでも、未知の世界に出ていくことがで

きるのは、ケアする人の「わたし」への信頼であり、その信頼を「わたし」が認識できるか

どうかである。ケアされる人が、「あの人はわたしを信頼している」と認識できれば、「わた

し」は、公的領域へと踏み出していける。そのことが、成長だとメイヤロフはいう。 

さらに、次の一文に「未知への跳躍」とあるが、どこからどこへの跳躍なのだろうか。メ

イヤロフのケア論の基底が親子としていることからすれば、子どもが成長して社会に出る

ことを指すと考えられる。続く一文が「勇気のいること」というフレーズを含むことから、

                                                   
う営み」であるとし、教育のあらゆる局面において、きわめて重要だとしている。

Noddings, Nel, op.cit., p.186. (邦訳、287 頁)。 
66 Mayeroff, Milton, op.cit., p.27. (邦訳、50 頁)。 
67 Ibid. 
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これは、私的領域である「家」から公的領域である「世界」へ踏み出すことを意図している

のではないか。つまり、人間が私的領域を出て、公的領域に顕れるためには「勇気」が必要

だということである。ここで、信頼と勇気とまかせることの関係が明らかになる。先に信頼

とは、まかせることであると述べた。まかせられた相手は、危険を承知で未知の世界に飛び

込んで行く。まかせる方もまかせられる方も、どちらも勇気がなくてはできない。その勇気

に力を与えるのが信頼である。 

では、信頼の欠如は何を引き起こすのだろうか。メイヤロフは、過剰なケアを引き起こす

という。「信頼の欠如が露呈されると、わたしたちは相手よりも優位に立とうとしたり、あ

る鋳型に無理やりに当てはめようとしたり、成果について保証を要求したり、さらには“ケ

ア”しすぎる結果となってしまう」68。つまり、相手が信頼できないために、その人が自分

のやり方で何かをしたり、自分の仕方で成長しようとするのを黙ってみていられない、まか

せられないのだ。 

これを親子関係に置き換えれば、過保護といえるだろう。メイヤロフは、「過保護もケア

の一種であるかのごとく考えて“過保護に”ケアするということ」にたいして、「これらは

誤りであるといわねばならない」69という。なぜ過保護は誤りなのだろうか。このことにつ

いて、メイヤロフは、「子どもの成長しようという欲求よりも、親自身の欲求に強く応答」

70しているからだと指摘する。言い換えれば過保護は、「成長」の主体を相手に置くのでは

なく、親自身に置いている。このような親は「子どもとは独立する必要性」があり、「自分

自身に対して責任をもつべき存在である」と見ていない 71。そのような状況では子どもの自

立の兆しは脅威として受け止められ、子どもが自分のやり方でしようとすると黙って見て

いられなくなるとメイヤロフはいう。 

では、どのような人が過剰なケアをせずに、相手を信頼できるのだろうか。メイヤロフは、

自分自身が成長するのを信じている人だけが、相手の成長を確信し信頼できるとする。つま

り自分の能力を信頼できなければ相手の能力も信頼できず、その結果相手にまかせること

ができなくなるのだ。 

このように、信頼とは他者は他者のまま尊重すると共に、自らの能力も信頼することがで

きなければならない。 
                                                   
68 Ibid., p.28. (邦訳、52 頁)。 
69 Ibid., p.49. (邦訳、88 頁)。 
70 Ibid., p.28. (邦訳、52 頁)。 
71 Ibid. 
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第 3 項 依存の認識と傲慢さの克服 

  

最後に、謙遜(humility)について取り上げる。メイヤロフはケアすることについて、「成

長」を念頭において定義していた。ケアする人は、相手の成長に対応していかなければなら

ないため、常に学ぶことが求められる。次々に学ぶことが現れるため、ケアする人は謙遜に

ならざるを得ない。この学ぶことには、学問や書物からだけではなく、ケアされている人か

ら学ぶことも含まれる。親は子どもから、教師は生徒から、芸術家は芸術作品から学ぶ。つ

まり、どのような事柄からでも学べるのであり、ある事柄からは学ぶに足りないと感じられ

るものはない。「もはや学ぶものはないという態度は、ケアとは相容れない」72とメイヤロ

フはいう。どんなに経験が豊富な人であっても、機械的に相手をケアすることはできない。

なぜなら、ケアの状況は過去の反復ではないからである。常に問題は、新たな状況を含み、

そのことを完全に知っているということは、あり得ないからだ。 

 さらに、メイヤロフは謙遜について「わたしの特別なケアが決して特権を与えられていな

いのだ、と自覚する」73ことであるという。確かにケアは個別的なものであるから、ケアに

かかわるのは、「このわたし
、、、、、

」であるが、目的は相手の成長である。誰のすることに価値が

あるかではなく、他者の成長に価値を置く。重要なのは、わたしがケアする対象をもつこと

ができたということであり、ケアしているのはわたしであるという事実ではない。 

 謙遜を広義に捉えると、傲慢さを克服する意味をもつという。ケアされる相手を、単に克

服すべき課題とみる傲慢さをあらためさせるということである。また、相手の能力以上に自

分の能力があると考える傲慢さや、何かを成し遂げたとき「いかに多くを依存しているかに

ついて盲目」になっている傲慢さを克服するといった意味もある。さらに「謙遜はうぬぼれ

に打ち克つ」ことを意味する。気取ったり、秘密にしたりせず、自分をさらけ出すことがで

きるようになることである。 

 このように謙遜することで、自分の限界や能力が、本当の意味で理解できるようになる。

それは悲嘆することでもうぬぼれることでもない。その能力を活用することで誇りをもつ

ことができるようになることだ。ここでメイヤロフは、二つの例を引いている。「母親が我

が子を育てあげるとき、どのように手助けしたかを認識することの誇り、あるいは哲学者が

                                                   
72 Ibid., p.30. (邦訳、56 頁)。 
73 Ibid. 
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重要な考えを展開させていったときの完璧性における誇り」74である。そこには傲慢さはみ

られない。相手とわたしを切り離すことなく、自分に対しても相手に対しても、率直に対峙

しているからだ。誇りはうぬぼれとは異なる。なぜなら、誇りは自分のしたことと、自分自

身が相手やまわりの協力に、いかに依存しているかを、率直に認識することを含むからであ

る。このように、謙遜はケアすることの広義の表明ともいえる。 

ここまでケアの概念でも特に重要とされる「信頼」「正直」「謙遜」を中心に考察してきた

が、そのどれもがケアに全人格的な統一性を与えるものであり、不可欠な要素である。 

しかし、ケアは概念だけではなく、具体的な行為を伴うものである。その行為において重

要とされることはどういうものなのか。次節では、他者と自己との関係からケアを考える。 

 

第 4 節 メイヤロフにおける自己と他者の関係 

 

 ケアに含まれる要素についてみてきたが、ケアはそれ自体具体的な行為を含むものであ

り、自己と他者の関係においてその都度見出されるものであった。ここでは、メイヤロフの

理論に依拠しながらケアにおける自己と他者の関係についてさらに詳細にみていく。 

 

第 1 項 専心にみる無私と自己超越 

 

メイヤロフは、「その人が成長すること」にケアの意味を見出していた。つまり第一義的

には他者の成長であり、相手に「専心」したときのみ、ケアは実質を帯びるのである。 

この「専心(devotion)」についてメイヤロフは「ケアにとって本質的」であるとしており、

「専心が失われれば、ケアすることは失われてしまう」という 75。 

なぜ、それほどまで専心にこだわるのだろうか。メイヤロフによれば、ケアが固有の性格

を帯びるのは、「他の誰でもないこの他者」への専心を通してだという。「専心は、他者のた

めにわたしがしりごみしたり、曖昧なあり方を示したりすることの反対のあり方で、“そこ

に”その人のためにわたしがいる」76ことであるとして、わたしと他者との関係において、

他者がわたしを必要とする以上にわたしが他者から必要とされていることを示唆している。

                                                   
74 Ibid., p.31. (邦訳、58 頁)。 
75 Ibid., p.10. (邦訳、24 頁)。 
76 Ibid., p.11. (邦訳、25 頁)。 



27 
 

ここにケアが単に概念としてだけあるのではなく、具体的他者を通した関係での行為であ

ることが示される。さらに専心の背景にはケアの限界性があることを指摘しておきたい。ケ

アを行うのが人間である以上、能力には限界がある。「わたしたちは同時に多くのことに専

心することは実際できない」77とメイヤロフはいう。同時に多くのことをケアしようとすれ

ば、ケアする人は疲弊し、継続が困難になる。ケアは、その過程で他者が成長するものであ

るから、継続がなければ、その人の自己実現も為されない。、このようにメイヤロフは「専

心」はケアすることにとって本質的であると考えている。 

では他者に専心した自己とは、どのような状態なのだろうか。メイヤロフはこのことを、

「無私(selflessness)」78の状態と表現している。「無私」とは、「パニックになって自分を見

失うこと」ではなく、他者に迎合することでもない。無私は「純粋に関心をもったものにひ

かれること」を指す 79。この状態は、無感動、無感覚なのではなく、逆に感覚が研ぎ澄まさ

れ、自分自身や相手に対して「豊かな感受性」を示すことができるという。このため「より

自分自身に近づくことができ」、「自分独自の力を十分に活用」できることになる 80。したが

って、メイヤロフのいうところの「無私」とは、自己を否定することを通して自己肯定とな

るという弁証法的構造をもっていると考えることができる。つまり、自分を捨て切ったとこ

ろで、自分が生かされるのである。 

メイヤロフの「無私」概念について、前述以外の記述は見られない。このため具体的な行

為を伴うケアの説明としてはやや物足りなさを感じる。そこで、他者の成長が一番の関心事

であるとするメイヤロフのケアと、V.E.フランクル 81の「自己超越性」に共通項があるとす

る広岡の言葉に耳を傾けたい。広岡は、自分のことを忘れて相手の成長を援助することによ

ってのみ、結果として自分自身を実現していることになるという、メイヤロフのケア概念が

フランクルの自己超越概念と軌を一にするという 82。仮に広岡の解釈の通りであれば、メイ

ヤロフの「無私」概念もそこに立脚している以上共通項があるといえるだろう。フランクル

自身の言葉からメイヤロフの抽象概念を補ってみたい。フランクルは、「人間の実存の本質

は、自己超越にあります。自分を観察しないこと、自分を調べないこと、自分の質問しつづ

                                                   
77 Ibid., p.72. (邦訳、122 頁)。 
78 Ibid., p.39. (邦訳、68 頁)。 
79 Ibid. 
80 Ibid., pp.39-40. (邦訳、69 頁‐70 頁)。 
81 V.E.フランクル(Frankl, Viktor Emil, 1905－1997)オーストリアの精神医学者、哲学

者。実存分析（ロゴセラピー）の創始者。主著に『夜と霧』『死と愛』などがある。 
82 吉原惠子／広岡義之編著『ケアリング研究へのいざない』風間書房、2011 年、21 頁。 
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けないことにあります」という 83。つまり、自我の限界を踏み越えるということだ。実存

(Existenz)は、「外に出て立つ」(ex-sisto)の動詞の名詞化(existential)であり、「外に出て立

つ者」であることから、自己超越的にある者を意味する。このことは、人間の知覚作用で考

えてみるとわかりやすい。眼は、鏡に映ることを別にすれば、眼自身を知覚することはでき

ない。もし、眼が眼自身を感じたり見たりするならば、眼は病気だ。眼が白く濁りをみるな

らば、白内障であるし、虹のような輪が見えるなら、緑内障である。健康な眼であるならば、

眼の影すらあってはならない。つまり、眼は本質的に自己超越的なのだ。人間存在もまさに

これと同様である。「自己超越とは、人間が、自分を無視し忘れること、自分を顧みないこ

とによって、完全に自分自身であり完全に人間であることです。つまり、なんらかの仕事に

専心することや、なんらかの意味を実現することによって、あるいは、ある一つの使命また

ある一人の人間、つまり伴侶に献身することによって、人間は、完全に自分自身になります」

とフランクルは自己超越について説明する 84。つまり、自己超越とは、自分を捨て切り、な

にものかに献身することで自分自身になることであり、メイヤロフのいうところの自己実

現との共通項も多い。このように、フランクルの「自己超越」とメイヤロフの「無私」は、

他者とのかかわりにおいて、自分を無視し忘却することで完全な自分自身に近づくことが

できるところに共通点を見出すことができる 85。 

 

第 2 項 「我－汝」の関係性との共通項 

 

フランクルとの自己実現に関する共通項でも確認したように、メイヤロフは、他者の成長

のためばかりでなく、「わたしも自分自身であるために」86他者が必要であるとした。メイ

                                                   
83 Frankl, Viktor E./ Franz, Kreuzer, Im Anfang war der Sinn-Von der Psychoanalyse 
zur Logotherapie, Piper, München, 1986, p.78. (山田邦男・松田美佳訳『宿命を超えて、

自己を超えて』春秋社、1997 年、191 頁‐192 頁)。 
84 Frankl, Viktor E./ Franz, Kreuzer, op.cit., p.32. (邦訳、106 頁‐107 頁)。 
85 なおメイヤロフ自身、文中、参考にした引用文としてフランクルの一文をあげているこ

とからフランクルの思想の影響を受けていると考えられる。引用文「人間は個人個人の存

在の具体的な意味を成就させた程度において、自らを成就させ得たといえるのである。あ

る人が成就しなければならない意味というのは、その人を超えた何ものかなのであり、単

にその人自身にとどまっているものでは決してない」。ミルトン・メイヤロフ／田村真・

向野宣之訳『ケアの本質 付録Ⅱ(On Caring, The International Philosophical Quarterly, 
Sept. 1965)』ゆみる出版、2004 年、219 頁。 
86 Mayeroff, Milton, op.cit., p.40. (邦訳、69 頁)。 
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ヤロフが、このように他者との関係について言及したのには、マルティン・ブーバー87の影

響があった。メイヤロフは、著書の中で、影響を受けた思想家の一人にブーバーの名前をあ

げている 88。しかし、どのような影響を受けたかについての記述がないため、ここでは、ブ

ーバーとメイヤロフの共通点を抽出することで、その影響を考察し、メイヤロフのケア論の

理解を深めたい。 

ブーバーは『我と汝・対話』の中で、「関係の目的は関係すること自体にある、つまり、

〈なんじ〉と交わることにある。なぜならば、さまざまな〈なんじ〉と交わることで、〈な

んじ〉のいぶき、永遠の生命のいぶきに触れるからである」89と述べる。つまり、他者と出

会い、他者との相互性の中で、自分自身を自覚し、〈汝〉のうちに〈我〉を見るのである。

他方、「我‐それ」の関係もある。ブーバーは、「人間の態度は、人間が語る根源語(grundwort)

の二重性にもとづいて、二つとなる」90とし、「我‐それ」関係と「我‐汝」関係の二重性が

あるとする。その二重性のうち一つ、「我‐それ」は、「我‐汝」の関係を基礎にしながらも、

他者を物として見、手段として扱う関係である。そのような関係はケアには馴染まないよう

に思えるが、ブーバーは、「人間は〈それ〉なくしては生きることはできない。しかし、〈そ

れ〉のみで生きるものは、真の人間ではない」としており、その両義性とそこからくるジレ

ンマを読み取ることができる 91。 

現代社会に転じてみれば、人間にとって〈我‐それ〉関係の世界は、社会生活においてな

くてすむものではない。しかし、次々と生み出される工業製品やそれに伴う利潤への追求は、

われわれを単に労働の機械としてぎりぎりの限界に追いやっていないだろうか。なんのた

めにといった未来の目的としての〈我‐汝〉の関係のうちに生きることが人間ではないか。

ブーバーは、〈汝〉に応答する精神が、〈それ〉とは独立して維持されているか、国家や経済

に屈服していないかと、100 年近く前に、現代でいわれるような問題意識をもっていた。「国

家が経済を支配しようと、あるいは、経済が国家に権威を与えようと」それは重大なことで

はない。しかし、〈汝〉に語りかけていた精神が〈それ〉の世界に転落してしまったならば、

さまざまな領域で精神は「完全に無力化されてしまうことを意味する」92。このようなブー

                                                   
87 マルティン・ブーバー (Buber, Martin, 1878‐1965)。 
88 Mayeroff, Milton, op.cit., p.ⅺ. 
89 M.ブーバー／植田重雄訳『我と汝・対話』岩波文庫、2009 年、80 頁。 
90 同書、7 頁。 
91 同書、47 頁。 
92 同書、64 頁‐65 頁。 
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バーの概念は、ケアの倫理がネオリベラリズムと市場経済の結びつきの欺瞞を指摘するの

と同様に、現代社会の問題を考察するうえで示唆に富むものである。 

話を〈我‐汝〉関係に戻そう。ブーバーは、〈我‐汝〉において、どちらかが主体でどち

らかが客体といった一方的なものではなく、関係とは選ばれることであると同時に選ぶこ

とであるとする。つまり、受動であると同時に能動であるような状態である。このようなブ

ーバー思想は、人間の全体性を問い直す人間形成論といえ、他者を他者としてその違いを認

めつつ受け入れる人間観は、「わたしが相手を必要とするということは、わたしが相手の全

人格的統一性を尊重し、さらにそれを深めていくということと結びついている」93というメ

イヤロフの人間観に影響を与えていると思われる。 

このようにメイヤロフのケア論には、人間と人間の関係性を重視し、他者を全人格的に捉

える点においてブーバーからの思想的影響があったことがうかがえる。 

 

第 5節 他者への専心と自己犠牲 

 

ブーバーの他者論も、メイヤロフのそれも、他者を他者としてそのまま迎え入れることで、

存在のかけがえのなさを支えている。そこには、向かい合う他者の呼びかけに応答しようと

する人がおり、他者にたいしてケアする人は、無私の状態にある。メイヤロフは、他者への

専心を欠いたものはケアとは呼べないという。ならば、自分という存在を無私の状態に置き、

他者に専心するその人のことを自己犠牲とは呼ばないのだろうか 94。仮にそうではないとす

るならば、どのような理論構成が可能だろうか。ここではメイヤロフの「専心」の概念から

考えてみたい。 

ケアする人は、他者の成長を助けるために、専心が求められる。自己実現を求めてケアす

るわけではない。メイヤロフは、「他者の成長こそケアする者の関心の中心」になるべきで

                                                   
93 Mayeroff, Milton, op.cit., p.40. (邦訳、69 頁)。 
94 他者を助ける行為についてリバタリアンのアイン・ランドは、利他主義にとって、人間

は無私でなければならないと考えるため、自分と他者に同等の価値を置かない。利他主義

にとって他者を助けることこそ至上の美徳であり、その美徳を守るためには、自己を犠牲

にするのであると、利他主義を批判する。しかし、自分にまったく価値を置かないような

人は考えられず、どちらかしか選べない単純な二分法という分け方に問題がある。アラ

ン・ランド／藤森かよこ訳『利己主義という気概 エゴイズムを積極的に肯定する』ビジ

ネス社、2008 年。 
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あり、自分が関心の中心にあると「ケアするうえでの妨げとなる」という 95。換言すれば、

自分のために行為すればするほど、自己実現は遠のき、逆に自己を忘れ他者に専心すればす

るほど、自己も成長するというパラドックスに陥るということだ。 

このことについて、メイヤロフは、教師と学生を例にあげ、「自分が関心の中心であると、

それは学生をケアするうえでの妨げとなる。相手に焦点が当てられたときにのみ、その成長

の欲求に呼応することができる」96という。自己を目的とするのでなく他者のためにケアす

ることが、結果として自己実現を可能にする。 

では、具体的に他者に専心するとはどういうことか。メイヤロフは、病気の子どものため

に、深夜医師を迎えにいく父親を例にあげている。「病気の子どものために、深夜医師を迎

えにいく父親は、これを重荷とは感じとっていない。彼はただ、その子どもをケアしている

だけなのである」97ここで彼が言いたかったのは、専心の帰結の具体的な姿である。 

われわれは、これを単に、自己犠牲にすぎないと一蹴してよいものだろうか。自己犠牲な

らば、父親自身が自己に囚われ、犠牲という観念が張り付いて、専心できず、子どもに対し

てケアすることはできなかったはずである。しかし父親は「重荷と感じとっていない」。父

親はこのとき、病気の子どもへの同情そのものになり、無私になっているのである。自分に

押し付けられた義務と感じているわけではない。父親は、仕事で疲れきって家に帰ってきた

ところかもしれず、明日の朝も早く出かけなければならないかもしれない。おまけに父親自

身も持病があり、ここ数日体調がよくないかもしれない。しかし、子どもは熱で苦しんでい

る。今晩、医者に診せなければ、さらに病状が悪化するかもしれない。このような状況では、

医者に診せることは親の義務である。これが最首のいう内発的義務であろう。わが子に向か

ったときの、その自発意思、それは父親の自由を確かに狭めているかもしれない。しかし、

愛する存在に向けての行為となるとき、相手から感謝してもらえるかどうかなどは関係な

く、これは自分の義務だと思えるようなことが自分の中に形成されて、その義務がか弱い人

にわたしを向かわせるのではないだろうか。われわれは、義務というと、押し付けられると

して、どうしてもネガティブなイメージが先行するが、行動原理の根底にある内発的義務は、

「かばう」とか「元気づける」を内包しており、それをすることで、自分の内の喜びに帰着

できるのではないだろうか。最首のいう内発的義務の発露はメイヤロフのいうところの「専

                                                   
95 Mayeroff, Milton, op.cit., p.39. (邦訳、68 頁)。 
96 Ibid., p.39. (邦訳、68 頁)。 
97 Ibid., p.11. (邦訳、25 頁‐26 頁)。 
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心の一つの帰結」であり、それは、ケアを構成する「本質的な因子」である 98。自分に押し

付けられたものでもなければ、必要悪でもなく、深夜医師を迎えに行く父親の行為は、「わ

たしが行うことになるであろうと感じている行為と、わたしがしたい行為との間」99の一つ

の収斂点なのだ。「父親は、これを重荷とは感じとっていない。彼はただ、その子どもをケ

アしているだけなのである」100。 

他ならぬわたしが選択した行為なのだと自身で意識できたとき、責任は自分の決定に向

けられ、「ねばならぬ」という覚悟を巻き起こし、それが内発的義務となる。おそらくそれ

がメイヤロフのケアの本質に内在し、専心となって顕れてくるのであろう。 

 

第 6節 「場の中にいる」ということ 

 

ケアにとって専心が欠かせない要素であるとすれば、その関係性をささえる場とはどの

ようなものであろうか。 

メイヤロフは、「ケアすることはわたしが世界の内の“場の中”にいることを可能にする」

という 101。まずはその意味と状態から考えてみたい。メイヤロフのケア論は、他者を他者

として受容することであった。異質な人格が互いに他者を目的それ自体として扱いながら、

他者の成長に資するというものである 102。つまり、他者を同化する関係ではなく、他者を

                                                   
98 Ibid., p.11. (邦訳、25 頁)。 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Ibid., p.68. (邦訳、115 頁)。 
102 自我発達の出発点をウィニコットは妊娠最終期から生後二、三ヵ月に設定している。

つまり、乳幼児期は、出生後もしばらくは自他未分化の融合状態にあり、母親と同一化し

ていなければ生存することができない存在である。絶対的な依存で形成される母親と乳幼

児の環境を象徴するのがウィニコット理論で重要な位置を占める「抱きかかえること

(holding)」である。母親によって全面的に受け容れられたという原初体験が、「抱え（ら

れ）る環境」の中で満たされることが、乳幼児にある種の万能感をもたらす。ウィニコッ

トは自我発達の最早期におけるこの「万能感の体験（experience of omnipotence）」こそ

が、のちの母親との分離にも耐え独立し安定した自我を確立するうえで重要な基盤となる

という。この「抱え（られ）る環境」は、メイヤロフの「場」の原初的状態といえないだ

ろうか。人間のはじまりにおいて、主体の存在が不可避に前提され、次第にその関係から

自らを引き離すことにおいて、母親とは異なる人格をもつ別の主体として自我を確立して

いくために、「抱え（られ）る環境」は唯一の環境である。以下の文献を参照した。 
Winnicott, D. W., ‘From Dependence towards Independence in the Development of the 
Individual,’ in The Maturational Processes and the Facilitating Environment, Basic 
Books, 1963, pp.83-92. (牛島定信訳「個人の情緒的発達にみられる依存から独立への過

程」『情緒発達の精神分析理論』所収、岩崎学術出版社、1977 年、93 頁‐106 頁)。 
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異化する関係であり、違いをそのままに認め合う関係である。ケアは、その共同性をささえ

る場においてはじめて可能になる。 

しかし、それだけではなくケアには継続性も必要である。成長には時間がかかるからだ。

そのためには、その場が安定した状態でなければならない。メイヤロフは、場の中にいるこ

と自体に「安定性」を見出した。場のなかにいることでの安定性とは、逆にいえば、場の中

にいられなければ、安定性を欠くということだ。つまり、不安な状態ということになる。わ

れわれは、通常、誰しも病の予感や仕事の心配、あるいは近親者の死の心配等、不安を抱え

ながら日々過ごしている。このような不安の源泉は、その場からの排除の可能性の不安から

のものもある。自分が所属している環境から排除される可能性、人間関係を剥奪される可能

性、存在しえなくなる可能性など、これらの逼迫した不安である。学校であれば、いじめ問

題にみられるように、自分が生きている人間関係から排除されると感じたときの、しかし防

ぎようがないといった場合の排除の可能性は、彼にとって大きな脅威であり、ときに逃げ場

として自殺を選ぶこともある。会社であっても、パワハラに遭い閑職に追いやられる可能性

やリストラの可能性もある。こういった排除の可能性が予感されるとき、不安が顔をもたげ

る。この場合、排除が実際に起こるかどうかは問題ではない。たとえ誤解であったとしても

逼迫した現実に変わりはない。不安を惹起する現実それ自体が排除の可能性を含むのだ。排

除の可能性を感じた主体は、極度の不安に置かれることになる。実際にはまだなにも起こっ

ていない。しかし、不安なのだ。排除の可能性の萌芽は、その萌芽が直接不安を惹起すると

いうよりも、むしろ潜在的な萌芽の結果を感じた主体が不安を顕在化させるのだ。排除の可

能性そのものは認識できない以上潜在的である。不安は潜在的な排除の可能性の痕跡であ

って、現実それ自体ではない。不安は何か特定のことではなく社会から排除の可能性を感じ

てしまう何かである。このような不安を抱えた存在にとって、排除される可能性のないその

萌芽すら見あたらない場は、彼にとって「安定性」をもたらしてくれる「基本的確実性(basic 

certainty)」である 103。メイヤロフは時折、「安定性」を「基本的確実性」と言い換えてい

るが、その意味を「岩にしがみついている」状態ではなく、「世界に根をおろした状態」と

する。不安を抱えた存在が、自分の場所を求めさすらい、漸く自分の落ち着き場所を見つけ

る。しかし、その安定は、静的状態ではなく、動的状態である。というのも、ケアは成長を

伴うため、常に同じ場はないからだ。そこにかかわるわたしたちによって、場は常に新しく

                                                   
103 Mayeroff, Milton, op.cit., p.84. (邦訳、141 頁)。 
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なり、そのつど再認識される。安定性をもたらす場は、ケアにかかわることで、価値の転換

ももたらす。これまで重要と思っていたことが、「その重要性に変化を生じ、ケアに関した

事柄が新たな重要性」104を帯びるようになる。このことは、たとえば、仕事上の肩書や社会

的地位など、以前重要に思えたものが、たいした意味を持たなくなるといったことが起こり

得る。ケアが十分包括的なものであれば、生活のあらゆる領域に深くかかわり、混乱の要素

が排除され秩序を提示する。ケアを中心に据えることで、自己と世界との調和が行われるよ

うになり、自分がそうでないのにそのそぶりをするとらわれから自由になる。それは過去を

捨て去り、否定するということではなく、「むしろ、自分の過去、つまりわたし自身が今日

まであった姿」が拡大されることであり、そのことによって「さらに大きな生を享受」する

ことができる 105。その自己と世界との調和のとれた状態によって、我々は「場の中にいる」

ことが可能になる。 

 

第 7 節 小括 

 

本章では、「ケアすること」の一般的な記述と、ケアすることがどのように人間の生きる

ことの意味を与えるかを主題的に扱ったメイヤロフのケア論を中心に考察した。メイヤロ

フは一貫して、ケアする人の視点から他者の成長と自己実現のためのケアを描き切ってお

り、それ以降受け継がれるケア論の礎を築いたといえる。しかし、それ以降のケア論に、そ

のまま受け継がれたわけではない。なぜなら第一にメイヤロフの記述は「ケアする人」にと

どまっており、「ケアされる人」の視点が薄い。一方的なケアは単なるおせっかいになる可

能性もある。ケアする人だけでなく、ケアされる人の視点が加わることで、ニーズに的確に

応答できるようになる。第二に、メイヤロフのケア論は人間全般の記述を父と子の相互関係

から論じているため、男女の性差と倫理性の対比がすっぽり抜け落ちている。こうしたこと

を念頭に次章では、ギリガンのケア論について考察する。 

 

 

 

 

                                                   
104 Ibid., p.65. (邦訳、111 頁)。 
105 Ibid., p.68. (邦訳、114 頁)。 
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第 2 章 もうひとつの声 
 

 

 子育てと介護はよく似ている。そのほとんどを女性が担ってきた点でも、かけがえのなさ

とつらさが同居している点でも。そして、これらが重要視されず不問に付されてきた点でも。

一見すると解決しそうにない問題の導きの糸となったのが、ケアの倫理である。誰が、いつ、

いかにして、隠されがちで封印されていた声を上げたのだろうか。 

キング牧師 106を象徴的存在とする公民権運動がアメリカを席捲したのは、1950 年から

60 年代のことであった。公民権運動は 1970 年代に入ると、消費者運動、フェミニズム運動

へと広がりをみせた。そのような時代のアメリカにあって、一人の女性心理学者が声をあげ

た。キャロル・ギリガン(Gilligan, Carol)その人は、著書 In a Different Voice(『もうひとつ

の声』)において、コールバーグと実証的な研究をするなかで、男女の道徳観のちがいを見

出した。ギリガンは、人間一般の発達を描いたとする道徳発達理論は、男性を基準にしてお

り、女性の発達を捉えそこなっているばかりか、男性より女性を劣ったものとしてきたとし

て、異議申し立てをした。 

この理論は、従来の伝統的で抽象的な道徳理論とは異なる個別的で具体的な他者を配慮

することに根ざしている倫理観としてケアの倫理と呼ばれることになる。 

 

第 1 節 道徳性発達理論 

 

管見によればケアの倫理の来歴は、先述した 1971 年に出版されたメイヤロフ On Caring

が最初期にあたると思われる。さらにその構想は 1965 年に The International 

Philosophical Quarterly 誌上に On Caring のタイトルでその原形ともいうべき論文を    

発表している 107。このことからも、ケアについてまとまった哲学的考察をもっともはやく

発表したのはメイヤロフであるといえるだろう。メイヤロフのケア論については、ノディン

                                                   
106 Martin Luther King Jr. (1929-1968) マーティン・ルーサー・キング・ジュニアは、

アメリカにおける人種差別撤廃を求める非暴力の闘争に生涯をささげた。1964 年にノーベ

ル平和賞を受賞した。1968 年 4 月 4 日、テネシー州メンフィスに滞在中、ホテルの部屋

のバルコニーで暗殺された。『アメリカ大使館公式マガジン』参照。 

https://amview.japan.usembassy.gov/life-legacy-martin-luther-king-jr/ 
107 田村真・向野宣之訳「訳者あとがき」『ケアの本質』ゆみる出版、2004 年、227 頁。 



36 
 

グズからケアする人にのみ視点がおかれていると批判されているが、人間の生きる意味を

他者をケアすることにおいて見出し、互いが犠牲になるような排他的関係ではなく、自己の

成長に資する関係を前提にした点において、新たなケアの関係性を拓いたのはまちがいな

いだろう。 

メイヤロフの自己と他者の関係性に女性の経験を加味したのが、発達心理学者 C.ギリガ

ンの In a Different Voice(『もうひとつの声』)108である。ギリガンは、この著作において、

従来の道徳性の発達理論が示す方向以外にも別の方向があるとして、コールバーグの道徳

発達理論に異議申し立てをした。 

ギリガンが異議申し立てをしたコールバーグの道徳発達理論は、子どものものの見方の

特徴に「自己中心性」があると論じたピアジェの心理学理論を基にしている。ピアジェは、

自己中心性を子どもが脱却していく過程に沿って、子どもの道徳の見方も「脱中心化」する

とした。つまり、他律的道徳の段階から自律的道徳の段階へと、子どもの道徳観が発達する

道筋を描こうとした 109。このようなピアジェの理論を継承するコールバーグの理論は、道

徳性の発達段階を説くものであり、倫理学的というよりはむしろ心理学的研究といえる。し

かし、道徳発達理論は、道徳を基盤とするものであり、その意味で倫理学を抜きに語ること

はできない。 

では、ギリガンの研究が誕生するきっかけとなったコールバーグの理論とはどのような

ものだったのだろうか。ギリガンは、なぜ異を唱えたのだろうか。すでにこの点については、

多くの研究があるが、重要な論点を含んでいるため、再確認しておきたい。 

コールバーグは青年期の道徳発達について調べるため、「ハインツのディレンマ」という

例示を使って、子どもたちの「正義」や「公正」の原理について、対立する権利や義務をど

のように判断するか調査した。その話とは以下の通りである。 

「ヨーロッパで、一人の女性がたいへん重い病気のために死にかけていた。その病気は、

特殊なガンだった。彼女の命をとりとめる可能性をもつと医者の考えている薬があった。そ

れは、ラジウムの一種であり、その薬を製造するのに要した費用の十倍の値が、薬屋によっ

てつけられていた。病気の女性の夫であるハインツは、すべての知人からお金を借りようと

した。しかし、その値段の半分のお金しか集まらなかった。彼は、薬屋に、妻が死にかけて

                                                   
108 Gilligan, Carol, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s 
Development, Harvard University Press, 1982. (岩男寿美子監訳『もうひとつの声－男女

の道徳観のちがいと女性のアイデンティティ－』川島書店、1986 年)。 
109 参照 J.ピアジェ／大伴茂訳『児童道徳判断の発達』同文書院、1956 年。 
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いることを話し、もっと安くしてくれないか、それでなければ後払いにしてはくれないかと

頼んだ。しかし、薬屋は、「ダメだよ、わたしがその薬を見つけたんだし、それで金もうけ

をするつもりだからね。」と言った。ハインツは、思いつめ、妻の命のために薬を盗みに薬

局に押し入った。ハインツは、そうすべきだっただろうか？その理由は？」110 。 

コールバーグは、この例示を十歳から十六歳の少年七十二人に聞かせたうえで、こう質問

した。「ハインツは薬を盗むべきだったのか」「なぜそう思ったのか」。コールバーグにとっ

て重要だったのは、前者の質問ではなく、後者のほうだった。つまり、行為の賛否ではなく、

架空のジレンマにたいする選択の理由にあった。コールバーグは、彼らの答えを、「社会の

慣習・しきたりをどう捉えているかで三基準に分け、さらにそれぞれの規準を三段階に区分

した、「三段階六基準」という道徳発達基準を設定した 111。 

それぞれの発達段階における例示への賛否とその理由を確認する。第一水準（社会的慣

習・しきたりを自覚する以前の水準）は第一段階と第二段階の二つにわかれる。第一段階は、

「罪と服従への志向」の段階である。この段階の子どもは「悪い行為や悪い人には悪い出来

事（罰）が伴うだろうし、そうなるべき」112と考える。つまり「目には目を、歯には歯を」

113という公正の意識である。そして、「平等」や「相互性」というより「地位」や「権力」

によって社会道徳的秩序は保たれていると考える。この段階のハインツのジレンマへの反

応は、賛成論として「もし妻を死なせたら困ったことになるだろう。妻を救うためにお金を

使わなかったことを責められて、ハインツと薬屋は、妻の死について取調べを受けることに

なる」というものであった。これにたいして反対論は「ハインツは薬を盗むべきではない。

なぜなら薬を盗めば捕らえられて刑務所に入れられる。もし、逃げ出したとしても、警察が

いつ捕まえにくるかと考えると、いても立ってもいられない」と単純な理由を述べる。第二

段階は、「道具主義的な相対主義志向」の段階である。ここでは「交換」や「分配」といっ

た量的平等を公平と考える。たとえば「あなたはわたしの感情を害するようなことをしたり、

                                                   
110 Kohlberg, Lawrence, ‘From Is to Ought’, in Cognitive Development and 
Epistemology, ed. by Theodore Mischel, Academic Press, 1971, pp.151-235. 
111 以降、三段階六基準にかんしては、以下の文献を参考にした。Kohlberg, Lawrence, 
‘From Is to Ought’, in Cognitive Development and Epistemology, ed. by Theodore 
Mischel, Academic Press, 1971, pp.151-235. (永野重史編「「である」から「べきである」

へ」『道徳性の発達と教育－コールバーグ理論の展開－』所収、新曜社、1987 年、1 頁‐

123 頁)。 
112 同書、69 頁。 
113 同書、62 頁。 
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邪魔をしたりすべきではないし、わたしもあなたの感情を害するようなことをしたり、邪魔

をしたりすべきではない」114と考え、それ以上の行為が必要になった場合は「自分のしたい

と思ったことをする」といった「自己中心的」になるか「交換」の概念を不適切に拡大して

しまう 115。ここでのハインツのジレンマへの反応は、賛成論が「もし、捕まっても、薬を

返せば重い罪にはならない。刑務所から出たとき妻がいるとすれば、少しの間刑に服するこ

とくらい大したことではない」というものだった。反対論は「薬を盗んでも刑期は長くない

が、その間に妻が死んでしまえば、彼は役に立たなかったことになる。仮に、彼の妻が死ん

だとしても、彼は自分を責めるべきではない。なぜなら彼女がガンにかかったのは、彼のせ

いではない」というものだ。この二つの段階が「慣習的水準以前」と呼ばれる段階であり、

この段階を経て第二水準にはいっていく。 

第二水準（社会的慣習・しきたりを自覚する水準）は第三段階と第四段階の二つにわかれ

る。第三段階は「対人的同調」あるいは「よい子志向」の段階である。ここでの「公正」は

「交換」ではなく「想像的相互性」という「黄金律」が中心となる。また公平の考え方は「無

力な人ほどより多く与えられるのが公平である」とする。しかし、この段階での考え方は、

家族や友人といった身近な人の立場に立って決定する傾向にある。このため、「ハインツが

薬を盗んでも、誰も悪いと思わないだろう。しかし、もし、薬を盗まなかったら、家族は、

ハインツを人でなしと思うだろう。妻を死なせたら、彼は誰の顔もまともに見ることはでき

ない」との賛成論が出され、逆に反対論としては、「ハインツを犯罪者だと思うのは、薬屋

だけではない。他の人々も同じだ。ハインツは、盗みを働いたのちに、自分がどんなに家族

に不名誉をもたらしたかに気づき嫌になるだろう。彼は誰とも顔を合わせることが二度と

できなくなる」との意見が出された。次に、第四段階は「法と秩序志向」の段階である。道

徳は社会秩序維持のための原理であり、「権威」や「固定された規則」に従って行動するこ

とが正しい行動とみなされる。このため賛成論の意見は、「ハインツに少しでも誇りがあれ

ば、妻を助けるためにできる唯一のことをするのが恐ろしいという理由で、彼女を死なせる

ことはしないだろう。もし、彼女への義務を果たさなければ、自分が彼女を死なせたという

罪の意識をいつまでも持ち続けることになるだろう」となる。一方、反対論は、「ハインツ

                                                   
114 同書、69 頁。 
115 同書、69 頁。 平等概念の不適切な拡張として、コールバーグは「ハインツのジレン

マ」を例にあげ、第二段階にある子どもは、「友人の命を救うために薬を盗むのはいつか

自分のために友人も同じことをしてほしいからだ」と考えるとする。 
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は絶望的な気持ちになっていて、薬を盗んでいるときは、自分が悪いことをしているという

ことに気づかないかもしれない。しかし、刑を受け、刑務所に入ったのちに、自分が悪いこ

とをしたと気づくだろう。そして、自分が正直でなかったことや法律違反にたいする罪の意

識を感ずることになる」との意見が出された。しかし、この段階では、自分たち以外の集団

と境界線を引き、集団内部での規範や法則に従って行動する傾向が強いため、それと一致し

ないような集団との間では、衝突が起きる可能性がある。 

このように規範や社会秩序を維持するための原理に従うことは、他者にたいして排他的

になり、軋轢が生じる。こうして第三水準（社会的慣習・しきたりを自律的・原則的観点か

ら見直そうとする水準）の最終段階に辿り着く。第五段階は「社会契約的な法律志向」の段

階である。ここでは「法や規則の制定への理性的方法を自分のものにする」ことを重視し、

「社会―道徳的秩序の基礎となる社会契約は、相手との合意による相互性と、合意に先立つ

両者の平等とを前提とする公正」であるとし、その解決を図ろうとする。この段階では、公

正な手続きを経て合意をすることが重要視される。したがって、この段階の「典型的な分配

的公正の考え方は一種の機会の平等、すなわち実質的な平等を達成するための形式的な自

由の平等」である 116。ここでの賛成論は「もし、盗まなければ、ハインツは他の人々から

の尊敬を失い、それを得ることはないだろう。その結果、ハインツは自尊心を失い、他者か

らの尊敬も失うことになる」というものである。反対論は、「ハインツは、共同社会におけ

る自分の地位と尊敬を失うことになる。そして、法を破ることにもなる。もし、彼が感情に

押し流され、長い目でみることを忘れれば、自尊心を失うだろう」とする。最後に、第六段

階は「普遍的な倫理的原理の志向」である。コールバーグによれば「具体的な規則や法に制

限を与える第五段階の手続き上の原理」としての機能より、普遍的な道徳的志向をもつのが

第六段階であるとする。さらに第六段階では第五段階より高次な二つの道徳原理があると

する 117。「第一の原理は「人間は無条件の価値をもつ」というものであり、「各個人を手段

としてではなく目的として扱え」というカント派の原理に言い換えることができる。第二の

これと関連する原理は個人の公正であり、「どんな状況においても個人の主張は平等に考慮

されるべきであるという、法に成文化されたものではない個人の固有の権利」118である。こ

こでの賛成論は、「ハインツが薬を盗まず、妻を死なせたら、後々そのことでいつも自分を

                                                   
116 同書、77 頁。 
117 同書、86 頁。 
118 同書、88 頁。 
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責めることになる。彼は、非難されることはないだろうし、法律の表面的な規則に従ったこ

とになると思われるが、自分自身の良心の規準に従ったことにはならない」とする。反対論

は、「ハインツが薬を盗んだとしても、他の人々に非難されることはない。しかし、自分自

身の良心と正直という基準に従わなかったために、自分自身を責めることになる」と述べる。

コールバーグは、このような道徳原理に導かれる道徳的ジレンマの解決方法は「各個人を自

由で平等であると考え、その状況において彼らがいずれの立場に立たされるかを知らない、

すべての人に受け容れられるような」解決でなければならないという。つまり第六段階は

「すべての人によって共有できる」119ような普遍的な諸原理だとコールバーグはいう。こ

こに、あらゆる文化に通底する普遍的な道徳性にかんする発達段階基準が認められるとい

うのだ。 

 

第 2 節 もうひとつの声 

 

ところが、ギリガンは、上記のような発達理論について、コールバーグは人間一般の発達

を描いたと主張するが、そこには、男性中心主義が隠されているとして異議を唱えた。確か

に、コールバーグの発達理論は研究の段階で男児ばかり 72 人をサンプルにして構成してい

た。このため、彼の発達基準に女性を当てはめると大部分が第三段階に留まってしまう結果

になった。これを前節であげたハインツのディレンマを使って、ジェイク（男の子）とエイ

ミー（女の子）という十一歳の子どもの答えから検証してみよう。 

ハインツは薬を盗むべきかと聞かれたジェイクは、盗むべきだとのはっきりした意見を

もっていた。その理由はこうだ。「一つには、人間の命はお金よりも尊いからだよ。薬屋は

千ドルもうけたって彼の暮らしはあまり変わらないでしょう。でも、ハインツの奥さんは死

んじゃうじゃない。《なぜ、お金よりも生命のほうが尊いのですか？》―なぜって、薬屋は

あとで癌にかかっているお金持ちから千ドルなんてすぐにとれるかもしれないけど、ハイ

ンツは二度と奥さんを取りかえすことはできないだろう。《なぜできなのですか？》―だっ

て、ハインツは奥さんとまったく同じ人を奥さんにすることなんてできないじゃない」120。

このようにジェイクは、財産と生命の比較という価値葛藤の問題として、生命の優越性を認

める答えをした。このことについてギリガンは、ジェイクの答えは「数学の中に真実の存在」

                                                   
119 同書、93 頁。 
120 Gilligan, Carol, op.cit., p.26. (邦訳、41 頁)。 
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をみていると考えた 121。「論理の力」に魅せられたジェイクは、数学こそが「論理的である

唯一のもの」と捉え、道徳的ジレンマも「数学問題に類するもの」と考えている 122。彼は、

解は合理的に導き出されるものであり、結局、だれが道理をたどっても同じ結果にいきつく

と考えているのだ。 

他方、エイミーは、ハインツは薬を盗むべきかと尋ねられると逡巡しながら次のように答

えている。「ハインツは盗んじゃいけないと思うわ。ハインツは、そのお金を人に借りると

か、ローンかなんかにするとか、もっと別の方法があるんじゃないかしら。ハインツは絶対

その薬を盗んではいけないわ。でも、ハインツの奥さんも死なせてはいけないと思うし」123。

このように、エイミーは、この事例を財産と生命のジレンマの問題として捉えるのでなく、

盗みという行為が、ハインツと彼の妻に及ぼす影響を考慮に入れて答えを出している。さら

に、なぜ盗むべきでないのかと尋ねると、「だって、ハインツがその薬を盗んだら、たしか

にそのときだけは奥さんを助けることができるわよね。でも、そうしたらハインツは監獄に

いかなければならないかもしれないし、そうしたら奥さんは前よりも病気が重くなってし

まうかもしれないわ。そうなったら、ハインツは、薬よりだいじなものをなくしてしまうこ

とになるじゃないの。こんなことはちっともよくないわ。だからハインツたちは人に事情を

話して、薬を買うお金をつくるなにか別の方法を見つけるべきだと思うわ」124。エイミーは

このジレンマを、ジェイクのように数学の問題としてではなく「人間に関する、時間を越え

て広がる人間関係の物語」125として捉えている。妻の夫にたいする要求と、夫の妻にたいす

る心配から、薬屋との関係を断つよりも、維持することを選択し、薬屋にどう対処するか、

その方法を見つけることに、解決を見出そうとする。つまり、エイミーは妻の生存を人間関

係の維持に結びつけるとともに人間関係の文脈のなかで生命の価値を考慮している。この

ように、人間関係のかかわりから判断する考え方は、コールバーグの概念からすれば論理的

でない、あるいは、自分自身で考える能力がないとみなされ、ジェイクより一段低い成熟度

として第二、第三段階に位置づけられてしまう。しかし、それはギリガンによれば、世界の

捉え方の違いであるという。世界は、自立した人間から成り立っているというより、むしろ、

人間関係で成り立っており、規則や規範といったシステム中心というより、人間のつながり

                                                   
121 Ibid., p.27. (邦訳、42 頁)。 
122 Ibid. 
123 Ibid., p.27. (邦訳、44 頁)。 
124 Ibid., p.28. (邦訳、44 頁‐45 頁)。 
125 Ibid., p.28. (邦訳、45 頁)。 
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で成り立つ世界であると考える。したがって、エイミーはこのような考えから、薬屋は、自

分が薬を売らないことの結果を予想できていないか、あるいは、ハインツの妻の容体を知ら

ないために、そのような行動をとっており、これらの事実を知れば薬屋は、「あとから夫に

お金をはらってもらえばよい」と悟るだろうとしている 126。エイミーの世界は、ジェイク

の世界とは異なり、「人間関係と心理的な真実の世界であって、それは人々のつながりを知

ることが、おたがいにたいする責任の認識や、おたがいに応答しあう必要性の知覚を引き起

こすような世界」127であるという。 

ここからギリガンは、エイミーの世界は、コールバーグの基準では測りえないことを確信

する。それは、つまり、人間関係の認識の違いによる道徳性の理解のしかたや、葛藤の解決

手段にコミュニケーションを用いること、ジレンマの解決として相手に内容を訴えること

によって解決されると確信していること、などからうかがえる。これらの考えは、コールバ

ーグの理論にしたがえば、「単純素朴」であるとか「認知的に成熟していない」と判断され

るが、そうではなく、ギリガンは「ケアの倫理の中核をなしているある種の洞察を含んでい

る」とみるのである 128。 

こうして、名付けられた「もうひとつの声」としての「ケアの倫理(ethic of care)」は、ギ

リガンがコールバーグの発達理論を「正義の倫理(ethic of justice)」と呼び、政治哲学や倫

理学などの領域を中心にケア対正義論争を巻き起こすことになるのである。 

 

第 3 節 ギリガンの発達理論 

 

 前節では、『もうひとつの声 (In a Different Voice)』にみる「正義の倫理(ethic of justice)」

にたいする「ケアの倫理(ethic of care)」の発見について、具体的な事例に即しながら道徳

観の位相を明らかにした。 

ここでは、ギリガンの見出した「ケアの倫理」が、「正義の倫理」に劣ることなき道徳発

達理論であることをギリガン自身のカウンセリングの経験から明らかにする。そのうえで、

中絶にたいする責任概念について考えてみたい。 

ギリガンは、中絶クリニックに相談に来た女性たちが中絶という決定をどのようにする

                                                   
126 Ibid., pp.28-29. (邦訳、47 頁)。 
127 Ibid., p.30. (邦訳、49 頁)。 
128 Ibid. 
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のかそのプロセスを明らかにするために十五歳から三十三歳までの二十九人の女性のカウ

ンセリングの様子を取り上げ、そこから三つの道徳的段階を導き出した。 

それによれば、第一段階は個人的生存の志向の段階として、自分の生存のために自分自身

に配慮する。このような利己主義的志向から、次第に他者への思いやりを示す、責任への志

向が芽生える。こういった第一段階から第二段階への移行期は、子どもからおとなへの成長

期であり、自分の関心が自己中心から他者への責任に移っていく時期である。ギリガンは、

十七歳のジョージィの言葉を引用する。「妊娠して困ったとは感じませんでした。むしろほ

んとうにうれしいと感じていたのです。でもそれはわたしがその状況を現実に把握してい

なかったからだと思います。わたしは一人ぼっちだったので、自己中心的に考えた要求から

のみその状況をとらえていたのです。実際にものごとは、わたしの良いようになってはくれ

ませんでした。わたしは、自分の赤ん坊の世話をして、わたしの一部であるなにものかをも

つことができると考えていたのです。でも、わたしは現実的な面を、そしてわたしが引き受

けなければならない義務の面をみていなかったのです。それで中絶をしようと決心したの

です。なぜなら、子どもをもつということが、どれだけ責任を必要とされることであるのか

わからなかったからなのです」129。 

 彼女は、自分のした判断が自分本位で自己中心的だったと自己批判し、子どもへの責任を

口にしている。ギリガンは、これを道徳判断の発達として、自己への配慮から他者への責任

の気づきと位置づける。この移行期を経て、第二段階では、「人を傷つける」という問題に

かかわる葛藤が生じるが、自己犠牲としての善良さが垣間見える。その様子はカウンセリン

グに訪れた十九歳のキャシーの次のような言葉に表れている。「どんな選択ができるという

のでしょうか。わからないのです。妊娠をつづけるか、中絶かのいずれかの選択肢しかない

のです。わたしが悩むのは、どちらの選択をしても、自分自身を傷つけるか、まわりの人を

傷つけることになってしまうからです。もっとだいじなことがあるのではないか。自分も他

人も満足できるようなやり方があればよいのだけれども。しかしそんな手立てはないので

す」130。 

このような他者志向は、自己犠牲を伴うとして批判されるようになり、第二段階から第三

段階にかけて、自分自身を配慮することは、自己中心的ではなく、自己の責任として考えら

れるようになる。第三段階になると、他者を気づかうことが善であると同時に、自分自身に

                                                   
129 Ibid., pp.76-77. (邦訳、133 頁‐134 頁)。 
130 Ibid., p.80. (邦訳、140 頁)。 
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も配慮すること、すなわち、自分の要求にも正直になることが、善であるとして、配慮と責

任は、自分と他者に向けられる。こうして第三段階において中絶の決定は、両者にとっての

重大な選択とみなされ、「女性は、自分たちも選択の主導権をとれるということを悟り、人

間関係の新しい理解に到達する」131。そのことは、つまり「誰も傷つけられるべきではな

い」という「普遍的な道徳的命法（非暴力の倫理）」132に到達したということである。29 歳

の既婚女性、ルースは中絶についての決定を下す主体となる様子を次のように述べる。「ま

ず第一に、決定は、女性が生きていくという観点からなされなければならないと思います。

つまりその決定をすることによってどうにか生きていけるということ、あるいは少なくと

も、生きていこうとすることができなければならないと思います。そしてまたその決定は、

彼女や彼女の生活のなかで重要な意味をもっている人たちがおかれている状況を考慮した

決定でなければならないのです」133。このようにルースは主体的な決定を自己への配慮と

彼女を取り巻く状況を同時に考慮しながら答えを出そうとしている。中絶のジレンマは、競

争関係にある諸権利より、むしろ「葛藤しあう諸責任から生じる」134ものであり、その解決

には、形式的で抽象的な概念よりも、文脈依存的で具体的な概念が必要である。このように

責任概念からみた発達段階は、第一段階では、自己への責任を第二段階では他者への責任を

第三段階では自己と他者の双方への責任を主体的に引き受けるという段階を辿ることをギ

リガンの調査は明らかにしたといえる。 

発達心理学者の山岸も、ギリガンの発達理論について、女性の道徳性の発達は「人間関係

の理解の仕方と関連をもち、自己の概念と密接なつながり」があるという 135。つまり、そ

の発達は、「自己と他者の関係の理解がより複雑に適切になっていく過程であり、自他が分

化し、自他の相互依存が理解されるようになる」ことであるとし、これが「ケアの倫理」の

発達であるとする 136。この「ケアの倫理」の発達レベルでは、下位のレベルほど、自己中

心的であるとされ、次の段階になると、伝統的な女性の善さとされてきた自己犠牲による葛

藤の解決を図ろうとし、最終的な段階では、自己と他者の双方に配慮するようになり、非暴

                                                   
131 Ibid., p.94. (邦訳、167 頁)。 
132 川本隆史『現代倫理学の冒険－社会理論のネットワーキングへ－』創文社 現代自由

学芸叢書、1995 年、69 頁。 
133 Gilligan, Carol, op.cit., p.96. (邦訳、170 頁)。 
134 Ibid.,Gilligan, Carol, In a Different Voice, p.18. (邦訳、25 頁)。 
135 山岸明子「コールバーグ理論の新しい展開」198 頁、コールバーグ／永野重史監訳

『道徳性の形成』所収、新曜社、1987 年。 
136 同書、198 頁。 
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力の道徳が目指される。このようにケアの倫理は、人間を一人で立つ人ととらえるのではな

く、人と人の関係から成り立っており、人間のつながりによって世界は結合しているとする

のである 137。 

 

第 4 節 他者概念をめぐって――一般化された他者と具体的な他者―― 

 

ギリガンの批判を受けて、コールバーグはのちに二つの点において修正をはかっている。

一つは、道徳領域(moral domain)の拡大(enlargement)である 138。コールバーグは、道徳性

の発達を正義の倫理だけで構成してきたことの限界を認め、ケアの倫理も道徳の領域に含

まれるものとした 139。さらにもう一点は、それまでの第六段階までの発達理論を第七段階

までに設定しなおしたことである 140。第七段階は、脱慣習的な公正概念が獲得されたのち

に生じてくるものであり、存在や生、神といった倫理的・宗教的問題を理論的に検討したも

のである。これら二つの修正点を加味することで、コールバーグは正義の倫理とケアの倫理

を一つの次元に融合しようとした。しかし、ケアの倫理の立場からすると、コールバーグの

正義の倫理は、修正前と修正後では、ケアの倫理にたいする優位性は相変わらず保ったまま

である。このため、同一次元に包含できないという矛盾が起きることになる。とはいえ、ギ

リガンの批判を受けて修正したことで、道徳性の対象となる領域が拡大することは、ギリガ

ンの意図する「成熟の姿」と、道徳性の発達段階論を構想するうえで有意義である。 

このようなギリガン－コールバーグ論争ともいうべき応答にたいして、ギリガンの心理

学的、哲学的貢献を認める一方、ギリガンとは異なり、ハーバーマス的コミュニケーション

倫理学からケアの倫理を補足するという試みをしたのが、差異派フェミニズム論者セイラ・

ベンハビブである 141。ベンハビブは、コールバーグ理論への批判というより、その問題設

                                                   
137 このような違いは子どもの遊び方にも表れているとする。たとえば、少年は大きな集

団で遊ぶことが多く、そこで競争したりケンカを繰り返すことでルールを工夫し遊びを継

続していくが、少女はケンカを解決しながらルールを作り上げるよりも、人間関係の継続

を遊びの継続に優先させる。Gilligan, Carol, op.cit., pp.10-11. (邦訳、10 頁)。  
138 Kohlberg, Lawrence, Chales Levinses and Alexandra Hewer, in Moral Stage: A 
Current Formulation and Response to Critics, S. Karger AG, 1983. (片瀬一男・高橋征仁

訳『道徳性の発達段階－コールバーグ理論をめぐる論争への回答－』新曜社、1992 年)。 
139 コールバーグのケアの倫理にたいする理解は、古代ギリシアにおける「アガペー」、今

日における、慈悲、配慮、隣人愛、また、向社会的行動とも呼ばれているものである。こ

れらをギリガンのケアの倫理と同定している。Ibid., pp.19-20. (邦訳、30 頁‐31 頁)。 
140 Ibid., p.41. (邦訳、63 頁)。 
141 White, S.K., Political Theory and Postmodernism, Cambridge University Press, 
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定をコールバーグ理論の背後にあるリベラリズム批判として論じている。その中心概念に

位置するのがロールズの「無知のヴェール(veil of ignorance)」である。コールバーグは「無

知のヴェール」の背後にある概念を次のように記述している。「決定者は主として、諸決定

が、おのおのの当事者の利害を考慮する合理的なエゴイズムの観点から価値を最大化させ

ることによって支配されるという仮定のもとで、自己のアイデンティティを無視する観点

から決定すべきである」142。このようにコールバーグにとって、「「無知のヴェール」という

条件のもとでは、自己とは異なる他者は消失するのだ」143。ベンハビブは、自己とは異なる

他者の消失した状態の他者概念を「一般化された他者(the generalized other)」と名付けた。

これは、ロールズの正義論における「無知のヴェール」のもとに設定している人間を道徳の

観点において具体性がなく文脈をもたない他者として概念化したものである。しかし、この

ような正義の思考様式だけで「他者の視点」を取得することは困難だとしてベンハビブは、

自己と他者の関係を「一般化された他者(the generalized other)」の視点からだけではなく、

「具体的な他者(the concrete other)」の視点からも考えなくてはならないとした。 

この二つの他者概念は、ギリガンも用いたミードの概念を援用している。ミードの「一般

化された他者」は、「個人に自我の一体性を付与する組織されたコミュニティあるいは社会

集団」のことである 144。他方、ベンハビブのそれは、公的領域で見出され、抽象的に定義

された、法的および法律的な主体と同一視することから出発している。ベンハビブは「一般

化された他者」の立場は、「同一の権利と義務を与えられた、一人の理性的な存在であると

みなすことを要求する」という 145。つまり、個人や具体的なアイデンティティといったも

のから概念を抽象化した人を想定し、他者を自己と同様の欲望や感情をもつ人として扱う。

そのような他者と自己の関係は、平等であり、お互いの立場も交換も可能である。西洋の伝

統的な普遍主義的道徳理論の立場をとるロールズやコールバーグにおける正義の倫理は、

                                                   
1991, p.102. (有賀誠・向山恭一訳『政治理論とポストモダニズム』昭和堂、1996 年、132
頁)。 
142 Kohlberg, Lawrence, Essays on Moral Development Vol.1: The Philosophy of Moral 
Development, Harper and Row, 1981, p.200. 
143 Benhabib, Seyla, ‘The Generalized and The Concrete Other’, in Situating the Self, 
Polity Press,1992, p.161. (「一般化された他者と具体的な他者」マーティン・ジェイ編／

竹内真澄監訳『ハーバーマスとアメリカ・フランクフルト学派』所収、青木書店、1997
年、188 頁)。 
144 Mead, George Herbert, Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social 
Behaviorist, University of Chicago Press, 1934, p.154. (稲葉三千男・滝沢正樹・中野収訳

『精神・自我・社会』青木書店、1973 年、166 頁)。 
145 Benhabib, Seyla, op.cit., pp.158-159. (邦訳、185 頁)。 
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そのような「等しいものは等しく扱うべき」との立場を前提している。予め、主体の同一性

が想定されてしまっているのだ。この同一性のもとでは、公正な議論がなされるかもしれな

いが、そうした構造に妥当しない他者の存在は、顧慮されない。普遍主義的道徳理論におけ

る規範や原理は、自己と他者との現実の差異にたいしてもっと、自覚的であるべきだとして、

差異派フェミニズムのベンハビブは、「具体的な他者」の観点を持ち込んだ。 

 ベンハビブの論じる「具体的な他者」は、われわれに共通性だけではなく、差異にも目を

向けることを促す。すなわち「他者の具体的な歴史、アイデンティティ、および情緒的で感

情的な構成をともなう個人とみなすことをわれわれに要求」する 146。これらを気遣うこと

によって、他者は「固有の欲求、才能、能力を持った具体的な個人として確認され、承認さ

れたと感じる」ことができる 147。そのような他者は、自己との相互作用によってお互いに

補完する存在である。自己に回収されない他者は「具体的な他者」として、ロールズやコー

ルバーグの理論にたいして批判的である。 

 まず、ロールズへの批判からみてみたい。ベンハビブは、「無知のヴェール」の設定する

人間像を問題視する。自己と他者が社会契約を行う場である「原初状態」における「無知の

ヴェール」を被せられた当事者たちは、社会のなかでの自分の地位や身分や階級を知らない

だけでなく、資産や生まれつきの能力、知性、体力やその他どんな情報も知りえない状態で

ある 148。このような状態についてベンハビブは、「無知のヴェールの背後に、いかなる多元

性もなく、限定されたアイデンティティのみ」があるとする 149。したがって、「無知のヴェ

ール」のもとでは、差異は重要ではなくなり、「自己とは異なるものとしての他者は消失す

る」ことになる 150。このことは、自律的な道徳判断に必要とされる他者との立場交換が不

可能になることを意味し、限定されたアイデンティティでは、「可逆性(reversibility)」は得

られないことになる 151。したがって、ロールズの「無知のヴェール」の概念を使っている

                                                   
146 Ibid., p.159. (邦訳、185 頁)。 
147 Ibid., p.159. (邦訳、186 頁。ただし、訳は二川が改めた部分がある。) 
148 Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971, pp.118-119. (川本

隆史・福間聡・神島裕子訳『正義論』紀伊國屋書店、2010 年、184 頁‐186 頁)。 
149 Benhabib, Seyla, op.cit., p.162. (邦訳、190 頁)。 
150 Ibid., p.162. (邦訳、188 頁)。 
151 ベンハビブは、相互性のあらゆる形態は何らかの可逆性を含んでいるという。これら

は程度に応じて変わる。すなわち相互性は行為の可逆性へ制限できるが、道徳的パースペ

クティブの可逆性へ制限することはできない。このことからすれば、役割モデルは制限さ

れうるが、諸原理までは制限されえない。コールバーグは、「無知のヴェール」を可逆性

のモデルとしているが、ベンハビブは、「無知のヴェール」の背後にあるはずの「他者」
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コールバーグにとっても、可逆性の第一条件である自他の区別が得られない限り、可逆性は

得られず、他者は消滅することになる。ところが、コールバーグは、他者との立場交換が可

能になることを「理想的役割取得」として、第六段階の道徳判断の過程に組み入れている。

この理想的役割取得という過程は、ロールズ理論における「無知のヴェール」のもとで行わ

れる「原初状態」での選択だというのがコールバーグの理解である 152。このような理想的

役割取得にたいする考え方について、ベンハビブは、「コールバーグがロールズの「無知の

ヴェール」の概念の観点から、理想的な役割取得を解釈しているかぎり、彼も同様に想像に

よって自己自身を他者の立場に置く単独の自我(a single self)の沈黙の思索過程(silent 

thought process)を道徳的判断の最も適切な形態とみなしている」と批判する 153。つまり、

どのような他者も存在しえなくなっている以上、そこでの他者との立場が交換されるはず

もなく、理想的役割取得はなされない。したがって道徳的判断のもっとも適切な過程とはい

えないとしているのだ。 

 さらに、「一般化された他者」では、「似ている」か「似ていない」かを判断するための情

報がえられない。なぜなら「一般化された他者」は、他者が存在しえないため、自他の区別

をえることもできず、「似ている」「似ていない」といった議論は起きえないからである。こ

のため、ロールズ、コールバーグの普遍主義的道徳理論は、内在的矛盾をきたしているとベ

ンハビブは批判する 154。 

 しかし、ベンハビブは、「一般化された他者」そのものを棄却するわけではない。「一般化

された他者」の視点なしでは、道徳理論として不完全だからである。「一般化された他者」

の概念の背景にある「原初状態」が矛盾に陥っていることを批判し、その限界を指摘してい

る。さらに「具体的な他者」についても、懸念すべき点があるとする。それは、その他者性

ゆえに存在し、相互に交換可能な立場を有しているとしても、差別的な判断を招く可能性が

あるのではないかというのだ。「具体的な他者としてのわれわれのアイデンティティは、物

理的、自然的な能力と同様に、ジェンダー、人種、階級、文化的差異に応じて、お互いから

われわれを区別するものであるがゆえに、具体的な他者の観点へと制限された人種主義的

                                                   
が果たして存在するのか疑問視している。さらにいえば、自己とは区別された他者は存在

するのかと問うている。Ibid., pp.174-175. (邦訳、207 頁‐208 頁)。 
152 Kohlberg, Lawrence, Chales Levinses and Alexandra Hewer, op.cit., p.87. (邦訳、

133 頁‐134 頁)。 
153 Benhabib, Seyla, op.cit., pp.163-164. (邦訳、192 頁)。 
154 Ibid., pp.163-164. (邦訳、192 頁)。 
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な、性差別主義的な、文化相対主義的なそして差別的な議論になるのではなかろうか」155。

ベンハビブは、このようにその懸念について述べている。 

両者へのそれぞれの批判や懸念の存在を確認してきたが、ベンハビブは、自らの立場を相

互行為的普遍主義と名付け、「具体的な他者」のアイデンティティが存在することを認める

ことを通して、「一般化された他者」の尊厳を承認することを最終目的とした。さらにその

ような観点から普遍主義的な道徳理論を発展させようと試みている。この立場は、ハーバー

マスのコミュニケーション的倫理あるいは、ディスコース倫理のモデルに基づいている 156。

他方、ロールズやコールバーグの「一般化された他者」を合理的存在として、あらゆる者の

アイデンティティを限定的にとらえる立場を代理主義的普遍主義と名付けた。 

ベンハビブは、コミュニケーション的倫理あるいは、ディスコース倫理のモデルを自らの

理論に採用した理由を以下のように説明している 157。第一にそれは、「一般化された他者」

と「具体的な他者」のいずれでもあるような現実的な自我間の現実的な対話を制度化するも

のだからだ。第二に、ディスコース倫理モデルは、「無知のヴェール」のような仮定的思考

ではなく、現実的な対話状態として道徳判断が解釈されるからだ。第三に、ディスコース・

モデルにおいては、道徳的行為者は、望んでいると想定されている根本的な善について、彼

らの望む以外のものについて、根拠づけするように限定されているだけでなく、彼らが欲望

する善と欲望そのものがともに道徳的な論争の主題になりうるからだ。第四に、このような

道徳的ディスコースにあって行為者は、反省のレベルを変えることも可能である。対話を通

じて自分の公正さを評価できる条件と束縛についてメタ思考を導入することができ、ロー

ルズのモデルでは閉じられていた反省が閉じられることはないからだ。 

こうして、ベンハビブは、コミュニケーション的倫理あるいは、ディスコース倫理のモデ

ルを採用することで、正義の倫理とケアの倫理を隔てていたものが次第にその区別を失っ

ていくだろうと予測している。また、道徳理論の対象領域も、正義の領域ばかりでなく、ケ

アの領域の問題にまで拡張され討議の中心とすることができるようになるだろうとする。

このように、道徳的ディスコースを適切に動かす限りにおいて、正義の倫理とケアの倫理は

                                                   
155 Ibid., p.164. (邦訳、193 頁)。 
156 コミュニケーション的倫理、ディスコース倫理のモデルとは、「一般化された他者」で

あると同時に「具体的な他者」でもある道徳的行為者が、相互に話し合う現実的な対話を

制度化するものである。さらにこの立場をベンハビブは、相互行為的普遍主義とした。 
157 Ibid., p.169. (邦訳、199 頁‐200 頁)。 
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次第に近づいていくとベンハビブは考えている 158。 

 

第 5 節 ギリガンとベンハビブ 

 

しかし、ベンハビブはコールバーグ批判についての考察で、ギリガンとまったく同じとい

うわけではない。ベンハビブの立場は、人間の存在様式の多元性と自他の差異が事実として

存在することを認めるものであった。その意味では、ギリガンのコールバーグ批判と軌を一

にする。ところが次の点において、ベンハビブは、ギリガンに異を唱える。ギリガンは自身

の立場を「責任の道徳は強固な文脈依存的相対主義に立っている」として、コールバーグ理

論と異なった道徳理解を示し、そこに道徳的価値を認めた 159。しかし、ベンハビブのとる

相互行為的普遍主義の立場では、「人間の存在様式の多元性と人間の間の差異が事実として

存在することを認めているが、それらが道徳的および政治的に価値があるものとは是認し

ていない」160。なぜだろう。ベンハビブにとって多元性や差異は、一つの出発点に過ぎず、

それ以上のものではない。あくまで道徳的判断の基準は普遍化可能性によって検証できる

とする。「普遍化」は、状況に埋め込まれたわれわれのアイデンティティを否定するもので

はなく、むしろ道徳的態度を発達させ、万人が受容可能な観点を付与しうる政治的な転換を

促進するという。つまり、ベンハビブにとっての普遍性は、観念的なものではなく、自律を

目的として努力する具体的な自我の政治と道徳における具体的過程という位置づけである。 

このように、ベンハビブが相対主義の立場を否定するのは、第一にベンハビブが、「共感 

(empathy)」「仁愛 (benevolence)」といったあらゆる他者への配慮について、「オーキン（そ

してギリガンさえ）ほどには共感と仁愛の感情を信頼しない」ためである 161。ベンハビブ

にとって「共感」は、ギリガンのように「共に感じる」とするだけではなく、性質としての

他者の観点を考慮する能力への理解を含む。このため彼らの共感的性質によって、自己と他

者の境界線を引くことが困難になると考えている。他者の声を聞くためには、それを分節化

するための原理や制度が必要になると主張するのだ。第二にベンハビブは、「愛」「配慮」「友

情」などで説明される「具体的な他者」の観点は、私的領域における非制度的なものとして

                                                   
158 Ibid., pp.169-170. (邦訳、200 頁‐201 頁)。 
159 Gilligan, Carol, op.cit., p.22. (邦訳、30 頁‐31 頁)。 
160 Benhabib, Seyla, op.cit., p.153. (邦訳、177 頁)。 
161 Ibid., p.168. (邦訳、198 頁)。 
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定義する 162。したがってベンハビブは、私的な関係における他者だけをケアすることにな

る。また、ベンハビブは、ギリガンの見出した「具体的な他者」との対話の中で討論するこ

とが他者の相互理解をもたらすとしながらも、「具体的な他者」との対話だけでは、差別的

な道徳判断が導かれるとして、「一般化された他者」との対話も必要だとした。このような

ディスコース倫理のモデルを採用することで「普遍化可能性」を検証できるとしたのだ。つ

まり、ベンハビブは、普遍主義を完全に否定するのではなく、むしろ対話によって相互作用

的な生成がなされると考えている。 

他方、ギリガンは、ケアと正義の関係について、互いに排除するものではなく、正義の倫

理だけでなくケアの倫理へと見方を広げ、一人の人間のなかで、両方の視点を身につけるこ

とが真の成熟と考えていた。その意味で普遍的な広がりをもつものである。そこでは、文脈

や状況を踏まえた「物語的な思考様式」が要求されることになる 163。ギリガンのケアの倫

理において道徳的な義務は、特定の個人の関係に結びついていることから、道徳判断も個別

的・具体的に考えなければならず、ベンハビブとは異なり普遍化可能性を否定するのである。 

ベンハビブのディスコース倫理は魅力的ではあるが、「一般化された他者」の視点を導入す

ることで、異質な他者の視点が埋没してしまう可能性を否定できない。その意味で、具体的

文脈における他者を措定するギリガンのケアの倫理を展開してゆくことが望まれる。 

 

第 6 節 ギリガンのケアの倫理再考 

 

 以上の考察において、ベンハビブのケア概念は、ギリガンの見出したケアの倫理の貢献を

認めたうえで、ケアと正義の関係を「具体的な他者」と「一般化された他者」として、考察

を加えたものであった。 

 最後に、ギリガンのケアの倫理の主要概念を確認して本章を閉じることにしたい。ここで、

注意を要するのは、ギリガンは、必ずしも男性と女性の性の違いについて言及しているわけ

ではないということである。確かに「もうひとつの声」と、女性の声が、その性質において

密接に関係していることは否定できない。しかし、それは、男女の声として比較することに

よって「背後にある二通りの異なる考え方の相違」164を際立たせるためであり、もうひとつ

                                                   
162 Ibid., p.164. (邦訳、193 頁)。 
163 Gilligan, Carol, op.cit., p.19. (邦訳、25 頁)。 
164 Ibid., p.2. (邦訳、ⅷ頁)。 
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の声と女性の関係は絶対的なものではない。ギリガンはそのことについて、次のように述べ

る。「実際のところ、「異なる声」と女性の声とが密接に関係していることは、わたしたちの

経験的な観察によって確かめられているものである。またわたし自身も、女性たちのいろい

ろな声をとおして、「異なる声」がどのように発達していくかを追跡していくつもりでいる。

しかし、この両者の関係はけっして絶対的なものではない。わたしはこの本のなかで、男女

の一般化された形態を示すために男女それぞれの声を比較するのではなく、むしろ、男女の

声を比較することによって、その背後にある二通りの異なる考え方の相違を明らかにした

うえで、その相違をどのように解釈すべきかという問題に焦点をあてたいと考えている」

165。 

ギリガンが、冒頭でこのような説明を余儀なくされたのは、あるパラドックスが背景にあ

る。それは「伝統的に女性の善さとされてきたまさにその特徴、つまり他人の要求を思いや

り、感じ取るという特徴が、同時に女性を道徳性の発達において欠陥ありとするしるし」166

にもなっていることによる。つまり、「女性の強みである人間関係や責任に過剰なほど気を

つかう」といったことと「他人が必要としていることを感じたり、他人の世話をする責任を

引き受けたりすることによって、他人の声に注意を向け、自分の判断に他者の視点」を含意

する「女性の道徳的弱点とされている、一見、明らかに散漫な、混乱したように見える判断」

が、分かちがたく結びついているためである 167。このパラドックスの解明のためにギリガ

ンは、コールバーグとは異なる発達段階があることを示した。それが、先に見た、中絶に起

因する道徳的ジレンマを抱えた二十九人の女性の調査であった。この結果からギリガンは、

女性の道徳発達には、コールバーグと異なる三段階の発達があることを見出した。三段階の

レベルについては、先述したとおりであるが、これによって、ケアの倫理が伝統的な「女ら

しさの美徳」に覆い隠されることなく、「だれもが、他人から応えてもらえ、仲間としてみ

なされて、だれひとりとり残されたり傷つけられたりしてはならない」という人間の経験に

おける「逆説的な真実」に辿りついた 168。 

さらにギリガンの道徳発達理論は、確かに男性と女性の道徳観の違いを提示したもので

はあるが、それは、どちらの道徳観が高いとか低いとかいうことではなく、女性は男性とは

                                                   
165 Ibid., p.2. (邦訳、ⅶ頁)。 
166 Ibid., p.1. (邦訳、25 頁)。 
167 Ibid., pp.16-17. (邦訳、21 頁‐22 頁)。 
168 Ibid., p.63. (邦訳、109 頁)。 



53 
 

異なる道徳発達過程をたどるとしたものである。このことからコールバーグの発達段階に

あてはめること自体に無理があると批判したのだ。つまり、この事実は、第一に「従来の人

間一般の成長発達の理論そのものに欠陥がある」ということ、第二に「人間一般という概念

規定には限界がある」こと、第三に「人間世界における一つの真実を捨象している」と解釈

されるべきなのだ 169。 

 

第 7 節 小括 

 

道徳には「二つの違った様式」があることをギリガンが見出してから、社会はどのように

変わったのだろうか。 

伝統的な倫理観として、公平を重んじ、原則や規則の普遍性を求めるコールバーグの正義

の倫理と、人間関係のあり方を重視し、特定の誰かを気遣い、世話をする存在としての視点

からみた倫理観としてのケアの倫理についてギリガンは、「二つの道徳律には、たがいに補

足しあう性質」があり、その二つの異なる道徳律が補い合ってはじめて成熟にいたるとして、

以下のように述べている 170。「われわれは、何世紀にもわたって、男性の声と、男性中心の

発達理論に耳を傾けてきた。同じく今度は、最近になって、われわれは女性の沈黙に気がつ

くのみならず、女性が口を開いても、その意味をとらえるのが難しいことがわかってきた。

ところが、口を開いた女性たちの声のなかにこそ、ケアの倫理のもつ心理や、人間関係と責

任の間のきずなや、人間関係がうまくいっていないときに起こってくる攻撃の源がある。女

性の人生のもつ別の現実が見えず、女性の声のなかに異なるものがあるのを聞き取れない

一つの理由は、社会的経験や解釈には、単一の様式しかないのだと仮定してしまうことにあ

る。代わりに、二つのちがった様式をおいてみることにより、われわれは、人間経験のもっ

と入り組んだ表現に出会える。・・・中略・・・責任と権利の間の緊張関係が、人間の発達

の弁証法を支える柱を理解することは、（結局は結びつくことになる）二つの異なる様式の

経験の統合をみるということである」171。こう述べたギリガンの声は、どこまで届いたのだ

ろうか。 

いまや、その声は、女性だけではなく、ヴァルネラビリティを抱えた人、子ども、障碍者、

                                                   
169 Ibid., p.1. (邦訳、ⅶ頁)。 
170 Ibid., p.164. (邦訳、290 頁)。 
171 Ibid., pp.173-174. (邦訳、304 頁‐305 頁)。 



54 
 

高齢者、LGBT を含む性的マイノリティなど、これまで周縁化されてきたすべての人々の

代弁者となっている。その意味では評価されるべきだ。これまで無視され続けた人々が権利

主体として存在することを知らしめたのだから。しかし、必ずしも市民として認められたわ

けではない。不平等な存在として浮かび上がってきただけだ。ヴァルネラビリティを抱えた

人は、語られなければならない。その具体的な語りからしか個人のニーズは聞き取れない。

ケアをするのはそこからだ。 
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第 3 章 ノディングズのケアリング 
 

 

前章では、ギリガンがケアの倫理を見出すに至った経緯と道徳発達心理学から導き出さ

れた理論について考察した。ギリガンのケアの倫理をはじめて道徳理論として体系的に展

開したのがノディングズである。そのなかでもケアする人だけでなくケアされる人の立場

からも論じた点はその後のニーズ問題への道筋をつけることとなった。たとえば、第 1 章

でのメイヤロフのケア論についてノディングズは、ケアの継続や自責の念、相互扶助の重要

性やケアに限界があることを示唆した点については評価しているものの、その視点はケア

する人からのものであり、ケアされる人からの言及がなされていないと指摘している。加え

て、他者の成長を助けることのみが、強調されているため、ケアする人の中で続けられてい

るものを見過ごしてしまうのではないかとも懸念している。このような点を考慮に入れ、ノ

ディングズは、独自のケア論を展開した。 

ノディングズのケア論に特徴的なのは、一貫して伝統的な原理や原則を退けていること

である。「女性は、自分の行いに理由を与えることができ、実際に与えもするが、こうした

理由は、普遍的な諸原理やその適用よりも、感情とか、必要とか、印象とか、あるいは、自

分の個人的な理想の感覚とかの方を向いている」172。このようにノディングズは、道徳性の

概念は、一般化できない個別具体的なものであり、感情やニーズが動機を喚起するとした。

ノディングズのケア論に大きな影響を与えたと考えられるのがデューイである。デューイ

については、ノディングズはその著書のなかでたびたび言及している。他方、デューイの著

作にケアという言葉が用いられている箇所はそう多くはないが、思想上の一致点を見出す

ことは可能である 173。 

                                                   
172 Noddings, Nel, Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education, 
University of California Press, 1984, p.174. (立山善康・林康成・清水重樹・宮崎宏志・

新茂之訳『ケアリング 倫理と道徳の教育－女性の観点から－』晃洋書房、1997 年、3 頁

‐4 頁)。 
173 ノディングズは、デューイ学会会長、アメリカ教育哲学会会長、全米科学アカデミー

会長などの要職に就いていた。Noddings, Nel, The Challenge to Care in Schools: An 
Alternative Approach to Education, Teachers College Press, 1992. (佐藤学監訳『学校に

おけるケアの挑戦－もう一つの教育を求めて－』ゆみる出版、2007 年、337 頁‐338 頁、

訳者あとがきより)。 
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デューイの思想がノディングズのケアリングに影響を与えたと考えられるのは次の二点

である。第一に、近代の哲学が、人間を一般化、普遍化することで原理や原則のもとに道徳

判断を追求してきたことへの抵抗としての意味である。デューイは人間を一般化できない

差異をもった存在と措定し、具体的な状況のもとに道徳理論を構築しようとした。第二に、

道徳判断において情動的なものに目を向けるよう促した点である。この二点について、順を

追ってみていく。 

デューイは、Reconstruction in Philosophy(『哲学の再構築』)のなかで、「行いは常に特

定の、具体的な、個別化された、独自のものである。したがって、遂行されるべき行いに関

する判断も、同じように特定のものである」と述べている 174。つまり、行為には二つと同

じものがないのだから道徳判断についてもそれに即して個別具体的な状況を踏まえてなさ

れるべきものとした。デューイの倫理学にとって原理や原則は、道徳判断を導くための手段

としての位置づけに留まるものとして扱われている。こうしてデューイは近代の倫理学が

抽象的で普遍的な原理や原則を追求してきたのにたいして、抵抗を示したのである。第二に、

「道徳判断というものは、どんなに知的なものであっても、それが行動に影響するはずであ

るならば、少なくとも感情(feeling)に色づけられていなければならない」175としている点で

ある。また、「共感(sympathy)は道徳的判断に生気を与える鋳型である」176とも述べており、

道徳判断には、情動的、共感的な側面が不可欠であるとする。このようなデューイの思想か

らノディングズがかなり影響を受けたと考えられるが、ノディングズ自身の著作のなかで

もデューイへの言及を容易にみつけることができる。とりわけ Philosophy of 

Education(『教育の哲学』)のなかの第二章「ジョン・デューイの哲学・教育思想」では、

教育学専攻の学生は必ずデューイの著作を読まなければならないとしており、いかにノデ

ィングズがデューイに傾倒していたか伺える 177。こうしてみると、外在的な関係としても

内在的な要因からも、その影響は明らかであり、ノディングズのケア論がデューイに依拠す

る部分は少なくないと考えられる。 

                                                   
174 Dewey, John, The Middle Works, Southern Illinois University Press, 1976-83, 12: 
p.175. 
175 Dewey, John, The Later Works, Southern Illinois University Press, 1981-90, 7: 
p.269. 
176 Ibid., p.27. 
177 Noddings, Nel, Philosophy of Education, Westview Press, 1989, pp.23-42. (宮寺晃夫

監訳『教育の哲学－ソクラテスから〈ケアリング〉まで－』世界思想社、2006 年、40 頁

‐69 頁)。 
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ここでノディングズの議論のスタンスについて確認しておこう。ノディングズによれば、

これまで多くの人は、伝統的な倫理観としての原理に従い、原則に基づいて行動することで、

その行為を正当化することに安心して任せてきたという。その原理や原則は理性に基づい

ている。ところが理性はしばしば、基本的な感情や切望を抑制する。これは「究極の悲劇的

な不正直」ではないかと、ノディングズは批判する 178。そして、理性が、人間の感情、切

望、恐れ、希望、夢を抑制することがないようにと主張した。ノディングズは、倫理観の根

底には、人間の情感が息づいているはずだというのだ。その倫理的行動の奥深いところにあ

る感覚や感情をヒュームの「active virtue(生きた徳)」としての道徳性から写し取った。ノ

ディングズの著書のなかでヒュームに関する記述は限定的である。しかし、二つの点におい

て、その影響があったと思われる。第一に人間の理性と行動のつながりについて、第二に共

感の作用についてである。ノディングズのケア論に引き寄せて考えれば、第一は、ケアリン

グの動機づけ「動機の転移(motivational displacement)」にかんするものとして、第二は、

「専心没頭(engrossment/attention)」179における共感概念について影響を受けているとい

えるだろう。以下それぞれについて考察する。 

 

第 1 節 ケアリングの動機づけ 

 

 前述したようにノディングズは、規則や原理にしたがう倫理全般を受け入れない。それに

代わるものとして、道徳を能動的な美徳として扱うヒュームの道徳観に基礎を置く。ヒュー

ムの言葉を借りれば「道徳は情緒(passion)を喚起し、行動を産んだり防止したりする。然る

に、理知自身はこの点において全く無能である。それゆえ、道義のいろいろな規則は理知の

結論ではない」180。こうしたヒュームの立場についてノディングズは、「ケア論はその動機

づけにかんしてヒュームの立場をとり、カント主義者の優先順位を逆転させる」181とする。

                                                   
178 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.57. (邦訳、91 頁)。 
179 ノディングズは、Caring では他者にたいして受容的に心遣いをすることを

engrossment という用語を使用していたが、Starting at Home において、engrossment 
が attention と同義であることを記したうえで、それ以降の著作においては attention を

使用している。訳語にかんしては、「専心没頭」で統一した。Noddings, Nel, Starting at 
Home: Caring and Social Policy, University of California Press, 2002, p.14. 
180 Hume, David, A Treatise of Human Nature, Oxford University Press, 1888, p.457.  
(大槻春彦訳『人性論 4－第 3 篇:道徳について－』岩波文庫、1974 年、14 頁)。 
181 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., p.24. 
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動機づけにかんしてヒュームの立場をとるのは、ヒュームがスミスと共に感情主義

(sentimentalism)と呼ばれることから他者への共感を重視する姿勢であることによる。理性

だけではいかなる行為も生じることができず、共感が行為の動機づけになりうるとする立

場である。さらにヒュームからの影響には徳にかんするものがある。ノディングズにとって

の徳は、「active virtue(生きた徳)」を実践する行為という位置づけである。ノディングズは

幸せを追求するためのニーズとして徳を捉えており、禁欲主義の徳とは異なるとする。この

解釈にヒュームの影響がみられる 182。ヒュームは、身につけることによって有用ないし快

適であることが徳を徳たらしめるものにするとした。しかし、これだけであればプラトンや

アリストテレスの徳と変わらないようにみえる。ヒュームはそれだけではなく、他者にも同

様にその解釈は及ぶとした。ノディングズがヒュームの感情主義を動機づけに用いた理由

がここにありそうだ。なぜならケアの倫理は、これまでもみてきたように他者志向の倫理で

ある。ノディングズは、共感的な情動が利他的な動機を喚起するというヒュームの感情主義

を母親の子どもにたいするケアリングと共振させ、ケアや気遣いを導くとしたのだ。そこで

の人間性や共感は、道徳的に称賛されるべき性質としての対象だけではなく、道徳の源泉と

いう位置づけである。共感は、ケアの発生の基盤そのものなのである。このことは、われわ

れが、だれか他の人にたいして称賛や非難を向けるのは、その人への共感を感じるという事

実から生じることを意味するのであって、そのことから直接には道徳判断がなされるわけ

ではない。ヒュームは、「である」という事実判断から「べきだ」という価値判断は出てこ

ず、善悪は真偽から出てこないと考えている 183。ノディングズは、このようなヒュームの

道徳哲学における道徳感情の原因としての「人物の性格」を基盤とする徳論を「生きた徳」

としてケアリングに受け継いだのである。但し、ノディングズは、「正直、勇気、忍耐とい

ったものが、いつも徳であるとは限らない」という 184。どういうことだろうか。ノディン

グズにとっての徳は、前述したように、ヒュームの徳のリストや、プラトンやアリストテレ

スのものと共通するものであった。しかし、それだけではなく、幸せと善き性格とのつなが

りに資するものでもなければならない。このことは、ノディングズが、「徳の事例(a sample 

of virtues)」として、「正直、勇気、忍耐」をあげて考察している箇所から読み取ることがで

                                                   
182 Noddings, Nel, Happiness and Education, op.cit., p.3. (山崎洋子他監訳『幸せのため

の教育』知泉書館、2008 年、7 頁)。 
183 Hume, David, op.cit., p.469. (邦訳、33 頁)。 
184 Noddings, Nel, Happiness and Education, op.cit., p.167. (邦訳、207‐208 頁) 
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きる 185。極端な話であるがと前置きしたうえで、習慣的な嘘つきは不幸せな人であるが、

子どもや罪なき隣人を守るための嘘をつかない人もまた不幸になるかもしれないという。

ケアの倫理からすれば、人と人とのつながりや関係性に幸せの土台があり、人間関係が台無

しになったところに幸せはない。したがって、正直という徳も、悪徳に転化することがある。

つまり、正直、勇気、忍耐が、常に徳とは限らないのだ 186。このため実際の条件のもとで

なければ、徳と幸せとのつながりは検証できない。このことを踏まえて、ノディングズは、

「生きた徳」と呼んだと考えられる。 

 では、ノディングズは、共感をどのようにとらえていたのだろうか 187。われわれの倫理

の基礎を形成しているのは、「いかにして他の人と道徳的に接するか」188であるとするのが

ノディングズである。先述したように倫理的な行動の源泉は、人間関係に根差した「かかわ

りあいの認識」にある人間の情感のこもった反応である。そこでの情感の内の共感を単に認

識と解するのではなく受容と解釈することで、ケアリングの中核概念である専心没頭とし

て導入しようとした。ノディングズによれば、ケアする人の意識状態は、「専心没頭

(engrossment/attention)」と「動機の転移(motivational displacement)」として特徴づけら

れる。ケアされる人にとっては、ケアする人への応答が、ケアリングにとっての本質的な要

素だと考えている。第 1 章でみたメイヤロフのケア論も「専心(devotion)」は「ケアにとっ

                                                   
185 Ibid., pp.157-168. (邦訳、195 頁‐208 頁)。 
186 ノディングズは、たとえ有徳といえども関係性において成り立つ相互行為に合致しな

ければならないとする。この考えはデューイの思想にもみられるものである。たとえば、

その行為がどんなに勇気ある行為であったとしても、故意にあるいは不注意で誰かを傷つ

けてしまったなら、その行為は有徳とはいえないとするのがケアリングの考え方である。

したがってノディングズはいかなる理由があっても戦争は有徳な活動とはいえないとす

る。Ibid., p.161. (邦訳、200 頁)。 
187 ノディングズが、empathy(共感)について積極的に言及するのは、The Maternal 
Factor: Two Paths to Morality 以降のことである。そこでは、empathy と sympathy はほ

ぼ同義に使われている。共感概念についてノディングズは、ホフマンとスロートの定義に

近いとしている。ここではホフマンの共感の定義をあげておく。(スロートも 2007 年の著

作において、ホフマンの定義にしたがうとしている。Slote, Michael, Ethics of Care and 
Empathy, Routledge, 2007, p.4)。 
(a)共感は、他人の内的状態すなわち思考や感情、知覚、意図についての認知的な気づきで

ある。 
(b)共感とは、他人についての代表的な感情的反応である。 
特に(b)の共感概念がノディングズの中心的要素となっている。Hoffman, Martin L., 
Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice, Cambridge 
University Press, 2000, pp.29-30. (菊池章夫・二宮克美訳『共感と道徳性の発達心理学－

思いやりと正義とのかかわりで－』川島書店、2001 年、36 頁)。 
188 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.5. (邦訳、7 頁)。 
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て本質的」であるとしていた。したがってケア論にとって「専心没頭」は欠かせない要素と

いえる。 

 ノディングズのいう専心没頭とは、どのようなものなのだろうか。メイヤロフとの違いは

あるのだろうか。 

 

第 2 節 ケアする人に求められる専心没頭 

 

 ケアする人が、他の人と「共に感じること(feeling with)」を、「共感 (empathy)」と呼び、

さらにこの共感を独自の解釈として中心概念に据えたのがノディングズのケア論である。

ノディングズの共感概念は、自分の感情を他者へ「投影(projection)」するのではなく「受け

容れ(receive)」の概念を含んでいる。たとえば、「他の人の靴に自分の足を入れる」ように、

その人の身に自分を置くのではなく、「自分自身の中に他の人を受け容れ、その人と共に見

たり感じたりする」ことであるという 189 。そのような状態を「専心没頭

(engrossment/attention)」と呼んだ。このとき、ケアする人に求められるのは、注意深く聴

くことと、よく観察する態度である 190。ケアをするには、他者のニーズを正確に把握する

必要がある。たとえば、何らかの理由で言葉では十分表現ができないときでも、身体表現で

ニーズが表明されることもある。それは赤ちゃんの微笑かもしれず、患者のほっとしたため

息かもしれない。このような言葉以外の表現にたいする受容的心遣いは、注意深さを道徳的

生活の本質としたヴェイユの議論に依拠している。「このような見方には、何よりまず注意

深さ(attentive)がある。魂が自らの中身を空にし、そのなかに、自らが目を向けている存在

をあるがままに、真実の姿として受容する。それができるのは、注意深さを身につけている

者のみである」191。ヴェイユは、他者を受容するための意識状態を「注意深さ(attentive)」

で表現したが、ノディングズは、この状態を「専心没頭(engrossment)」とした。ノディン

グズが、ヴェイユの注意深さをそのまま用いなかったのには二つの理由がある。一つには、

確かにその説明は魅力的ではあるのだが、自分自身の興味や価値観までも自身からとりの

                                                   
189 Ibid., p.30. (邦訳、46 頁)。 
190 Noddings, Nel, The Maternal Factor: Two Paths to Morality, University of 
California Press, 2010, p.47. 
191 Weil, Simone, Simone Weil Reader, ed. by George A. Panichas, Moyer Bell Limited, 
1977, p.51. 
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ぞいてしまうことなどできないのではないかという思いがあるためだ 192。もう一つには、

ヴェイユがそのプロセスにおいて、神を仲介者としているためである 193。ノディングズの

ケア論において、ケアする人とケアされる人の間には、神も原理も仲介しない、直接の関係

を意図している。ケアする人とケアされる人の間に、何かが介在することは、注意が散漫に

なってしまい、ニーズを正確に聞き取りケアすることは難しくなる。このようなことから独

自の概念として「専心没頭(engrossment)」としたものと思われる 194。 

ノディングズのいう共感は、このように自分の感情を他者に投影するような一般的な意

味としてではなく、他者の感情を自分のなかに受け容れるという意味で使われる。 

 この受容性について、ノディングズは、泣き叫ぶ赤ん坊と母親の応答を例にあげている

195。それによると、受け容れとは、赤ん坊の泣き声を解釈する前に、「よしよし、何ともな

いわよ」と、なだめることであるという。つまり、問題を定式化することや解決を出発点と

するのでなく、「思いの分かち合い」を出発点にする。赤ん坊に「どうしたの？痛いの？」

と聞いたところで、言葉が返ってくることは期待できない。しかし、頭を振るとか手を握る

といった反応は返ってくる。どこかわからないが、とにかく「どこか具合が悪い」という赤

ん坊の思いを受け止めることから始めるのが、ケアする心構えには適っている。このとき、

母親も手探りなら赤ん坊もそうである。その状態を繰り返しながら互いに共振的な関係の

うちに成長する。このようなノディングズの「専心没頭」状態をもっともよく表しているの

が、乳幼児期の母親と子どもの関係である。ウィニコットはこうした状態を「母親の原初的

没頭(primary maternal preoccupation)」と呼んだ 196。この時期の赤ん坊は、母親に全面的

に依存しているため、母親にとって赤ん坊が生活のすべてといってよい。母親は、赤ん坊の

生存欲求を母親自身の生存欲求であるかのように感じ、赤ん坊が欲求を感じることがない

ほどに、共感的な対応をする。そのような絶対的な依存状態での母親と子どもの関係を象徴

するのが、ウィニコットが好んで使った用語、「抱きかかえる(holding)」である。これは、

単に行為としての「抱きかかえる」ではなく、母親との依存状態にある子どもとの間で形成

                                                   
192 Noddings, Nel, The Maternal Factor, op.cit., p.52. 
193 Ibid., p.53. 
194 Noddings, Nel, Educating Moral People: A Caring Alternative to Character 
Education, Teachers College Press, 2002. 
195 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.31. (邦訳、48 頁)。 
196 Winnicott, D. W., ‘From Dependence towards Independence in the Development of 
the Individual,’ in The Maturational Processes and the Facilitating Environment, Basic 
Books, 1963, pp.83-92. (牛島定信訳（「個人の情緒的発達にみられる依存から独立への過

程」『情緒発達の精神分析理論』所収、岩崎学術出版社、1977 年、93 頁‐106 頁)。 
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される生物学的－心理学的な状態であり、存在そのものが受容された状態である。そのよう

な関係を経たのちに成熟が可能となる。つまり、「抱きかかえる」とは、赤ん坊が母親に肯

定的、全面的に受け容れられる「環境」のことであり、そうして、はじめて子どもは受容さ

れたという原初的体験が記憶に埋め込まれる 197。 

このように、ノディングズの「専心没頭」状態は、手探りでこの世界に相手が伝えようと

していることを、注意深く聞いて、見て、感じることを通して、他者を受け容れることを意

味する。つまり、受け容れとしての専心没頭とは「感情と感受性」に裏付けされたものとい

える。 

ケアする人がケアをしようとするその瞬間、ケアする人には、二つの意識が顕れる。一つ

は、「専心没頭」であり、もう一つは「動機の転移 (motivational displacement)」である。

動機のエネルギーは、ケアする人からケアされる人のニーズに向かって流れ始める。このよ

うな意識状態としての「動機の転移」について、次節で考察する。 

 

第 3 節 ケアする人の動機の転移 

 

 われわれが他者にケアするのは、そうすることが得だからとか、義務だからではない。目

の前の他者へのわきあがるような感情に押し出されるからである。その感情が共感である。

かけがえのない他者へのいとおしさが動機のエネルギーとなる。ノディングズは、動機の転

移について、次のような例をあげて説明している。「わたしたちが、革紐を結ぼうとしてい

る小さい子どもを見守っているときに、自分自身の指が、共感的に反応して動く」198。つま

り、相手を助けたいという動機づけのエネルギーが、相手とその課題に向かって流れ出して

いくのが、動機の転移である。目の前の小さな子どもの靴紐を結びたいという思いをわたし

が受け容れ、その目的や課題を助けたいとわたしが望むようになることを意味する。このと

き、相手の状況に応じて無意識のうちに動かされたわたしの手が、靴紐を結ぼうとしたのだ。

手は、靴紐を結ぶ道具としてではなく、主観そのものとして、相手の主観（身体）に働きか

ける。手は、認識に基づいて靴紐に触れようとするのではなく、触れようとすることの動機

の転移が起きることで相手の世界を受け容れるのである。ケアリングにおける手は客観的

                                                   
197 「抱きかかえる(holding)」の環境のなかで本能的な欲求を満たされた子どもは、ある

種の万能感を獲得し、その後の成長において、安定した自我の確立を得ることになる。 
198 Noddings, Nel, The Challenge to Care and Schools, op.cit., p.17. (邦訳、45 頁)。 
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法則性を適用する道具でない限りにおいて、このときの手（身体）は、相手を了解するとい

う主観－主観関係、言い換えれば相互主観性に基づいて成立しているといえる。ケアする人

にとってのケアリングは、相手に専心没頭していると同時に、動機の転移が起きている。し

かし、専心没頭と動機の転移がケアする人に何をすべきか命じるわけではない。あくまで、

ケアするときの意識状態の特徴を顕しているに過ぎない。何をすべきかは、ケアされる人へ

のニーズの応答で決まるのである。 

このように、ケアリングは、ケアする人に専心没頭と動機の転移を要求する。このとき、

ケアされる人は、非対称な存在として、ただ受動的であればよいのだろうか。次節では、如

何なる条件のもとで、ケアリング関係が成立するかについて検討する。 

 

第 4 節 ケアリングの条件 

 

 遠く離れた他者や、近くの見知らぬ人へのケアの困難さを指摘するノディングズだが、そ

れは、ケアリングの成立条件とも関係している。ここで、ノディングズのケアリングの成立

条件についてみておきたい。ノディングズは、人と人との相互関係において、「完結する可

能性」を要素としており、一方的な関係性は、caring about に過ぎず、ここでのケアリング

とは区別している。その論理的な関係を著書 Caring では、次のように表している 199。 

 

   (W,X)は、以下の場合、かつ、その場合にのみ、ケアリングの関係（あるいはケアリ

ングの出会い）にある 

1． W は X をケアする（ケアするひとに記述される条件）、かつ 

2． X は、W が X をケアしていると認識している 

 

 ここでは、ケアされる人がケアリングを受け容れ、ケアする人もそのことに気づいている

状態でケアリングが完結する。 

この条件をさらに精緻化し、Starting at Home では以下のように構成する 200。 

                                                   
199 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.69. 
ⅰ)W cares for X(as described in the one-caring)and 

  ⅱ)X recognizes that W cares for X. 
200 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., p.19. 
ⅰ.A cares for B – that is ,A’s consciousness is characterized by attention and 
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   (A,B)は以下の場合、かつ、その場合にのみ、ケアリングの関係（あるいはケアリン

グの出会い）にある 

   ⅰ．A は B をケアしている―A の意識は配慮および動機の転移によって特徴づけら

れる―かつ 

   ⅱ．A はⅰに合致する何らかの行為を実行する、かつ 

   ⅲ．B は、A がケアしていることを認識している 

 

ノディングズは、なぜ、2002 年の著書にⅱを付け加えたのだろうか。それは、徳倫理学

の一つのバリエーションとしてのケアリングと徳倫理学に近いが完全には一致しない関係

性の倫理としてのケアリングを区別するためではないだろうか。ⅰの段階は意識づけの段

階であるため、その定義には、諸徳を身につけることそのものを目的とする徳倫理の立場が

埋め込まれていると解釈できる。このためⅰの定義だけでは徳倫理学における個人の徳に

還元されてしまう。「彼は思いやりのある人です」とか「彼らは思いやりのある家族です」

201といったように、徳にかかわる意味が強調されてしまうのだ。ノディングズの言葉に耳

を傾けてみよう。「すでに見てきたように、ケアリングそのものは徳のひとつではない。自

分がケアするものでありつづけようとする偽りのない道徳的な関与は、諸々の徳の発達と

実行とを引き起こすが、しかし、これらはケアするという状況の脈絡のうちで査定されなけ

ればならない。たとえば、忍耐それ自体が徳なのではなくて、特定のケアされるひとのある

欠点についての忍耐、あるいは、具体的なケアされるひとを指導するときの忍耐が徳なので

ある」202ノディングズは、徳としてのケアリングは、広義の意味でのケアの一部ではある

が、個人的な徳を重視するため、関係性のケアリングとは異なると考えている。しかし、こ

のままでは、徳倫理学のバリエーションで終わってしまう。ケアリングは、ケアする人とケ

アされる人の関係性に行為を伴うものだ。したがって、条件ⅱを加えることで、徳を完成さ

せることが目的なのではなく、ケアリングの関係性維持のために徳が必要であり、それに合

致する行為が求められることが明確になる。こういったことからノディングズは条件ⅱを

                                                   
motivational displacement – and 

  ⅱ.A performs some act in accordance with ⅰ),and 
  ⅲ. B recognizes that A cares for B. 
201 Ibid., p.19. 
202 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.97. (邦訳、151 頁)。 



65 
 

付け加える必要があったと考えられる。 

条件ⅲに関しては、1984 年 Caring でも 2002 年 Starting at Home でも、同じように述

べられている。ノディングズのケアリングの特徴がよく顕れている部分でもある。それは、

ケアする人だけではなく、ケアされる人の応答に目を転じた点にある。アメリカでは、伝統

的にリベラリズムの個人主義があまりに色濃いため、しばしば「ケアリングはケアする人に

属することだ」といわれてきた 203。たとえば、ケアする人がしなければならない行為が三

つあったとしよう。その行為がすべて為されたならば、その人は、すべきことをしたことに

なる。一般的にはそうであろう。しかし、ケアの倫理において、それでは不十分である。ケ

アリングはケアする人だけでなく、ケアされる人との関係において成立する。ケアされる人

の応答まで見なければ、ケアリングは完了しない。どんなにその人がケアしているといって

も、独善的なケアは、「彼女はわたしのことなど少しも気にかけていない」といった応答を

招いてしまうのだ 204。すなわちケアされる人がケアされたと感じ、ケアする人がそのこと

を了解しなければ、完結したことにならないどころか、パターナリズムに陥る危険性すらあ

る。したがって、条件ⅲのように、ケアする人だけでなく、ケアされる人の応答まで含む必

要がある。 

池川は、全身リウマチで寝たきりの年老いた女性患者とのかかわりあいを通じて、ケアの

応答性に注意深くある必要を説いている 205。 

その患者は、どの看護師からも、「あの患者はむつかしい」と言われていた。自分の囲り

にあるもの一つ一つの置き場所、置き方をこと細かく決めていて、少しでもそれに従ってい

ないと、いちいち苦情を言って訂正させていた。たとえば、便器の種類、あたため方、挿入

の仕方から外し方まで、要するに一から十まで指示するのだ。担当した看護学生は、この患

者は長年の病気で性格がゆがめられ、自分の囲りにいる者はだれでも召使のように思って

いるにちがいないと考えた。翌日、なぜそのような態度をとるのか、注意深く見てみようと

考えた看護学生は、ベッドサイドに置いた水を、患者が置きなおしているのを見て問いかけ

た。「どうしてここでなければいけないのですか。さっきの場所でも手が届きますでしょう」。

これにたいして、患者は「あなたの言う通りかもしれないが、いつか看護師の不注意で、い

                                                   
203 Noddings, Nel, The Challenge to Care and Schools, op.cit., p.17. (邦訳、「補章 ケア

の倫理について」『学校におけるケアの挑戦』所収、326 頁)。 
204 Ibid., p.18. (邦訳、47 頁)。 
205 池川清子『看護－生きられる世界の実践

フロネー

知
シス

－』ゆみる出版、1991 年、196 頁‐199
頁。 
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つもの場所に吸い飲みが置かれず、一晩中、水が飲みたくても飲めなかったことがある」と

の答えが返ってきた。このことがあってから、看護学生は、患者が望んでいることをできる

だけ忠実にすると同時に、患者のやり方を覚えこむ努力を続けた。一週間が過ぎたころ、看

護学生の手を不自由な両手で抱えて泣いている患者の姿があった。それは、看護学生が患者

にかけた一言がきっかけだった。看護学生は患者の髪をとかしながら「ご自分の身の廻りの

ことが、一つ一つ決まり通りになるまでには、大変なことが多かったでしょうね」とこれま

での患者の苦悩を慮った。その言葉を聞いた患者は、突然謝り始めた。「ごめんなさい。こ

んな体になるまで生きていて。あなたにもつらくあたってごめんなさい」。こう言いながら

患者は看護学生の手を取って声をあげて泣き始めた。 

ここでの事例は、たとえ気難しく見え了解不可能と思われる患者であっても、一方的な枠

組みをつくりあげ、そこに押し込むことは、ケアしているとはいえないことを示唆している。

はじめのころ看護学生は、自分で準備して計画したものを患者にあてはめようとしていた。

しかし、患者の飲みたい水が一晩中飲めなかった話を聞かされてからは、患者のやり方にで

きる限り沿おうと決心した。この決心が、患者を受容する共感となり、相手の哀しみを了解

できたのだろう。患者は、学生の共感的な態度に自分のことが受け容れられたと感じたので

はないだろうか。看護学生の変化を通して、患者は、本来の自己を取り戻し、感謝の言葉と

なったのだ。 

ノディングズがいうようにケアをすることは、「分析的－客観的」なものとは質的に異な

り、「情緒的－受容的」なものである 206。この看護学生の事例もそうであった。一見、外面

上は変わりなく見えても、その内では、さまざまな声があり、心象が描き出されることによ

って、世界の構造を他者に押し付けることなく、他者を受容することが可能になる。実際の

ケア的行為が、ケアなのかケアしているふりなのかの疑念に覆われたとき、その疑念は、ケ

アされる人の応答によって、明るみに出る。 

ケアリングは、ケアされる人がケアされていることを認識することで完結するが、ケアリ

ング関係の持続には、ケアされる人の応答が必要なのである。このため、ⅲの条件を課すこ

とによって、その危険性を退けようとしているのだ。 

ケアされる人の応答について、ノディングズは、母親と幼児を取り上げ、ケアされる人の

貢献は無視できないと述べる。「いかなるケアに満ちた出会いにおいても、母親は必然的に

                                                   
206 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.34. (邦訳、53 頁)。 



67 
 

ケアする者であり、幼児はケアされる者となる。しかし、幼児は甘えた声を出したり、這い

まわったり、じっとものに見入ったり、笑ったり、手を差し出したり、抱きついたりして、

応答する」207。このような応答が、ケアを肯定的なものに導くのである。逆に、幼児がケア

にたいしてこのような応答ができないとき、ケアリングは完結されず、ケアするひとは、「ケ

アの過程を完了できないことによって疲弊する」208。教師もまた同じである。「生徒が応答

しないときには、恐るべきエネルギーの喪失に悩まされる」 209。このような状態は

「burnout(バーンアウト、燃え尽き症候群）」と呼ばれ、対人援助（ヒューマン・サービス）

に携わる人々の心理的問題をいいあらわす 210。そうなると相手にたいして「共感」を感じ

られないばかりか、否定的にしかみられなくなる。特に身近な人であればあるほど、同一化

しやすいため、バーンアウトに陥りやすい。ノディングズが、ケアされる人の応答を重視す

るのは、このためである。ケアされる人の応答が、ケアする人のエネルギーを補充し、ケア

の継続を可能にしているのだ。 

応答が、ケアリングを維持するための成立条件であるならば、応答がないとき、ケアする

人は、ケアされる人に応答せよと要求できるのだろうか。ノディングズは、応答はケアリン

グと両立するが、応答の要求は、ケアリングと両立しないという。つまり、ケアする人とケ

アされる人は、もともと対等の関係にないことが多いため、応答の要求は、ケアされる人の

選択の自由を奪い取ってしまい、本来、主体であるべきケアされる人がこのとき操作される

べき客体へと貶められてしまう。 

成立条件について、1984 年と 2002 年とを比較しながらみてきた。ケアリングには、ケ

アする人の専心没頭や動機の転移に加えて、それぞれの行為の状況と、ケアされる人による

ケアリングの認識、それにたいする応答が求められたのであった 211。 

ここまでの議論は、向かい合ったケアする人とケアされる人が、直接ケアすることを想定

                                                   
207 Noddings, Nel, The Challenge to Care in Schools, op.cit., p.17. (邦訳、45 頁)。 
208 Ibid., p.17. (邦訳、46 頁)。 
209 Ibid. 
210 川本隆史『ケアの社会倫理学－医療・看護・介護・教育をつなぐ－』有斐閣選書、

2005 年、160 頁‐161 頁。 
211 トロントは、ケアの倫理の要素として四つ提示している。ケアの四つの要素は次のと

おりである。1.気にかけること、すなわち最初にケアする必要性に気づくこと。2. 世話を

すること、すなわち世話をする責任を負うこと。 3.ケア提供すること、すなわち実際に行

われなければならないケアの仕事。4.ケアを受容すること、すなわちケアに配慮したケア

の反応。 これらのケアの要素から、ケアの四つの倫理的要素が生じる。すなわち、注意

力、責任、能力および対応力。Tronto, Joan C., Moral Boundaries: A Political Argument 
for an Ethic of Care, Routledge, 1994, p.127. 
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したものである 212。ノディングズのケアリングとは、基本的にこのような関係のことであ

り、直接ケアする関係を「caring for(世話をすること)」と呼んで、「caring about(気遣うこ

と)」と峻拒した。 

ノディングズは、なぜ、両者をわける必要があったのだろうか。次節で詳細に caring for 

と caring about について考察する。 

 

第 5 節「caring for(世話をすること)」と「caring about(気遣うこと)」213 

 

Caring for と caring about について、ノディングズは、この二つを峻別しており、caring 

for を所謂「ケアリング」として用いている。これにたいして caring about については、「単

に口先だけの」の「堕落」に陥るとして、1984 年の著書 Caring（『ケアリング』）の時点で

は、その価値を認めていなかった。ところが 2002 年 Starting at Home（『〈ホーム〉からは

じめる』）以降は、caring about には caring for を拡張する役割があるとして積極的に意義

づけるようになった。どういうことだろうか。 

まず、1984 年 Caring（『ケアリング』）における立ち位置からみておこう。ノディングズ

は、飢えたカンボジアの子どもたちに、五ドルの飢餓救援金を送ることはできるし、そうす

ることはたやすい。しかし、それはケアリング本来の意味の「caring for(世話をすること)」

ではなく、単なる「caring about(気遣うこと)」に過ぎないという。そのような行為は、ケ

アリングではないというのだ。ノディングズはその理由として「ケアリングは、専心没頭や

関わり合いや動機の転移を要求する」ことをあげる 214。この五ドルが遠く離れた地でどの

ような使われ方をするのかについて、ケアする人は知らない。食糧費に使われるのか、銃の

購入に使われるのかわからない。つまり、「caring about(気遣うこと)」は常にある一定の

「弱々しい無視(benign neglect)」を含んでいる 215。さらに caring about は言葉だけの関

与という見方もできる。口先だけで気にかけるのなら、道で会ったひとにも、そうすること

ができるだろうが、実際に行動に移すこととの隔たりは大きい。しかしながらさらに別の見

方をすれば caring about は caring for の可能性と見ることもできる。なぜなら、気にかけ

                                                   
212 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., p.21. 
213 以下の意味もそれぞれ含意していることを記しておきたい。caring for＝心のこもった

ケア、 caring about＝心をかけないケア。 
214 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.112. (邦訳、175 頁)。 
215 Ibid., p.112. (邦訳、175 頁)。 
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ることがなければその先の世話をすることなどありえないからだ。こうしてみるとノディ

ングズは、「caring about(気遣うこと)」を軽んじているわけではないようだ。そうではなく

て、われわれのまわりで日常的に行われている多くのケアは、心をかけずに行われているこ

とに気づくべきだといっているのではないだろうか。そのことでケアしているつもりにな

ってはいけないと警告しているものと考えられる。ノディングズのケアリングにたいする

誠実な対応の顕れといってもいいだろう。いずれにしても、ノディングズは、カンボジアの

子どもたちの例でみたように、すべての人に「caring for(世話をすること)」はできないとい

う。では、どこまでケアでき、またすべきなのだろうか。 

1984 年のノディングズは、ケアする責務は、「関係によって制限され、限界が定められる」

という 216。ケアする覚悟を自由に捨て去ることはできないが、実際に身近なケアする相手

との出会いがあり、その相手を受け容れるならば、自然にわたしの責務は制限されることに

なるということだ。つまり、自分を中心にした同心円の中での出会いにおいて、責務は発生

し、ケアリングの連鎖によって、未知の個人を迎え容れ、潜在的なケアリングの新たな同心

円が形成される。しかし、ケアリングの連鎖は無制限ではありえない。なぜなら、ケアリン

グは「他人の中で完結する可能性」が求められるからだ 217。遠く離れた相手との関係は、

「他人の中で完結する可能性」がないのだから、ケアする責務は発生しない。つまり、ケア

リングは、他人の中での完結の可能性によって限界が定められるのである。このため、ノデ

ィングズのいう遠く離れたカンボジアで飢えた子どもをケアする責務はないということに

なる。ここまでが、1984 年時点におけるノディングズの考え方だ。 

まとめよう。ノディングズは、caring about では、カンボジアの飢えている子どもたちを

ケアする義務を負うことはできないとした。なぜならばケアリングは常に直接的な相互作

用が要求され、ケアされる人の受容の認識により、ケアリングの完成となるからだ。したが

って、カンボジアの子どもたちへのケアの場合、ケアリングの完成の欠如となり、適切でな

いとされていた 218。 

しかし、Starting at Home（『〈ホーム〉からはじめる』）では、caring for と caring about

                                                   
216 Ibid., p.85. (邦訳、134 頁)。 
217 Ibid., p.86. (邦訳、135 頁)。 
218 ケアされたことを見届けることができなければ、わたしたちのお金が飢えから救うた

めに使われたか、貪欲な政治家たちを富ませるために使われたのか知るための信頼できる

手段がないからである。しかし、実際にケアできないからといって何もする義務がないこ

とにはならないと述べている。Noddings, Nel, The Challenge to Care and Schools, 
op.cit., p.110. (邦訳、207 頁)。 
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では相変わらず、重要な差異があるとしながらも、他者を気遣う意識において caring about

は caring for より、より多くの関心を差し向けることができるという。ノディングズは「年

代順にいうと、はじめにわれわれは、ケアする人であるべきことの意味を学ぶ。それから、

徐々に他者を世話することと、その延長として他者を気遣うことの両者について学ぶこと

になる。この他者を気遣うこと(caring about)は、ほとんど疑いようもなく正義の意識の源

泉である」219という。親密な他者から十分ケアリングの関係を学んだならば、その人は「対

面的な関係」220から、より広い公的世界へと移動する。この契機となるのが、caring about

であり、正義の意識の基盤だという。こうしてノディングズは、caring about を積極的に意

義づけることで、ケアと正義の対立をも乗り越えようとした。 

一方、フェミニズム論者のオーキンも、正義とケアの関係について、ロールズの正義論を

引用しながら言及している。「ロールズの理論は、ときおり、現実の人間からすれば極端に

合理主義的で、個人主義的で、抽象化されているようにみえる。ロールズ自身しばしば曖昧

にしているが、実はその核心部分には責任とケアの声、そして他者への関心がある」221と述

べ、正義の核心には、他者への気遣いがあるという。ロールズの正義論は、一般に、人間相

互の平等な関心に基づく道徳構造をもつ理論として解釈されている。「最大多数の最大幸福」

を原理とする功利主義に対してロールズは「公正としての正義(justice as fairness)」を理念

とした社会正義論を打ち立てた。そこでの善は、「合理的な人生計画を首尾よく実現するこ

と」として形式的に扱われ、それよりも善を実現するための手段である「社会的基本財(the 

social primary goods)」の分配原理の定式化が目指された 222。ロールズは「自然状態」を

                                                   
219 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., p.22. 
220 ケアする人の主要概念である共感の発達について、心理学者 M.L.ホフマンは、向かい

合わせの他者から目の前にいない他者にまで共感できるようになる過程において、人間に

は言語習得以前に共感を喚起するのには三つの様式「マネ、条件づけ、連合」があるとし

た。この三つの方法で、幼児は共感の能力を身につけていく。それは、向かい合った母親

との相互作用によってなされる。たとえば、マネとしては、生まれてすぐの赤ん坊は向か

い合った人の表情を模倣しようとして、舌を突きだしたり、唇をすぼめたりする。このよ

うな三つの原初的な様式は幼児期の特に対面的な状況で重要であるが、幼児期を過ぎても

作用し続け、生涯を通して共感の無意図的な側面に影響を与える。また、意図的な様式の

言語的媒介と役割取得は共感能力を広げて、目の前にいない他者にも共感できるようにす

る。Hoffman, Martin L., op.cit., pp.29-62. (邦訳、35 頁‐70 頁)。 
221 Okin, Susan Moller, ‘Reason and Feeling in Thinking about Justice’, in Ethics, Vol. 
99 No.2, The University of Chicago Press, Jan. 1989, p.230. 
222 社会的基本財とは「自由と機会、所得と富、生きがいの基礎」のような合理的個人で

あれば、誰でも望むであろうと推定される「善いもの」のことをいう。川本隆史『現代倫

理学の冒険－社会理論のネットワーキングへ－』創文社 現代自由学芸叢書、1995 年、

26 頁‐27 頁。 
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「原初状態(original position)」と措定し、そこで必要なルールを参加者全員で話し合って

決めるとする。参加者には、情報と動機づけの二方面の制約が課せられる。情報については

「無知のヴェール」をかぶせ、社会において自分がどのような地位につくか知らされていな

い。動機づけに関しては、社会をつくるのに最低限必要な動機だけを担わせる。これら二つ

の制約に加えて、決めるべきルールの形式についても、当事者は事前に了解しているものと

仮定する 223。これら三つの制約が与えられた原初状態では、「公正としての正義」が、当事

者の合意に基づき承認されるにいたるという。このようなロールズの理論の核心部分には、

自分自身にたいすると同様に、他者を気にかける(caring about)立場に、われわれ自身を置

くことが要請されているのだとオーキンは解釈する 224。 

以上のように、ノディングズとオーキンは、どちらも caring about を正義の意識の源泉

と再定義することで、ケアの倫理を積極的に拡張しようと試みているのである。 

 

第 6 節 「natural caring(自然的ケアリング)」と「ethical caring(倫理的ケアリング)」 

 

ノディングズは、「active virtue(生きた徳)」としての道徳性は「two feelings(二つの感情)」

を必要とするという。このことは、ヒュームの「道徳性が感情(feeling)に基づき、根差して」

おり、「感情が、道徳性の問題についての最終判決であり、道徳性を生きた徳にする」もの

であり、「人類全体に普遍的なもの」であるという考え方を踏まえている 225。ではノディン

グズのいう「二つの感情」226とはどういうものだろうか。それは、一つは自然的ケアリング

の心情(sentiment)であり、もう一つは、それを想起することによって生じる倫理的ケアリ

ングである。ケアリングにおいて、最も根本的なものは自然的ケアリングであり、「自分が

そうしたいから」という理由で他者のために行為することをいう。次いで、道徳的なかかわ

りあいとしての倫理的ケアリングは、自然的ケアリングから生じるという。 

                                                   
223 ここでの了解事項とは「原初状態でいったん採択された社会正義の契約条項が、例外

を認めず（一般性、普遍性）、変更もきかず（最終性）、対立する諸要求を適切に処理でき

（順序づけ）、全員が納得して受け入れた原理の形をとって周知徹底されるものでなけれ

ばならない（公示性）」とされる。同書、28 頁。 
224 Okin, Susan Moller, op.cit., p.230, p.248. 
225 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.79. (邦訳、124 頁)。 
226 ノディングズは、「二つの感情(feelings)を必要とする」としながら、「第一のものは、

自然的ケアリングの心情(sentiment)である」として、feeing と sentiment の二つの単語

をつかっているが、それらの区別が必ずしも明確にされていない。 
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たとえば、母親が自分の子どものためにケアすることは、道徳的というよりむしろ自然的

ケアリングである。ネグレクトによって、自分の子どもを死なせる母親についてノディング

ズは、非道徳的とはいわず、むしろ病気であるという。それは母親自身あるいは母親が委ね

られてきた環境のどちらかが病理的であったため、自然的ケアリングが生起しないのだと

推察している 227。そうでなければ、その幼児に対して応答したいという衝動が生じるはず

だというのである。目の前の他人のために何かしたいという衝動は「だれのうちにも潜在的

にある」生得的なものだという 228。このように、自然的ケアリングは「愛や、心の自然な

傾向から、ケアする人として応答する」関係である 229。つまり「わたしはしなければなら

ない(I must)」という感情と「わたしはしたい」が同時に生じるとき、わたしは容易くケア

する人になることができる。これが自然的ケアリングの状態だという。しかし、そうでない

場合、つまり、「わたしはしなければならない(I must)」状況であるにもかかわらず、「わた

しはしたくない」というとき、わたしは如何にしてケアする人になり得るのだろうか。 

倫理的ケアリングが求められるのは、このようなときである。自然的ケアリングは、「自

分の存在が維持されるためによりかかってきた」もの、つまり、親子関係における「必然的

によいものとして確認する自然な状態」である 230。その「よさ」に関する考察を含んでい

るのが、倫理的ケアリングであり、倫理的理想である。現実の自己は、「わたしはしたくな

い」という声を含むときもあるが、過去に自分がケアされた記憶を想起し、ケアの瞬間の見

取り図によって、倫理的な行動を導けるというのである。理想的自己は、このかかわりの中

                                                   
227 ノディングズのこのような考え方の裏付けるになるのが、『子ども虐待問題百科事典

(Encyclopedia of CHTLD Abuse 2nd Edition)』である。それに依ると、親から子どもへ

の虐待の主な要因は四つある。第一に失業、経済問題、単親や十代の親である事実等が与

えるストレスに関連するもの。第二に、家庭の社会的孤立が家庭内暴力をもたらすとする

もの。また、その保護要因としての友人や地域社会からの社会的支援が得られないこと。

第三に、暴力の世代間伝達によるもの。虐待された子どもは、大きくなって虐待する親や

暴力的な大人になるという考えは広く表明されている。第四にその他の暴力の存在であ

る。ある家族関係に暴力が存在すると、他の関係における暴力のリスクを高めるという点

である。たとえば、ドメスティック・バイオレンス(DV)が存在する家庭の子どもたちは、

親の間に暴力の存在しない家庭で育った子どもよりも暴力を経験しやすいとされる。 
228 ノディングズは母親の幼児に対する応答について「innate」を使っており、

「instinctive」とみなすことには問題があると述べる。つまり「instinctive」という言葉

には「一定の応答の範型がその語によって含意されているかもしれない」ためである。目

の前の他人のために行為したいという衝動の一つの類型として、母親と幼児の関係性をあ

げており、だから、それ自体生得的なのであり、だれのうちにも潜在的にあるというので

ある。Ibid., p.83. (邦訳、131 頁)。 
229 Ibid., p.5. (邦訳、7 頁)。 
230 Ibid., p.49. (邦訳、78 頁)。 
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で生成する。ノディングズは、母親の子どもにたいする関係は倫理的ケアリングではなく、

自然的ケアリングであり、「自然な関係性によって愛が自然に湧き上がってくるから愛する」

のだという。さらに、「倫理的なものを可能にするのが、まさにこの愛、つまりこの自然的

ケアリングなのである」231という。これは品川 232の言葉を借りれば自然的ケアリングは倫

理的行為の「発生論的な必要条件」（x は y が先行していないかぎり成立しえないが、y が

同時に存立していなくても成立する）を含意しているといえる。 

つまり、それは、われわれ人間は生まれたとき、他者に依存しなければ生きていけず、脆

弱な存在であることから派生しており、必然的にケアされた記憶をもつはずだという人間

存在の根源に由来するものであるといえるだろう 233。 

では、わたしは、気にもかけていない人にもケアしなければならないのか。ノディングズ

はあらゆる状況において、わたしがケアするかしないかは自由であるし、他者の不幸を見て

も、ケアすることを拒絶することもできるという。しかし、そのような場合「わたしはしな

ければならない」という声が、倫理的自己にたいするケアリングによって、引き起こされる

というのである。 

われわれは、人間関係の絆のなかで生きており、離れがたく結ばれている。この絆は、存

在の基本的なかかわりであり、核心部分であるから、これを拒絶するということは、関係性

を拒絶することになる。われわれの自然な状態は、関係性の中にあり、孤独の中にあるので

はないのだから、関係を拒絶することは不自然なことである。つまり、この不自然さにおい

て、わたしは自然な状態に戻ろうとするため、かかわりあいのケアリングへと引き戻される。 

 つまり、自然的ケアリングが生じないときは、倫理的自己への関心によって呼び起されね

ばならないのだ。そうであるならば、ケアの自然な情感を感じない相手にたいしても、われ

                                                   
231 Ibid., p.44. (邦訳、68 頁)。 
232 品川哲彦『正義と境を接するもの－責任という原理とケアの倫理－』ナカニシヤ出

版、2007 年、179 頁。 
233 林はノディングズの自然的ケアリングと倫理的ケアリングとの関係について、「たとえ

ば、わが子をかわいいとは思わない母親が、泣いているわが子にどう接するべきかは、こ

のケアリング倫理のみからは導くことができない」(林泰成『ケアする心を育む道徳教

育』、北大路書房、2000 年、25 頁)として批判する。確かに、自然的ケアリングが生じな

ければ、そこから生じる倫理的ケアリングも生じようがない。しかし、ノディングズのケ

アリングの倫理は、ケアする人の倫理的理想を高めるためだけではなく、ケアする人とケ

アされる人との人間関係を重視する倫理学であり、それは、われわれが誰かに依存しなけ

れば、生きていけない存在であることを意味する。そうであるならば、わが子をかわいい

と思わない母親には何らかの要因がある（経済的か孤立化か世代間伝達）はずであり、そ

れらを取り除けば、ケアしたいという自然的ケアリングが育まれると考えられる。 
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われはケアしなければならない。人間の生の目標は、幸福である以前に、ケアしケアされる

ことにあるとすれば、関係が断ち切られたとき、人は「人間であることも「存在」であるこ

ともなくなる」のだ 234。 

 

第 7 節 小括 

 

とはいえ、われわれの日常生活において、自然的ケアリングを想起するだけで倫理的ケア

リングが可能になる場面がどれほどあるだろうか。 

昨日も今日も寝ていないワンオペ育児において、そんな気力は残ってない。トイレのドア

を閉めただけで、泣き叫ぶわが子を見て泣きたくなる母親に、どう倫理的になれというのだ

ろう。子育て中の誰もが同じ思いをしたことがあるとすれば、それは倫理の問題だけに収斂

させることはできないのではないか。 

ケアの倫理は、問いを見つけることには成功した。しかし、その問いは、人と人との関係

性や個人の倫理観だけではどうしようもないものも含んでいた。ケアの倫理の可能性は、社

会制度や政策の観点からも考察されなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
234 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.173. (邦訳、268 頁)。 
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第 4 章 ケアの倫理と正義の倫理 
 

 

 ケアの倫理と正義の倫理の論争は、コールバーグの道徳性発達理論にたいする異議申し

立てとして、ギリガンが、女性的な道徳性発達理論を提唱したことに端を発し、四半世紀が

過ぎた。現在、第二世代によるケア対正義論争が続いている。なぜこのように長い論争が続

いているのか。ここでは、まず、発端となった論争について、コールバーグのギリガンにた

いする反論を取り上げる。その後に、ノディングズのケア論と正義の倫理の位相を明らかに

する。その際、広い意味での帰結主義に与するクーゼに依拠して議論を進める。ここでの指

針になるのが、「倫理の最小限の概念」である。この概念は、クーゼがレイチェルズの概念

を受け容れたものである。レイチェルズは、「少なくとも倫理とは「理由によって行為を導

く努力」である」と定義している 235。つまり、最良の理由によって行おうとする努力こそ

が、優れて倫理的な行為なのだ。そのため、およそ倫理というものであれば、この「倫理の

最小限の概念」を兼ね備えていなければならない。ケアの倫理と正義の倫理では、「倫理の

最小限の概念」が、どのように扱われているのだろうか。また、それはいかなる理由からそ

う／そうではないのだろうか。また、「倫理の最小限の概念」を拒否したならばどのような

状態になるのだろうか。これらの問いに応えることがすなわちケアの倫理とは何かを明ら

かにし、正義の倫理との違いを浮き彫りにすることができると考える。 

 

第 1 節 コールバーグからの反論 

 

ギリガンが、発達心理学の観点からケアの倫理を提唱したのは、コールバーグの道徳発達

理論にたいする反論からであった。コールバーグの理論は、先に確認したように、道徳発達

には、「さまざまな文化における規則や価値観の学習とは別個の過程」236として、普遍的な

                                                   
235 Rachels, James and Rachels, Stuart, The Elements of Moral Philosophy, Seventh 
Edition, McGraw-Hill, 2015, p.13. (次田憲和訳『新版 現実をみつめる道徳哲学－安楽

死・中絶・フェミニズム・ケア－』晃洋書房、2017 年、15 頁)。 
236 Kohlberg, Lawrence, ‘From Is to Ought’, in Cognitive Development and 
Epistemology, ed. by Theodore Mischel, Academic Press, 1971, p.155. (永野重史編「「で
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発達段階があり、より低次の段階から高次の段階に進むとした。コールバーグは、こうした

実証的発達研究をする際に、道徳性について哲学的な概念を指針とする必要があることを

認めると同時に、規範倫理学やメタ倫理学における哲学的問題解決にも貢献できるとした

237。コールバーグは、このような道徳発達理論は義務論的理論であるとし、人間の究極的な

目的やよい人生、などのような目的論的理論については、「これらの問題は、わたしが義務

の葛藤を解決するための選択の原理として規定している、道徳性や道徳原理の適用範囲を

越えた問題」238であるとして、取り扱っていない。つまり、コールバーグは、「カント以来

の多くの義務論的な道徳哲学者と同様に、わたしは道徳性をその内容によってではなく、道

徳判断の形式的特徴、方法、観点によって規定する」239と述べていることから彼の道徳理論

は形式主義的とみることができる。その特徴は、「個人的利益の判断とか美的な判断とは異

なり、普遍的、包括的であり、一貫性をもち、客観的・非人格的・理想的根拠に基づく」240

というものである。すなわち、規範性と普遍性という二つの形式的基準を道徳判断の基準に

しており、発達段階の最高水準である第六段階における道徳原理を「公正の原理」とし、「各

個人を公平」に扱う原理とした。この段階は、ロールズによって唱えられた規範的倫理学の

議論と一致する 241。また、コールバーグは、発達理論の観点からすると、道徳的原理は経

験を能動的に再構成したものであるとしており 242、道徳的判断が、普遍的な形式を要求す

るという認識は、人間の普遍的でア・プリオリな直観でもなければ、哲学者の特殊な発明で

もないという。それは、第五段階から第六段階への発達過程における、判断の普遍的な再構

成の中の一部である。コールバーグは、快楽主義者のベンサムを第二段階に、社会学者のデ

ュルケムを第四段階に位置づけた 243。そして、メタ倫理学的な問いである「なぜわたしは

                                                   
ある」から「べきである」へ」『道徳性の発達と教育－コールバーグ理論の展開－』所

収、新曜社、1987 年、7 頁)。 
237 Kohlberg, Lawrence, ‘From Is to Ought’, op.cit., p.152. (邦訳、3 頁)。 
238 Ibid., p.214. (邦訳、95 頁)。 
239 Ibid., p.215. (邦訳、96 頁)。 
240 Ibid. 
241 Ibid., p.219-221. (邦訳、101 頁‐103 頁)。 
242 Ibid., p.225. (邦訳、109 頁)。 
243 コールバーグは、たとえ哲学者が第六段階の普遍的で自律的な道徳判断に関心を示し

たとしても、他の人々がすべてデュルケム派の権威の主張者であったり、ベンサム派の快

楽主義者であったならば、なぜ人々が第六段階の道徳性を採用すべきなのかという明白な

説明を構成することは不可能だろうという。逆にそのことは、実際の道徳性が第二段階

（ベンサム）や第四段階（デュルケム）であるという仮定に基づいている、道徳性はどう

あるべきかに関するベンサム派やデュルケム派の解釈は、それらがともに第五段階や第六

段階の道徳性が存在するという現実を無視しているために、生き残ることはできないので
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道徳的であるべきか」については、第四段階から第五段階の移行期に特徴的に表れる 244。

さらに、規則功利主義の立場は、第四段階から第五段階に分類されている 245。最後の公正

を原理とする第六段階にはロールズが位置づけられている 246。 

このように、コールバーグの理論は、義務論や功利主義を中心とする規範倫理学理論を踏

襲しており、正義、普遍化可能性、理性に、倫理の本質を見出すといった近代の倫理学理論

の正統を受け継いでいる。したがって、ギリガンのコールバーグ批判は、直接的にはコール

バーグの道徳性発達理論にたいするものであるが、間接的には近代倫理学への批判である。

また、フェミニストはギリガンのケアの倫理にたいして、男性中心主義ではなく女性の視点

から理論を構築したことを評価する一方で、それがまた固定化された女性観となることを

危惧していた。 

 コールバーグは、ギリガンの異議申し立てにたいして、こう反論する。第一に、ギリガン

のいう性差は、まったく見られないか「高等教育を受けた経験および職業に関係した役割取

得機会の違いに帰属できる」247程度にすぎないという。たとえば、教育水準と社会的地位を

統計的に処理すると性差が消滅してしまうという。そうであるならば、コールバーグの発達

理論は、ただちに妥当性に欠けているということはできないのだろうか。しかし、仮に性差

ではなく教育水準と社会的地位によるものだとしても、それは、女性が高等教育を受ける機

会や社会的地位に就く機会が乏しいことを意味しており、やはり、性差別の存在を認めざる

を得ないことになる 248。第二の反論として、ケアの倫理は、家族や友人といった人間関係

を重視するが、その場合も、人格の尊重や公平さや一般的な責務を前提としているはずであ

る。女性だけが、特定の関係に伴うジレンマについて、道徳的ジレンマと考えているわけで

                                                   
あると述べている。Ibid., p.222. (邦訳、105 頁)。 
244 Kohlberg, Lawrence, Chales Levinses and Alexandra Hewer, in Moral Stages: A 
Current Formulation and a Response to Critics, S. Karger AG, 1983. (片瀬一男・高橋征

仁訳『道徳性の発達段階－コールバーグ理論をめぐる論争への回答－』新曜社、1992 年、

79 頁)。 
245 Ibid., pp.48-53. (邦訳、75 頁‐82 頁)。 
246 Ibid., p.67. (邦訳、103 頁)。 
247 Ibid., p.130. (邦訳、206 頁)。 
248 このような女性にたいする差別について、特別の注意を払うべきであるとして、その

解決策へのアプローチとして、ケイパビリティ・アプローチを提唱したのが、ヌスバウム

である。ケイパビリティ・アプローチについては、第 9 章で述べる。 
M.C.ヌスバウム(Nussbaum, Martha C.)は、ハーバード大学博士。博士論文は 
“Aristotle’s De Motu Animalium” の題名でプリンストン大学出版局より刊行。ハーバー

ド大学、ブラウン大学を経て、シカゴ大学教授。 
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はない。女性も男性と同様に、一般的規範を道徳規範の基礎としており、「公正」と「ケア」

のどちらを重んじるかは、「そのジレンマが置かれた社会・道徳的環境によって決定される」

249。したがって、どちらが選ばれるかは、性別によって決定されるのではないとコールバー

グは反論する。第三に、コールバーグは、道徳判断における倫理を普遍化可能性として捉え

ているが、ギリガンが問題にしているのは、「善き生き方」という理念における性差である。

この「善き生き方」や「自己実現」といった理念は、それぞれの個人の人格形成を目指すも

のである。したがって、ケアの倫理による判断の多くは、道徳的判断というより個人の自我

への関心による個人的判断だとした 250。 

 このように、コールバーグの反論は、道徳発達に男性と女性といった性差はなく、人間の

道徳発達は、ケアの倫理として独立した道徳観を打ち立てなくとも、コールバーグの理論で

十分説明可能であるというものである。また、ケアの倫理は、正義の倫理に基礎づけられた

ことで正当化され、ハインツのジレンマでみたエイミーのように、ケアの倫理のみで、解決

しようとする方法は、発達の未熟さを示しているとして、第二、第三段階の発達にとどまる

とした 251。さらに、コールバーグは、道徳の問題に関する、ケアの倫理と正義の倫理を、

「完全義務」と「不完全義務」に対応させ、二つのアプローチの違いは、倫理的立場の違い

ではなく、どちらを重視するかの違いであるという。すなわちコールバーグは、カントにし

たがって完全義務に違反することが罪であり、不完全義務を履行することは、功績であると

する。そうであるならば、コールバーグの理論を推し進めると、「ケアなき正義は許容され

うるが、正義なきケアは許容されえない」252という結論が導かれることになり、どのような

状況であろうとも、身近な人を優先することは許されないことになる。 

では、ケアの倫理のアプローチは、コールバーグの主張をどうみるのだろうか。ギリガン

は、このようなコールバーグの理論を完全に否定するのではなく、基本的には受け入れたう

えで、コールバーグの道徳発達理論は、「男性」の発達理論であり、「女性」のそれとは異な

るとして異議を申し立てた。つまり、人間の発達には分離を前提とした発達過程と、人との

結びつきを背景にしたそれがあり、前者は公平を原則の基盤とする正義の倫理、後者は思い

                                                   
249 Ibid., pp.131-132. (邦訳、207 頁‐209 頁)。 
250 Ibid., pp.140-141. (邦訳、224 頁‐225 頁)。 
251 Gilligan, Carol, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s 
Development, Harvard University Press, 1982, p.29. (邦訳、48 頁)。 
252 品川哲彦『正義と境を接するもの－責任という原理とケアの倫理－』ナカニシヤ出

版、2007 年、155 頁‐156 頁。 
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やりを基盤とするケアの倫理として、それぞれの道を辿るとした。そして、最終的には、ケ

アの倫理と正義の倫理を対立したものとみるのではなく、統合されるものとする。言い換え

れば、男性と女性の道徳発達は、反対の道筋を辿りながらも発達にしたがって、当初もって

いた特徴とは反対の特徴を身につけていくとしたのである。つまり、ギリガンは、正義の倫

理にはケアの倫理が必要であり、ケアの倫理には正義の倫理が必要だと考えている。このこ

とについてギリガンは、「この二つの異なった道徳律は、相補いあってはじめて成熟にいた

る」と述べている 253。ところが後の論文で、「反転図形の比喩」としての変更が加えられる

ことになる。ギリガンのケアの倫理のなにが変わったのだろうか。 

 

第 2 節 反転図形の比喩 

 

 ギリガンは、ケアと正義の関係について、正義の倫理を排除するのではなく、ケアの倫理

との共存を提唱しており、それを「結婚の比喩」として以下のように述べている。「このよ

うな視野のひろがりにより、現在描かれているような成人の発達といま見直され始めてい

る女性の発達とが結婚すれば、人間の発達の新しい理解と人間の生にたいするいっそう生

産的な見方がもたらされるのではないか」254。 

ところが、1995 年の論文‘Moral Orientation and Development’において、ギリガンはゲ

シュタルト心理学の実験で使われる反転図形の比喩を用いて、先に述べた結婚の比喩より

さらに可能性の幅を広げて論じることになる。反転図形の比喩とは、一つの図形が、一方か

らはアヒルに見え、他方からはウサギに見えるというアヒル－ウサギ図形のことである。枠

組みによってその部品の個々の意味が変わってくる。したがって、正義の枠組みからすると

公平にみえても、ケアの枠組みからすると共感に欠ける態度にみえる可能性がある。「正義

とケアの差異は、正義に関する関心からケアにたいする関心へと注意の焦点が移ることで、

道徳的な問題を構成するものの定義を変え、同じ状況がさまざまな方法でみえてくる」とい

うものである 255。しかしそれは、倫理観の対立ではなく、見え方がケアと正義では異なる

ということであり、「切り替えることができる」ということだ 256。このことが何を意味する

                                                   
253 Gilligan, Carol, op.cit., p.164. (邦訳、290 頁)。 
254 Ibid., p.174. (邦訳、305 頁‐306 頁)。 
255 Gilligan, Carol, ‘Moral Orientation and Development’, in Justice and Care: 
Essential Readings in Feminist Ethics, Westview Press, 1995, p.32. 
256 Gilligan, Carol, ‘Moral Orientation and Development’, op.cit., p.32. 
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かといえば、第一に、「人々は、ウサギの姿をアヒルとウサギの両方として指定するなど、

複数のありかたで状況を見ることができ、また見る方法を変えずに組み合わせることも可

能である」ことを示唆しており、第二に、「この類推は、正義の鏡像として正義とケアを解

釈することに反対し、また、これらの二つの視点が容易に統合され融合されるという意味に

おいても反対している」257。つまり、現実の存在を暗示することなく知覚を再構成すること

で意味の変更だけに注意を向けることである。このことは、ある観点の用語は他の観点の用

語を含まないということになる。たとえば、分離は、正義の倫理からすると成熟した道徳的

思考とみられるが、ケアの倫理からすれば、分離は無関心として道徳的な問題を孕む。つま

り、方向性の転換が、道徳認識を再構築し、意味変容をもたらし、道徳的定義の転換を促す

のである。 

こうして、In a Different Voice における結婚の比喩は、反転図形の比喩として変更が加

えられ、正義の見方とケアの見方が異なることを示唆している。ここでは、In a Different 

Voice が公刊された 1982 年という時代背景から読み解く川本の言葉に耳を傾けたい。「82

年が折しも「男女平等憲法修正条項」(ERA)廃案の年であり、在宅老人ケアの「重い負担」

(Sommers and Shields 1987)がアメリカの女たちの肩に負わされ続けているにもかかわら

ず、レーガン政権(1981-1989)のもと「プロ・ファミリー」政策が強行され、フェミニズム

へのバックラッシュ（逆襲）が繰り広げられていた時期にあたる」258。川本はこのような時

代背景から「この本が福祉やケアをめぐるアメリカの言説空間で担わされた微妙な位置を

見落とすことはできないだろう」とその影響を示唆する。したがって、ここでは、反転図形

の比喩を限定的に解したい。つまり、反転図形の比喩は、先ほどから述べているように、ケ

アの倫理と正義の倫理が対置されたものではなく、ケアの見方と正義の見方であること、さ

らには、「他者の異質性や対話の重要性」259のパースペクティブを強調したものであって、

成熟へと至るプロセスまで否定するものではないということである。このようにギリガン

は、ケアと正義を排他的に捉えるのではなく、一人の人間のなかで成熟へと向かっているも

のであると同時に、他者との対話を通して成長するものと捉えている。 

他方、教育哲学者のノディングズは、「わたしたちの努力は、ケアリングを豊かにできる

ような諸条件を、維持していくことに向けられなければならない。諸々の原理や規則が、倫

                                                   
257 Ibid., p.43. 
258 川本隆史『現代倫理学の冒険－社会理論のネットワーキングへ－』創文社 現代自由

学芸叢書、1995 年、205 頁。 
259 前掲書、品川哲彦『正義と境を接するもの』164 頁。 
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理的行動の一番重要な指針であることを拒絶するとともに、わたしはまた普遍化可能性

(universalizability)という概念をも拒絶しようと思う」260と述べ、原理に基づく倫理として

の正義の倫理を拒否しており、ケアだけで倫理を構成しようとする。なぜ、ノディングズは、

正義の倫理を拒絶するのだろうか。 

次節以降では、ノディングズのケアの倫理を批判しながらケアの視点を組み込もうとす

るクーゼを取り上げる。帰結主義の立場をとるクーゼは、正義の倫理には、ケアの倫理も必

要だと主張する。義務論の立場を強調したコールバーグとは異なり、クーゼは、公平の原則

をとりつつ結果を重視する功利主義者である。クーゼが、ノディングズのケア論にたいして、

どのようなアプローチをとるのか、帰結主義の立場から批判的にケア論を考察する。 

 

第 3 節 抽象化と具体化 

 

まず、「抽象化」についての考えをノディングズの記述に沿って考察する。ノディングズ

は、道徳原則や規則に則った、従来の伝統的な倫理的アプローチは、個々の状況の複雑さや

個別性を十分考慮していないと批判する。人間は一人ひとり異なるのだから、それに合わせ

て対応する必要があるという。しかし、普遍的な原則や規則は、公平を担保するための道具

であり、これを個々の事例に適用するには、ものごとを単純化しなければならない。このた

め、正しい行為は、ある規範に適した行為だけになり、実際の状況や当事者の個性は捨象さ

れてしまう。このように、正義の倫理の抽象化を批判したノディングズは、原則に則ったア

プローチを「父親のアプローチ」、ケアのアプローチを「母親のアプローチ」と呼び両者を

区別した。たとえば、特別な罪を犯した人を処罰しなければならないとき、伝統的な倫理観

だと、「その事例がどういう原理に該当するか」を問うことになる。しかし、ケアの倫理観

である「母親のアプローチ」からは、まず、加害者と被害者の具体的な関係性について問う

ことになる。あるいは、もしもわたしの子どもだったらどうするだろうと具体的に考える。

つまり、父親のアプローチは、「個々の人物、個々の立場、個々の境遇」等の要因を捨象し

て「直ちに抽象化へ移行する」ので、原理を全うするために、わが子を犠牲にすることもあ

り得る 261。これにたいして、母親のアプローチは「諸事実の導入、他の人の感情、個人的

な歩みによって、感情が修正される」ため、わが子を守るためなら、どんな原理も犠牲にす

                                                   
260 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.6. (邦訳、8 頁)。 
261 Ibid., p.37. (邦訳、57 頁)。 
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ることが考えられる 262。もちろん、これは極端な例ではあるが、極論すれば両者の違いは

明白である。 

 しかし、ノディングズのいうように、すべての抽象化を回避すること、逆にいえば、すべ

ての個々の関わりを明らかにし、それらを、すべて事実として導入することができるのだろ

うか。クーゼは、そうすることは不可能であるし、また、そうすべきでもないという。クー

ゼにとって、抽象化とは、「単純化し、分割し、一般化し、そしてはっきり定義するといっ

た、互いに関連する一連の性質を指している」263とサラ・ラディックの言葉を引用して説明

する。また、具体化とは、「複雑さと関わり合い、個別性、曖昧さといったものを尊重する

こと」264であるとする。たとえば、ある末期の患者の延命について、特段の事情のない限

り、常に延命を求める規則や原則があるとすれば、それは、不適切といわざるを得ない。そ

の患者に判断能力があれば、患者の意思や家族の考え、経済力といった具体的な事実も考慮

に入れ判断されなければならない。したがって、問題はどこまで具体的に考慮するかであり、

大切なのは、「適切な抽象化と疑わしい抽象化」を区別することである。倫理的思考は、具

体的な事実がなければ判断できないのであるから、抽象化するにせよ、具体化するにせよ、

道徳的解決は、適切に「複雑な要因から切り離して思考」するか「事実を知ることで思考を

修正」するかのアプローチの違いということになる。つまり、正義の倫理もケアの倫理もど

ちらも、「具体的な事実や個別の状況」から切り離されているわけではなく、むしろ、それ

なくしては進めることはできないのである。 

カントは「人間愛からの嘘」のなかで、人殺しに追われている友人を助けるためであって

も、その人殺しにたいして、嘘をつくのは、誠実の義務に反しているとして、嘘を絶対につ

いてはならないことを厳格に主張しているが 265、このことについて、クーゼは、そのカン

トでさえ、「殺人を犯そうとしている人に殺す相手がどこにいるか尋ねられた」としたら、

「具体的な事実を考慮しなければその人がどこにいるかわたしは知らない」と答えること

が「嘘になるかどうか判断することはできない」といっているのだから、義務論においても、

具体的事実を考慮しなければ、「その行為がある原則や規則に反するかどうかを決定するこ

                                                   
262 Ibid., p.37. (邦訳、57 頁)。 
263 Kuhse, Helga, Caring: Nurses, Women and Ethics, Blackwell, 1997, pp.119-120. (竹
内徹他監訳『ケアリング―看護婦・女性・倫理』メディカ出版、2000 年、151 頁)。 
264 Ibid., p.120. (邦訳、151 頁)。 
265 I.カント／谷田信一訳「人間愛からの嘘」『カント全集第 13 巻』所収、岩波書店、

2002 年、253 頁‐260 頁。  
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とはできない」と述べる 266。しかし、実際にカントがそういっている事実は見当たらない

が、そのように解釈する余地はある 267。 

 一方、ケアのアプローチからみた「具体化」は、個別の状況を細部にわたるまで言及して

いけばきりがないという問題がある。このため、ノディングズの「母親のアプローチ」から

も「抽象化」は免れない。つまり、その状況において、何に着目するかを選択する段階で、

すでに取捨選択し抽象化が行われている。ノディングズのいうように、「感情」や「個人史」

にだけ注目するということは、そのほかの、髪の色や目の色、足のサイズは捨象されている

ことになる。また、「感情」や「個人史」についても、そのすべてを網羅することはできな

い。つまり、「ある状況に対してどのように道徳的な反応をするにしても、いくつかの要素

を道徳的に重要だとみなし、それ以外の要素は道徳的に重要でないとして無視せざるを得

ない」268。 

 そうであるならば、「抽象化」は、功利主義、義務論、ケアの倫理のいずれのアプローチ

を採ろうとも、行われているということになる。これについて、カードは、「ノディングズ

が原則に基づいて行動することを間違っていると感じたのは、抽象化という考え方そのも

のよりも特定の原則の内容と関連があるかもしれない」として、個々の原則の内容が間違っ

ていることについての問題だとした 269。つまり、批判の矛先は、原則に基づく倫理的アプ

ローチであり、抽象化まで批判しているわけではないということだ。このように、抽象化に

かんする議論は、従来の伝統的な倫理観では、あまり重要視されなかった文脈や人間関係と

                                                   
266 Kuhse, Helga, op.cit., p.120. (邦訳、151 頁)。 
267 なぜなら、もし「友人がおまえの家に逃げ込んだのではないか」と訊かれて、「はい」

と正直に答えても、人殺しが家のなかを探しているあいだに、友人が窓から逃げている場

合もあり得るとするカントの記述から「どこにいるか」という質問に「今はどこにいるか

知らない」と答えても嘘にはならない。ただし、それは問題のすり替えであって、ここで

の問題は、「はい」か「いいえ」かで答えることを要求されているのであり、「友人がおま

えの家に逃げ込んだのではないか」という質問に、「逃げ込んだかどうか知らない」と答

えることはできず、もしそう答えたら嘘になってしまうのである。したがって、クーゼ

は、そもそもカントの義務論が、具体的な状況を参照しなければ、答えられないような場

合に適用されるものではないということを誤認していると考えられる。しかし、あえてク

ーゼの反論を採用するとすれば、「友人がおまえの家に逃げ込んだのではないか」という

問いに、「どこにいるかわからない」と問いをすりかえて答えること自体はカントでも嘘

にならないし、カントもそう答えたかもしれない。しかし、「今どこにいるかではなく、

以前に家に逃げ込んだかどうかを訊いているんだ！」と問い詰められた場合には「はい、

逃げ込みました」と正直に言わざるをえないというのが、カントの答えだと考えられる。 
268 Ibid., p.120. (邦訳、151 頁)。 
269 Card, Claudia, ‘Caring and Evil’, in Hypatia, Vol.5 No.1 Spring 1990, p.105. 
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いった、個々の出来事の具体化に敏感であろうする意味において、ケアの倫理の視点は評価

されてよい。 

 

第 4 節 文脈重視の必要性 

 

 前述のように、抽象化については、何を優先するかという内容の違いはあるが、どの立場

でも行われていることが明らかになった。ケアのアプローチにおける批判点を確認してお

こう。前項でもみたように、原則や規則に照らして判断する伝統的な倫理が、「抽象的な方

法」で、何が重要かについて選び出していることを批判している。たとえば、個人の状況は

それぞれ異なる。そこに原則や規則を適用しようとすれば、自ずと抽象化は避けられない。

しかし、それは、個別の状況を無視することにつながる。個人的な背景や社会状況といった

個別の事情は、一般的な原則や規則に収斂させることなどできないはずだ。さらに、ケアの

アプローチは、「仮想のジレンマ」という想定自体が、実生活を反映しておらず、抽象的だ

として批判する。 

このことについて、ギリガンは、次のように述べる。「仮想のジレンマは、実際のジレン

マを抽象化した形態をとっているのですが、それは個々の人間の生活の歴史や心理状態か

ら道徳的行為の部分だけを抽出して、さらに道徳問題と、その発生が可能な社会的偶然性と

をはっきり区別しています。そうすることによってこれらのジレンマは、正義の客観的原理

を明確化したり、洗練させたり、また平等と相互性の形式論理を評価したりすることに役立

つようになるわけです。しかし、文脈に依存した特定性の観点からジレンマを再構成すると、

それは女性の道徳判断の特徴として示されている同情心と忍耐づよさをともなう因果関係

の理解を促すことになります。仮想のジレンマにおける人々の抽象的な人生に実体が与え

られて初めて、彼らの道徳問題を映し出している社会の不正を考察することができるし、ま

た不正で苦しんでいる個人が意味をもつということを、また解決策が生まれるということ

を想像することができるのです」270。このようにギリガンは、抽象化された道徳観は文脈に

よって、実体が与えられて、はじめて道徳問題として考察することができるとする。 

ノディングズも同様に、仮想のジレンマに直面すると、ケアのアプローチは、「もっと多

くの情報を要求する」という 271。それは、我々が実際の道徳的状況や光景を描き、「登場人

                                                   
270 Gilligan, Carol, op.cit., p.100. (邦訳、177 頁)。 
271 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.2. (邦訳、3 頁)。 



85 
 

物に話しかけたり、その目や表情を見たり、登場人物がなにを感じているかを受け止め」272

たうえで、道徳的決定を行うためである。 

たとえば、病院に次のような原則があったと仮定しよう。「資源に限りがある場合、年下

の人を先に治療すべきだ」。これだけなら、取り立てて問題はなさそうにみえるが、あくま

で、これは規則であり、原則である。現実問題として、同時に治療しなければならない人が、

一人は手術をしても生存確率五%の犯罪歴のある二十歳の人、もう一人は手術をすれば生存

確率八十%のノーベル賞候補の八十歳の人であるとき、それでもこの原則を守れるだろうか。

現実には、常にこのような複雑で原則だけでは決めかねる問題が起こり得る。このとき、ケ

アのアプローチは、現実の情報をより多く知ることや、そのジレンマが起きた状況を知るこ

とで、ジレンマの解消の道を探るはずだ。 

 クーゼは、功利主義者もケアのアプローチと同様に文脈を重視するという。確かに行為の

正しさを結果に求める功利主義は、個々の状況、つまり文脈次第で影響を受けるのだから、

文脈重視といえる。たとえば、嘘をつくことは、義務論の立場では、たとえ人の命がかかっ

ていても許されないことだが、功利主義の立場であれば、文脈によっては正しいとも間違っ

ているともいえる。 

 このように、文脈を重視するのは、ケアの倫理だけではなく功利主義もそうである。伝統

的な倫理学説の中には、文脈を考慮に入れないものもあるが、ケアの倫理や功利主義は、道

徳的に正しい判断をするためには、その前提条件として、文脈、すなわち個々の状況や個別

性に注意を払う必要があるとするのである。 

 

第 5 節 普遍化可能性という考え方 

 

ある行為が正しいか間違っているかの、道徳的判断に普遍性があるためには、異なる状況

であっても、ある程度の類似性があることを想定していると考えられる。ところが、ノディ

ングズは、「わたしのしなければならないことは、あなたもしなければならないと、宣言で

きるほど「十分によく似ている」ことはまれである」273といい、普遍化可能性を退ける。つ

まり、人間関係はそれぞれ独特なものであり、普遍化可能な原則や規則によって、状況をま

とめることは不可能だというのだ。たとえば、同じような状況であったならば、わたしの母

                                                   
272 Ibid., p.2. (邦訳、3 頁)。 
273 Ibid., p.5. (邦訳、8 頁)。 
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親やわたしの父親、わたしの友人にたいしては義務があるが、それが、他人の母親や父親に

なると義務があるとまではいえないということもあり得る。つまり、ケアの倫理の立場では、

道徳的な義務は、個人的な特定の関係に結びついていることから、道徳的判断の普遍化可能

性を否定するのである。 

これにたいして、クーゼは、ノディングズは義務を負っているのは個人的な特定の人であ

るということと、義務そのものの普遍性を混同していると批判する 274。たとえば、約束は

守られなければならないという原則は、特定の個人に限ったものではなく、誰にでも当ては

まる、普遍的な原則であるということに、誰しも同意するだろう 275。 

しかし、これには、ケアの倫理の支持者たちからの反論が予想される。それは、「まだ正

当化されていない同一性があるのではないか」というものだ。つまり、その同一性には、母

親たち、息子たち、娘たちは、それぞれ同様の義務や利害をもっているという想定がなされ

ているのではないか、というのである。ケアの倫理の支持者たちは、「普遍的な原則が成り

立つと考えるのは、こうした同一性を想定し、人々を独特の個人としてではなく、単なる権

利や利害の持ち主や、約束の担い手とみなすからにほかならない」として、普遍化可能性を

批判する 276。 

 このような意味において、カントの倫理学の文脈では、人々の間に同一性が前提されてい

るというのはその通りかもしれない。したがって、普遍的な原則や規則を適用するには、ま

                                                   
274 Kuhse, Helga, op.cit., p.125. (邦訳、158 頁)。 
275 同様の議論を功利主義者のヘアも展開している。「わたしが功利主義の基礎に据えよう

としてきた普遍的指令主義に対する反論として、特定の人に対する義務というものがあ

り、他の人が普遍的性質の点でどんなにその人に類似していたとしても、他人に対しては

決してそのような義務を負わないと指摘されることがある。（中略）もっと明白な例を取

り上げるなら、わたしには自分の約束が果たされるよう留意する義務があるが、他人の約

束が果たされるよう留意する義務はない。これらの義務は個人に言及しなければならない

原則に基づく道徳的義務である、と主張され、このことが道徳判断の普遍化可能性に対す

る論駁になるとみなされている。この反論は論理的な混同、すなわち個体定項と束縛され

た個体変項との混同から生じている。「このすべての X について、もし X が約束をすれば

X はその約束が果たされるよう留意すべきである」という原則は、どの原則にも劣らず普

遍的である。また、「すべての X と Y について、もし Y が X の母であるなら X は Y に対

してある種のことを行うべきである」という原則についても同じである。これらの原則に

はどんな個体定項も含まれないので、これらに基づく道徳判断は普遍化である。この混同

がいかに誘惑的であったかということは、驚くべきことである」。Hare, Richard Mervyn,  
Moral Thinking, Its Levels, Method and Point, Clarendon Press, 1981, p.140. (内井惣

七・山内友三郎監訳『道徳的に考えること－レベル・方法・要点－』勁草書房、1994 年、

209 頁‐210 頁)。 
276 Kuhse, Helga, op.cit., pp.125-126. 
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ず、「個々人の個性が抽象的な人格という骨組みだけを残してそぎ落とされなければならな

い」ということになる 277。しかし、それは、「道徳的な判断は普遍化可能なものでなければ

ならない」という原則それ自体とは無関係なものである。 

 一方、功利主義者も、道徳判断は普遍化可能でなければならないと考える。しかし、クー

ゼは、具体的な状況の際には、「想像力を駆使して自分の行為によって影響を受けるすべて

の人の立場に身を置こうとする」278という。つまり、「相手の立場に自分をおいてみる」と

いうことだ。自分が外国人労働者だったらどうするか、自分が高齢者ならそのルールを認め

るかということだ。マッキーは、このことについて、「あなたが主張したがっているある格

律が、本当に普遍化可能かどうかを決定するには、他の人間の立場におかれた自分を想像し

た上で、その時にも他の人々のあなたにたいする行為を導く指針として、その格律を受け容

れることができるかと問いなさい」279という。 

たとえば、電車に松葉杖をついた人が乗ってきたとき、席を譲ろうか、どうしようかと迷

ったならば、自分も困ったとき、助けてもらいたいと思うだろうと、想像しなさいというこ

とである 280。また、同じ功利主義者のヘアは、普遍化可能性について、「普遍化可能性によ

って、わたしがいま「わたしはある人にあることをすべきだ」というならば、わたしは、「わ

たしがその人の立場に、その人と同じ個人的特徴、そしてとくに同じ動機づけの状態を持つ

ことを含めて、正確に立ったなら、同じことがわたしに対して為されるべきだ」という見解

に縛られることになる」281という。 

たとえば、わたしが駐車場に車を駐車したいと思っているとする。ところが、そこには、

A さんの自転車がとまっていた。A さんも自転車を動かしたくないと思っているが、わたし

                                                   
277 Ibid., p.126. (邦訳、158 頁)。 
278 Ibid. 
279 J.L.マッキー／加藤尚武監訳『倫理学－道徳を創造する－』晢書房、1990 年、130
頁。 
280 しかし、これにたいして加藤尚武はこう反論する。「たとえば、金持ちならば累進課税

制度に反対し、貧乏人だったら賛成するという場合を考える。もしも、あなたが金持ちな

らば、自分が貧乏人になった場合のことを想像してごらんなさい。累進課税制度を採用し

て、社会保障制度を充実することがどんなによいことか納得されるでしょう。もしも、あ

なたが貧乏人ならば、自分が金持ちになった場合のことを想像してごらんなさい。自分の

努力と才能によってお金を稼いだだけなのに、努力すればするほど税金という罰金を徴収

されるのです。あなたはただちに累進課税制度を廃止すべきだということが分かるでしょ

う」このような欺瞞的エゴイズムを排除するためにロールズは「無知のベール」という自

分の立場を度外視して判断する条件を提示した。加藤尚武『現代倫理学入門』、139 頁。 
281 Hare, Richard Mervyn, op.cit., p.108. (邦訳、163 頁)。 
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は、それ以上に、自分の車をとめるために自転車を動かしてほしいと思っている。わたしの

欲求のほうがはるかに強いので、わたしは A さんに自転車を動かしてもらい、車を駐車す

る。他方、立場が逆転し、わたしが自転車をとめており、A さんが車を駐車したいといった

場合、わたしは、進んで自転車をどけなくてはならない 282。この二つの事例の状況は異な

るが、どちらも自転車を動かすべきという結論が得られた。つまり、二つの状況の普遍的性

質は同じであるということである。 

このように、功利主義者は、普遍性を確保しながらも「個別性」を重視し、個々の状況の

中から道徳的に重要な事情を考慮に入れ、道徳判断をしている。さらに、クーゼは、「普遍

化可能性は、一般性と同じものではない」283という。功利主義者は、より細やかに個々の状

況に合わせて普遍化可能な原則を考えることができるというのである。ヘアによれば、「一

般性」は「明細性」と対概念として捉えられている。一方、「普遍性」は「明細性」と両立

可能である。たとえば、「人を殺してはいけない」という原則と「自己防衛、不義、あるい

は法的処刑の場合を除いて決して人を殺してはいけない」という原則は、どちらも普遍的で

あるが、前者は後者より一般的であり、後者は前者より明細的である 284。つまり現実問題

として考えたとき、功利主義者は一般的ではなく、明細的に個別の状況に合わせた形で普遍

化可能な原則を考え出すことができる。このため、その状況において道徳的に重要と考えら

れる事情、すべてを考慮することができるという。つまり、ノディングズの批判は、伝統的

な倫理観、すなわち「同一性を想定し、人々を独特の個人としてではなく、単なる権利や利

害の持ち主や、約束の担い手」285とみなさなければ、普遍的な原則が成立しない倫理にたい

しては、当てはまるけれども、普遍化可能性という考え方をとるすべての伝統的倫理学にあ

てはまるわけではないということになる。 

 

第 6 節 複数の原則をもつアプローチのジレンマ 

 

 これまでの議論から明らかなように、ノディングズはじめケアの倫理の立場は、規則や原

則を基盤にする倫理学にたいして、抽象化や文脈、普遍化可能性の観点から批判してきたが、

                                                   
282 Ibid., pp.110-111. (邦訳、167 頁)。 
283 Kuhse, Helga, op.cit., p.126. (邦訳、159 頁)。 
284 Hare, Richard Mervyn, op.cit., pp.41-42. (邦訳、62 頁‐63 頁)。 
285 Kuhse, Helga, op.cit., p.126. (邦訳、159 頁)。 
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その矛先は、複数の原則をとることについても向かっている。ノディングズは、規則や原則

を基盤とする倫理学のうち、二つ以上の根本原則をもつ倫理学では、原則と原則が衝突した

場合、ジレンマが起き解決が困難になると批判する。葛藤の解決には、二つの原則のうちど

ちらを優先するか「行為者は原則や規則の上下関係や釣り合い」を決めなければならなくな

る。このような解決方法は、数学的であり、「実際の人間の活動やそうした活動に浸透して

いる感じとは、かけ離れたところへ議論が移されている」とノディングズはいう 286。さら

にこの解決方法は、「幾何学に特有の論理的な必然性に支配されている」287かのように進め

られてきたが、そもそも倫理的問題は、「幾何学の問題の解決とは質的に異なっている」288

という。 

ギリガンもこの点について、同様にみている。女性は、「ジレンマの中に数学の問題では

なく人間に関する、時間を超えて広がる人間関係の物語をみている」という 289。言い換え

れば、ジレンマの解決として原則や規則の優先順位を決めなければならないというのは、倫

理的解決というより、数学的に解決しているだけだということである。 

同様の批判は、功利主義の立場からも為されている。というのは、功利主義は、「善を最

大化すべきである」という一つの原則を基礎とし、善悪の基準は、より多くの人が、より多

くの快楽と、より少ない苦痛を得ることにあるとする。このことから、クーゼは、正義の倫

理全般にたいする、ノディングズやギリガンの批判が行われているのは、一つの原則を基本

にした倫理学なのか、複数の原則をもつ倫理学なのか、区別していないために起きているも

のであり、この区別は重要であるとする。この分け方からすれば、功利主義とケアの倫理は、

どちらも一つの原則を基本とした倫理学ということになり、同じ立場だとクーゼはいう。つ

まり、ノディングズは、原理や規則を拒否するというが、実は、ケアの倫理も一つの原則を

基本にしていると、クーゼは指摘する。ノディングズは、道徳的な意思決定は、「正しいと

か間違いとかにきちんと分類されるような種類の決心ではない」が、「どれだけ誠実にケア

リングに―すなわち、他の人が必要としていると感じられるものへの、偽りのない応答に―

根差しているかによって、正しかったり、間違いであったりする」290という。つまり、クー

ゼは、どれだけ他者のニーズを満たしているかというケアリングの判断基準を一つの原則

                                                   
286 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.1. (邦訳、1 頁)。 
287 Ibid. 
288 Ibid., p.96. (邦訳、151 頁)。 
289 Gilligan, Carol, op.cit., p.28. (邦訳、46 頁‐47 頁)。 
290 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.53. (邦訳、84 頁)。 
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として解釈している。したがって、功利主義も、「善を最大化すべきである」というただ一

つの原則をもつことから、ケアの倫理と功利主義は共通性があるとクーゼは解釈する。これ

にたいして、「自律性」「善意」「悪意をもたないこと」「正義」のような複数の倫理原則があ

る場合、原則と原則がぶつかり、葛藤を引き起こすことになる。たとえば、先に見たカント

の「嘘論文」のような場合、「嘘をついてはいけない」という規則と、「他人を傷つけてはい

けない」という規則が、葛藤を引き起こすことになり、解決するのは、容易ではない。ここ

に問題があると、ノディングズはみていた。 

このことについて、前章でもふれた「ハインツのジレンマ」を、別の観点から再び取り上

げ、検証する。ジェイクは、このジレンマを、財産と生命の価値観の葛藤の問題として捉え、

財産より生命の優先順位が高いとすることで、自分の考えを正当化している。以下、ジェイ

クと質問者の会話である。 

 

―「一つには、人間の命はお金よりも尊いからだよ。薬屋は千ドルもうけたって彼の暮らし

はあまり変わらないでしょう。でも、もしハインツがその薬を盗らなかったら、ハインツの

奥さんは死んじゃうじゃない。」 

《なぜ、お金よりも生命のほうが尊いのですか？》 

―「なぜって、薬屋はあとで癌にかかっているお金持ちから千ドルなんてすぐにとれるかも

しれないけど、ハインツは二度と奥さんを取り返すことはできないだろう。」 

《なぜできないのですか？》 

―「だって、ハインツは奥さんとまったく同じ人を奥さんにすることなんてできないじゃな

い」。291 

 

このようにジェイクは、財産と生命という二つの原則を比較したうえで、生命に倫理的な

優越性を認めている。一方、ケアの倫理は、公平を原則とする倫理的問題でもなければ、原

則や規範の間の優先順位を決める問題でもなく、どれだけ誠実に、他者のニーズを満たして

いるかという、一つの原則に照らして考えるため、ジェイクのような原則同士の葛藤は起き

ない。この点、功利主義者は、「功利性」という一つの原則をもつことから、ケアの倫理と

は、原則が一つであるということにおいて、共通の側面をもつ。 

                                                   
291 Gilligan, Carol, op.cit., p.26. (邦訳、41 頁)。 
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たとえば、現実にはさまざまな事情があり、生命や財産といった原則そのものを見直さな

ければならない場合も多々ある。死にたいと思っている末期の患者の「生命」の場合、現実

における文脈は複雑であり、事情が違えば、まったく異なる結論を導く可能性もある。この

ような場合、二つ以上の原則をもつアプローチでは、文脈によって優先順位が変わるため、

あらかじめ原則や規範の優先順位を決めておくことができないという問題が出てきてしま

う。 

このようなことから、一つの原則を基本とする功利主義の立場からは、ジェイクの考え方

のような、複数の原則を基本とする倫理学説を批判する。なぜなら、これまで見てきたよう

に、複数の原則があると、相互に衝突を起こしやすいため、現実に適用するのが難しいから

だ。 

 

第 7 節 公平の原則への批判 

 

 ここまで、ケアの倫理と正義の倫理について、主として功利主義との関係から概観してき

たが、いくつかの点で、功利主義とケアの倫理には、義務論との関係ではみられなかったよ

うな、共通項のあることが明らかになった。 

本節では、クーゼが、倫理の最小限の概念であるとした「公平の原則」にかんして、ケア

の倫理との比較において考察する。 

伝統的な倫理学としての義務論、功利主義いずれの立場からも、倫理的な判断とみなされ

るには「公平」さが必要である。というのは、特定の個人、党派、集団を持ち出すと、結論

の正当性を担保できなくなるからである。「公平の原則」に則った倫理的な判断は、それぞ

れの立場の利害を超えたものでなければならないのだから、自分にとっての特別な利益だ

けでなく、親密で大切な人たちにたいしても、向けられることになる。そうであるならば、

家族や友人が、単に「わたしの」家族、「わたしの」友人というだけで優遇されてはならな

いということになる。 

「公平の原則」の立場をとるクーゼは、18 世紀の哲学者で功利主義者であり、無政府主

義者であったウィリアム・ゴッドウィンの著書『政治的正義』から、次のような事例を引用

する 292。火事に巻き込まれた二人のうち、一人だけを選んで助け出さなければならないと

                                                   
292 Kuhse, Helga, op.cit., p.132. (邦訳、166 頁)。 
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する。一人は、何百万人もの人に利益をもたらす作家で大司教フェヌロン（17 世紀フラン

スの作家）、もう一人は、自分の女中だとしたら、どちらを救いだすべきか、という問いで

ある。この問いにたいしてゴッドウィンは、大司教フェヌロンを助け出すべきだとする。た

とえ、もう一人がわたしの妻、わたしの母親、あるいはわたしの恩人だったとしても変わり

はないという。「わたしのという代名詞が永遠の真理の決定をひっくりかえしてしまうとし

たら、それはいったいどんな魔法によるのだろう」として、公平を原則とする立場を正当化

する 293。 

しかし、この立場に従うならば、つまり、常に公平であらねばならないとすれば、何かの

目的を個人が追及することは、公平に反することになるし、人のために何らかの信念を抱く

ことも公平とはいえない。また、特定の人や集団や伝統にかかわることも公平ではないとい

うことになり、何かに心をかけたり、特定のものや人に関われないことになる。 

 他方、ケアの倫理の立場からは、公平を原則とする倫理では、人間関係に充分注目するこ

とができないといった批判や、そのことから生じる道徳的な配慮がなされていないといっ

た批判があげられる。 

なぜ、公平の原則を適用することにかんしてこのような批判がなされるのだろうか。次の

事例からそのことについて考えたい。夫によって助けられた妻の事例である。川で、妻が溺

れている。しかし、一人ではない。隣にも溺れている人がいる。夫は、すぐに妻を助けずに、

しばらく何事か考えていたようだが、漸く妻を助け上げた。このような状況で助けられた妻

は、夫に対して尋ねた。「どうしてこんなに遅かったの」。すると、夫は、「君と一緒に溺れ

ているあの知らない人を助けずに、君を助けることが正当化できるかどうか考えていたん

だ。公平な原則を公平に適用しても、やはり君を助けられるとわかったので、即座に行動に

移ったんだ」294と言われたとしたら。妻が夫を責めるのは、理不尽なことなのだろうか。こ

の夫は、「余計なことを考えていた」と言えないだろうか。この事例での夫の行動は、公平

の原則の求める配慮と、特定の他者への愛情から出た配慮の間で、揺れ動いていたと考えら

れる。つまり、公平と愛情の衝突によりジレンマが起き、夫は妻を助けるのが遅れたのであ

る。 

確かに、公平の原則を適用することで正義は担保されるだろう。しかし、公平の原則を完

遂したのちの世界に、どのような世界が待っているというのか。友人を赤の他人のように扱

                                                   
293 Ibid., p.132. (邦訳、166 頁)。 
294 Ibid., pp.132-133. (邦訳、166 頁‐167 頁)。 
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うことや、他者のより大きな善のために、母親が自分の子どもの幸福を犠牲にすることに、

道徳的意味があるのだろうか。それは、非人間的といえるのではないか。ケアの倫理の立場

は、公平の原則を使うのではなく、身近な人にたいしてと遠くの人にたいするのとでは、異

なる愛情と責任があることを、認めるべきだと主張する。 

 ノディングズは、道徳的に行動するということは、公平の原則に基づくのではなく、共感

的－受容的な状態から生じる、自然的ケアリングによるものだという。気遣うという心の状

態の反応が、道徳的行動の基底にあり、公平の原則の基底にある「分析的－客観的」なもの

とは質的に違う。その違いについて、ノディングズは、「分析的－客観的」とは、「世界に構

造を押し付けている」295状態であるという。つまり、ここでノディングズが言いたかったの

は、ケアの倫理における道徳的行為は、「普遍的な諸原理やその適用よりも、感情とか、必

要とか、印象とか」296といった、情動的なものを行動の根拠に据えているということであ

る。 

 しかし、カントによれば、道徳的な行為は、「感情や衝動や傾向性」に基づいているので

はなく理性にかかわるものであり、義務によって為される行為でなければならないという

297。すなわち、「汝の格率が普遍的法則となることを、その格率を通じて汝が同時に意欲す

ることができるような、そうした格率に従ってのみ行為せよ」298と表される「定言命法」に

基づいて、為されたものでなければならない。ある行為の動機づけが、感情や衝動にだけ基

づいているとするならば、為された行為の道徳的価値は、義務に基づいた行為より、低い価

値とみなされる。換言すれば、自分の義務を為すということは、それほど容易ではないとい

うことである。理性に基づく義務の履行は、「人の自然な傾向や感情に反することを求めて

くる」可能性もあり、感情に基づくケアのアプローチと大きな違いがある。 

 では、功利主義と公平の原則との関係はどうだろうか。功利主義は、「すべての人を一人

として数え、誰をも一人以上に数えてはいけない」という格率に従って、「相対的に最善の

帰結」をもたらすよう行為することが求められる立場である。したがって、義務論と同様、

感情や情念は、道徳的な決定に際して、相対的に小さな役割しか果たさないと考えられる

                                                   
295 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.34. (邦訳、53 頁)。 
296 Ibid., p.3. (邦訳、34 頁)。 
297 I.カント／宇都宮芳明訳・注解『道徳形而上学の基礎づけ』以文社、2004 年、144
頁。 
298 同書、104 頁。 
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299。 

 他方、ノディングズのケアの倫理の立場に立てば、道徳的な行為の基礎づけは、自然的ケ

アリングであるため、道徳的な命令と感情との間での対立は起きない。逆に、「よいと感じ

るような人間的な状態」が自然的ケアリングであり、そこから倫理的ケアリングが生じるの

だから、至って調和的といえる。 

 このように、ケアの倫理と義務論や功利主義といった正義の倫理では、「公平を原則」と

する点において、決定的な違いがあった。 

 ところが、クーゼは、公平を原則とする立場と、公平を原則としない立場を和解させ得る

という。しかも、ケアの倫理を、功利主義に組み込む形でそうできるという。クーゼの言い

分はこうである。ケアの倫理が、公平の原則を批判してきたのは、愛や親密な家族関係、友

人関係といった、自分にとって大切な関係にたいして、特別な配慮をすることを禁じている

ことにある。クーゼは、このような関係を、功利主義の理論に組み込むことで、和解を測ろ

うとする 300。たとえば、看護師が、全世界のすべての患者のことを気にかけたり、親が、

世界のすべての子どものことを気にかけたりすることは、不可能である。それは、ケアと責

任を分散させることになり、結局のところ、ケアしているとはいえない結果を招くことにな

る。つまり、家族や友人といった身近な人と、遠く離れた見知らぬ人とを公平に扱おうとし

たため、それぞれの人にとって、不満足な結果が起きてしまった。これについてクーゼは、

功利主義の快を最大化する原則を使えば、身近な人への配慮や、特定の人間関係にある人へ

の利益を認めることができるという。この考え方からすれば、功利主義の「快の最大化」を

十全に満たすならば、ケアの倫理と同様に、親がわが子を、教師が自分の生徒を、看護師が

自分の患者を、ケアする根拠となるだろう。つまり、公平を原則とする功利主義が、公平を

原則としないケアの倫理を組み込むことで、十分具体的な対応ができるということになる。

したがって、ケアの倫理が、功利主義に差し向けていた、自分にとって大切な人を大事にで

きない、という批判は当たらないとクーゼはいうのである。 

 

第 8 節 ケアの倫理を特徴づけるもの 

 

 しかし、そうであるならば、ケアの倫理の独自性がなくなってしまうのではないか。確か

                                                   
299 Kuhse, Helga, op.cit., p.135. (邦訳、169 頁)。 
300 Ibid., p.136. (邦訳、170 頁‐171 頁)。 
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に、文脈を重視することや、抽象化に関する問題や、普遍化可能性については、ケアの倫理

と功利主義とでは、一致する部分も多くあった。しかし、公平に関する問題は、倫理の根幹

にかかわることである。裏を返せば、ケアの独自性にかかわることになる。クーゼのいうこ

とをそのまま受け止めれば、ケアの倫理は、功利主義に組み込まれてしまうことになる。つ

まり、ケアの倫理の存在意義を見出せないことになってしまう。本当にケアの倫理は、功利

主義に組み込むことができるのだろうか。 

前節でみたように、功利主義は、倫理の基礎づけに功利性という公平の原則を置き、ケア

の倫理は、身近な人へのケアという公平でない原則を基礎とする。つまり、互いに反する基

礎づけをもつ倫理を、クーゼは統合しようとしていることになる。クーゼが組み込み得ると

したケアの考え方は、功利主義の観点から、つまり、「快の最大化」として価値をもつもの

としてであって、決して人間関係に基礎を置くものとしてではない。 

ここで、一つの事例に則して、ケアの立場と功利主義の立場の倫理的判断の位相について

考察する。 

ある家族に A という失語症の子どもがいたとする。A は話すことと理解することに障害

があった。さらに糖尿病と循環障害も患っていたため、股関節切断をすることになった。そ

の結果、胸腔から骨盤にかけて深く裂けた傷が残り、毎日 3 時間ごとにガーゼを交換しな

ければならなかった。A は、肺にも問題があったため、鎮痛剤の投与を十分受けることがで

きず、ガーゼの交換は A に激痛をもたらした。A は耐え難い苦痛のためこれ以上生きるこ

とを望んでいなかった。しかし、家族は、A に生きてほしいと願っている 301。 

このような状況にあって、功利主義ならば、A の被る快苦や A の家族の快苦、あるいは

高度な医療にたいする治療費や経済的問題といった側面と、A が生きていることによる、家

族の喜びといったこと、すべてを考慮して判断することになる。これにたいして、ケアの立

場は、文脈を重視し、具体的なできごとを考慮する点は同じであるが、もっとも重視するの

は関係性であり、A と医師、A と母親、といった視点から考察する。つまり、関係性をよく

することに配慮すると同時に A、その人に価値を置くのである。ところが、功利主義はこの

関係性をも、功利の一つとして、他の要素と同様に扱う。つまり、A を取り巻く、すべての

ものを平等に取り扱い、問題の解決を試みるのである。したがって、A の立場にたって判断

するのではなく、公平な観点にたって、快の最大化を目指して判断することになる。このこ

                                                   
301 Ibid., p.161. (邦訳、205 頁‐206 頁)。 
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とからすると、ケアの倫理を功利主義に組み込むということは、さまざまな快の一つにケア

が埋没してしまうことになる。そうであるならば、やはり功利主義にケアの倫理を組み込む

というクーゼの理論に、ケア論者であれば誰もが納得することはないだろう。ケアの倫理は、

人間関係から生じる責任を基礎とするものであり、功利性から生じるものではない。それは、

つまり、家族や医療関係者が A の立場にたってケアを考えるということである。 

しかし、ケアの倫理だけで、倫理の基礎づけとすることができるのだろうか。このことに

ついてクーゼは、ケアの倫理だけでは、道徳は成り立たないと批判する 302。というのも、

道徳は、身近な他者や親密な人との関係だけではなく、目の前にいない人や、遠く離れた人

にも、広く影響を及ぼすものだからである。ケアの倫理は、目の前の他者との関係を重視す

ることから、すべての人に同様にケアすることはできない。しかし、そのことは、すべての

人にたいする、ケアの可能性まで否定しているわけではない。ノディングズは、「責務は出

会いを基礎としてはじめて生じる」303という。つまり、それまで、見ず知らずの人であって

も、わたしの目の前にケアを必要とする人が現れたなら、わたしは、倫理的理想に導かれ、

ケアする人になり得る。決して、見ず知らずの人にたいしての関係性が、閉ざされているわ

けではない。さらに、ケアリングは、ケアされた人がそのケアを振り返り、再びケアする人

となり、行為するというケアリングの再生も目指されている。このようなケアリングの連鎖

によって、「将来の世代に関して顧慮する」304ための出会いを基礎として、ケアリングの責

務は生じる。 

 

第 9 節 小括 

 

ここまで、ケアの倫理と、功利主義、正義の倫理についてみてきた。抽象化や普遍化可能

性といった観点から、ケアの倫理と功利主義との共通点もみられたが、両者にとって譲れな

い根源的な相違点が、「公平の原則」にあることを確認した。クーゼは、公平の原則は、倫

理の最小限の概念であるため、それを拒否するケアの倫理の道徳は成り立たないとし、功利

主義に組み込むことで、ケアの倫理は道徳たり得るとした。しかし、ケアの倫理は、関係性

における助け合いに基礎を置くものであり、それこそがケアの倫理にとっての最小限の概

                                                   
302 Ibid., p.137. (邦訳、172 頁)。 
303 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.152. (邦訳、236 頁)。 
304 Ibid., p.152. (邦訳、235 頁)。 
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念である。言い換えれば、ケアする人とケアされる人の関係の維持が目的だ。したがって、

「公平の原則」を倫理の基礎づけとする、功利主義はじめとした伝統的な倫理観に包摂する

ことはできない。功利主義のもとでは、家族、友だち、見知らぬ人を公平に扱わなければな

らず、幸福を最大化するために、非人間的な扱いになることもある。そこに功利主義の限界

がある。功利主義のような公平性だけでは、現実の差異を見過ごしてしまい、結果として弱

者の存在が隠蔽されてしまう可能性もある。 

他方、ケアの倫理の根源には、功利主義にも正義の倫理にも包摂することのできない脆弱

な他者へのまなざしがある。一人で生きていくことのできないわれわれにとって、関係性を

維持することで生き長らえてきた側面は否めない。だからこそ、身近な他者への心遣いは重

要であり、そのためには人間関係は良好であらねばならず、そこに倫理性を見出したのがケ

アの倫理である。そのような他者との相互関係や人間関係からケアする責任が生じる。そう

であるならば、われわれとかかわりをもたない遠くの人への責任はないということになる

のだろうか。このことについては、初期のノディングズの著書には、遠くの人をケアする責

任はないとの記述があったが、2002 年の Starting at Home 以降は、遠くの他者へのケア

リングについては、身近な人へのケアリングの拡張概念として認めるようになっている 305。

したがって、このことからしても功利主義にケアの倫理を組み込むことはできないのであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
305 このことについての詳細は、本論文第 3 章第 5 節参照のこと。 
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第 5 章 ニーズ論――欲求、ニーズ、そして権利へ―― 
 

 

 ネオリベラリズムにおける市場経済は、所有への欲求が存在することで機能している。そ

れをささえるのは、旺盛な消費だ。消費が生産を促し、刺激された欲望がまた消費する。グ

ローバル化された社会は、富裕層と貧困層の格差を拡大させた。食料がないわけでもないの

に世界では、一億五千万以上の人々が栄養失調の状態にあり、二億四千万の人々が公衆衛生

設備のないところで生活し、一億二千万の人々が安全な飲み水もなく、住宅・健康・教育サ

ービスを十分に受けることができない 306。日本においても、格差が広がり、六人に一人の

子どもが貧困状態にあるといわれており、「子ども食堂」307が急速に増えている。基本的ニ

ーズすら満たされない子どもがいる一方で、世界の人口の二十％を占める最富裕層が消費

する食料、エネルギーなどは、親の世代の六倍にも膨れ上がっている 308。貧困はますます

周縁化されている。貧しさを克服するために物の豊かさを求めて、所有欲求の充足を優先さ

せてきたことも事実だ。しかし、たとえそうだとしても、過剰な豊かさの追及の影で、過剰

な貧困を引き起こし、子どもたちの生存まで脅かしていいはずがない。貧困は受け入れがた

い不平等の側面をあらわしている。節度なき欲望が生み出した不平等な社会などだれも望

んでいない。貧困に喘ぐ人々を「運が悪かったね」で済ませてはならない。 

 

第 1 節 ニーズ(needs)と欲求(wants) 

 

 ノディングズは、その主著 Caring（『ケアリング』）のなかでこう述べている。倫理学は、

これまで「原理や命題という形で、正当化や公正や正義」といった言葉で議論されてきたた

め、実際の人間活動や、それに伴う実感とは、かけ離れてしまった 309。今日の世界の闘争

                                                   
306 U.ベック／山本啓訳『世界リスク社会』法政大学出版局、2014 年、8 頁‐9 頁。 
307 「子ども食堂」とは、無料あるいは低額で地域の子どもたちに温かい食事を提供する

場所のことである。運営者で構成する団体の調査によると、2018 年現在、全国に 2286 か

所あるとされ、年間 1000 万人が利用している。背景には、親が生活や仕事に追われ、子

どもの世話ができなくなっている家庭が少なくないことがあげられる。『読売新聞 14 版』

読売新聞社、2018 年 5 月 5 日、3 頁社説。 
308 前掲書、U.ベック／山本啓訳『世界リスク社会』9 頁。 
309 Noddings, Nel, Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education, 
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や殺戮など、悲惨な暴力の光景は、その正義や「原理の名のもとでなされている」310。この

ようなことから、ノディングズは、普遍的な原理を拒絶し、個別具体的なかかわりあい、受

容力、応答性に根差したケアの倫理を提唱した。ケアリングは、ケアする人とケアされる人

との間に生じる内的交流であり、そこには、他者への共感が含まれており、ケアする人はケ

アされる人を自分のなかに受け容れ、ケアされる人は、ケアする人に応答することでケアリ

ングは完了する。 

 このとき、われわれに要求されるのは、「ケアされる人がなにを必要としているかを問う

だけでなく、ケアする可能性をもった人が、真に必要とされているものを供給するためには、

なにを必要としているか」311を問うことである。ケアリングの関係は、親と子ども、教師と

生徒、医者と患者、などケアされる人が何らかの助けを必要としているという意味において

非対称である。もちろん、友人同士といった対等の関係もあるが、個別の事情によっては、

どちらかがケアされる人となる可能性を含んでいる。このため、ケアする人の独りよがりや

おせっかいにならないよう、ケアされる人のニーズをどのように同定するかという議論が

必要である。 

本章では、ケアリングにおけるニーズの概念を明らかにするために、第 1 節で、ニーズ

(needs)と欲求(wants)の区別を明確にしたうえで、ニーズを表明的ニーズ(expressed needs)

と推測的ニーズ(inferred needs)の二つに分類する。さらに、それらがどのように、ケアす

る人ケアされる人に現れ、相互に関係しているかを考察する。第 2 節では、承認のニーズと

ケアの倫理についてテイラーのニーズ論を検討する。第 3 節では、人間的なあり方として

のニーズについてイグナティエフのニーズ論からみていく。第 4 節では、ケアリングの概

念を個人の生活から社会生活にも広げるために、ニーズがどのように権利に移行していく

か、そのプロセスを辿る。以上の議論を踏まえて、ケアリングの中核概念であるニーズ論を

明らかにする。 

 

第 1 項 ニーズと欲求の区別 

 

                                                   
University of California Press, 1984, p.1. (立山善康・林康成・清水重樹・宮崎宏志・新茂

之訳『ケアリング 倫理と道徳の教育－女性の観点から－』晃洋書房、1997 年、1 頁)。 
310 Ibid., p.1. (邦訳、2 頁)。 
311 Ibid., (同書、日本語版への序文、ⅳ頁)。 
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 ニーズについて論じるにあたり、欲求との区別をしておきたい。ノディングズは、ニーズ

(needs)は欲求(wants)よりも根源的であるという。ニーズは、食料、住まい、危害から保護

を求めるといった、その充足が自らの生存にかかわるものと、そうではないが、何らかの必

要から生じるニーズがある。前者のニーズは、すべての人間に認められる客観的なものであ

り、後者のニーズは、欲求(wants)との区別が必要だという。というのも、欲求や欲望 312す

べてを認めるわけにはいかないが、人が幸せであるためには、重要なニーズが満たされる必

要があるからである。ここでは、後者におけるニーズと欲求の区別をみていく。 

 ノディングズは、Starting at Home（『〈ホーム〉から始める』）の中で、ケアリングに基

づく社会政策について言及しているが、親子関係を基礎とするケアリングの概念を公的な

社会政策に反映させるには、乗り越えるべきいくつかのハードルがあるという。その一つが、

ニーズ(needs)と欲求(wants)の区別である。激増する欲求すべてをニーズとして認めること

はできないため、ノディングズは欲求をニーズとして認める指標として、四つの基準を提示

している 313。 

 

1． 欲求は、相当な期間にわたってかなり安定しており、しかも／あるいは、激しい。 

2． 欲求は、ある望ましい結果あるいは少なくとも害がない結果と明らかに結びついている。

さらに、その結果は、欲求対象がないと達成できないか、困難である。 

3． 欲求は、それをかなえようと取り組む人々の（手段のなかの）力のうちにある。 

4． 欲している人は、その欲求を満たそうとし、またそれに貢献することができる。 

 

これらの基準は、自分自身の欲求が、ニーズに資するかどうかを判断するとき用いる。自

分にとって、その欲求がどれほど長く、激しいものであり、対象が明確で、達成の可能性や

達成するための意欲や努力ができるか、といったことを見極めて、家族にそのニーズを表明

する。ノディングズは、われわれの多くは自分のニーズを判断するとき、この基準を用いて

いるという。四つの基準に合致した欲求が表明されると、ほとんどの家族において、ニーズ

                                                   
312 ノディングズは wants と desires を同義に使用している。“I will not try to 
distinguish between wants and desires but will use the terms synonymously.” 
Noddings, Nel, Happiness and Education, Cambridge University Press, 2003, p.57. 
 本論文においては、need は「必要（性）」、needs は「ニーズ」と訳出する。 
313 Ibid., p.61. (邦訳、78 頁)。 

Noddings, Nel, Starting at Home: Caring and Social Policy, University of California 
Press, 2002, p.58. 
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として認めることになるという。たとえば、それは、「ジャックは本当に学校の部活動で使

うための野球のグローブを必要としている」と認めたり、「エミーはサッカーの練習のため

にボールが必要だ」とか「母は料理の時間を節約するために電子レンジが必要だ」といった

具合に、個々の欲求（ケアされる人）について、家族（ケアする人）がニーズとして認める

ことになる。ニーズを認めた家族は、それが成就するように働きかける。すなわち、ケアす

る人に義務が課される。しかし、その義務は、ケアする人だけでなく、ニーズを表明した人

自身にも課されることになる。ニーズはそれにかかわるすべての人をケアリング関係へと

誘うのである。 

では、すべての欲求は、このプロセスを経なければニーズとして認められないのだろうか。

ノディングズは、すべての欲求がそうであるわけではないという。温かい愛に満ちたケアリ

ングの関係は、欲求に対して寛大に応答するため、ニーズでなくとも、多くの欲求は満たさ

れるとする。たとえば、欲求の表明が難しいような高齢者の介護の場合、ニーズのプロセス

を経なくとも、ケアリング関係が良好な専心没頭の状態にあれば、欲求がニーズとして認め

られる前に満たされる可能性は高いだろう。 

しかし、だからといって、すべての欲求がニーズとして認められれば、理想的な社会にな

るわけではない。際限なく膨らんだ人々の欲求を満たすことに懸命にこたえてきた現代社

会は、幸福の青い鳥を運んできただろうか。市場経済に任せることを是としたネオリベラリ

ズムは、人々の欲望を満たしたかもしれないが、過剰な豊かさと過剰な貧困を生み出した。

二つの過剰のもたらしたものは、格差社会と環境破壊だ。そのことは、およそ人間の生存の

ニーズとはかけ離れた一握りの富裕層の欲望を満たしただけだった。一方、格差社会がつく

りだした貧困に喘ぐ人々は、欲求のすべてが、ニーズとして認められることはない。国境を

越えてまで経済は拡大したにもかかわらず、平等な社会という理想からはますます遠のい

ている。現代社会は、「欲求を満たすことそれ自体が基本的な要求である、ということが正

しい」と嘯いてきたが、そうではなかった 314。仮に、自分の欲求すべてを自分自身で満た

すことができるならば、そもそもニーズと欲求の峻別など必要ないだろう。しかし、現代社

会において一人で生きることは不可能だ。だからこそ、ノディングズは、先述した四つの基

準を提示し、欲求とニーズの峻別の必要性を訴えるのだ。 

では、欲求とニーズの議論を、公的レベルにあてはめることは可能だろうか。ノディング

                                                   
314 Noddings, Nel, Happiness and Education, op.cit., p.62. (邦訳、79 頁)。 
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ズは、公的レベルでは積極的な社会政策を取ることを示唆している。つまり、ニーズとして

承認されていない欲求でも、個別の状況によって、四つの基準に照らし、満たすように努め

るべきとする。たとえば、すべての労働者と、その家族の生活賃金を保証するなどである。

このような具体的な政策提言については、終章に譲りたい。 

ノディングズは、人間のニーズと欲求について、深い理解が為されるためには、教育に力

を入れるべきだとする。なぜ教育か。ノディングズは、その疑問に答えるように一つの問い

を提起する。その欲求は、本当にわれわれ自身のものだろうか。VR(仮想現実)を駆使した

CM、好奇心を掻き立てるナレーション、本人しか知りえない欲望を見透かしたようなバナ

ー広告。これらを素通りするには、誘惑されない強い意志と忍耐力が必要だ。だからといっ

て、言論の自由の観点からすれば、広告を規制することは望ましいとはいえない。しかし、

市場経済が人々の欲望を刺激し、消費へと駆り立てていることは明らかであるし、それらの

劇的な増大が、部分的には、幸せの低下を招いていることは、格差社会をみれば明白だ。で

は過度な欲求を減じるにはどうすればよいのだろう。ノディングズは、それができるのが教

育だという。教育こそが望ましくない欲求を抑制し、本物のニーズへの転換を促すことを可

能にするというのだ 315。ここでは、教育内容について詳しく述べることはしないが、少な

くともノディングズにとって教育とは、「すべての子どもたちに同一のカリキュラムやスタ

ンダードを強制する」のではなく、「すべての子どもに自由で、ふさわしい教育」を提供す

ることにある 316。そして、その目的は「人が幸せであるため」であり、そのためにはニー

ズが満たされる必要がある。そのニーズを見極める判断力や我慢するといった忍耐力は、教

育によって培われるというのだ 317。 

ところで、欲求は、そのすべてが、分析を必要とするものではなく、どのような分析も必

要としないものもある。たとえば人間の性格や習慣や慣習などは、分析して評価をすること

自体に馴染まないものである。それ以外の欲求は分析され、分析された欲求は、賞賛に値す

る欲求か、分別がない欲求かに区別される。欲求から区別されたニーズは、「表明的ニーズ」

か「推測的ニーズ」のどちらかに分類される。次項では、それぞれの特徴について検討する。 

 

第 2 項 表明的ニーズ(expressed needs) 

                                                   
315 Ibid., p.62. (邦訳、79 頁)。 
316 Ibid., pp.84-90. (邦訳、107 頁‐114 頁)。 
317 Ibid., p.3. (邦訳、7 頁)。 



103 
 

 

ここまで、ニーズと欲求との違いについてみてきたが、生物学的ニーズのように、比較的

区別が容易にできるものと、自分の欲求をノディングズの四つの基準に照らし合わせ、判断

したのちに表明されるもの、あるいは、それ以前であっても認められるものもあった。この

ように、ニーズと欲求の境界線が必ずしも一定でないのは、ケアリングにおけるニーズが、

二つの側面をもつこととも関係する。ノディングズは、それを、表明的ニーズ(expressed 

needs)と、推測的ニーズ(inferred needs)に分けて呼ぶ 318。表明的ニーズは、先に述べた自

らの生存にかかわるものを含む、「それを必要としている人のうちにわき起こるニーズ」319

のことである。推測的ニーズとは、「外的に生じたニーズであり、必要性があるといわれる

人々に強制される」320ニーズである。推測的ニーズは、表明的ニーズに発展するときもあ

る。この二つのニーズのそれぞれの内容と両者の関係は、どのようなものだろうか。 

まず、表明的ニーズについてみていこう。ディヴィッド・ブレイブルークが「人生全体に

わたるニーズ(course of life needs)」と呼んだ、すべての人間のもつ生物学的ニーズのこと

をノディングズは、「基本的ニーズ(basic needs)」、あるいは、「客観的ニーズ(objective needs)」

と呼び、表明的ニーズに含まれるとする。 

また、心理学者の A・マズローも、人間が生得的にもっている欲求を「基本的欲求( basic 

needs)」321と呼び、それを五段階欲求階層説に表している。基本的ニーズ 322は、食物、水、

危害からの保護、愛情（少なくとも幼児においては）、他の人間との協力関係あるいは連帯

等があり、人間が生き延びるために必要不可欠なもののことを指す。これらは、すべての人

間に必要なものであるが、年齢、性別、文化によって、多少の内容修正が必要である。 

基本的ニーズを、全体的に充足しているのが〈ホーム〉だとノディングズはいう。それは、

ホームレスとの比較において、明らかにされる。彼らは、朝食も夕食も、どこかの場所で受

け取り、夜を過ごすための場所を提供してもらい、最低限のニーズは満たしている。しかし、

〈ホーム〉はさらなる基本的ニーズも含めて存在しており、人間としてのアイデンティティ

                                                   
318 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., pp.57-58. 
319 Noddings, Nel, Happiness and Education, op.cit., p.58. (邦訳、74 頁)。 
320 Ibid., p.60. (邦訳、77 頁)。 
321 マズローの basic needs は基本的欲求と訳されることが一般的であるため、本論文で

もそれに倣っているが、単に needs として使われている場合は、ノディングズの wants を

欲求とした関係上、欲求とは訳さずにニーズあるいは必要と訳出している。 
322 基本的ニーズについて、ノディングズは、さまざまな呼び方をしているため、これ以

降「基本的ニーズ」で統一する。 
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の一部を形成する場となっている。つまり、〈ホーム〉は、「一つ屋根の下にニーズを集め、

ホームのメンバーに対して、彼らのアイデンティティにとってなくてはならないあるかた

ち」323を与えるのである。あるいは、刑務所と比較すると、日常生活において、満たされて

当然とされるニーズの価値が、明確になる。たとえば、「太陽の陽ざしや自然界とのつなが

り」324が人間にとって基本的ニーズに含まれていたことに気づく。 

さらに、ノディングズは、医療保険と収入の保証も、基本的ニーズに含むべきだという。

なぜだろう。それは、基本的ニーズとしてノディングズが、自尊感情を含めて考えているた

めである。現代のリベラルな民主主義社会と、産業化以前の社会のニーズとは、異なってお

り、これらがないとすると、人間の自尊感情が維持できないという。しかし、このニーズは、

個人だけの問題として、片づけられるものではない。医療保険や収入の保証も、現代の日本

においては、個人的なことというより、国家にたいする公的な権利といえる 325。こうした

ことから、ノディングズは、ニーズの概念は権利の概念に先行し、その基礎となっていると

主張する。すなわち「権利は表明的ニーズから生じる」326のだ。ニーズから権利に移行する

プロセスについては、第 3 節で述べる。 

ニーズは、表明的ニーズだけではなく、推測的ニーズとして、ケアする人がケアされる人

のニーズを推測する場合もある。次項では、推測的ニーズが、ケアされる人にどのように受

容され、表明的ニーズに転換していくのかについて考察する。 

 

第 3 項 推測的ニーズ(inferred needs) 

 

推測的ニーズ(inferred needs)は、子どもに関するニーズとして多く見られ、「それをもつ

と想定される当人の意識としては認識していない」327という特徴がある。なぜ、推測的ニー

ズは子どもに多く見られ、大人にはあまり見られないのだろうか。また、ケアされる人が必

要性を意識していないのに、ケアする人が推測のもとに行為することに、問題はないのだろ

うか。 

                                                   
323 Ibid., p.59. (邦訳、76 頁)。 
324 Ibid. 
325 日本国憲法第二五条において「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む

権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向

上及び増進に努めなければならない」として国民の権利と国の義務を定めている。 
326 Ibid., p.59. (邦訳、76 頁)。 
327 Ibid., p.66. (邦訳、85 頁)。 
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ノディングズは、推測的ニーズと欲求は、たびたび衝突するという。その結果、「子ども

の欲求を否定しなければならないときもある」328という。たとえば、学校教育やしつけ、緑

黄色野菜の摂取や十分な睡眠時間などは、子どものニーズであるが、当事者である子どもが

それらのニーズを表明することはほとんどない。むしろ、大人が推測的ニーズとして捉えて

いる。このような場合、子どもの欲求と推測的ニーズは、たびたび衝突することになる 329。 

この点、大人の場合も、確かにニーズと欲求との間の葛藤はある。しかし、大人は、その

ニーズに自覚的であるため、ニーズも欲求も、自分のものであると感じることができる。こ

のため、ほとんどが表明的ニーズとなる。たとえば、やりたいことがあるにもかかわらず、

会議に出なければならないという現実において、ニーズを正当化するのは、約束を守ること

や義務を果たすといった道徳観であったり、昇進することや給料が上がるといった打算的

必要性であったりする。しかし、そのことを自覚しているため、推測的ニーズとして、外的

に決定されて、押し付けられるといった状況に陥ることは、ほとんどない。 

しかし、子どもの場合は、それとは異なる。先ほどもみたように、推測的ニーズと欲求は、

しばしば衝突する。その際どうするか。ノディングズは、強制力を用いることを認める発言

をしている。たとえば、子どもにとって、十分な睡眠の確保は生理的欲求である。しかし、

遅い時間に見たいテレビがあれば、子どもは親にテレビを見たいという欲求を訴えるだろ

う。それにたいして親は、子どもの欲求とは逆の、寝なければならないという必要性を主張

することになる。ここで、本人の欲求と親の推測的ニーズとの衝突が起きる。このような場

合、強制力を用いるべきなのだろうか。ケアの倫理の観点からは、強制は避けるべきである。

なぜなら、ケアの倫理の根底にはギリガンのいうように、「自分も他人も同等のものとして

                                                   
328 Ibid., p.66. (邦訳、85 頁)。 
329 子どもの偏食にかんする研究において、ピーマンは子どもの嫌いな野菜の上位にラン

クされることが多いが、親の立場からは、食べてほしい野菜の上位にランクされている。

このため、幼児期に母親に強制的に食べさせられた記憶のある大学生は、その後も嫌いな

野菜として食べられないことがあるという研究報告もある。子どもの好き嫌いを心配する

あまり保護者が強制的に食べさせるようなかかわりは，その後の子どもの食嗜好や食行動

に影響を与える可能性がある。會退友美・赤松 利恵・杉本 尚子「幼児期前期における

嫌いな食べ物の質的変化に関する縦断研究」『栄養学雑誌』所収 Vol.71,No.6、2013 年、

323 頁‐329 頁。カゴメ株式会社東京本社コーポレート・コミュニケーション部『子ども

の野菜の好き嫌いに関する調査報告書』2011 年 8 月。

http://www.kagome.co.jp/library/company/news/2011/img/110829.pdf#search=%27%E5
%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E5%A5%BD%E3%81%8D%E5%AB
%8C%E3%81%84+%E8%AB%96%E6%96%87%27 
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とりあつかわれ、力にちがいがあってもあらゆることが公正に運ばれなければならない」330

という倫理観が前提されているからである。そうであるならば、強制はケアリング関係を傷

つけることになる。ところがノディングズは、要求が強制なしに満たされるのであれば、強

制を避けたほうが好ましいが、そうでないときは、「説明や話し合い、そしておそらくは慰

めによって、強制力を行使することが理解されなければならない」331という。つまり限定的

ではあるが容認する。さらに、「ケア理論家が、強制は常に間違っていると信じているわけ

ではない」ともいう。どういうことだろうか。 

この問題は、子どもの他律から自律、あるいは依存から自律／自立へのプロセスとして把

捉することで、説明可能である。加藤尚武は、「自律(autonomy)というのは自分で判断する

力をもつことである。自律と反対の言葉は他律(heteronomy)であり、他人の判断に依存する

という意味である。自立(independence)というのは他人の力を借りないで問題解決ができる

ということである。自立と反対の言葉は依存(dependence)である。子どもが育つということ

は、他律と依存の状態から、自律・自立の状態に変化することである」332と述べる。そのう

えで、発達段階に応じて甘やかしたり、ダメと言ったりしてしつけていくべきだという。ま

た、ダメの内容には、「自己危害の回避」「他者危害の禁止」「他人の持ち物の尊重」とさま

ざまな意味があり、言葉による使い分けも必要である。さらに、年齢が上がると「しかる」

という「対話関係」が重要になる。ノディングズも、対話を重視する。大人は、推測的ニー

ズが子どもに受け入れられることを望んでいるが、逆に、子どもが大人を説得する機会も、

オープンにしておかなければならないという。また、先に見たように、強制が避けられない

場合、強制力を行使する前に、話し合いや説明によって、理解されなければならない。その

中で、大人は子どもが「不幸や恐怖」を表現することを認め、それにたいして「理解や共感」

で応答するべきだという。このように、ノディングズは強制を自律／自立にいたる一つのプ

ロセスと捉えている。しかし、そうだとしても、推測的ニーズに関しては、さらに繊細な議

論が必要である。それは、推測的ニーズの場合、ケアする人が相手のニーズを推し量るため、

パターナリズムの問題を含み、一歩間違えると虐待の恐れもあるからだ。 

推測的ニーズの目的が、ケアする人の思い通りにすることであったならば、強制が許され

                                                   
330 Gilligan, Carol, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s 
Development, Harvard University Press, 1982, p.63. (邦訳、109 頁)。 
331 Noddings, Nel, Happiness and Education, op.cit., p.67. (邦訳、86 頁)。 
332 加藤尚武『子育ての倫理学－少年犯罪の深層から考える－』丸善ライブラリー、2000
年、129 頁。 
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るべきでないことはいうまでもない。しかし、ワクチン接種、しつけ、学校教育のように子

どもから表明されにくいニーズについては、大人が推測的ニーズとして、必要性のある子ど

もに強制する必要もある。たとえば、虫歯があるのに歯医者に行くのを嫌がっていたり、受

けなければならないワクチン接種を嫌がっているようなときは強制せざるを得ないだろう。 

このような経験の積み重ねによって、推測的ニーズが、子どもに内在化され、自らの表明的

ニーズになることが、親や教育関係者の願いであるが、同時に推測的ニーズの含む危険性に

ついて、絶えず注意を振り向けることを忘れてはならない。 

ここまで、ノディングズがニーズと欲求の関係、あるいは、表明的ニーズと推測的ニーズ

との関係から、ケアされる人のニーズについて、明らかにしようとしているのをみてきた。

なかでも、根源的ニーズとされる基本的ニーズは、それらの充足が自らの生存にかかってい

ることから、当然満たされるべきニーズとして述べられていた。その内容は、「食料、住ま

い、十分な衣服、危害から身を守るもの、愛情（少なくとも幼児においては）、また他の人

間との協力形態あるいは連携」であった 333。 

基本的ニーズについての分析を詳細に検討したのは前述したマズローである。マズロー

は、「人間というものは、常に何かを欲している動物」であり、「全生涯」を通じて欲し続け

る存在であるとして、人間の欲求を五つの基本的ニーズとして五段階欲求階層説に表した

334。それによると、人間の基本的欲求(basic needs)は、欠乏欲求として、最も根源的なニー

ズである生理的欲求にはじまり、安全の欲求、所属と愛の欲求、承認の欲求、自己実現の欲

求まで五段階に分けられる。彼の議論は次のようなものである。もし、人間が飢えに苦しん

でいたならば、食料と水への生理的な動機付けが最も強いものになるだろう。しかし、一旦

空腹が満たされたならば、より高次のニーズとして、安全で秩序だった予測可能な世界が要

請される。このニーズも満たされたなら、さらに高次のニーズが要請される。最終的には情

緒的・知性的な完成への動機付けが満たされるまで繰り返されるのである 335。 

 しかし、マズローはすべての欲求が、ヒエラルキーに配列されると固定的に考えているわ

けではない。「これまで、基本的欲求のヒエラルキーを固定した順序として述べてきた。し

かし、実際、このヒエラルキーは、われわれが示してきたほど不動なものではない」とする

                                                   
333 Noddings, Nel, Happiness and Education, op.cit., pp.57-58. (邦訳、73 頁)。 
334 A.H.マズロー／小口忠彦監訳『人間性の心理学－モチベーションとパーソナリティ

－』産業能率大学出版部、1987 年。 
335 同書、55 頁‐90 頁。 
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336。欲求階層説通りでないとは、どのような人だろうか。マズローは、高い理想や高い価値

のためにすべてを捨てることができる人がいるという。「殉教者」のようなで人々ある。彼

らは、憎しみ、拒絶、迫害などにも最後まで耐えることができるのだ。生理的欲求より「自

分がなりうるものにならなければならない」とする使命感や自己実現への欲求に忠実なの

である。さらに、五段階欲求階層説は、近代的人間観にたいする異議申し立ての側面も有し

ている。それは、つまり人間の生物学的背景として、遺伝的構造に課されたニーズを見過ご

さないようにという意味である。人間のニーズは、人間本性としてホモサピエンスの生理

的・心理的欲求から完全に切り離されているわけではない。もし、独立しているというなら、

人間の生は人間以外の動物から分岐しており、人間性を人間理性と等価とみなすことにな

るからである。近代的人間観はそのことを正当化してきたが、ニーズ論は、そのような人間

観とは別の道として立ち現れた。次節では、第三の道をとるテイラーのニーズ論について考

察する。 

 

第 2 節 承認のニード 

 

コミュニタリアンの代表的論者の一人であるテイラーは、哲学者でありながら政治を実

践の場として深くかかわってきた。ここでは、テイラーのニード論とケアの倫理との位相に

ついて考察する。テイラーによれば、リベラリズムは、自己の生き方を自由に選択すること

ができる個人を前提としており、社会関係の意識は希薄だという。カントやロールズらリベ

ラリズムは、自らの生は自らが選び取ることができる自己決定能力があってこその自由だ

とする 337。このため、人間の尊厳の根拠は、自らの生を選び取ることのできる自己決定能

力にあることになる。しかし、現実には、人間は、特定の社会や文化のなかでアイデンティ

ティを形成する「対話的存在」であり、他者の承認によってのみ自己の尊厳とアイデンティ

ティが獲得される 338。だからといって、他者との関係を自己実現の道具とみなすわけでは

ない。互いのさまざまな生き方は、それぞれに平等な価値をもつとして承認される。「対話

                                                   
336 同書、80 頁。 
337 Taylor, Charles, The Ethics of Authenticity, Harvard University Press, 1992, pp.27-
28. (田中智彦訳『〈ほんもの〉という倫理 近代とその不安』産業図書株式会社、2004
年、38 頁‐39 頁)。 
338 Taylor, Charles, Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Princeton 
University Press, 1994, pp.25-73. (佐々木毅・辻康夫・向山恭一訳「承認をめぐる政治」

『マルチカルチュラリズム』所収、岩崎書店、1998 年、37 頁‐110 頁)。 
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的存在」としての他者は、ケアの倫理にもみられる特徴である。ノディングズは、「あらゆ

る局面にわたって、対話がきわめて重要である」と述べる 339。ノディングズにとって対話

は、倫理的理想を育むための重要な手段である。そのためには、ケアリングの関係にあらね

ばならないが、孤立していたり、関係が喪失するかのような、かかわりあいが絶たれた状態

では、ケアすること自体困難である。テイラーが懸念する個人主義も、自分で自分のことを

決める権利をもっている反面、個人の生活にばかり目を向け、視野狭窄に陥り、「ついには、

人をまったくその心の殻のなかに閉じ込めてしまう危険」がある 340。つまり、個人主義は、

伝統的な道徳の地平から抜け出し、自由を手に入れたが、他者へのかかわりや社会への関心

を低下させてしまった側面も否めない。 

さらにテイラーは、近代の理性主義にたいしても批判的である。テイラーは、パトリシア・

ベナーを引用し、看護師が患者を技術的行為の対象として処置するのではなく、特定のコン

テクストのなかで理解したうえで全人格的に捉えるという医学的アプローチにあるのがケ

アの本質だとした 341。ベナーをはじめとする看護理論家は、原子論的な人間観と機械論的

な人間観に異議申し立てをし、患者のニーズのありようを理解することを意図した。ここで

の看護実践は、その人が健康と病気という体験のなかで何をストレスと感じ、どのような対

処の選択肢を望んでいるかそのニーズに気づくことにある。つまり、看護実践を可能にする

のは気遣いであり、看護の中心はケアにあるということだ。 

もちろん、道具的理性(instrumental reason)の優位は、医療の領域だけのことではなく、

社会全体に及ぶ。経営者であれ、官僚であれ、社会の強力な非人格的メカニズムの前では、

たとえ人間性に反するものだとわかっていても、抗うことはできないだろうとテイラーは

悲観的な見方をする。このような市場や官僚国家に抗するためには、世界や他者にたいする

アトミズム的視点や道具主義的姿勢ではなく、他者とのかかわりや他者への共感の視点か

らの社会への理解が必要である。テイラーは「なぜテクノロジーが重要なのかをわたしたち

が理解するようになれば、テクノロジーはケアの倫理によっておのずと制限され、枠をはめ

られるでしょう」という 342。しかし、ほんとうにそうなのだろうか。事態は思ったより深

                                                   
339 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.186. (邦訳、287 頁)。 
340 A.トクヴィル／岩永健吉郎・松本礼二訳『アメリカにおけるデモクラシー』研究社、

1972 年、98 頁。 
341 P.ベナー・J.ルーベル／難波卓志訳『現象学的人間論と看護』医学書院、2006 年、6
頁‐12 頁。 
342 Taylor, Charles, The Ethics of Authenticity, op.cit., p.106. (邦訳、145 頁)。  
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刻なのではないか。AI (人工知能)などの科学技術のプロジェクトや産業社会は、政治や法律

による規制が追いつかないほどの速さで進化しているし、原子炉の安全性についても、「原

子炉が建設されるまえではなく、建設されたあとになってテストすることができる」だけの

ことである 343。その結果、「実験によってコントロールすることができないようなエラーの

原因」を抱え込んでしまっている 344。つまり、こういうことだ。「応用のあとにテストがお

こなわれ、生産が研究をうながしていく」345。これでは、安全性の問題が持ち上がるまえ

に、安全性についての肯定的なこたえを示すことが求められることになるだろう。ベックに

よれば、科学技術がもつパワーは「革新の速度が早まり」、安全性をめぐって科学技術が約

束したことにたいして「信頼性が失われていくにもかかわらず、科学技術がもつパワーは増

殖」しているのが現状だ 346。原子力、科学、遺伝子といった科学技術の脅威を周縁に追い

やることはできないが、われわれの身体を置き去りにした理論ではなく、ケアの倫理を「人

間が行っていることを適切に理解する枠組みのなかに位置づけ」ることが必要だ 347。さも

なければ、「世界のなかでもっとも貧しい人びとが
、、、、、、、、、、、、、、、、、

、もっともきびしい打撃を被ってしまう
、、、、、、、、、、、、、、、、、

だろう
、、、

」(傍点は邦訳ママ)348。 

ここまで、テイラーの承認のニードについてみてきたが、近代にたいする不安、とりわけ

行き過ぎた個人主義や合理的理性主義への懸念という点ではケアの倫理との共通点もみら

れた。しかし、テイラーは、相互承認のためには、「満たさなければならないニーズが他に

もたくさんある」としたうえで、「価値の共通性を発展させ、育んでいくにはどうすればよ

いかということが重要な問題」だとして、共同体への同一化の価値を強調する 349。他方、

ノディングズは、自分自身の起源を辿れば、出会いは偶然であり、伝統的な共同体に過度に

同化されることを危惧する 350。なぜなら、それは重要な差異が失われることを意味するか

らだ。この点において、コミュニタリアンのテイラーのニーズ論とは異なる。ノディングズ

は、具体的な関係のなかで、一人の人格として他者を尊重する。このことをメイヤロフは「差

                                                   
343 U.ベック／山本啓訳『世界リスク社会』法政大学出版局、2014 年、103 頁。 
344 同書、103 頁。 
345 同書。 
346 同書、104 頁。 
347 Taylor, Charles, The Ethics of Authenticity, op.cit., pp.106-107. (邦訳、145 頁‐146
頁)。 
348 前掲書、U.ベック／山本啓訳『世界リスク社会』107 頁。 
349 Taylor, Charles, The Ethics of Authenticity, op.cit., p.52. (邦訳、73 頁)。 
350 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., p.95. 
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異の中の同一性(identity-in-difference)」と呼んだ。同じ場所に居ながら他者は他者として

尊重し、別個の対象としてとらえると同時に、一体をなしているともとらえるのがケアの倫

理である。次節では、人間らしく生きていくために必要なニーズについて、イグナティエフ

のニーズ論から考察する。 

 

第 3 節 イグナティエフのニーズ論 

 

 イグナティエフは、生きていくのに必要なニーズとして、なにかを「もつこと」や「する

こと」は欠かせないとしながらも、「人間的なありかた」のニーズを満たすことの重要性を

説いている 351。衣・食・住が整えば基本的ニーズは満たされたといえるだろう。しかし、

それが人間としてのニーズのすべてではないとイグナティエフはいう。ニーズを語ること

によって、「権利要求に応えるだけでは満たされないようなケアと配慮を求める人々のニー

ズ」を詳らかにすることができる 352。たとえば、友愛、愛情、帰属感、尊厳、これらはど

れをとっても、権利で保障することはできない。しかし、われわれにとっては必要なものだ。

だとすれば、権利が満たされただけで、人間らしく生きているとはいえない。 

イグナティエフは、ニーズには二つの意味があるという。第一に、「単に生存を維持する

ために必要とするもの」、第二に「才能を開花させて生きるために必要とするもの」である

353。第一のニーズは、いわゆる生存や弊害回避のために必要とされている基本的ニーズで

ある。第二のニーズは、後述するアマルティア・セン 354やマーサ・ヌスバウムの「ケイパ

ビリティ」概念に近いものである。イグナティエフは、基本的ニーズのみならず第二のニー

ズも満たされなければ、人格が尊重されたことにはならないという。日々のやりくりに精一

杯の貧困状態で、清潔な衣服が手元にない人は、人前に出る恥ずかしさから外に出るのを思

いとどまるかもしれない。ニーズは単にその人の権利を構成するだけではなく、個人の権利

を超えたものとして、その人の尊厳も構成しているのだ。たとえば、刑務所で服役する人や

精神病院の入院患者たちは、適切な衣・食・住を与えられている。弁護士の接見や親族の面

                                                   
351 Ignatieff, Michael, The Needs of Strangers, London: Chatto and Windus,1984, pp.9-
53.（添谷育志／金田耕一訳『ニーズ・オブ・ストレンジャーズ』風行社、1999 年、14 頁

‐84 頁。 
352 Ibid. (邦訳、5 頁、日本語版序文)。 
353 Ibid., p.10 (邦訳、17 頁)。 
354 アマルティア・セン(Sen, Amartya, 1933-）インド生まれ。経済学者。哲学、政治学、

倫理学、社会学にも影響を与えている。ノーベル経済学賞受賞。 
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会も禁じられてはいない。しかし、彼らは、起きている間中、管理する側の侮辱に満ちたま

なざしに晒されている。彼らは、召喚された途端、名前ではなくカテゴリーとして扱われる。

「わたし」は誰かに呼びかけられることで名前を与えられ「わたし」になる。その固有性は

「わたし」に内在するものではなく、他者の呼びかけに存在するものだからだ。つまり、ニ

ーズには権利として特定されえない範囲のニーズがあり、それは、「政治的および社会的権

利の言語によって特定されうるニーズ」に含めることのできないものである 355。 

イグナティエフは、貧しい年金暮らしの高齢者について「年金を給付し医療介護を提供す

ることはかれらが自尊心と尊厳を保つうえでの必要条件であるが、十分条件ではないだろ

う。重要なのは、そうした給付がなされる際のマナーであり、そうした給付の道徳的根拠な

のだ」という 356。それはホームレスの集団でも同様である。日々配給されるトイレットペ

ーパー五巻を受け取るために、列をつくらなければならないことの屈辱は、受け取るたびに

尊厳を失っていく苦痛ゆえに、貧困が耐えがたくなるにちがいない 357。生きるためのニー

ズは満たされるかもしれないが、生きていく気力が日々剥奪されている。このような状態で、

「政治的・市民的権利を十全に行使することは困難」である 358。彼らが望んでいるのは、

高齢者の話に耳を傾けてくれるかどうか、病院で怯えているときに看護師が付き添ってく

れるかどうかであり、「まずなにより市民であること」の証しとしての尊厳が授けられるこ

とにある。 

イグナティエフは、『リア王』を介して、われわれに、気まぐれな欲望でさえ満たされて

しまう権力の強制力と、それを失くしたときニーズさえ聞き入れられない憐れな人間の姿

を対比しつつ、ニーズの意味の多様性とニーズにたいして盲目的で愚かなのが人間である

ことを学ばせる。 

リアは、娘のコーディリアから、既に王の地位を追われた者に、多数の従者は必要ないで

はないかと諭されたのにたいして、こう答えた。「ええい、必要を論じるな！どんな貧しい

乞食でも、その貧しさのなかになにかよけいなものをもっておる。自然の必要とするものし

か許されぬとすれば、人間の生活は畜生同然となろう」359。地位を追われ、一人の個人とな

                                                   
355 Ibid., p.12. (邦訳、20 頁)。  
356 Ibid., p.16. (邦訳、25 頁)。 
357 R.リスター／松本伊智朗監訳・立木勝訳『貧困とはなにか－概念・言説・ポリティク

ス‐』明石書店、2011 年、232 頁。 
358 同書、232 頁。 
359 Shakespeare, William, King Lear, Cambridge University Press, 1996, pp.257-259. 
(小田島雄志訳『シェイクスピア全集Ⅳ』白水社、1986 年、359 頁)。 
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ったリアは、人として承認されない苛立ちにそう返した。国王の地位にあったとき、リアは、

どんな気まぐれな欲望も手に入れることができた。ニーズの言葉も必要なかったし、まして

や欲望とニーズを分けるまでもなかった。しかし、その地位を解かれたいま、リアのニーズ

は聞き届けられない。しかも、ほんとうにリアの欲したものは、他者に請求する権利を有し

ないニーズだった。たとえば、それは愛情であり、尊敬である。これらは、口に出して言わ

ないからこそ、その分に応じて与えられるものであり、口にだして恵んでほしいなどと乞い

願うものではない。このようなニーズの悲哀について、イグナティエフは「ニードは、力あ

る者たちがそれによって責務を負わされていると自己認識する場合だけ、ある権原を正当

化する」という 360。力のない高齢者や入院患者たちは、力のある他者がその責務を果たす

のを待たねばならないことになる。こうして「権利は満たされているのに、魂は恥辱にまみ

れている」という事態が起きるわけだ 361。 

われわれの福祉国家において求められているのは、すべての人のニーズが同一であるな

らば、その権利も同一であると承認することだろう。ところが、イグナティエフによれば、

人間として互いが承認するのは、「あくまでわたしたちがもつあれこれの差異、個人性、来

歴、そして、責務に関する特定の文化的徳目の誠実な遂行、そういったもののなかにおいて」

だという 362。つまり、ニーズの承認には、帰属が必要であり、そのことが保障されていな

ければならないのだ。王の座を追われたリアは、裸の王様であり、荒野をさまよっているう

ちは、誰からの承認もなくニーズも承認されない。そうであれば、再び自然の世界に戻らざ

るをえない。 

ノディングズのケア論においても、ニーズの承認には、他者の承認が必要とされる。この

場合は相互行為としての承認であり、具体的、個別的に他者の状況に応じてケアすることに

なる。その基本的な安全が得られる場所が、〈ホーム〉である。ノディングズは、〈ホーム〉

について「雨や寒さから身を守る役割はもちろんのこと、危険や屈辱や世間からのストレス

や承認のための闘争からの避難所を提供しなければならない」とする 363。つまり、〈ホーム〉

はわれわれにとって安らぎの場所であると同時に、来るべき冒険の旅立ちに備える場所で

もある。イグナティエフは〈ホーム〉について、「わたしたちが成長して自分自身になるた

                                                   
360 Ignatieff, Michael, The Needs of Strangers, op.cit., p.27. (邦訳、38 頁)。 
361 Ibid., pp.50-51. (邦訳、81 頁)。 
362 Ibid., p.52. (邦訳、83 頁)。 
363 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., p.150. 
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めに、そこを立ち去らねばならない場所」のことだと述べる 364。つまり、イグナティエフ

は、自由と帰属とのジレンマをいかに調和的にするかという、葛藤に満ちた両義的な場所と

して捉えているのだ。他方、ノディングズは、葛藤がありながらも、誰かに世話されなけれ

ば生きることすら叶わない脆弱な生を、とにかく世話をすることからはじめる場所と捉え、

その関係性の継続を重視している。いずれにせよ、個別的で多様なニーズをいかに充足し、

継続していくかについては、〈ホーム〉の努力だけではなく、〈ホーム〉をささえる社会政策

も為されなければ、個人の生活が保障されることはない。その意味で両者は同様の問題意識

を有しているといえる。 

次節では、イグナティエフが冒頭で述べた「ニーズを権利へと、さらには権利をケアへと

変えるこの転換作用」について、ノディングズがどう取り組み、どのようにこたえを出すの

かみていく 365。 

 

第 4 節 ニーズから権利へ 

 

 ここまで、ケアの倫理におけるニーズの同定や、ニーズへの対応について考察してきたが、

ノディングズは、ケアの倫理は、権利の概念を否定するものではないが、権利はニーズには

じまり、ニーズに基礎づけられるという。 

ノディングズは、どのようなプロセスで、ニーズを権利として同定しようとするのだろう

か。A 女史のニーズに関する事例から検討する。A 女史は、家のなかの騒音にほとほと困り

果てている。「ママにも安らぎの権利があるのよ！」彼女は家族にこういった。この権利は、

どのようにして正当化されるのだろうか。権利の正当化の条件をノディングズは次のよう

に提示する。 

 

1． ニーズを引き起こす状況、いくつかの条件がある。 

2． ニーズは明確な言葉で伝えられる。 

3． 聞き手のグループの少なくとも誰かが、ニーズの表明について正確かつ共感的に解釈

する。その反応は「わかるよ」というものである。 

4． ニーズの正当性について認識したグループは、今度は騒音を生じさせる際の自らの果

                                                   
364 Ignatieff, Michael, The Needs of Strangers, op.cit., p.141. (邦訳、195 頁)。 
365 Ignatieff, Michael, The Needs of Strangers, op.cit., p.10. (邦訳、16 頁)。 
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たす役割と、それを抑える（潜在的な）力について検討する。反応は「できるよ」と

いうものである。 

5． ニーズが権利として正式に認められる。すなわち、聞き手のグループは、ニーズの正

当性とそのニーズを満たす自らの力を認識する。「このニーズを満たすべきだ」と 366。 

 

 ここでは、まず、ケアされる人のニーズが生じる。それが表明的ニーズとしてケアする人

に伝えられ、そのニーズはケアする人に共感的に解釈される。ニーズの正当性を認識したケ

アする人は、何らかの対応を検討する。ケアする人はニーズを権利として正式に認める。こ

ういったプロセスを辿りニーズが権利として認められる。 

 しかし、ニーズを権利の基礎づけとすることには、異議がでるだろうとノディングズは予

想される三つの批判をあげ、それにたいして自ら反論している 367。第一に、権利は既にそ

れを取得したグループの一員を除き、通常は個人には与えられないという批判である。これ

にたいしてノディングズは、こう反論する。そうであるならば A 女史は、安らぎの権利を

確保するために、社会運動を組織する必要がある。しかし、ありふれたレベルで説明される

プロセスが政治的領域まで一般化できると論じることも可能だという。 

第二に、A 女史のケースの場合、そもそも権利という言葉自体を使うべきではなかったと

の批判が予想される。これにたいするノディングズの反論は、確かに、安らぎにたいするニ

ーズを説明するのに権利という言葉を用いるべきではなかったと、ある程度は認めること

ができる。しかし、今日の自由民主主義社会において、われわれの言葉は権利の話であふれ

ており、われわれは権利を生じさせる欲求、欲望、関心、ニーズについて深く掘り下げるべ

きであると反論する。この事例のように、〈ホーム〉で生じた個人の欲求にたいして、はじ

めから権利という言葉が用いられることは稀である。しかし、そこにノディングズは、社会

政策が看過してきた個別性の意義を見出している。一般化された政策は、ケアされる人にと

って必ずしも満足できるものとはいえず、結局、誰にも合わず、誰も望んでいない政策を生

み出すことになる。欲求やニーズのレベルから権利を理解することで、より当事者に適合し

た社会政策が可能になる。 

 第三に、〈ホーム〉内という状況は、権利について議論する場としてふさわしくないとい

う批判がある。つまり、A 女史の〈ホーム〉内という私的な状況での議論と公的な組織での

                                                   
366 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., p.54. 
367 Ibid. 
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議論を同列に扱ってよいのかということである。しかし、権利の概念が〈ホーム〉において

馴染まないとされてきたことで、子どもや女性や高齢者の権利もまた守られてこなかった。

彼らには、声が与えられていなかったため、虐待や家庭内暴力の存在すら長らく表面化する

ことはなかった 368。権利は、公的に認められた組織に与えられるため、彼らの発するニー

ズは、組織としての基盤をもたないがゆえに、公的な場でニーズを押し通す力もなかった。

したがって彼らは、権利の拡張を待つほかなかった。つまり、組織の権利が認められたとし

ても、組織力のない人間に届くには相当な時間を要し、その間彼らの権利は行使されないま

まだ。だからこそノディングズは、基盤を持たない脆弱な個人の権利を如何にして救うかと

いう議論をあえて〈ホーム〉からはじめた。ニーズから権利への五段階のプロセスを経たな

らば、私的でも公的でも権利として認めようというのだ。こういったニーズと欲望の関係に

ついての深い理解によって、権利の正当化という確かな根拠が得られる。だからといって、

既に確立されている権利の権利としての重要性が貶められることがないのはいうまでもな

い。 

ところが、ノディングズは権利について、「一旦ニーズが権利として認められると、権利

所持者という特定の審級にはまり込んでしまった人は皆、ニーズを感じるかまたは関心を

示すかを問わず、「権利を有する」のである。ある人が、それを主張するかどうかにかかわ

らず、また、場合によっては、たとえ、それを拒否するとしても、権利が、ニーズ(needs)、

権益(interest)、権限(power)を保護する」369という。ここで、ノディングズは、権利を否定

しているわけではないが、権利の審級に入った途端、権利は人々の個別のニーズを抽象化し

てしまい、本来のニーズが満たされなくなることを危惧している。それゆえ、ノディングズ

は、人間を権利保持者という存在としてみるべきではなく、ケアを必要とする有機体的存在

としてみるべきとする。現代社会において、権利は急速に増加しており、われわれは、真の

ニーズを識別し、欲求とニーズを見分け、同定する方法を見つけることさえ困難だ。ニーズ

を権利の基礎づけとすることには課題も多い。しかし、他者として周縁化されてきた脆弱な

人々の声は聞かれなければならない。ニーズは、彼らの声なのだ。影響力のある声へと転換

                                                   
368 例えば、児童虐待についての取り組みは、1990 年代に児童虐待が社会問題化したのに

呼応するように児童相談所が統計をとりはじめ、2000 年に「児童虐待の防止等に関する法

律」が成立、施行した。厚生労働省 HP より。 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index.ht
ml 
369 Ibid., p.56. 
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しなければ、権利から排除されてきた人々は、いつまでたっても彼らが有意義だとする生活

に辿り着くことはできない。 

 

第 5 節 小括 

 

 トイレに行きたいときに行けない。だから仕方なくオムツの中にする。介護される人にと

って、この毎日のあきらめの繰り返しが、身体の機能を麻痺させ、どれほど人間の尊厳を傷

つけていることか。ヌスバウムは、人間の中心的なケイパビリティのリストのなかに自尊心

をあげている。「自尊と屈辱を受けないこととの社会的基盤を持つこと。真価が他者と等し

い尊厳のある存在者として扱われうること」である 370。この原則が実行されれば、介護さ

れる人の扱いがどれほど改善されるだろう。尊厳の否定は、ヴァルネラブルな人をさらに傷

つけ生きる意味を失わせることにもなりかねない。ニーズは、あくまで介護される人の立場

に立った他者志向であるべきだ。現在の介護を通した人間関係において、そのことができる

環境にあるのは少数派だろう。介護施設なら時間で区切られるし、家族介護でも、二十四時

間付きっきりというわけにはいかない。しかし、それでも可能な限り本人のニーズに沿った

形で実現されることが望ましい。ケアすることのパターナリズムの問題やヴァルネラブル

な存在であるがゆえに正当化されてしまう暴力の問題をできる限りなくすためにも、ケア

される人のニーズは聞かれ守られる必要がある。同時に、ケアする人のニーズにたいしても

配慮が必要なのはいうまでもない。区切りのない介護を二十四時間毎日続けることは不可

能だ。家族介護のために仕事を辞めざるを得ないとすればどうして食べていけよう。 

われわれが求めているのは、ケアする人ケアされる人の関係性の保障、すなわちケアを保

障するしくみの提供がなされるような社会政策である。 

 

 

 

 

 

                                                   
370 Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, Harvard 
University Press, 2006, p.77. (神島裕子訳『正義のフロンティア－障碍者・外国人・動物

という境界を越えて－』法政大学出版局、2012 年、92 頁)。 
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第 6 章 構造化された暴力 
 

 

ノディングズのケアの倫理は、「ケアリングの関係性」の維持を重視し、「助け合い 

reciprocity」の社会の構築を目指すものである。そのような社会とは、誰もが自己実現でき、

よりよい生活を送ることのできる個人を基軸とした連帯的な社会だ。ところが、われわれの

日常は、理想とは異なり、さまざまな暴力に晒されている。ケアの基盤とされる親子関係に

おけるネグレクトや虐待のみならず、ドメスティック・バイオレンス、学校や職場でのいじ

めやハラスメント、ジェンダー問題、国家間の紛争、テロリズム、ジェノサイド等様々だ。

このような現象についての事実的な研究や社会科学的な実証研究は膨大になされてきたに

もかかわらず、暴力は社会からなくならないどころが、われわれを脅かす暴力は形を変えて

生き延びている。われわれは、暴力の正体を知る必要がある。なぜなら暴力は、どのような

形であれ、究極的には人を殺す力があるからだ。暴力は、われわれを見えない力で襲う恐怖

の力である。その影響は、われわれの心身に見える形で現れ、傷つけ、痛めつけ、生きる気

力さえ奪い去る。誰の目にも明らかである一方で、しかし、その本質は、隠されたところに

ある。 

以上のような問題意識から本章では、社会に内在する暴力をガルトゥングの構造的暴力

の理論を援用し、ケアと暴力の関係について考察する。 

 

第 1 節 ガルトゥングの構造的暴力(structural violence) 

 

 ガルトゥングは、現代平和学の第一人者として、戦争と平和という伝統的な二分法とは異

なる平和概念の再定義をおこなった人として知られている。その再定義とは、「平和とは暴

力の不在である」というものだ 371。ここを出発点にガルトゥングは、暴力概念を緻密に分

                                                   
371 Johan, Galtung, ‘Violence, Peace, and Research’, in Journal of Peace Research, Vol.
Ⅵ No.3, 1969, pp.167-168. (強調は原文) (高柳先男・塩屋保・酒井由美子訳『構造的暴力
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析していった。 

 

第 1 項 暴力の定義 

 

 ガルトゥングは、暴力には、見える暴力としての「直接的暴力」以外にも、他の形態があ

るとする。たとえば、封建制社会では、農奴から領主に差し出すものは、自分自身の労働力

の一定量であり、農奴の目に見える形で行われていた。ところが、資本主義社会になると、

生産者は賃金労働者という立場になり、直接的な搾取は見えなくなった。しかし、これによ

って搾取という暴力がなくなったわけではない。見えにくくなっただけだ。この古い問題は、

現代の解決すべき新しい問題として、形を変えて繰り返しあらわれている。貧困問題はその

一つだろう。貧困は、ほとんどの社会においてみられる事実であり、重要な課題である。暴

力は、このような直接的暴力以外にも、植民地支配や帝国主義のような社会に構造化された

システムとしての一形態である「構造的暴力」がある。さらに、直接的暴力や構造的暴力を

正当化しようとする「文化的暴力」もある。ガルトゥングによれば、搾取の存在を覆い隠す

ような経済学も文化的暴力の一例だとする 372。資本主義的搾取として構造的暴力を正当化

するからである。このようにガルトゥングは、暴力を直接的、構造的、文化的の三つの形態

に分け、この三つは、どれか一つの暴力がなくなったとしても、ちがった形で存続する場合

があるとした 373。ガルトゥングはその一例として、直接的暴力を取り除くために「治安維

持法」を課した場合について述べている 374。「治安維持法」という法律を課した結果、社会

から直接的暴力はなくなるだろう。しかし、あとには「治安維持法」という名の法律が残る。

結果として残った法律は、暴力の一形態である「構造的暴力」となる。ガルトゥングにとっ

て法律は「暴力の制度」なのだ。その意味で、戦争という直接的暴力がなくなったあとの国

家も「構造的暴力」という「暴力の制度」ということができる。 

ガルトゥングは「ある人にたいして影響力が行使された結果
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、彼が現実的に肉体的、精神
、、、、、、、、、、、、

的に実現しえたものが
、、、、、、、、、、

、彼のもつ潜在的実現可能性を下まわった場合、そこには暴力が存在
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

                                                   
と平和』中央大学出版部、1991 年、1 頁‐5 頁)。 
372 J.ガルトゥング／藤田明史編著『ガルトゥング平和学入門』法律文化社、2003 年、7
頁。 
373 同書、6 頁‐8 頁。 
374 同書、6 頁。 
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する
、、

」375といい、肉体や健康が行為主体によって現に意図的に剥奪されたときのような狭

義の暴力だけではなく、潜在的可能性が無力化されたときにも暴力の存在を認める。仮に、

狭義の暴力のみを暴力とするなら、これからの議論はすることができないし、ケアに満たさ

れた社会の構築は不可能である。さらに、狭義の暴力概念だけでは、受け容れることが極め

て困難な社会秩序でさえも、平和と両立しうることになる。広義の暴力を含む概念としてガ

ルトゥングは「可能性と現実とのあいだの
、、、、、、、、、、、、

、つまり実現可能であったものと現実に生じた結
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

果とのあいだのギャップを生じさせた原因
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

」376と暴力を定義する。つまり、実現するはずの

ものと実現したものとの差異の原因が暴力であり、実現可能性と現実との差異の拡大は暴

力の拡大を意味する。これらのことからガルトゥングは、前述したように「平和とは暴力の

不在」であると述べ、平和と暴力が分かちがたく結びついていることを明らかにした。では、

どのようなときを暴力とみなし、どのようなときを不存在とするのだろうか。ガルトゥング

によれば、18 世紀に人が結核で死亡しても、暴力とはいえず、同じ結核でも今日のように

医学による救済手段が備わっているにもかかわらず死亡したならば、そこには暴力が存在

するという。つまり、暴力の存在あるいは不存在は時代によって異なり、その程度は「実現

可能であったものと現実に生じた結果とのあいだのギャップ」に依る 377。とはいえ、現在

でも、第三世界諸国では今なお結核による患者は多数存在し、命を落としている。であるな

らば、その格差を引き起こしているのが暴力である。言いかえれば「潜在的実現可能性」と

「現実」との隔たりの大きさに暴力が潜んでいる。その格差は、一面において経済的格差で

ある。国連開発計画(UNDP)の『人間開発報告』1990 年度年次報告書において故マバブウ

ル・ハク博士は、「国家の富はその国民である。そして、開発の目的は、国民が長く健康で

創造的な生活を送ることが可能な環境を整えることである。この単純ではあるが強力な真

実は、物的金融的富の追求のためにあまりにしばしば忘れられてきた」として、貧困生活を

余儀なくされている人々に光をあてた 378。ここで用いられたのが、アマルティア・センの

ケイパビリティ・アプローチである。ケイパビリティとは、ある人が実質的に開かれている

「生き方の幅」であり、「人々が行いうること・そうでありうること」の範囲を意味する 379。

                                                   
375 Johan, Galtung, ‘Violence, Peace, and Research’, p.168. (強調は原文) (邦訳、5 頁)。 
376 Johan, Galtung, ‘Violence, Peace, and Research’, p.168. (強調は原文) (邦訳、6 頁)。 
377 Ibid., p.168. (邦訳、6 頁)。 
378 Nussbaum, Martha C., Women and Human Development: The Capabilities 
Approach, Cambridge University Press, 2000, p.ⅵ. (池本幸生・田口さつき・坪井ひろみ

訳『女性と人間開発－潜在能力アプローチ－』岩波書店、2005 年、ⅵ頁)。 
379 川本隆史『現代倫理学の冒険－社会理論のネットワーキングへ－』創文社 現代自由
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人間の実質的自由の幅を「できること」と「なれること」の幅に求めたセンのケイパビリテ

ィ・アプローチについては、次章で考察するが、「個人が選択できる生き方の幅」を念頭に

おくセンは、貧困は単に所得の低さではなく、基本的なケイパビリティが奪われた状態だと

考える 380。特に、男女間で異なる賃金や報酬は、多くの社会におけるジェンダー間の不平

等を示しており、そこには、自由にたいする構造的な格差が存在する。 

「暴力の除去」と「社会正義の実現」を掲げるガルトゥングは、前者を「消極的平和」、

後者を「積極的平和」と名付けた 381。「暴力の不在」のためには、その巧妙なメカニズムを

暴露し、除去や無力化のための条件を探ることが重要であるが、それ以上に、積極的なかか

わりとしての社会正義という定式化が必要になる。その積極的に定義された平和としての

「権力と資源の平等主義的分配」の実現に向けて、「何がニーズか決定する」ことは、困難

ではあるが、為されなければならない 382。 

 

第 2 節 構造的暴力と貧困 

 

人間が多様であるという事実に依拠するならば、年齢、性別、身体的・精神的健康、知的

能力、社会環境にかかわらず、彼／彼女自身が自律／自立し、アイデンティティを確立する

ことができるようなニーズの充足や政策のアプローチが必要だろう。目に見えない暴力を

ガルトゥングが構造的暴力と名付けたことによって、それらにたいする議論が確かなもの

になった。本節では、構造的暴力のなかでも、深刻さを増す貧困の問題について取り上げる。 

 

第 1 項 主体なき暴力 

 

 格差の原因を暴力に求めるガルトゥングは、その区別にとって最も重要なことは「主体」

に関するものだとする。誰も直接的暴力を行使していないとき、つまり行為主体が存在しな

いときも、暴力といえるだろうか。ガルトゥングは、行為主体が存在していてもいなくとも、

                                                   
学芸叢書、1995 年、88 頁。 
380 Sen, Amartya, Inequality Reexamined, Oxford University Press, 1992, p.109. (池本

幸生・野上裕生・佐藤仁訳『不平等の再検討』岩波書店、1999 年、172 頁)。 
381 Johan, Galtung, ‘Violence, Peace, and Research’, op.cit., pp.183-186. (邦訳、44 頁‐

52 頁)。 
382 Ibid., p.183. (邦訳、44 頁)。 
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それは暴力だという。行為主体が存在する場合を直接的暴力（個人的暴力）と呼び、行為主

体が存在しない場合を構造的暴力（間接的暴力）として区別し、このことが暴力を語るうえ

で最も重要であるとした 383。主体が存在しない暴力は「構造のなかに組み込まれており、

不平等な力関係として、それゆえに生活の機会の不平等としてあらわれる」のだ 384。他方、

直接的暴力は、「敵対者だけでなくみずからの集団内部にたいしてもあきらかに物理的暴力

をはぐくむ傾向がある」385。このため、構造的暴力だけを重視するならば、重大な社会的不

正義が直接的暴力という手段で維持されることになる。したがって、「暴力の不在」および

「社会正義」のためには、直接的暴力の不在にも注視すべきである。このように、直接的暴

力と構造的暴力は、密接不可分な関係にあるため、どちらかを改善すれば済むものではなく、

両者に目配せをしながら、その根絶の実現を目指すことがガルトゥングにとっての平和へ

の道である。 

 

第 2 項 貧困と格差 

 

 ガルトゥングの構造的暴力の視点にたつと、貧困は、経済的格差が構造的暴力として存在

し、人々から潜在的実現可能性を奪っている状態である。スイスの社会学者、ジャン・ジグ

レールは、飢餓問題の研究者として、経済格差と貧困の関係について憤りを露にしている。

「金のある者は、食べて、生きる。金のない者は苦しみ、病んで、障碍者になるか死ぬので

ある。恒常的な飢餓と慢性的な栄養失調は人為の産物である。その責任は世界の人殺しの秩

序にある。餓死するのが誰であれ、それは殺人の犠牲者なのだ。国連開発計画(UNDP)によ

れば、二十億人以上が「絶対的な貧困」下で暮らしている。すなわち、定収入がなく、定期

的な仕事がなく、適度な住まいをもたず、医療を受けいれられず、十分な栄養を得られず、

清潔な水を得る手段がなく、学校がない状態である。これら二十億人の生殺与奪権を握って

いるのはグローバル化した資本の首領たちだ。彼らは、その投資戦略、通貨戦略、彼らの結

ぶ政治同盟によって、毎日この地球上で誰に生きる権利があり、誰に死の宣告を下すかを決

                                                   
383 ガルトゥングは暴力を「影響力」という観点からとらえ、６つに類型化している。1.物
理的暴力と心理的暴力の区別。2.影響力の積極的行使と消極的行使の区別。3.傷つけられ

た客体が存在するかどうか。4.行為を行う主体が存在するか否か。5.意図された暴力と意

図されない暴力。6.顕在的暴力と潜在的暴力。Ibid., pp.167-174. (邦訳、5 頁‐19 頁)。 
384 Ibid., p.170. (邦訳、11 頁)。 
385 Ibid., p.184. (邦訳、46 頁)。 
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定する」386。このように述べ、経済的格差が生み出す貧困の問題性を明らかにしている。し

かし、ここで注意しなければならないのは、グローバル化した資本主義による支配が、人に

よる支配として描かれている点だ。ガルトゥングの構造的暴力とは、見えない社会構造に起

因する貧困や飢餓や抑圧のことであった。そうであるならば、ジグレールの告発は人の支配

への追及にとどまっており、意図的ではないにしろ、資本主義がつくりあげた格差構造の責

任を見逃すことになる。格差を誰かの意図として捉えることは、われわれ自身の責任も見逃

すことになる。 

この点、アイリス・マリオン・ヤングは、構造化された暴力を構造的不正義にたいする責

任問題として解決しようとした。現在、先進国で売られている衣類のほとんどが、劣悪な環

境の工場で生産されている実態をヤングは、次のように報告している。「製造業施設の労働

条件は、もちろんさまざまであるが、つぎのことが典型的にみられる。労働者のほぼ全員が

女性であり、しばしば十三歳か十四歳といった少女たちだ。彼女たちが上司から支配され虐

待的に扱われることはよくあることで、しかもセクシャル・ハラスメントは日常茶飯事であ

る。繁忙期には一日十時間から十六時間も当たり前に働き、もし会社が納期に遅れていれば、

徹夜で働くことが強要されることがある。一日の長い労働時間内でのトイレ休憩やその他

の休息の機会は限られている。休暇を願い出ることも、祭日休暇も一般には許可されないの

で、病気で働けない労働者が解雇されることもよくある。もっとも基本的な健康と安全基準

は、通常守られない。工場の気温はしばしば耐えられないほど熱く、換気もなく、照明も不

十分で、消防機能もほとんど備わっておらず、避難出口はふさがれ、衛生設備も不備で、食

堂やトイレは不衛生で、清潔な飲み水さえ準備されていない。こうした工場の労働者たちに

は、一般的に、雇用主たちと集団で交渉するための組合を組織する自由がない。抗議したり、

組合を組織しようとしたりする労働者は、脅迫され、解雇され、ブラックリストに載せられ、

殴られ、殺されることすらある。そして、しばしば政府は、積極的にであれ消極的にであれ、

そうした組合つぶしを支援するのだ」387。このようにヤングは、人の支配による暴力だけで

はなく、構造自体の不正義によって、貧困状態が起きているとする。そのことによって健康

や身体的安全が脅かされるといった基本的人権の侵害が行われていることは疑いようがな

い。しかし、ヤングは、第三世界の工場で起きている構造的不正義にだけ目を向けても、貧

                                                   
386 J.ジャン／渡辺一男訳『私物化される世界－誰がわれわれを支配しているのか－』阪急

コミュニケーションズ、2004 年、14 頁‐15 頁。 
387 Young, Iris Marion, Responsibility for Justice, Oxford University Press, 2011, p.127.  
(岡野八代・池田直子訳『正義への責任』岩波書店、2014 年、191 頁‐192 頁)。 
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困の解決にはならないと考えている。なぜなら、このアパレル工場の製品を購入しているの

は、遠く離れた先進国に住むわれわれだからだ。グローバル化した経済システムでは、国境

を易々と越えてその製品を媒介として生産者と消費者はつながっている。ヤングは、このつ

ながりを「社会的つながりモデル」と呼び、われわれ自身の構造的社会不正義にたいする責

任の根拠とした。先にジグレールが告発したように誰か特定の人や会社の責任を追及しよ

うとしても、その因果関係を辿ることは不可能である。そのことにたいする賠償を求めたと

ころで意味がないということだ。ヤングは、ハンナ・アーレントの罪と責任にかんする議論

をてがかりに、不正行為をなした個人への責任を「帰責モデル」と呼んだ。帰責モデルは、

過失の認定や加害にたいする非難を含むことから過去遡及的である。他方、前述した「社会

的つながりモデル」は、不正行為をなす政府や機関にたいして責任を追及する。つまり、「帰

責モデル」と異なり、過去にたいする賠償を積極的に求めるのではなく、対策を求める未来

志向なのが「社会的つながりモデル」である。ヤングは、「自分たちの行為によって不正義

を生む構造上のプロセスに関与する人々はみな、その危害についての責任を分有している」

として、その責任の所在を個人ではなく他の人々と共に負っているとする 388。ヤングが、

「帰責モデル」の考え方をとらないのは、どの行為が誰を苦しめているかを見極めることは

困難であり、だからといって不正義を見逃すことはできないからである。このような構造上

の不正義が存在する社会に生きるわれわれは、自分たちが引き起こす不正義のみならず、

「法的な意味でその危害に責任がなかったとしても、それらを改善する責任を負わねばな

らない」389。そのうえで、責任を本質的に分有されるべきものとするヤングは、抗議行動を

とることで構造的不正義を是正することができ、その結果、未来志向的な責任が果たされる

とする。しかし、「社会的つながりモデル」は、すべての個人に責任が課されるため、安価

な衣料を購入せざるを得ない低所得者と、金額を気にせず購入できる高所得者の責任を一

律に扱うという適切性に疑問を感じざるを得ない。さらにいえば、そのような責任を負わさ

れるということを低所得者は認知できないかもしれない。統計上、所得と学歴には正の相関

関係があることから、低所得者は、新聞や論文やインターネットなどの情報へのアクセスの

手段や方法をもたない可能性がある。これらのことから、ヤングの「社会的つながりモデル」

の実効性は、大きく限定されるものと思われる。 

このように、ヤングの「社会的つながりモデル」は、貧困全般ではなく、構造的不正義の

                                                   
388 Ibid., pp.109-110. (邦訳、162 頁)。 
389 Ibid., p.105. (邦訳、156 頁)。 
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是正を目的としており、貧困全体の解決には至らない。さらに、集団的行為に参加するにし

ても、そこまでのアクセスの問題等のケイパビリティ(capability)の充足を問わなければな

らないだろう。 

ケイパビリティ概念を用いることによって、構造化された第三世界の貧困について光を

当てようとしたのが、アマルティア・センである。センは、貧困を単に所得の低さというよ

りも、基本的なケイパビリティが奪われた状態として捉えるべきとする 390。貧困問題にお

いて、厄介なのは何をもって貧困を計り、評価するかという問題だ。生存維持のためには、

基本的ニーズにたいする権原に焦点を当てる方が合意は得られやすいが、社会状況が異な

っているところでは、貧困の深刻さを計る尺度が必要だ。そこでセンは、その人の生活の質

を「機能(functionings)」と「ケイパビリティ(capability)」で指標化を試みた。「機能」とは、

たとえば、「健康状態にあるか」「避けられる病気にかかっていないか」「早死にしていない

か」「幸福であるか」「自尊心をもっているか」「社会生活に参加しているか」など、多岐に

わたる 391。その機能充足の組み合わせの集合がケイパビリティである。ケイパビリティの

視点を用いると、貧困に陥らないための十分な所得は、個人の身体的特徴や社会環境によっ

て異なることが明らかだ。貧困を所得水準で考えるならば、不利な状況に置かれている人ほ

ど、深刻な貧困状態に陥りやすくなる。よって、貧困を所得の多寡だけで計るのではなく、

その所得が、あるケイパビリティを発揮するのに十分かどうかで計らなければ、貧困状態の

改善は難しい。このような問題は、第三世界だけに限られたことではない。所得の大きさだ

けにとらわれていると貧困問題の本質を見誤る。先進国に暮らしているわれわれの構造的

な問題でもある。たとえば、貧困をケイパビリティの欠如ととらえるならば、不十分な医療

施設や都市部における騒音問題、高齢者介護の人的不足、食の安全等、われわれの生におい

ても、特定の形態の貧困問題は存在する。センは、そのような特定の形態の貧困のうちでも、

とりわけ女性は、所得を特定のケイパビリティに変換する際に、不利な条件に直面している

という 392。次節では、構造的な格差としてのジェンダーと不平等について考察する。 

 

第 3 節 ジェンダーと不平等 

 

                                                   
390 Sen, Amartya, Inequality Reexamined, op.cit., pp.102-116. (邦訳、163 頁‐187 頁)。 
391 Ibid., p.39. (邦訳、59 頁)。 
392 Ibid., pp.112-113. (邦訳、176 頁)。 
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 貧困の理解において、歴史や文化から離れた概念は存在しないだろう。なぜなら、貧困は、

具体的な社会の構築物だからだ。その意味で、ガルトゥングの構造的暴力の一形態といえる。

さらに、同じ社会といえども、集団が異なれば貧困のあり方も別の顔をみせるように、貧困

についての議論は論争的になりがちだ。イギリスの研究者ルース・リスターは、「個人およ

び家族が基本的責任を負い、基本的な権利を享受するための要素がひとつ以上欠落してい

ること」を貧困とする 393。つまり、その人において基本的な安全が欠如しているならば、

それは貧困状態にある。そのような状態にジェンダーの視点を加えるならば、結果は単に

「女性を加える」レベルにとどまらず、はるかに大きな差異としてあらわれる。このことは、

女性にとって貧困は、構造的な問題であるとともに不平等の問題でもあることを示唆して

いる。本節では、結果としての貧困というよりも、むしろその根源にある貧困の原因につい

て考察する。 

 

第 1 項 リベラリズムとフェミニズム 

 

 多くの社会で、男性と女性が享受する自由には構造的な格差が存在するが、これらの格差

は所得や資源に還元できないことが多い。男女間の賃金格差は、社会におけるジェンダー間

の不平等を構成する重要な要素である。それ以外でも、世帯における分業のあり方、教育を

受けられる程度、享受できる自由などさまざまな領域において便益の不平等はみられる。ジ

ェンダー間の不平等について長きにわたり議論してきたのが、フェミニズム論者たちであ

る。一言でフェミニズム理論といっても、複数のフェミニズム論（ラディカル・フェミニズ

ム、レズビアン・フェミニズム、ポストコロニアル・フェミニズム、ポストモダン・フェミ

ニズム、フランス・フェミニズム、エコロジカル・フェミニズム、マルクス主義フェミニズ

ム、ポストマルクス主義フェミニズム）等が対立しているといわれている。したがってフェ

ミニズム理論は、一つの体系的理論というより、リベラリズムの普遍主義的、個人主義的傾

向にたいする批判の集合体といえる。とはいえ、リベラリズムが他者の支配や抑圧に対抗す

る根拠を与えてくれたのも事実である。リベラリズムの「権利」概念は、人間本来の基本的

ニーズを置き忘れており、ケアリング関係に相応しい社会構想を提起しえないと批判する

ノディングズも、次のようにリベラリズムの功績は認めている。「実際、誰でも日常的な感

                                                   
393 R.リスター／松本伊智朗監訳／立木勝訳『貧困とはなにか－概念・言説・ポリティク

ス－』明石書店、2011 年、17 頁。 
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覚において自律を擁護している。人は、叩かれるか、恐喝されるか、さもなければ、何かを

するように強制されたくはない。われわれは、自分のことは自分で決めたいし、見えすいた

強制からは自由でいたい」394。このように歴史的にみれば、リベラリズムは、他者の恣意を

排除するための普遍的な力を有した「権利」を創出してきたのである。ところが、フェミニ

ズム論者は、リベラリズムが「特定の存在や特定の活動領域」を排除し、正義の射程外であ

るとしてきた点については看過できないという。次節では、複数のフェミニズム論に共通し

た公私二元論への批判について考察する。 

 

第 2 項 構造的暴力と公私二元論 

 

 ペイトマン 395によれば「私と公の間の二分法は、ほぼ二世紀にわたるフェミニストの著

作と政治的闘争にとって中心的位置を占めている」396という。ここでいう「私」とは排他的

領域のことであり、「公」とは他者に開かれた領域を意味する。フェミニズムはこのような

二分法をなぜ批判するのだろうか。それは、「一見したところ普遍的・平等主義的・個人主

義的な秩序内部における女性の男性への従属化が曖昧化」されており、「不平等な社会構造

の家父長制的実在」397が存在するからだ。言いかえれば、リベラリズムの前提する普遍的・

平等的個人は、原理的には誰にでも開かれているとしながら、その網の目から抜け落ちる他

者がいる。そこには構造的暴力が隠蔽されており、公私二元論は、公私の区別の前提に構造

的暴力としての家父長制 398の理論をすべり込ませているというのだ。そこでは、家族や性

                                                   
394 Noddings, Nel, Starting at Home: Caring and Social Policy, University of California 
Press, 2002, p.111. 
395 キャロル・ペイトマン(Pateman, Carol, 1940-)イギリス出身の政治学者。専門は、政

治理論、フェミニズム政治思想。オックスフォード大学で博士号取得。シドニー大学講師

を経て、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）政治学部教授。2010 年から 2011
年までアメリカ政治学会会長。 
396 Pateman, Carol, ‘Femist Critiques of the Public/Private Dichotomy’, in S.I.Benn and 
G.F.Gaus eds., Public and Private in Social Life, Croom Helm, 1983, p.281. 
397 Ibid., p.283. 
398 女性の抑圧の象徴としての家父長制の本質についてベティ・リアドンは、家父長制

は、権威者が従属する者に自らの意志を強制するための力の行使を合法化しており、こう

した押し付けは、関係者全員の利益にもっとも適うものだとの仮定を基礎としているとい

う。このことから従属者としての男性と女性はともに、権威者の意志の強制的押し付けを

受け容れざるをえないが、男性は、権威の鎖を自分より下位にいる他者に対して、自己の

意志を押し付ける能力の発展を認められるのに対して、女性は、強制を受け容れるだけで

はなく、これに完全に順応されるように訓練されると論じている。B.リアドン『性差別と

戦争システム』勁草書房、1999 年、69 頁。 
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別役割分業の問題が等閑視され内在化されてきた。 

ペイトマンは、ジョン・ロックの市民契約論は、自由で平等な青年男性を擁護するが、そ

こでは家族における男性の女性支配を「自然な性差」に基づくものと肯定しているという

399。 

またルソーは、政治思想においては人間の間の不平等の社会的起源について批判する一方

で 400、『エミール』においては、女性が男性を支え、世話をすることが自然に適った義務で

あり、女性の教育は男性との関係において決定されると論じている 401。このことは、公的

領域においては平等を説きつつ、私的領域の家族については、女性は男性より劣っており、

男性の補助的役割をするのが自然であるという矛盾を犯していると指摘する。 

このように国家を公的領域＝男性、家族を私的領域＝女性とする公私二元論は、男性によ

る女性支配という構造的暴力を再生産してきた 402。さらに、ペイトマンは、この分離は公

／私だけでなく「たとえば、「社会」と「国家」、「経済」と「政治」、「自由」と「強制」、「社

会的」と「政治的」というようにさまざまに表現されて」403いるが、これらは「男性世界の

内部」での区分だといい、家族は公的領域の外部へと追いやられる傾向にあったとする。キ

ムリッカは、家族が私的領域に属するとされることについて、公的領域から単に排除された

というより、「問題は、まさしく家族が私的領域、すなわちリベラリズムのいう自由(freedom)

の領域に属するものとはみなされていない」404ことによるという。 

このような公私二元論に内在する構造的暴力は、第二派フェミニズムが「個人的なことは

政治的である」のスローガンのもと異議申し立てをおこなってきたにもかかわらず、第三世

界のフェミニズムの多様な潮流の中でも、存続していることが指摘されている。繰り返し導

入され批判されてきた「性差別」と「家父長制」を前提とする伝統的リベラリズムの欺瞞は

如何にして正されるべきなのだろうか。 

                                                   
399 Pateman, Carol, op.cit., p.283. 
400 J.J.ルソー／小林善彦・井上幸治訳『人間不平等起源論』中公クラシックス、2010
年。 
401 J.J.ルソー／今野一雄訳『エミール』岩波文庫、2006 年。 
402 竹村和子は近代国家において性は、国民国家や資本主義体制が要請する装置だったと

述べる。つまり人間を男か女に弁別し、男に公的領域を女に私的領域を割り当て、さらに

女を家庭の中のまともな女と家庭の外に出て働くいかがわしい女に分断するものであった

とする。このような近代の性規範を「ドメスティック・イデオロギー」と呼んだ。竹村和

子『フェミニズム』岩波書店、2001 年、10 頁‐13 頁。 
403 Pateman, Carol, op.cit., p.281. 
404 W.キムリッカ／岡崎春輝・木村光太郎・坂本洋一・施光恒・関口雄一・田中拓道・千

葉眞訳『現代政治理論』日本経済評論社、2002 年、394 頁。 
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第 4 節 ジェンダーの公平に適うケアの分配 

 

フェミニズム理論は、第二派フェミニズムにおいては前述したように「個人的なことは政

治的である」のスローガンのもと公私二元論への異議申し立てをおこなってきたのは周知

の事実である 405。このような二項対立によって隠蔽されているのは、公／私の依存関係で

あるという。なぜ、私的領域の家族は隠されねばならなかったのか。 

 

第 1 項 隠された主体の来歴 

 

アリストテレスの公私二元論を再生させようと試みたアーレントは、公私二元論を公的

領域＝自由の領域、私的領域＝必然の(necessity)領域として、家族は生命の必要性が支配す

る領域と解釈した 406。自由の領域であるポリスは「必然」を克服した家長が集う領域であ

り、自由は、「生活に必要な仕事から解放された者たちのみに属する」からである 407。古代

ギリシアでは、ポリスにおける自由の手段として奴隷制度が当然視されており、私的領域で

は、家長が妻子と奴隷たちを力と暴力によって支配していた。「したがって、隠されていた

のは、「肉体によって生命の[肉体的]欲求に奉仕する」労働者であったし、肉体によって種の

肉体的生存を保証する女であった。女と奴隷は、ともに同じカテゴリーに属し、隠されてい

た」408。このように生命の必要とそれを満たすための必然は、自由人の支配のもとに置か

れ、公的領域から排除されていた。近代になってもその構造は変化していない 409。それど

ころか、近代に入り一層強化され、現在においてもなお、自由な領域から排除された者たち

によって公的領域は維持されている。 

 しかし、人は、たとえ自由人といえども、家族の中で育まれる。リベラルな主体としての

合理的個人は、公的領域にも私的領域にも属する一人の個人である。自立的な個人になるた

めには、誰かに依存し、依存を引き受けてくれる者を必要とする。そうでなければ、社会の

存続はあり得ない。この点についてノディングズは、「成熟した合理的存在、すなわち自分

                                                   
405 第一波フェミニズムでは参政権運動を展開した。 
406 H.アーレント／志水速雄訳『人間の条件』ちくま学芸文庫、1994 年、50 頁。 
407 アリストテレス／山本光雄訳『政治学』岩波文庫、1961 年、134 頁、1278a。 
408 前掲書、H.アーレント／志水速雄訳『人間の条件』102 頁。 
409 Pateman, Carol, op.cit., p.89. 
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自身の欲求を満たすために選択する者たちの思考や行為に、社会的理論の基礎を置くこと

は、人間の生の現実を無視している」として、リベラリズム理論が自立した個人を前提とす

ることは、その生の来歴を忘却していると批判する 410。われわれの生は脆弱であるがゆえ

誰かが、依存者を引き受け、ケアする責任を果たさなければならない。もし、このことを否

定してしまうなら、われわれは「自らの身体を形作っている社会的条件を否定している」こ

とになる 411。はじめからわれわれは、社会生活の中で形成されてきたのであり、それは、

われわれにとってなじみ深い状況である家族の中で育まれてきた。選択したわけではない

他者に身を委ねることを否定してしまうなら、さまざまな従属も否定しなければならない。

他者によって刻印された「わたし」は、他者と関与せざるを得ない「わたし」であり、こう

した条件をもっている限りにおいて、従属を否定することはできない。その意味でわれわれ

は互いに似ている共同体におり、「差異なしに想定することができないような条件をわたし

たち皆が共有している」412。そうであるならば、公的領域と私的領域は存在のはじめから越

境しており、その境界をはっきりと分けることなどできない。つまり、公私二元論は、恣意

的にあるいは暴力的に境界線が引かれた痕跡であり、近代における私的領域の成立自体が、

一つの構造的暴力だったのである。 

 

第 2 項 ドゥーリアの原理 

 

前述のように、公／私を隔てていた境界線は、互いに浸食しあっており、われわれは、他

者に身を委ねることなしに自立することはできない。だとすれば、人と人との関係性も、互

いに依存しあうことを前提に、はじめなければならない。したがって、自由で自立した個人

になるためには、従属的な暴力の態様を経た後でという矛盾を包摂することになる。葛藤を

抱えた家族だからこそ、家族イデオロギーだけを導き手にケアを語ることは、近代の罠に落

ちてしまう。ならば、ケアは、家族イデオロギーを超えてどうあるべきなのだろうか。 

エヴァ・フェダー・キテイ 413は、「みな誰かお母さんの子ども」という公／私を超えた原

                                                   
410 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., p.77. 
411 Butler, Judith, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Verso, 2004, 
p.27. (本橋哲也訳『生のあやうさ－哀悼と暴力の政治学－』以文社、2007 年、59 頁)。 
412 Ibid., p.28. (邦訳、60 頁)。 
413 エヴァ・フェダー・キテイ(Kittay, Eva Feder) 1978 年に博士論文 “The Cognitive 
Force of Metaphor” をニューヨーク州立大学大学院に提出後、ニューヨーク市立大学講師

メリーランド大学准教授、ニューヨーク州立大学哲学科教授を経て、ニューヨーク州立大
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点から、誰かに依存しなければならない人のケアと、ケアする人を支える政策といった依存

にかかわる問題について言及している。 

キテイはリベラリズムを代表するロールズの正義論における平等概念について、その前

提には限界があると批判する。ロールズの理論を基礎づける規範や価値観からは依存とい

う概念が排除されているというのだ。彼のいう平等は、依存状態、すなわち幼児、子ども、

高齢者、病人、障碍者など依存を余儀なくされている人々の存在を覆い隠している。つまり、

ロールズは、人間にとって不可避な「依存」を通常の状態とするのでなく、「自立」を通常

の状態としている。このように「自立した個人」というフィクションを前提にすることで「依

存」が見えなくなっているのだ。 

キテイは、「依存者のケアをする仕事」を依存労働と呼び、仕事であることを強調してい

る。そして、ケアを担う人を依存労働者、ケア労働を受ける人を被保護者と呼び、ケアの関

係性を依存関係と呼んでいる。このようなケアの責任を実質的に求められてきたのは、歴史

的に女性であり、社会的、経済的に長らく男性の劣位に置かれてきた。キテイは、従属を余

儀なくされる「経済的依存は多くの場合、同時に精神的・政治的・社会的依存と弱体化を引

き起こす」414といい、このような依存を二次的依存、あるいは派生的依存と呼ぶ 415。ケア

労働の複雑な状況において、ケアする者が依存状態に陥ってしまう閉塞状況から抜け出す

ために、キテイは、「互恵性」の概念を拡大し、「ドゥーラ(doula)」という理念を取り入れる

ことが必要だとした 416。ドゥーラとは、「分娩後の母親を援助するケア提供者」のことであ

り、その語源は、ギリシア語で奴隷や使用人を意味していた。このドゥーラによって遂行さ

れるサービスの考え方を援用した「ドゥーリア(doulia)の原理」について、次のように記述

している。「わたしたちが人として生きるためにケアを必要とするのと同時に、わたしたち

は、他の人々―ケアの仕事をする人々を含む―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」417。すなわち、依存労働者が二次的依存に陥らないように、

                                                   
学ストーニー・ブルック校名誉教授。 
414 Kittay, Eva Feder, Love’s Labor: Essays on Women, Equality and Dependency, 
Routledge, 1999, p.42. (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』

白澤社、2010 年、邦訳、102 頁)。 
415 ファインマンは生存するために避けられない依存を「必然的依存」と呼び、ケアの責

任を担う者が他者への依存を余儀なくされることを「二次的依存」と呼んだ。Fineman, 
M.A., The Neutered Mother, The Sexual Family and Other Twentieth Century 
Tragedies, Routledge, 1995, p.84. (強調は原文)。 
416 Kittay, Eva Feder, Love’s Labor, op.cit., p.106. (邦訳、243 頁)。 
417 Ibid., p.107. (邦訳、244 頁)。 
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ケアをする人へのケアが必要だと強調している。さらに、キテイはドゥーリアの原理を公的

領域にも拡大すべきだという。依存者へのケアをすることで被る負担とコストは、依存労働

者だけに負わせるものではなく、ケアの関係の維持責任は社会によって引き受けられるべ

きなのだ。そのようなケアする態度とケアへの尊敬を育む社会制度として、キテイは、ドゥ

ーリアの原理を位置づけている。では、社会全体として、ケアはどうあればよいのだろうか。

次項では、ジェンダーの公平の理念に適うケアの分配のしかたについて考察する。 

 

第 3 項 普遍的ケア提供者モデル 

 

 ジェンダーの公平に適うケアの分配とはいかなるものなのだろうか。それによってケア

に満たされた社会の実現は可能なのだろうか。私的領域における性別役割分業が女性の抑

圧の原因の一つだとすれば、ジェンダーの平等を実現するためには、ケアの無償労働を正義

の原理に基づいて分配する必要があるとナンシー・フレイザー418はいう。それによれば、ジ

ェンダーの公平は 1.反貧困原則、2.反搾取原則（搾取につながる夫や上司への依存を防ぐ）、

3.収入の平等原則、4.余暇時間の平等原則、5.尊敬の平等原則、6.反周縁化原則（社会生活

の全領域における男女平等参画を促進する）、7.反男性主義原則(男性の現行の生活パターン

を人間の規範とすることを否認する)、という七つの規範的原理の複合物であるとする 419。

これらの原則に照らしてフレイザーは二つのモデルを措定している。一つは「普遍的稼ぎ手

モデル」、もう一つは「ケア提供者等価モデル」である。前者は女性の行っている無償労働

を市場や国家に移転できることを前提としており、非現実的である。後者は、無償労働の価

値を高めることが期待できるが、女性と無償労働の結びつきは解消されない。フレイザーは、

いずれのモデルもジェンダー公平の観点からすれば不十分であり、女性の政治参加や市民

社会への参画を促進しないという。とりわけ、男性が変わることを要求していない点を問題

視し、第三の可能性として「普遍的ケア提供者モデル」を提唱する。これは、男性を女性に

近づけるモデルであり、女性の現在のライフ・パターンを万人にとっての規範とするもので

ある。 

 歴史的にみれば、私的領域の家族におけるジェンダーの不均衡が、公的領域にも拡大し、

                                                   
418  ナンシー・フレイザー(Fraser, Nancy 1947-)アメリカ合衆国の政治学者。専門は、批

判理論、ジェンダー論、現代フランス・ドイツ思想。 
419 Fraser, N., Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition,  
Routledge, 1997, pp.45-49. 
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女性の不利益な取り扱いを生じさせ、それが再び私的領域に悪影響を及ぼしてきた。このよ

うな構造的暴力によって、女性が家庭内での無償労働を負担することになり、相対的に労働

市場へのアクセスが制限されてきたのだ。キテイやファインマンはケアする人が二次的依

存を余儀なくされてきたことを個人の問題としてではなく社会問題と位置付ける。またフ

レイザーはこのような負のスパイラルを断ち切るために、前述した「普遍的ケア提供者モデ

ル」を提唱する。このように、フェミニズムはケアの関係性が構造的暴力によって暴力の温

床となるのを回避するために、公私二元論にとらわれない社会制度を構築すべきだとする。 

 

第 5 節 小括 

 

 前二節においては、フェミニズム論者たちの立場からみたケアやケアの社会化について

考察してきた。確かにフェミニズム論者のいうように、歴史的にみてケアには構造的暴力に

起因する負の側面が内在しており、現在も完全になくなったわけではない。 

しかし、ケアは、ノディングズのいうように、母親と子どもの関係に範を置くものである。

生まれたばかりの赤ん坊は、ケアなしでは、一日たりとも生き延びることはできない。その

脆弱(vulnerable)な存在をケアすることの積み重ねが、愛おしさを育むのである。その子が

「ここにいる」ということがなによりも大事な価値として見出されていくには、ケアの経験

の蓄積に依らねばならない。そうであるならば、それは、ケアの社会化によって為されるも

のではないだろう。だからといってケアの社会化をすべて退けるわけではない。一面におい

て、ケアの社会化は、ケアを担う人の孤立化を防ぎ、虐待予防や女性の社会進出を促すなど

その効果は大きいと思われる。先にあげたキテイの「ドゥーリア(doulia)の原理」の導入は、

孤立化しがちなケアの関係性を社会へと開かれたものにするはずだ。ケアというと、これま

で家族や家庭の中に押し込められてきたものをいかに開かれたものにするかという議論が

大半であった。他方、ケアの相互性に目を向ければ、ケアする人はケアされる人からの応答

で、救われる面もある。それは、われわれは、みなそれぞれに、傷つきやすさを抱え、脆さ

を孕み、壊れやすさを秘めている存在だからだ。強いと思われていた人が弱いとされていた

人にケアされることもあれば、ささえを必要とする人からささえている人が深く癒される

こともある。その意味で、ケアする人とケアされる人は常に反転可能な関係にある。 

ケアは、これまで家族の義務、とりわけ女性がするものと捉えられ、家族の介護を社会的

施設に委ねることは、望ましいことでないとされる風潮もあったが、介護保険制度によって、
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介護される人を施設に入れることは、特別なことではなくなった。それ自体は、ケアを私的

領域から公的領域に広げていくことであり、女性の社会参加を促す意味において画期的な

ことである。しかし、ケアの社会化や女性の社会参加を促すことだけが、ケアの社会の構想

に資するものではない。ケアを社会化することは、一面において、ケアを有給の賃金労働と

認めることにほかならない。現代社会では、仕事にたいして高い賃金が支払われることと社

会的に承認されることが分かちがたく結びついている。その意味では、ケアの社会化は、ケ

アの社会的な評価を押し上げることになる。ケアが社会的評価を勝ち取ることは、さまざま

な不平等の是正にとって大きな意味をもつ。一方で、そのことが有給の賃金労働を意味する

となると、ケアのもつ意義が矮小化されてしてしまう懸念がでてくる。無給なものには価値

がないと言っているに等しい。仮にそうだとすれば、それは、資本主義という形態に飲み込

まれているということにならないだろうか。 

たとえば、われわれは、余暇において、自由な活動ができ、そこで自己実現をはかり、承

認を得ることもある。それらは、仕事ではないから賃金が支払われることはない。ならば、

余暇に価値はないのだろうか。賃金労働の場で自己実現を為すことだけに価値があるのだ

ろうか。余暇の場は、明日への労働のための休養の場としてだけではなく、労働から離れた

精神の涵養の場でもある。能を鑑賞する、俳句を楽しむ、書をたしなむことは、それぞれが

自己実現にもつながるものだ。単に喉が渇いたからお茶を飲むのではなく、茶道には、それ

を越えた内的自己の探求の面もある。そうであるならば、ケアの社会化だけを推し進めるこ

とは、ケアの意味のもつ豊かさを減じることになるのではないか。ケアを労働へと秩序付け

られたものとしてではなく、それ自体が目的である、よき社会を求めるためものとして考察

することも必要だ。労働から自由な場として〈ホーム〉を措定するならば、ケアの豊かな意

味も、余暇の価値も見直すことができるのではないだろうか。〈ホーム〉において、われわ

れは、ヴァルネラブルな存在として生を受け、ケアされ、人間としての完成を目指してきた。

そこでの満たされた感情は、ケアされることによってしか得られないものであるし、ケアす

ることによって、わが子をかけがえのない存在と思えるようになる。「親が子どもになり、

子どもが親になる。そういう関係でなければ、家族なんて維持できるはずがないんです。そ

れぞれが自由になる逆転の関係によって、マインド・コントロールから離れる練習ができる

はずです。そういう新しい方向を探る、固定ではない方向を探る一つの場所として、家族を
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見ていくことができるんじゃないか」と鶴見俊輔はいう 420。確かに家族のなかに力の不均

衡はあるだろう。しかし、長い間にその逆転の関係も生じてくる。そのことで、所与として

のマインド・コントロールから自由になる練習にもなる。「同じ関係のなかに日常を超える

「その他の関係」がつくれる」421とする鶴見は、日々同じではない日常を過ごす家族を一つ

の過渡期として捉える。そこで、すでに他者と出会い、自分も含めた家族という他者を通り

抜けることで、ケアの相互性を身につけていく。そのようにしてわれわれは、家族における

ケアの難しさを痛感しながらも、そこでの関係性を紡ぐことで他者へと開かれたケアを先

取りしているのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
420 鶴見俊輔「その他の関係」鶴見俊輔・浜田晋・春日キスヨ・徳永進『いま、家族と

は』所収、岩波書店、1999 年、21 頁。 
421 同書、18 頁。 
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第 7 章 ヌスバウムのケイパビリティ・アプローチ 
 

 

 人間らしい生き方を全うするには、社会契約理論で十分なのか。ヌスバウムは、相互有利

性のための契約の結果を導く理論には、重大な欠陥があるとする。特に、障碍者、外国人に

ついて、社会契約の理論は、正義の埒外においてきたという。このことは、言い換えれば、

市民とは誰かということだ。障碍者であれ、健常者であれ、国内の人であれ、国外の人であ

れ、これまで恣意的な境界線で分断されてきた彼らを包摂することは可能か。生まれ落ちた

偶然性によって、グローバルな正義が歪められないための理論構造とはいかなるものか。と

いう問いに置き換えることができる。このとき、ヌスバウムの念頭にあったのは、ロールズ

の理論だ。ポスト・ロールズの正義論と位置づけられるヌスバウムのケイパビリティ・アプ

ローチは、現代正義論における到達地点とされるセンの創造的アプローチを引き継いだも

のである。本章では、近年の再分配をめぐる議論の一つとしてのケイパビリティ・アプロー

チが契約論に代わる新たな道徳的基礎となることで、精神的・肉体的に他者に依存せざるを

得ないような弱くあるものの権利がどのように保障されるのかについて検討する。ヌスバ

ウムはこのアプローチを「人は実際に何ができるのか、どのような状態になりうるのか」に

焦点をあてるものだとする 422。単にその人が満足しているか否かを問うだけでは、社会構

造に組み込まれて、自由に選択できない結果かもしれず、あるいは、そのことに本人は気づ

いてすらいないかもしれない。つまり、真に人間らしい生き方を問うならば、その人が何を

できる立場にいるのか、それによって何をするのかまで問われなければならない。 

 本章は、ヌスバウムの『正義のフロンティア(Frontiers of Justice Disability, Nationality, 

Species Membership)』を中心に、第 1 節では、ヌスバウムのケイパビリティ・アプローチ

(Capability Approach)を概観し、第 2 節では、障碍者の道徳的地位を基礎づけるための理

                                                   
422 Nussbaum, Martha C., Women and Human Development: The Capabilities 
Approach, Cambridge University Press, 2000, p.5. (池本幸生・田口さつき・坪井ひろみ

訳『女性と人間開発－潜在能力アプローチ－』岩波書店、2005 年、5 頁)。 



137 
 

論構成について検討する。第 3 節では、ヌスバウムのグローバルな正義論とロールズの正

義論の位相の違いを明らかにする 423。それぞれの視座からケイパビリティ・アプローチを

検討することで、「弱くあるもの」の権利や、そうした存在から社会構想を論じることの重

要性について考察する。 

 

第 1 節 ヌスバウムの思想 

 

ヌスバウムは『正義のフロンティア』において、障碍の問題、トランスナショナルな問題、

人間以外の動物の権原といった正義にかかわる問題を論点に、ケイパビリティ概念が如何

なるアプローチをとりうるかについて検討している。これら議論の前提には、社会契約論の

伝統を継承したロールズの理論があり、ヌスバウムがロールズの未解決問題としたのが、上

記の論点である。つまり、本書は、ロールズ批判の形をとりながらその卓越した思想を継承

している。 

それぞれの論点について、個別の問題と共通の問題について分けて論じる前に次項では、

ヌスバウムの思想の根幹をなすケイパビリティ・アプローチについて概観する。 

ヌスバウムのケイパビリティ・アプローチは、ノーベル賞を受賞したアマルティア・セン

との出会いが大きな転機となっている。センとヌスバウムは 1986 年から世界開発経済研究

所(WIDER)で「生活の質」に関する共同研究をはじめており、このころから哲学による経

済開発へのアプローチを模索し始めている。 

 

第 1 項 社会契約論からケイパビリティ・アプローチへ 

 

ヌスバウムは『正義のフロンティア』序論において、社会正義における未解決の問題を提

起している。第一に、現代社会の市民的平等の概念に、身体的、知的障碍のある人々は包摂

されていないという問題である。第二に、どこで生まれたかという偶然性によって、人々の

可能性がスタート地点から歪められてしまうことにたいして正義の理論は応答できていな

いという問題である。 

                                                   
423 Nussbaum, Martha C., Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species 
Membership, Harvard University Press, 2006. (神島裕子訳『正義のフロンティア－障碍

者・外国人・動物という境界を越えて－』法政大学出版局、2012 年)。  
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これらの問題について、ヌスバウムは、西洋の伝統的なアプローチの一つである社会契約

論を精査することから考察しようとした。その問題を解く鍵となるのが、古典的社会契約論

を色濃く継承しているロールズの理論である。ロールズの『正義論』は 1960 年代のベトナ

ム戦争と公民権運動に揺れるアメリカにおいて、「規範理論の復権」として大きな議論を巻

き起こした。ロールズは、人が「無知のヴェール(veil of ignorance)」のかかった状態で社

会的なルールの選択を行うことで、エゴイズムを乗り越えられると考えていた。「原初状態

(original position)」では、人は自分が金持ちなのか貧乏人なのか、男なのか女なのか、年寄

りなのか若いのか知らない。このためエゴイスティックに行動するとはどういうことなの

かわからない。そのようなとき、人はどのような基準に基づいて選択するのだろうか。ロー

ルズの答えははっきりしている。「人は全員のために選択せざるをえない」424。しかしなが

ら、マイケル・サンデルは「負荷なき自我」など実際には存在せず、状況の中に位置づけら

れた自我として存在するのだからロールズの理論では人間の共同性を真剣に受けとめるこ

とはできないと批判した。ヌスバウムも、ロールズの出発点に問題があるとする点では、サ

ンデルと同じだが、サンデルのように概念装置だとして契約論を批判するわけではない。そ

れよりも、各人の目的が「互恵性(reciprocity)」にあるとしながらも「相互有利性(mutual 

advantage)」が排除されていない点が問題だとするのである 425。つまり、相互有利性が、

初期選択状況で必要とされる限り、重度の障碍者や女性の利害関心を出発の時点で十分含

むことができないというのだ。ヌスバウムは、現在の正義論のなかでは、社会契約説に基づ

く正義の諸理論がもっとも説得力があるとしながらも、前述した問いに答えるには至って

いないとする。そこで、考え出されたのが「ケイパビリティ・アプローチ」である。 

                                                   
424 Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1999, p.121. (川本隆

史・福間聡・神島裕子訳『正義論』紀伊國屋書店、2010 年、189 頁)。 
425 Nussbaum, Martha C., Frontiers of Justice, op.cit., p.61. (邦訳、74 頁)。 
なお、現代における社会契約説をヌスバウムは三つの形式に分けている。1.相互有利性か

らのみ導出される利己主義的社会契約主義。代表的な理論にデイヴィッド・ゴティエの政

治理論がある。2.古典的な社会契約説の相互有利性とカントの道徳的要素の互恵性を混成

したロールズの理論。3.相互有利性の観念を含まないカント的観念の互恵性からのみから

導出される理論であり、倫理学のトマス・スキャンロンと政治理論のブライアン・バリー

が展開している。ロールズの理論をハイブリッドな理論とヌスバウムが考えるのは、「互

恵性」と「相互有利性」が混在しているためである。ロールズは、初期選択状況の設計に

おいてはカント的人格と互恵性の構想を用いながら、正義が生じる状況についてはヒュー

ムを援用し、正義が意味をなすのは、人々が自然状態から抜け出て契約を交わすことが、

割りに合うときだけ、すなわち相互有利性の場合だけとする。Ibid., pp.54-69. (邦訳、66
頁‐82 頁)。 
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第 2 項 ケイパビリティ・アプローチ 

 

ヌスバウム自身の立てた問いについて検討する前に、ケイパビリティ・アプローチについ

て概観しておきたい。 

ヌスバウムは、ケイパビリティを〈人がそのおかげで(in virtue of)何かすることが可能と

なるような先行条件〉と定義する 426。このような定義は、ヌスバウムがアリストテレス研

究者であることと無関係ではない。ヌスバウムにとってケイパビリティとは、アリストテレ

スの 「dunamis(可能態)」の現代語訳であり「energeia(現実態)」にたいする概念である。

現在の満足感や資源の多寡に中心的課題を置くのではなく、「人は実際に何ができるのか、

どのような状態になりうるのか(what people are actually to do and be)」に焦点を合わせる

アプローチである 427。つまり、ある機能を達成するための能力に重点を置くのではなく、

「真に人間的」であるためのレベルに関心を寄せるのがケイパビリティ・アプローチといえ

る。そのためのレベルに「閾値(threshold level)」概念を導入し、「このレベル以下では本当

に人間らしい機能を達成できない最低水準」を設定した 428。この概念の核心には、尊厳を

もった自由な存在として、他者と協力し、助け合いながら生きていく人間観がある。 

アリストテレス派社会民主主義のヌスバウムの研究の転機は、先述したように 1986 年の

WIDER(世界開発経済研究所)でアマルティア・センと共同研究したことが大きい。それま

でも、アリストテレス研究者の視点からケイパビリティ・アプローチに着手していたが、セ

ンと出会うことで独自のケイパビリティ・アプローチを発展させていった。ヌスバウムに多

大な影響を及ぼしたセンのケイパビリティ・アプローチは、「機能」と「ケイパビリティ」

を中心概念に個人的福利と社会的厚生の実現を目指して「基本的ケイパビリティの平等」を

提案した 429。共同研究は国連開発計画(UNDP)の『人間開発報告』を通して国連の「人間の

                                                   
426 Nussbaum, Martha C., ‘Justice for Women!’, in The New York Review of Books, 
1992, pp.43-48. (川本隆史訳「女たちに正義を！－スーザン・M・オーキャン『正義・ジ

ェンダー・家族』のために－」『みすず』1993 年 8 月号所収、みすず書房、1993 年、78
頁‐101 頁)。 
427 Ibid., p.5. (邦訳、5 頁)。 
428 Ibid. 
429 Sen, Amartya, Rational Fools: Choice, Welfare and Measurement, Harvard 

University Press, 1982. (大庭健・川本隆史訳「合理的な愚か者－経済理論における行動

理論的な基礎への批判－」『合理的な愚か者－経済学 倫理的探究－』所収、勁草書

房、1989 年)。 
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安全保障」の考え方にも引き継がれている。2000 年に開かれた国連ミレニアム・サミット

では、当時の事務総長であったコフィ・アナンが、「人間の安全保障委員会」の設置を提案

した。その共同議長に選出されたのが緒方貞子とセンである。その成果は、2003 年に『安

全保障の今日的課題』として、最終報告書が提出されている。そこでは人間の安全保障は「人

間の生にとってかけがえのない中枢部分を守り、すべての人の自由と可能性を実現するこ

と」と定義されている 430。ヌスバウムとセンの共同研究は、1993 年に The Quality of Life

がオックスフォード大学出版局から公刊されたのを最後に終了している 431。 

共同研究者であるヌスバウムとセンのケイパビリティ・アプローチは、ロールズの基本財

の考え方を問題視しているという点では、同様であるが、問題点については必ずしも同じで

はない。その違いの一つとしてあげられるのは、センの提示しなかった「中心的ケイパビリ

ティ」のリストをヌスバウムが提示したことである 432。リストの目的は「人間の尊厳を守

るために最低限必要なものとして、すべての国の政府が尊重すべき基本原理を支える哲学

を提供すること」にあった 433 。そのための政治目標として、政治の文脈にケイパビリティ

を位置づけることで「特定の形而上学的基礎とは無縁な形」で提示することを試みた 434。

さらにセンが「生活の質」の比較をするために、ケイパビリティ概念を座標空間として用い

たのにたいして、ヌスバウムは、比較のためだけにとどまらず、「ケイパビリティの閾値

(threshold level)」概念を一人当たりの GNP や効用に対抗するための権利の基礎と位置づ

けた 435。そうすることで、あらゆる個体が、ケイパビリティを保障するよう要求する権利

をもつとともに、政治がそれを保障することを目指したのである。 

ヌスバウムのケイパビリティ・アプローチは、「経済的社会的権利」と「政治的権利や公

民権」を相互に独立した問題として捉えるのではなく、政治的権利も公民権も、経済的社会

的要素を背後に抱えており、そのことに言及することなく問題解決は不可能だとする考え

に依拠している。こうしたことからケイパビリティ・アプローチを社会正義の理論の基礎と

                                                   
430 人間の安全保障委員会『安全保障の今日的課題』朝日新聞社、2004 年、11 頁。 
なお、2015 年 9 月の国連サミットでは、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」を

採択している。 
431 Nussbaum, Martha C. and Sen, Amartya, The Quality of Life, The United Nations 
University, 1993. 
432 Nussbaum, Martha C., Frontiers of Justice, op.cit., p.109. (邦訳、128 頁)。 
433 Nussbaum, Martha C., ‘Justice for Women!’, op.cit., p.5. (邦訳、5 頁)。 
434 Ibid., p.5. (邦訳、6 頁)。 
435 Ibid. 
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することを目的としたのである。 

次節では、先にあげた課題についてヌスバウムが如何にして応答しようとしているか考

察する。 

 

第 2 節 市民とは誰か 

 

老いはわれわれに等しくついてくる。ヌスバウムは、障碍者とケアの問題を扱いながら、

われわれにそう訴えかけているようである。障碍のある子どもや若者のケアも難しいが、過

去の親子関係を引きずる老いた親のケアには、記憶という拭いきれない時間があるだけに、

同等か、ときにそれ以上に難しい場合もある。人生において短かろうが長かろうが、他者に

依存する期間があるのは、誰にも避けられない。病気やケガなどの一時的なケアと永久的な

損傷をもつ人々とのケアを分けることは可能かもしれないが、そのような区別にあまり意

味はない。誰にとっても起こり得る問題として連続性を認めるならばケアの問題は、すべて

の人にかかわる問題である。 

ところが、ロールズの想定する人間は、「生涯にわたって十全に協働する社会の構成員」

であり、「すべて正常の範囲内」の資質をもった人々とし、そうした人々を原初状態の当事

者と措定する 436。さらに「人生の始めから終わりまで社会的協働に参加できる人々、そし

て適切で公正な同意の条件をすすんで尊重する人々は、同等な市民とみなされる」という

437。しかし、われわれは、生まれ落ちたときは他者への依存なしでは生きていけず、老いて

また他者の手が必要となり、あるいは人生の途中で特別な配慮が必要となることもある。ど

のような状態であれ、人間としての尊厳は守られるべきだ。確かに、経済的に生産性が高い

ことは称賛に値するが、それは人生の一部分のことであり、成長、成熟、衰退の時期を併せ

持つのが人間である。ところが、ロールズの原初状態は、そういった人間としてのあるべき

姿を捨象しており、重い障碍のある人々は、事後的救済を待つしかない。ヌスバウムはこの

ことについて次のように批判した。「ロールズは人々をそのように想定することで、基本的

な政治的選択の状況から、人間が経験する可能性のある身体的・知的そして永久的・一時的

なニーズと依存のより極端な形態を切り捨てている」438。 

                                                   
436 Rawls, John, Political Liberalism, Columbia University Press, 1996, p.20. 
437 Ibid., p.302. 
438 Nussbaum, Martha C., Frontiers of Justice, op.cit., p.109. (邦訳、128 頁)。 
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ロールズの原初状態について、平等主義的な観点から批判を展開しているのが、キテイで

ある。キテイは、人間の依存とその依存者をケアする人の視点からロールズの理論を批判し

ており、依存があらゆる人に関するものであるにもかかわらず、真剣に議論されていないと

指摘する。 

ここでは、キテイの五つの疑問からロールズの理論は平等主義に反するものなのか。反す

るとすれば、それはなぜなのかについて考えてみたい。キテイは、第一に、「自由で平等な

人々の互恵的な関係の内部で正義の境界線が引かれる限り、依存者は権利を奪われたまま」

だとする 439。ロールズが想定する原初状態は、互恵関係にあるとしながらも、正常な諸能

力にこだわっていることから、相互に便益のあることに視点を置いているといわざるを得

ないとキテイはいう。だとすれば、相互有利性をロールズは望ましいものとみており、重い

障碍のために、同様のケアを返すことができない人がそこには含まれていないことになろ

う 440。 

第二に、ロールズは「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」とするが、キテイは、生涯を通じてそのようなことが可能な人は、「いかなる市民にと

っても実現不可能な理念」でしかないという 441。つまり、そこには、障碍や特別なニーズ

をもつ人は、少数の例外であって、事後的に対応すればよいということが前提されていると

いわねばならない。 

第三に、自らを「正当な要求を自ら生み出しうる者」とみなす自由な人格というロールズ

の構想について、キテイは、依存労働の観点から批判している 442。依存労働は、依存者に

深く関与しなければニーズを満たすことはできない。たとえば、介護現場では、重度の依存

状態で自らの要求を伝えることが困難なとき、依存労働者は、要求がないことを理由になに

もしなくてもよいことになってしまう。あるいは、逆に義務を超えて依存者にかかわらなけ

                                                   
439 Kittay, Eva Feder, Love’s Labor: Essays on Women, Equality and Dependency, 
Routledge, 1999, pp.76-77. (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』白澤社、2010 年、178 頁‐179 頁)。 
440 しかし、ロールズは Political Liberalism では、 “Finally, it is clear from these 
observations that the idea of reciprocity is not the idea of mutual advantage.” p.17.「最

後に、このような所見から明らかなのは、互恵性の観念は相互有利性の観念ではないとい

うことだ。」と述べているため、『正義論』での議論と矛盾しているようにもみえる。この

ことについてヌスバウムは、「よく秩序づけられた社会」での市民の理想として『政治的

リベラリズム』では互恵性について述べているのであって、『正義論』における議論とは

矛盾しないとする。 
441 Ibid., p.88. (邦訳、205 頁)。 
442 Ibid., p.81. (邦訳、187 頁)。 
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ればそのニーズに応答することはできないだろう。ロールズのいうように「正当な要求を自

ら生み出しうる者」を前提にするならば、要求を伝えられない者はケアされないことになる。

したがって依存労働の議論に適用することはできない。 

第四に、ロールズの基本財のリスト自体に問題があるという。ロールズのリストは、合理

的で正義感覚を有した人を想定して作成されており、「依存者とその人たちをケアする人々

のニーズ」に十分応えられるリストになっていない 443。このことは、リストの前提となる

道徳的人格について、正義感覚と善の構想を追求できる能力に限定したことに起因する。こ

のためこのままのリストでは、病気の人や幼児、高齢者へのケアは、十分に保障されないこ

とになってしまう 444。リストには、他者への気遣いや共感、応答を加えることが必要だと

キテイはいう。このように、弱くあるものへのニーズに応えることができない正義論は、公

正とはいえないだろう。 

第五に、ロールズの社会的協働構想は、「依存」への関心が希薄であると指摘している。

ロールズは、人生の始めから終わりまで、社会的協働に参加できる人や、これらの同意の条

件をすすんで尊重する人を市民とみなすとしているが、重い障碍のため、社会的協働に参加

できない人にとって、そのような条件は不合理だとキテイはいう 445。結局、障碍のある人

は、境界線の外にこぼれ落ちるだけである。 

このようなキテイの五つの指摘は、ヌスバウムのロールズの原初状態にたいする疑問を

端的に言いあらわしたものとして、『正義のフロンティア』でも取り上げられている 446。 

もちろんロールズが、重度の障碍者について、まったく顧慮していないわけではない。そ

れどころか解決すべき問題として十分認識している。それにもかかわらず、原初状態におい

てロールズがこのようなケースを当面の間、脇に置いておこうとしていることについて、ヌ

スバウムは、以下のような観点から批判している。一つは、ロールズの基本善のリストが、

「二つの道徳能力によって特徴づけられる市民たちのニーズのリスト」であるため、重度の

                                                   
443 Ibid., p.101. (邦訳、233 頁)。 
444 基本財のリストは『正義論』以降変更されていない。1.基本的自由（思想の自由と良心

の自由）。2.多様な機会を背景とする移動の自由と職業選択の自由があること、同時に選択

を修正し変更するための決定ができる能力があること。3.責任ある職務や地位に伴う権力

や特権。4.所得と富。5.自尊心の社会的基礎。Rawls, John, ‘Kantian Constructivism in 
Moral Theory’, in The Journal of Philosophy LXXVII September 1980, Harvard 
University Press, 1999, pp.515-572. 
445 Kittay, Eva Feder, Love’s Labor, op.cit., p.105. (邦訳、240 頁)。 
446 Nussbaum, Martha C., Frontiers of Justice, op.cit., p.427. (邦訳、486 頁)。 
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知的障碍のある人々はリストからはじかれてしまうこと 447。もう一つは、ロールズが相互

有利性を手放さないことから起きている問題についてである。後者の問題についてヌスバ

ウムは、「重度の知的な損傷のある人々は、ロールズの理論にある社会契約／相互有利性と

いう側面に、深刻な問題を突き付けている」という 448。このことは、社会契約論に沿った

相互有利性の概念を推し進めるならば、重度の障碍者は、払いきれないほどの負債を負うの

ではないかという懸念を表している。多大な医療費や教育費を政府が重度の障碍者のため

に負担しても、返済できるかどうか不確定である。彼らが、自らにかかった費用以上に社会

に還元できるほどに生産的になることはないかもしれない。しかし、人間は経済的な価値だ

けで推し量れるものだろうか。ここで考えたいのは、相互有利性の観点を議論の前提にする

ことでよいのかということだ。われわれはみな、十分に社会的協働が可能になるには、相当

な年数が必要だ。乳幼児期から誰かに依存する状態が続く。平均余命が延びれば延びるほど、

老齢期が長くなり、協働できない期間も長くなる。さらに医療の進歩に伴い、これまで助か

らなかった人も、障碍は残るが助かるケースもある。誰もが、そのような状態になる可能性

を孕んでいる。そうであるならば、障碍者を前提にした議論をすべきではないか。 

このように、障碍のある子どもも大人も、何らかの理由で依存状態となった人も、ケアの

必要な高齢者も、みな市民である。にもかかわらず、社会契約の理論では、「理想化された

合理性によって特徴づけられる存在者」449が想像されるため、事後的に救済されることは

あっても、前提に組み入れられることはなく、彼らはみな市民とはみなされない。今「正常」

な人間として、市民とみなされたとしても、常に「正常」でいられる保障はなく、その都度、

市民になったり、市民でなかったりすることになる。そのような境界線は必要だろうか。生

を連続したものと捉えるならば、社会契約の理論よりも、あらゆる階層性を拒絶するケイパ

ビリティ・アプローチの方がふさわしい。ヌスバウムはそう考えているのである。 

 

第 3 節 グローバルな正義 

 

先進国に住むわれわれは、基本的には豊かな生活を享受しているといえる。しかし、今日、

                                                   
447 Ibid., pp.140-141. (邦訳、164 頁)。ここでいう二つの道徳的能力とは、正義感覚と善

の構想のことである。 
448 Ibid., p.128. (邦訳、150 頁)。 
449 Ibid., p.98. (邦訳、116 頁)。 
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世界に目をやれば、どこの国に生まれたかによってその格差は広がっている。憂慮すべき不

平等の是正は、いかにしてなされるのだろうか。 

ロールズは、「無理なく正義にかなったリベラルな人民の外交政策の理想および原理」450

を目的に『万民の法』を上梓している。ヌスバウムは、国境を超える人権の効力を認めてい

る点については評価しているが、人権のリストが薄いために、世界人権宣言で採択されてい

る権利の半分以上が捨象されていると考えている 451。たとえば、このリストに経済的不平

等についての記述はない。しかし、貧困であるがゆえに栄養不良や不健康に陥っている人々

は、いまだに世界中に大勢いる。ロールズがリストに加えなかったということは、この問題

について等閑視していることになりはしないか。このことは、市民とはだれかという問題と

密接にかかわってくる。ロールズは、市民の要件に「共通の諸共感(common sympathies)」

があれば、共通の言語、歴史、文化ではないとしても、政治的諸原理を提案できるとするが、

ヌスバウムは、「共通の諸共感」は曖昧な概念だと批判する 452。確かに、共通の諸共感だけ

をたよりに、社会すべての構成員の人権を尊重しようとしても、人々の置かれた立場によっ

て共感が生じたり生じなかったりする状況があることも考えられ、ふさわしいとはいえな

い。さらに、たとえ共通の諸共感を脇に置いたとしても、ヌスバウムにとってロールズの人

権のリストは、世界人権宣言に列挙されている権利の半分以上が捨象されているため、不十

分に映る。ヌスバウムによれば、グローバルな正義についても先の障碍者と同様に、ロール

ズが契約主義アプローチを手放さないために、相互有利性の問題が起きているという。今日

の国際社会は、人権を遵守し、リベラルな国であったとしても、それらの諸国が経済や教育

                                                   
450 Rawls, John, The Law of Peoples, op.cit., p.10. (邦訳、12 頁)。 
451 ロールズは『万民の法』で「自由で民主的な諸国家の国民の間に成り立つ正義の諸原

理」として、以下の 8 原理を示している。1.各国民は自由かつ独立であり、その自由と独

立は、他国の国民からも尊重されなければならない。2.各国国民は条約や協定を遵守しな

ければならない。3.各国国民は平等であり、拘束力のある取り決めの当事者となる。4.各
国国民は不干渉の義務を遵守しなければならない。5.各国国民は自衛権を有しているが、

自衛以外の理由のために戦争を開始するいかなる権利も有するものではない。6.各国国民

は諸々の人権を尊重しなければならない。7.各国国民は戦争の遂行方法に一定の制限事項

を遵守しなければならない。8.各国国民は、正義にかなった、ないしは良識ある政治・社

会体制を営むことができないほどの、不利な条件の下に暮らす他国の国民に対し、援助の

手をさしのべる義務を負う。Ibid., p.37. (邦訳、49 頁‐50 頁) このリストから抜けている

権利として、ヌスバウムは、法の下の完全な自由、言論および意見表明の自由、集会の自

由、職業選択の自由、同等の仕事に対して同等の支払いを受ける権利、教育を受ける権利

をあげている。Nussbaum, Martha C., Frontiers of Justice, op.cit., p.247. (邦訳、283 頁) 
452 Ibid., pp.238-255. (邦訳、272 頁‐292 頁)。 
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においてすべて平等とはいえない 453。たとえば、インド、バングラデシュ、トルコ、南ア

フリカ共和国などは、経済的に不遇で援助を必要としており、相互有利性を重視するのであ

れば、原初状態に含めることはできない 454。それらの国は、力や能力のある当事者たちか

らすれば、相互有利性をもたらしてくれる相手ではないという理由から切り捨てられるの

である。 

 

第 1 項 ケイパビリティ・アプローチの根拠 

 

しかし、不遇な状況にあり援助が必要な国ならば、なおの事、事後的な救済や、慈善の問

題としてとらえるのでなく、はじめから組み込まれるべきだろう。では、彼らを当初から含

めるために、契約主義以外の概念を使うとして、その根拠をヌスバウムはどこに見出したの

だろう。ヌスバウムは、社会契約論が生み出される以前に遡り、その根拠をグロティウスの

国際関係の基本原理にたいする自然法アプローチに見出した。グロティウスは 17 世紀にお

いてすでに、国際社会における相互依存関係を認め、「すべての国および個人の行いが道徳

の諸規範によって制約される」と論じたうえで、個人の有する人権が、「他国への介入を正

当化する」としている 455。この点からすれば、ある国の貧しい人は、他国の余剰にたいす

る所有権を有することになる。つまり、誰がどれだけの財を所有するかは、国内だけでなく、

他国との関係で考慮され、その決定は「ニーズと余剰」の観点から精査される 456。グロテ

ィウスの視点に立てば、相互有利性に至らない困窮した国であっても、事後的に救済される

のではなく、はじめの段階において、参加が可能になることから、グローバルな正義論にお

                                                   
453 2015 年 9 月の国連サミットでは「持続可能な開発のためのアジェンダ 2030」が採択

された。そこでは、「人類を貧困の恐怖及び欠乏の専制から解き放ち、地球を健全化し、

安全にすること」が宣言され、17 の目標と 169 のターゲットが策定された。これらは、

すべての人々の人権と、ジェンダー平等、すべての女性と女児の能力強化を目指し、持続

可能な開発の三側面として経済、社会、環境の調和をはかるとしている。United Nations, 
Transforming our World; The 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015. 
454 トマス・ポッゲ(Pogge,Thomas)は、今日の地球上の格差のほぼすべてが植民地時代に

政治制度と文化を破壊され、天然資源を奪われたことで生じていると歴史的事実から論じ

ている。1960 年に入植者が引き上げたとき、ヨーロッパとアフリカの一人当たりの収入の

不平等は 30 対 1 であり、教育、医療、インフラ、法・政治組織でも不平等が存在した。

ところが、それ以降も格差は縮まらず、40 対 1 に広がっていると指摘する。T.ポッゲ／児

玉聡訳「現実的な世界の正義」『思想』993 号所収、岩波書店、2007 年、105 頁－106
頁。 
455 Nussbaum, Martha C., Frontiers of Justice, op.cit., pp.19-20. (邦訳、26 頁‐27 頁)。 
456 Ibid., p.20. (邦訳、27 頁)。 
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いて、ヌスバウムは、グロティウスの理論を根拠とした。 

さらにその出発点では、マルクスからの影響も受けている。マルクス自身アリストテレス

哲学の中に、「単に動物的な方法ではなく、真に人間的な方法」によって、基本的ニーズを

満たすことに大きな意味があるということを見出し、その影響を受けている 457。たとえば、

飢えている人にとって、食べ物は料理ではなくただ腹を満たすためのものであり、その行為

は動物と変わらない 458。かりにその食べるという行為が最終目的であったなら、もはやそ

の人は人間であることをやめ、抽象的存在と言わざるを得ない。マルクスが、資本主義を批

判したのは、富が増加・拡大した社会の結果が人間の精神をゆがめ、人間を肉体的生存へと

貶めてしまうと考えたからだった。搾取や疎外によって、食べる、飲むといった生命活動が

唯一の最終目的になってしまうことは、人間が本来有する権原が著しく侵害されているこ

とになる。ヌスバウムは、「ひとりひとりの人間を尊敬に値する者として扱い、ひとりひと

りの人間が本当に人間らしく生きられるようにする社会」となるためには、ケイパビリティ

がある水準以下では、人間らしい生き方は達成できないとみている 459。 

こうして、「アリストテレス的／マルクス的」な仕方でケイパビリティ・アプローチを権

原アプローチと位置づけて、人間の尊厳にふさわしい生の前提条件を十の正義の原理とし

て提示したのである 460。 

 

第 4 節 小括 

 

                                                   
457 Nussbaum, Martha C., ‘Justice for Women!’, p.71. (邦訳、85 頁)。 
458 マルクス／城塚登、田中吉六訳『経済学・哲学草稿』岩波文庫、1964 年、138 頁‐

140 頁。 
459 Nussbaum, Martha C., ‘Justice for Women!’, op.cit., p.74. (邦訳、87 頁)。 
460 1.責任の所在は重複的に決定され、国内社会も責任を負う。2.国家主権は、人間の諸々

の可能力を促進するという制約の範囲内で、尊重されなければならない。3.豊かな諸国は

GDP のかなりの部分を比較的貧しい諸問に供与する責任を負う。4.多国籍企業は事業展開

先の地域で人間の諸々の可能力を促進する責任を負う。5.グローバルな経済秩序の主要構

造は、貧困諸国および発展途上中の諸国に対して公正であるように設計されなければなら

ない。6.薄く分散化しているが力強いグローバル公共圏が涵養されなければならない。7.

すべての制度と（ほとんどの）個人は各国と各地域で、不遇な人びとの諸問題に集中しな 

ければならない。8.病人、老人、子ども、障碍者のケアには、突出した重要性があるとし

て、世界共同体が焦点を合わせるべきである。9.家族は大切だが「私的」ではない領域と

して扱われるべきである。10.すべての制度と個人は、不遇な人びとをエンパワーメント

するさいの鍵として、教育を支持する責任を負う。Nussbaum, Martha C., Frontiers of 
Justice, op.cit., p.278. (邦訳、319 頁、360 頁‐368 頁)。 
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 ヌスバウムにとって正義の問題とは、単に哲学の問題ではなく、われわれの生活に実際に

かかわるものである。それゆえ、不正義が是正されないならそれは社会における未解決問題

として扱われなければならない。ところが、ロールズをはじめとする社会契約理論は、ヌス

バウムのいうところの問題（障碍者、外国人等）を未解決のままにしてきた。本論文では、

それぞれの問題について、弱くあるものの権利をどう根拠づけるかとして個別に論じてき

たが、それらに共通の問題として、「相互性」にかんする問題があることを指摘しておきた

い。ヌスバウムの理解にしたがえば、ロールズの「正義の諸原理」は、「相互有利性(mutual 

advantage)」を社会的協働の目的としており、重度の障碍者が含まれる余地はなくなって

しまうという。このような懸念をヌスバウムがもつのも頷ける。なぜならロールズは、「相

互有利性」に基づく社会的協働について、「深刻な障碍をもつために社会的協働に貢献する

普通の成員ではけっしてありえないような人々」は、社会の構造から排除されるとしている

からだ 461。このことは、グローバルな正義にもあてはまる。比較的裕福な社会と貧困国は、

非対称性ゆえに「相互有利性」の関係を築くことができない。このため、事後的に格差の是

正をすることで救済することになる。このことについて、1999 年に公刊されたロールズの

『万民の法』における正義の諸原理の第八原理 462をみる限りでは、貧困国への援助義務を

規定しているだけと読みとれ、はじめから貧困国も含めて正義の主題としているとは言い

難い 463。 

ヌスバウムは、ロールズの社会契約理論が、何らかの財を生産するという「相互有利性」

の立場をとる限り、社会的協働に寄与できない人々は、社会の成員とはみなされないと批判

した。社会的協働に寄与できない人々は、自己責任で努力しなければならないか、手を差し

伸べてくれるのを待つしかないことになる。そこにヌスバウムはロールズの限界をみとっ

                                                   
461 Rawls, John, Justice as Fairness A Restatement, Harvard University Press, 2001, 
p.170. (田中成明・亀本洋・平井亮輔訳『公正としての正義 再説』岩波書店、2004 年、

297 頁)。 
462 前出の注 30 で述べたように第八原理は、「8.各国国民は、正義にかなった、ないしは

良識ある政治・社会体制を営むことができないほどの、不利な条件の下に暮らす他国の国

民に対し、援助の手をさしのべる義務を負う」というものである。Rawls, John, The Law 
of Peoples, op.cit., p.37. (邦訳、49 頁‐50 頁)。 
463 ベイツ(Beitz, Charles)はこのことについて、グローバルな分配的正義の理論が関心を

もつべきは、国際社会の基本構造、つまり、利益のグローバルな分配に影響を与える経済

的、政治的、法的諸制度と実践であるとして、貧困の解消と格差是正を正義の議論に組み

込むべきところをロールズは単なる援助義務としていると批判している。Beitz, Charles 
R., ‘Cosmopolitanism and Global Justice’, in The Journal of Ethics, Vol. 9 Issue 1-2, 
March 2005, p.24. 
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た。われわれは、常に社会に貢献できる状態にあるわけではない。諸々の生の偶然性という

不確かさからすれば、「相互有利性」の関係から排除されることは、どの人にとっても例外

的なことではないはずだ。なぜそこに境界線を引くのか。ヌスバウムは、「「正常」な生と永

久的に器質的損傷のある人々とのあいだにある非常に重要な連続性を承認すること」を要

求している 464。境界線など引けるはずがないではないかというのだ。しかし、「相互有利性」

にこだわる限り、境界線は消えない。ではどうするか。ヌスバウムは、社会の枠組みから変

えようとする。つまり、相互有利性(mutual advantage)を基礎とした社会ではなく、相互依

存(inter-dependence)を出発点とした社会を構築しようというのだ。障碍者であれ、女性で

あれ、貧困状態の人であれ、互恵的でないことを理由に、後回しにされていいはずはない。

ヌスバウムは、依存を基礎とした社会を実現するにふさわしいアプローチとしてケイパビ

リティ・アプローチを提唱した。「何ができるのか、どんな状態になれるのか」を問うケイ

パビリティ・アプローチは、ロールズの契約理論の網の目からこぼれ落ちた人々の文脈を救

うことを可能にするとともに、公共政策が、資源の保障にとどまり、あとは自己責任の問題

や個人の努力の問題としてしまうことのないよう警告するものである。たとえば、われわれ

は、目が見えない人に、なぜその本が読めないかと聞くだろうか。耳が聞こえない人に、な

ぜわたしの言うことがわからないのかと問いただすだろうか。あるいは、女性の妊娠、出産

は不自然なことなのだろうか。これらにたいしては、点字にする、読み上げる、文字にする、

育児休暇体制を整えるといったサポートや環境整備、情報提供をすることで、彼らのできる

ことの可能性が広がるのではないか。できないことが、すべて消えてなくなるわけではない。

しかし、われわれ社会は、その限界まで努力してきただろうか。できることがあったにもか

かわらず、社会的条件を捨象して、個人の責任にしてこなかっただろうか。このように、ヌ

スバウムのケイパビリティ・アプローチは、社会だけでなくわれわれ自身のあり方にも反省

を迫るものである。 

 

 

 

 

 

                                                   
464 Nussbaum, Martha C., Frontiers of Justice, op.cit., p.99. (邦訳、116 頁)。 
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第 8 章 ケアの倫理の社会化可能性 
 
 
 ノディングズの著書 Caring の第一版が登場したのは、ギリガンの正義の倫理への異議申

し立てによってケア対正義論争がはじまったばかりのころだった。この著書は、副題に A 

Feminine Approach to Ethics and Moral Education と Feminine が使われていたことから

女性特有の倫理観と解され、一部のフェミニズム論者からの批判に晒された。さらに、caring 

for と caring about の解釈についても、ノディングズ自身の曖昧さも相まって、誤解と混

乱を招くこととなった 465。 

 

第 1 節 ケアをめぐる混乱へのノディングズの反論 

 

 ノディングズによれば、その副題の意図するところは、女性の経験におけるケアリングの

ルーツにある relational な概念を根拠づけることにあった 466。しかし、ノディングズの意

図をよそに、論争の多いテーマでもあることから女性のあり方を賞揚していると批判され

た。このことについて、ノディングズは、後年、副題によって批評家に誤解を与えたと振り

返り、その誤解への反論を試みている。ノディングズの主張は、大きく二つに分けられる。

第一に、caring と caregiving にかんすること、第二に、caring for と caring about にかん

することである。 

 第一の反論では、caring に焦点をあてるならば、思いやりとしてのケア caring と、単に

                                                   
465 これらの批判については、本論文第 3 章、第 4 章で論じている。 
466 Noddings, Nel, Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education; 
Second Edition, Updated, University of California Press, 2013, p.xⅲ. 
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介護としてのケア caregiving を峻別する必要があるが、ケアの倫理がまだ新しい倫理観で

あり、今まさに発展途上の規範的な道徳倫理のため、一部のケアの倫理支持者たちが両者を

同一視していることから上記の混乱が起きたというのが、ノディングズの言い分である 467。

確かに、病人や高齢者や乳幼児の「介護(care)」をすることは、ケアの倫理にとって重要な

要素である。とはいえ、ノディングズは、現実には、ケアを提供する人が、思いやりを置き

忘れて介護をすることがあるのをだれでもみな知っているという 468。つまり、ケアの活動

をすることや職業として介護することは思いやりの多寡にかかわらず可能になってしまう

ということである。ケアの現場で単なるサービスの提供手段としてしか位置づけられない

ケアは、内容や質の低下につながるだろう。ノディングズは、caregiving のケアをサービス

提供手段として位置づけ、思いやりとしてのケア caring と分けて考えており、主著 Caring

において論じているのは、後者のことであり、そのことで誤解が生じているとする。 

 さらに厄介なことには、「介護」としてのケア caring が行われてきた領域は、家族が担っ

ており、とりわけ女性の仕事とされてきたことだ。それはアンペイドワークとして、社会的、

経済的に低い価値しか認められなかった。再生産労働の歴史的生成過程として、女性の労働

とされてきた行為をケアリングと解されているために起きた混乱である。 

 では、ノディングズが、主著 Caring で想定していたケアの倫理とはどのようなものだっ

たのだろう。そのことを端的にあらわした一文がある。「ケアの倫理というものは、一般的

に、われわれが、どのように互いの要求を満たし、どのように互いを扱うかということにか

んするものである。つまり、ケアの倫理は、ケアの関係性を樹立し、維持し、強化するかど

うかにかんするものである」469。このように、ノディングズにとってケアリングは、他者と

の関係、すなわち relational な概念に基礎を置くものであり、その倫理観を含意した caring

について考察したものである。 

 第二に、caring for と caring about にかんする問題であるが、すでに第三章でふれてい

るので、ここでは簡単に振り返ったうえで、論点に移りたい。ノディングズが、批判された

のは、Caring において、アフリカの餓えた子どもたちをケアする義務がないとコメントし

たことによるものだ。ノディングズ自身本文中でもその真意について述べてはいたが、批判

を免れることはできなかった。その後、Starting at home で、再びそのことについてふれ、

                                                   
467 Ibid., p.xⅲ. 
468 Ibid. 
469 Ibid., p.xⅸ. 



152 
 

caring for と caring about のちがいを説明することで理解を求めている。ノディングズに

とって、caring for は、直接的な注意深さと応答に特徴づけられる出会いのことである。他

方、caring about は、遠くの他者に、若干の関心を示しはするものの、ケアを必要とする人

への応答の保証までするものではない。ケアリング成立必要条件について、なんらかの直接

的な接触を通して、ケアリング関係を確立することとしているノディングズにとって、

caring about を caring for と同等に扱うわけにはいかなかった。それでもなお、ノディン

グズは、第三章でも述べたように、正義の意識の源泉として caring about を再定義するこ

とで、ケアの倫理を公的領域に拡張しようと試みている。 

 

第 2 節 ケアの倫理を公的領域に拡張することへの懸念と批判 

 

しかし、このようなケアの倫理を公的領域に拡張することにたいして批判がないわけで

はない。ここではノディングズ自身が認める caring about の弱点について考察したのち、

フェミニズムからの批判を取り上げる。 

ノディングズは、「caring about には固有の弱点がある」470という。それは「理論的なレ

ベルとしては整合性が取れているとしても、実践では実行不可能な抽象概念や制度」に依存

して進められる可能性があり、「最悪の事態としてはケアリングの自然な順列をゆがめてし

まい caring about が caring for より価値がある」とみなされるかもしれないというもので

ある 471。なぜ、これらが弱点なのだろう。ノディングズは「制度を構築する人々は、それ

らを正当化し、改正し、拡張する」ことに奉仕するあまり、いつしか「ケアを必要とする人々」

が忘れ去られてしまうのではないかと懸念する 472。さらに、この傾向が助長されると caring 

for の対象とする範囲が caring about に比べて、「直接的で個人的で偏狭的」であるように

みえ、caring about が caring for を軽くあしらうようになってしまい、本来のケアリング

からの価値の転倒が起きる可能性もあるという 473。 

ノディングズはこれらの弱点を認めたうえで「caring for（直接ケアすること）の代わり

にいかなる十全なものもあり得ないが、理性的で誠実な caring about であるならば、より

                                                   
470 Noddings, Nel, Starting at Home: Caring and Social Policy, University of California 
Press, 2002, p.22. 
471 Ibid., pp.22-23. 
472 Ibid., p.23. 
473 Ibid., pp.22-23. 
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多くの他者へのケアができるようにケアリングを拡張する方法を示唆しうる」474とし、

caring about の可能性を説いた。それはギリガンが、「誰ひとりとして傷つけられてはなら

ない」として人間関係のネットワークを重視したのと同様に、人と人との関係性の充実を目

指したものである 475。 

ノディングズは caring for と caring about のジレンマについて、個人的体験をあげて説

明する 476。「数年前、わたしと夫が、アジア系アメリカ人の子どもを養子として家族の一員

に迎え入れたとき、同僚は賞賛しながらも次のように述べた。《それ自体はすばらしいこと

だ。しかし、養子縁組をすることが答えじゃないだろう》。同僚はわたしに、すべての両親

のいない子どもたちの世話をするという、高次元の解決を望んでいたのだった。わたしは苛

立ちながら《わかっている。今回のことは、この子にとっての答えでしかない》と応答した。

今、振り返れば、我々はどちらも部分的には正しかったように思う」477。この体験からもノ

ディングズは、caring about を caring for と同等に扱うことはできないとのジレンマを痛

感したことだろう。ノディングズのケアリングにとって責任を負うとは、世話することに他

ならない。気遣うだけでは、責任を果たしたとはいえないと考えているのだ。それでも、ケ

アの拡大に挑戦するノディングズは、caring for をケアの本質としつつ、その本質を保持し

たまま caring about を取り込むことで、ケアの可能性を広げようとする。われわれが専心

没頭できるのは、目の前の他者だけだが、傷つきやすい(vulnerable)ものへまなざしを向け

るならば caring about は、その可能性を開いてくれる手段となる。caring about は caring 

for をもたらし、維持し、高めるのを助け、caring for に奉仕することによって、それ自身

の目的を達成しうるのだ。 

                                                   
474 Ibid., p.23. 
475 Gilligan, Carol, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s 
Development, Harvard University Press, 1982, p.63. (邦訳、109 頁)。 

476 ノディングズは、1950 年に高校時代から付き合っていた医学生ジェームズと結婚して

いる。ジェームズは、朝鮮戦争から復員するとき戦争孤児を自分の息子として、連れて帰

ってきた。戦争の惨状を体験した彼は、アメリカ人としての戦争責任を痛感しての行動だ

った。それ以来ノディングズ夫妻は、実の子どもも含めて十人の子どもを育てている。そ

れにかんするノディングズ夫妻のエピソードに次のようなものがある。実の長男が「ね

え、赤ちゃんはどこから来るの？」と夫妻に尋ねたとき、ジェームズが戦争孤児として韓

国から連れ帰った長男がこう答えた。「ジョン・エフ・ケネディ空港から来るんだよ」。

Noddings, Nel, The Challenge to Care in Schools: An Alternative Approach to 
Education, Teachers College Press, 1992. (佐藤学監訳『学校におけるケアの挑戦－もう

一つの教育を求めて－』ゆみる出版、2007 年、337 頁、訳者あとがき)。 
477 Noddings, Nel, Starting at home, op.cit., p.23. 
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このような取り組みについて、公的領域と私的領域の非連続性の立場をとる森は、ケアの

倫理が母と子の関係性に特徴的にみられることから、排他的な関係を公的倫理に拡張する

ことに懐疑的である。「家の内部の、とくに母子関係の倫理は、優劣は別にして公的領域の

モラルとはそもそも全く性質をことにするものである。母子関係を特徴づけるものが、非対

称性、排他性、特殊性、親密性などであるのにたいし、市民の間の政治的な関係は、平等性

を基本とし、かつ一般的なルールを形成する。よき母であることはよき市民であることをけ

っして意味しない。たんなる生命の保全は、私的領域の価値であるとしても、公的なそれで

あるにはきわめて不十分である」478。このように森は、母子関係を基盤とするケアの倫理

は、そもそもその性質からして公的領域のモラルとは相容れないという。確かに、母と子は

非対称的であるため、支配、抑圧のパターナリズムの問題を内包しており、たいていの場合、

母親が産み育てることから「わたしの子ども」という排他性を含んだ特殊で親密な関係にあ

る。このため、家庭内では、必ずしも一般的な規則に縛られるわけではなく、家庭のルール

が優先されることもある。しかし、ルールそれ自体の存在を教えられ、守らねばならないこ

とを知るのも家庭である。森がいうように、公的領域は平等性を基本とする。ところが、現

実は必ずしもそうなっていない。すべての人を等しい者の集合とみなすことで、子ども、高

齢者、障碍者など依存を余儀なくされる者の存在が隠蔽されてしまうばかりか、彼らをケア

する者の存在さえも隠されてしまうだろう。そうであるならば、公的領域の平等を基本とし

た一般的なルールも甚だ心もとない。「リベラリズムが我々にもたらしてくれた諸権利を拒

絶するのは愚かだろう。公的な生活で学ばれたことの多くは個人的な生活に有効に適用さ

れうる。しかしながら、その逆もまた真実であり、その考察は長い間遅れていた」479。ノデ

ィングズはこのように述べ、リベラリズムの功績を受け容れながら、ケアの倫理を公的領域

の議論や政策に反映させることの意義を認め拡充しようとする。 

 

第 3 節 責務 

 

 ノディングズはケアされる人からの応答をケアリングの成立要件の一つにあげるが、そ

の応答について、言語による応答だけでなく、赤ん坊の笑顔、介護された人の満足した様子、

                                                   
478 森政稔「政治思想史のフェミニスト的解釈に寄せて」『ジェンダー ライブラリ相関社

会科学』所収、新世社、1994 年、213 頁。 
479 Noddings, Nel, Starting at home, op.cit., p.22. 
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生徒の学びへの意欲等も、caring for としての応答と捉えている。それだけではなく、遠く

離れた他者にたいする気遣いも caring about として、その応答可能性を認めている。しか

しそれは、あくまで caring for を維持し高めるための拡張機能として、さらに正義の意識の

源泉として caring for の価値の拡充のためである。こうして、caring about によって拡張

されたケアは、存在するにもかかわらず、誰かに気づいてもらわなければ、満たされなかっ

たニーズに言葉を与え、権利のフレームからこぼれ落ちていた人々に手を差し伸べること

を可能にした。われわれは、そうした人々に責任をもって応えなければならない。 

 

第 1 項 ヴァルネラビリティ・モデル(vulnerability model) 

 

こうしたケアの関係における責任について、グディンは、「ヴァルネラビリティ・モデル

(vulnerability model)」－以後、V.M と略記－として提示する。グディンの V.M は、特別な

関係の他者には「特別な責任」があるとするものである。それによれば、「脆弱性

(vulnerability)」とは、誰かからあるいは、何かからの脅威にさらされている状態である。

そのような状態での「特別な責任」とは、脅威となる危害を避け、脆弱なものを保護する責

任を指す 480。つまり、目の前に誰かを頼らざるを得ないような状態の人がいるという事実

が「特別な責任」を引き寄せるのだ。 

他方、伝統的な契約論にみられる「主意主義モデル(voluntaristic model)」は、ある特定

の他者にたいする責任について、自発的な契約がもたらす結果にたいしては義務を負わな

ければならないとする因果論的モデルである。このような伝統的な契約論にしたがえば、特

定の他者であれ、見知らぬ人であれ、契約さえすれば責任の重さは同じということになる。

つまり、誰にたいしてであろうと一般的な義務として扱われる。 

これにたいして V.M の責任は脆弱性への応答責任としての「特別な責任」であり、何ら

かの成果がもたらされることを引き受けるよう命じる帰結主義的モデルである 481。その意

味でケアの倫理と同様の応答責任をもち、誰も傷つけられないことを目指し、そこでの傷つ

きやすい人を保護するものである。たとえば、それは、特別な存在としてわれわれの家族や

友人だけでなく、価値を共有する同胞や外国人、将来世代、動物や自然環境にまでおよび、

                                                   
480 Goodin, Robert E., Protecting the Vulnerable: A Reanalysis of Our Social 
Responsibilities, The University of Chicago Press, 1985, p.110. 
481 このことをグディンはプラグマティックで道徳的な「当為(ought)」と呼び、脆弱性に

付随した義務とする。Ibid., p.125. 



156 
 

人為的なもの、自然的なものを問わず、あらゆる脅威からの保護にたいする責任を出発点と

する。 

では、V.M は、いついかなるときでも果たさなければならない絶対的なものなのだろう

か。グディンは基本的な個人の責任について「A の利益が B の行動や選択に対して脆弱で

ある場合、B は A の利益を保護する特別な責任を負う。この責任の強さは、B が A の利益

に影響を及ぼすことができる程度に依存する」とする 482。言い換えれば V.M における傷つ

きやすさへの責任の領域と範囲は、その責任の度合いから判断する。したがって、その責任

は相対的なものであり、一般的な責任とは異なる。V.M は、目の前の脆弱な他者を守ること

を目的とするのである。これには、脆弱性だけに焦点をあてて、因果関係を無視するのかと

いう批判もあるかもしれない。しかし、脆弱性を抱える人にその理由を聞いてから助けるか

どうか判断するのでは、遅すぎることもある。目の前で溺れている人を助けるのに因果関係

を確認してから助けるだろうか。貧困に苦しんでいる人を前にして、因果関係を調査するよ

りニーズを充足することのほうが先だろう。手を差し伸べる道徳的責任がわれわれにはあ

る。因果関係と責任は位相が異なるものとして考えるべきだ。 

道徳的責任についてグディンは、混雑したビーチで溺れかけている子どもを助ける例を

あげている 483。それによれば、第一義的には、溺れている子どもを救う責任は父親にある。

しかし、なんらかの理由で父親が救助に失敗したとき、その責任は傍観者が負うことになる。

あるいは、父親が行動しなければ、やはり責任は傍観者に転移する。このとき、傍観者は、

他人であることを理由に、助けないことの言い訳にはできない。たとえ傍観者であったとし

ても、そのとき「最善の助けになる」人が、溺れている子どもを救助すべきとするのが V.M

だ。さらに、もしも一度で救出できなかったならば、主たる責任を担った人だけでなく傍観

者も、「残余責任(residual responsibility)」を担うことになる 484。その場にいる人全員に継

続的な責任が発生するわけだ。しかし、その責任は、どこまでも担わなければならないわけ

ではない。責任の度合いは、傷つきやすい人のニーズとそれをケアする人が効果的に行動す

ることのできる能力によって決まるとする「責任の分散(diffusion of responsibility)」485を

                                                   
482 Ibid., p.118. 
483 Ibid., p.134. 
484 Ibid., pp.134-135. 
485 グディンは、「責任の分散(diffusion of responsibility)」について、一般的には傍観者

にまで責任を追及することは酷であり、傍観者が結果責任を問われることは、ほとんどな

いとしている。 
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提唱する。責任は、関係者全員に及ぶが、その度合いについては、その人の能力によって異

なり、それを限度にそれ以上でもそれ以下でもないとする 486。 

他方、契約論を基礎とする主意主義モデルでは、当事者が絶対的な責任を負うことになる。

たとえば子どもへの責任について、母親が産んだという自発的事実を根拠に、母親が子ども

への責任を負うことになる。「あなたが産みたくて生んだんでしょ。だったらあなたの責任

よ」という自己責任論によって、必要以上に献身的な世話が求められ、母親を追い詰めてし

まいかねない。 

これにたいして、グディンの V.M は、結果まで勘案する帰結主義的倫理である。さらに、

グディンは、このような個人の脆弱性だけでなく集合的に脆弱な場合についても検討して

いる。巨大な海域でヨットが転覆し、救命ボートがすぐに行かなければヨット操縦士が溺れ

てしまう場合を想定した事例である。この場合、先に検討した個人の責任と異なり、はじめ

に誰が助けるかは問われない。なぜなら、救命ボートの乗組員五人は、単独で行動してもヨ

ット操縦士を助けることはできないからだ。唯一助かる方法は、五人が一緒に協働すること

である。こういった集合的ケースにおいては、「誰かが必要なことをするのを確実にする」

責任が生じる。確実に助けるという目的のためにヴァルネラブルな人のニーズを最大限尊

重する必要があるのだ 487。そのニーズが、五人全員の協働という応答責任を生じさせるの

である 488。このように V.M においては、親密な関係かどうかといった関係性の近さからだ

けではなく、誰が確実に助けうるかといった応答能力まで問うことで確実にニーズに応え、

希望の結果を生み出すことができる。こうした V.M は、それゆえ絶対的な責任を親密な関

係に求めるものではなく、関係性のうちに相対的な責任を負うものである。 

次項では、ケアの倫理における責務をノディングズのケア論から考察する。 

 

                                                   
486 Ibid., pp.134-135. 
487 Ibid., p.136. 
488 V.M におけるグループ責任の原則は次のようなものである。： 
A の利益が、選択的あるいは共同的なグループの行動や選択にたいして脆弱である場合、

そのグループは、A にたいして特別な責任を持つ。 
（a）組織化する（公式あるいは非公式に） 
（b） A の利益が保護されるように、グループのメンバーによって調整された制度を実施

するだけでなく、一貫してグループの責任となる。ここでは、個人の責任の場合と同様

に、この責任の強さは、A の利益がグループの行動や選択によってどの程度影響されるか

に厳密に依存する。さらに、A にたいするグループ責任は、他の人にたいする責任を上回

る可能性がある。Ibid., p.136. 
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第 2 項 ノディングズのケア論は責務(obligation)をどう解するか 

 

ノディングズは、「わたしはしなければならない(I must)」は、すでに責務を伴っている

という。その責務の源泉は、二つある。一つは、ケアリングの関係において、「わたしはし

たい(I want)」と「わたしはしなければならない(I must)」が区別なく生じるような自然的

ケアリングである。ケアリングは、わたしと他者との相互関係であるが、自然的ケアリング

においてその責務をわたしが認識しているわけではない。他方、「わたしはしなければなら

ない」という責務があるにもかかわらず、「したくない」と感じる場合がある。この場合、

「わたしはすべきである」という道徳的心情を感じ、その感性に拘束され、倫理的にケアす

ることになる。このことをノディングズは倫理的ケアリングと呼ぶ。前者の自然的ケアリン

グについて、ノディングズは、夜泣きする赤ん坊を例にあげている。その赤ん坊にたいして、

何かをしなければと感じるだけでなく、何かをしたいと感じる。「わたしは、自分自身の苦

痛を取り除きたいと思うのと同じように、子どもの苦痛を取り除きたい」489と感じる。それ

は、「わたしはしたい(I want)」を伴う命令である。この場合の「しなければならない(must)」

は、まだ倫理的な「すべきである(ought)」ではなく、むしろ「欲求(desire)」から生じた「し

なければならない(must)」である。一方、後者の「わたしはしなければならないが、したく

ない」場合は、道徳的に振る舞おうとする「すべきである(ought)」を伴っている。 

このように、ケアリングは、「自然的ケアリング(natural caring)」と「倫理的ケアリング

(ethical caring)」に分けられるが、最初の授権的な心情である自然的ケアリングがなければ、

どんな倫理的な心情もあり得ない。先の例でみれば、わたしが赤ん坊の世話をすることは道

徳的ではなく、自然的である。赤ん坊にたいして、応答したいという衝動が、本能的とみな

されるかどうかは別として、「目の前の他人のために行為したいという衝動が、それ自体生

得的」490なものであるとノディングズは主張する。したがって、道徳的でありたいという強

い欲求は、ケアしケアされ続けたいという「根本的で自然な欲求から」反省的に導出される

のである。 

とはいえ、「わたしはしなければならない(I must)」が生じない場合でも、わたしは倫理

的に振る舞わなければならないのだろうか。これについて、ノディングズは、「わたしの考

えでは、これにたいする答えは、純粋な道徳的心情（わたしたちの第二の心情）が、ケアす

                                                   
489 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.82. (邦訳、129 頁)。 
490 Ibid., p.83. (邦訳、130 頁)。 
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る関係を、善いものとして、他の形式の関係よりも善く、それよりも優れているものとして

評価することから生じる」491という。つまり、わたしの応答が、自分自身の「倫理的理想

(ethical ideal)」すなわち、「ケアリングの関係にとどまり、ケアする人としての自分自身と

いう理想を高める」ことにかかわるという認識が、「わたしはしなければならない(I must)」

という倫理観を惹起するというのである 492。しかし、それでもなお、この「しなければな

らない」と「したくない」との葛藤が起きるのは、具体的状況としてのわたしの多忙さや相

手の曖昧さ等種々の事情があるという。これらの事情は、客観的分析の前に退けられてきた

が、「一時的に、正当化をわきに置いて」493も検討されるべきだという。ノディングズは、

倫理的葛藤と具体的状況という二重の意味で応じようとしないことについて、「最初の「わ

たしはしなければならない(I must)」が生じるとき、わたしはそれを受け容れる責務がある

し、また、それが自発的に目覚めることに失敗するときは頑固なまどろみからそれをとって

くる責めをさえ負う。わたしの責務の源泉は、ケアリングという関係にわたしが与える価値

である」494と述べる。つまり、わたしはしたくないと思っていても、自ら他者をケアしてい

ないことに気づいて、その責務を全うしようとするのは、ケアリングの記憶にわたしが価値

を見出していることに起因するという。しかも、その対象は、これから出会うであろう他者

にまでおよび、「しなければならないが、したくない」という両者の葛藤をわたしの考察の

中心に位置づけ、自分自身がケアしケアされた瞬間の見取り図を想起することによって、自

分の行動を導くことができるというのである。この倫理的な行動の源泉は、他者にたいして

直接感じる心情と、「しなければならない」を受け容れそれを維持する最善の自己にある 495。

ノディングズは、これを「倫理的ケアリング」と呼び、その判断基準の最高の見取り図を「倫

理的理想(ethical ideal)」に求めた 496。もし、道徳的合理主義者であるならば、原理をその

行為に適用すべきと迷わず助言するだろう。しかし、ケアの倫理は、「われわれが長い時間

をかけて自然的ケアリングとして構築した倫理的理想を描き出すように助言する」497。つ

                                                   
491 Ibid., p.83. (邦訳、131 頁)。 
492 Ibid., p.5. (邦訳、7 頁)。 
493 Ibid., p.84. (邦訳、132 頁)。 
494 Ibid. 
495 Ibid., p.80. (邦訳、125 頁)。 
496 ノディングズにとって倫理的理想は、専心没頭と動機の転移をケアリングの中核概念

に据え、ケアする人としての認識だけでなく、ケアされる人としてのあり方についても、

反省を促すものである。Ibid., p.49. (邦訳、77 頁)。 
497 Noddings, Nel, The Maternal Factor: Two Paths to Morality, University of 
California Press, 2010, p.68. 
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まり、自然にケアできないならば、そのときは「わたしたちは倫理的ケアリングの能力に頼

らなければならない」とする 498。さらに、ノディングズは、倫理的ケアリングについて次

のように述べている。「倫理的ケアリングは、先に叙述したように、規則や原理に依存する

のではなく、理想それ自体の発達に依存する。それは、自己についてのどんな理想にも依存

せず、ケアすることと、ケアされることとをひとが最もよく思い出すこととに一致して、発

達する理想に依存するのである」499。 

このように、ノディングズは、道徳判断には、普遍的な原理や規則より、倫理的理想を設

定することが望ましいと考えている 500。他方、伝統的な道徳哲学において、原理や規則は

普遍化可能でなければならないとされるが、それは、人間の同一性を前提としていた。その

ことについてノディングズは、「その原理を受け容れるには、人間の諸状態が十分な同一性

を示すということを確証する必要があるはずである。しかも、同一性をあらわにすると思わ

れるそうした諸性質を、具体的な状況から抽象することなしに、このことは行えない。こう

したことを行う際には、わたしたちはしばしば、その状況で道徳的な問いを生じさせるまさ

しくその性質や要因を失う」と述べる 501。このようにノディングズは、同一性概念のもと

に展開される原理の適用には否定的であり、普遍的な原理や規則は、倫理的判断の基準には

ならず、倫理的理想にいかに忠実であるかが、判断基準になるという 502。しかし、そうで

あるならば、それは相対主義に陥ってしまうことはないのだろうか。ノディングズは、倫理

的理想の中核には「ケアリング関係の維持」という普遍的構成要素を含んでいるのだから相

対主義に陥ることはないと主張する。 

ここでグディンとのちがいが明確になる。グディンにとって責任は、関係のなかから生成

してくるだけでなく、その中で誰がもっとも傷つきやすい人を助けうるかという応答能力

も問うている。このため、もし父親が泳げなければ、必ずしも父親が溺れている子どもを助

けなければならないというものではなかった。しかし、ノディングズのケアの倫理は、母親

                                                   
498 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.86. (邦訳、135 頁)。 
499 Ibid., p.90. (邦訳、141 頁)。 
500 Ibid., p.85. (邦訳、133 頁)。 
501 Ibid. 
502 たとえば、路面電車や救命ボートのジレンマでの解決にカント主義者に同意したとし

ても、それは、原理にしたがって道徳的判断を下したのではなく、他者のニーズへの応答

と基本的な共感から導かれた倫理的理想として行動したのである。この意味で、ケアの倫

理は、規範的というより記述的倫理である。Noddings, Nel, The Maternal Factor, op.cit., 
p.69. 
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と子どもの関係を範とするものであり、親としての責務を第一にあげている。母親にとって

自分の子どもが特別な存在であるように、別の母親にとっても自分の子どもが特別な存在

なのだ。ノディングズは、そのかけがえのなさから親密な人への特別な責務を認める。この

ことからすぐに、身近な人と見知らぬ人を区別すべきと主張しているわけではない。親から

子へのかけがえのなさが有機体を成り立たせてきた生物学的事実だというのだ 503。 

では、ノディングズにおけるケアリングの責務の及ぶ範囲は如何なるものだろうか。ノデ

ィングズのケアリングが「他者のなかで完結する可能性」に言及している以上、成立する範

囲は制限されることになる。逆にいえば、その人がケアされる人として応答でき、その応答

をケアする人が受け入れる可能性を妨げられないならば、つまり、ケアリングが他者のうち

で完結するならば、われわれはケアする人としてその人に接しなければならない責務があ

るということになる。その責務は、倫理的ケアリングを促す契機になる。もし、わたしを呼

ぶ声が聞こえたならば、たとえ見ず知らずの他者であっても応答しなければならないのだ。 

では、責務を統制するものは何であるか。ノディングズは二つあげる 504。第一に、今あ

る関係の存在あるいは潜在能力によって、第二に、成長のための動的な潜在能力によってで

ある。この第一の基準が、絶対的な責務を確立する。他者に応答の可能性がある限りにおい

て、われわれにケアする人として他者に接せよと命ずるのである 505。第二の基準は、その

責務の優先順位の指標である。切迫度といってもいいだろう。応答が差し迫ったものである

なら、われわれの責務の可能性も同程度に大きくなることを示唆している 506。 

このように、ノディングズのケアの倫理の責務は、ケアリングの網の目のなかの関係全体

を意識し、誰もが傷つけられることのないよう努めるものである点においては、グディンの

V.M と同様の倫理観であるが、その責務が、グディンは相対的であり、ノディングズは絶対

的であるという意味において異なるものであった。しかし、それは、親の子にたいする責務

を第一義的とした点においては何ら変わることはない。逆にグディンの溺れている子ども

                                                   
503 Ibid., p.83. 
504 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.86. (邦訳、135 頁)。 
505 われわれのケアリングが他人のうちで完結できるならば、関係の命令は定言的である

が、関係がまだ確立していないとき、あるいは、関係が完全に拒絶されるかもしれないと

きは、仮言的な命令になるという。すなわち、もしわたしが関係のうちに入り込みたい

（あるいはそうすることができる）ならば、わたしはしなければならない。Ibid., p.86. 
(邦訳、136 頁)。 
506 ノディングズは、動物の潜在的な応答能力は静的であり、相互に応答できないか、応

答の本性は実質的に変化しないが、子どもの潜在能力は膨大であるとみている。Ibid., 
p.87. (邦訳、137 頁)。 
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の事例でみたように水泳選手が最もふさわしい人という考え方は、ケアする人の退出を可

能にするとも解することができ、これまで女性がその多くを担ってきたケア労働を再考す

る契機となる。しかし、このことは、V.M の責務の相対性とも相俟って、道徳性の低下を招

きかねない。そうであるならば、ノディングズのいうように、 caring と caregiving は同

義ではないとその性質を峻別し、女性がこれまでその多くを担ってきたケア労働やジェン

ダー不平等については caregiving として異議申し立てをし、「caring trip(ケアリングの罠)」

ならぬ caregiving trip に陥らぬよう考察を重ね、ケアに帰属するあらゆることを念頭に公

的領域におけるケアの倫理の可能性を模索すべきではないだろうか 507。 

 

第 4 節 倫理的理想(ethical ideal of caring) 

 

 このように、ノディングズは、ケアリングにおける応答可能性を条件に、それに応えるこ

とが責務であり、仮に呼びかけを無視するようなことがあれば、罪の意識を伴い苦しむ可能

性があるとする。そのことからすれば、「他人の中で完結する可能性がないなら、わたした

ちは「わたしはしなければならない(I must)」を喚起する義務はない」508のであり、このこ

とによって普遍的ケアは否定される。しかし、これは、見知らぬ人の応答可能性まで否定し

ているわけではなく、心を込めたケアのできる範囲の限界を述べているのである。ケアする

人としての能力の限界は、理想と現実との間で苦悩する倫理的自己に依存することになる。 

では倫理的自己とは何であり、それはいかにして生じるのであろうか。ノディングズは、

「ケアすることは、定まった規則によってではなく、愛情と敬意によって行為すること」509

であると述べる。規則や原理に基づいた行為は、例外を作り出すことにつながり、異質なも

のを排除する。このような状態をノディングズは「倫理的に堕落」しているという。このた

め、倫理的判断の基準を原理や規則に求めるのではなく、身近な人にたいする自然な情感に

                                                   
507 ここでいう「caring trip ケアリングの罠」とは、ギリガンにたいして、ロザリンド・

バーネットとカイリ・リバーズが、ギリガンのケアの倫理は、本質主義であって、女性を

家庭生活に送り返そうとしているとして使ったものである。しかし、ノディングズは、そ

の用法自体が間違っていると指摘する。caring は、本来、道徳的な生活すべてに適用され

る思いやりある世話という意味で使われる。他方 caregiving は、思いやりを伴っても伴わ

なくてもよい形態の世話の意味である。このため、ギリガンのケアの倫理を本質主義だと

批判した彼らは、caring と caregiving の用法を混同しているとする。Noddings, Nel, The 
Maternal Factor, op.cit., p.25. 
508 Noddings, Nel, Caring, op.cit., p.86. (邦訳、136 頁)。 
509 Ibid., p.24. (邦訳、38 頁)。 
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求めることになる。ケアしたいという自然な情感の成長が、身近でない人へのケアも可能に

するというのである。理想的な自己についての描像を受け容れることで、「わたしはしなけ

ればならない」という倫理的な自己が生起し、そこで描かれる倫理的理想という見取り図に

よって、道徳的判断が導かれるのである。倫理的理想は、自然的ケアリングの状態を念頭に

置いており、その自然的ケアリングは、われわれが「よい」と感じるような人間の状態であ

る。さらに、その「よい」と感じるような自然な状態の考察を含むのが、倫理的自己である。

ノディングズは、倫理的自己は、現実の自己と理想的自己の見通しとの間の「能動的な関係」

であるという。たとえば、現実には、他者へのケアリングが失敗に終わったとしても、ケア

しケアされる人としての理想的な自己を想起することで、「わたしはしなければならない」

という倫理的な自己が生起し、再びケアリングの方向に向かうことができるという。 

しかし、ノディングズのいうように、倫理的な自己を想起することで失敗の挫折感を乗り

越えて、再び立ちあがることができるのだろうか。 

他者へのケアリングの失敗ということからみれば、子育ては失敗の連続だ。特に第一子の

場合、抱っこの仕方もわからないし、お乳のあげ方もわからない。どうすれば泣き止むのか。

どうすれば寝てくれるのか。わからないことだらけで一緒になって泣きたくなる。すべてが

手探りだ。それでも、わたしがいなければこの子は生きていけない、という思いが、世の子

育て中の母親たちをささえているのだ。しかし、このことは、ともすれば、母親だけに責任

を負わせ追い詰めることにもつながる。子どもとの二人の世界に閉じ込められた現実と理

想的な母親像とのギャップは大きい。なぜ苦しみながら子育てをしなければならないのか。

この理不尽さと倫理的自己はあまりに遠いと言わざるを得ない。だとすれば、ノディングズ

のいう倫理的理想は、ケアの社会化が為されてこそ達成できるものではないだろうか。この

ことについては、終章で検討する。 

話を戻そう。では、仮に倫理的理想が実現可能だとして、具体的にどのようにして理想の

構築が行われ、そこでの道徳判断基準は、どのようなものなのだろうか。 

まず、ケアする人の道徳的葛藤についての事例から、倫理的理想がいかにして為されよう

としているのかみておきたい。 

あなたが十人の探検隊のリーダーで、獰猛な部族にあなたたち全員が捕えられたとしよ

う。その部族の族長から、隊員の一人を選び出し殺さなければ、皆殺しにすると言われたら、
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あなたはどうすべきか 510。 

この道徳的ジレンマにかんして、自分の倫理的理想を維持しようとするならば、自分が冷

酷であることを証明しなければならない。すなわち、全員の死である。将来を考慮すれば九

人が家路についた方がましであるが、その場合、いったい誰を犠牲にするのか。その一人を

選ぶためにリーダーであるわたしは、一人一人の前に立って、それぞれの人の状況を知る。

ケアする人であるわたしは、自己の倫理的理想と向き合い、結局、誰かひとりを選ぶことを

断念する。さらに、自分自身を犠牲にするという選択肢からも閉め出されている。解決には

なりえない状況にわたしは、倫理的理想を維持しようとすること自体が、冷酷なやり方を招

いているのではないかと逡巡する 511。倫理的理想と向き合うわたしにたいして、「一人を殺

すだけなのに、あなたは全員を死に追いやろうとしているのだ」と異を唱える隊員もいるが、

リーダーであるわたしは、死に追いやろうとするのではないと抗議する。「悪を唱える者が

悪に関与しないように、あるいは、人殺しをして悪そのものと協調しないようにするため」

なのだ。倫理的理想を貫こうとするわたしだが、無力さに「自分が行った選択を軽蔑の目で

もって傍観する」しかないのである。こうして、「わたしたちはみな死ぬしかない」とリー

ダーであるわたしはいうのであるが、ここで、死よりも、もっと悪い状況として、さらなる

恐ろしい仮説が付け加えられる。「九人の隊員のそれぞれが、生かした状態で十番目の隊員

の皮を剥ぎ、ドラキュラのようなやり方、それとも、お好みのスリラーのやり方でもいいが、

彼の血をすするという行為に参加しなければならないとしよう」512。この条件のもとでわ

れわれは、人間の最も醜い心の近くにいる。隊員の中には、恐怖と嫌悪に圧倒されて沈み込

んでいく者もいる。ここでの唯一の望みは、「誰かがケアし、受け容れ、救援の手を差し伸

べてくれるであろうというもの」513である。もし、誰か隊員が他の者を助けるために自発的

に死を申し出たならば、解決するかもしれない。しかし、その場合でも、間に入っているわ

たしは罪を免れるわけでも、責任から放免されるわけでもない。このような倫理的判断の逡

巡は、原理や規則に基づく倫理的判断とは様子が異なる。ケアリングの倫理においては、倫

理的に生きるために、自己の良心に耳を傾ける。それと同様に、ケアする人は、自分自身の

ケアリングの記憶に耳を傾け、その記憶に導かれて倫理的行為に関与する。つまり、ケアリ

                                                   
510 Ibid., pp.105-107. (邦訳、164 頁‐165 頁)。 
511 ケアリングは自分自身もケアすることを含んでおり、自己犠牲を退けるのである。 
512 Ibid., p.106. (邦訳、166 頁)。 
513 Ibid., p.107. (邦訳、166 頁)。 
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ングにおける倫理的理想は、規則や定義によって完全につくり上げることはできず、自己の

具体的事例や経験によって、つくられていくものである。したがって、自己の具体的なケア

リングの経験が、最良の記憶として、倫理的ケアリングを導くことになる。 

では、このとき、その行為が正しいか誤っているかの判断は、どのようにしてなされるの

だろうか。ケアリングにおける道徳的判断について、演奏会と子どもの病気のジレンマ 514、

子ネコへのいじめ 515についての事例から検討する。 

最初の事例である。ブラウンさんは、夫と演奏会に行く約束をしていたが、当日、子ども

が急に病気になってしまった。子どもの病状が放っておけないほどひどいか、あるいは容体

はたいしたことなく、楽しく何かに熱中しているかであれば、ブラウンさんはジレンマに陥

らずに済んだのだが、そのどちらでもなかった。子どもの容体に、はっきりした危険がある

わけではないが、熱はある。子どもは母親に、どうしても行かなければならないのかと、何

度も尋ねてくる。こうしたジレンマにたいする葛藤は、法則化することはできない。ノディ

ングズは子どもを見つめるときは、家にいたいと思い、夫を見つめるときはその言葉に耳を

傾け、揺れ動くブラウンさんにたいして否定しない。仮に、夫と子どもそれぞれの人物の状

況を見て、彼女が、やはり子どもと一緒にいようと決心したとする。ところが、そう決めた

すぐそのあとで、子どもがぐっすり眠ってしまったとしても、彼女の決定は間違いにはなら

ない。ケアリング倫理の判断は、結果によって「正しい」か「間違い」であるかに分類され

ないからである。それは「どれだけ誠実にケアリングに根差しているか」であり、「偽りの

ない応答」であるかどうかによって正しかったり間違いであったりするのだというのであ

る。 

次に、子ネコをいじめる子どもにたいする母親のジレンマの事例である。子ネコのしっぽ

をひっぱったり、耳をつまんだりしていじめている子どもを見つけた母親は、やめさせよう

と「子ネコを傷つけることはよくないことだ」と注意したり、子ネコをやさしく抱き上げて

「わかるかしら。かわいい子ネコちゃん」といって撫でて見せたりする。ノディングズは母

親のこのような仕方について、いじめるのはいけないことだと、子どもに知識だけを伝える

のではなく、「子どもが子ネコを傷つけているということを悟らせること」が、子どもの行

動の変化を十分促すと考えている。制裁で脅すのではなく、子ども自らをケアする人として

ケアリングへの関与に注意を促すのである。このようにして、子どもが子ネコを傷つけるの

                                                   
514 Ibid., pp.52-53. (邦訳、82 頁‐83 頁)。 
515 Ibid., p.90. (邦訳、141 頁‐142 頁)。 
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を止める決意を喚起するために、「他者のうちの苦痛を感じ取る感性の能力を当てにしてい

る」516。つまり、道徳的な行動の基底には感情や心情があり、倫理的ケアリングはその感情

にたいして開かれており、その感情を想起したり、思考がその感情作用を受け容れたりする

関与のうちに、倫理的行為はなされるようになる。倫理的行為は、倫理的理想の成長にした

がって変化する。子ネコの事例において、子どもの倫理的自己の成長を促すのは、母親の関

与である。母親の視線は息子の道徳発達に向けられている。「ケアする人自身が「話全体」

を聞くまで判断を中止するのと同じように、ケアされる人に、他人に出会ったり、他人を受

け容れたり、自らが受け容れたものについて考慮したりしてほしい」517と考えている。つま

り、息子自身がケアされた記憶を思い出すことによって、彼と子ネコとの間にケアリング関

係を構築してほしいと考えているのである。 

このように、倫理的理想は、ケアする人の働きかけや、自然的ケアリングを想起すること

で変化するとノディングズは述べる。しかし、倫理的ケアリングにたいするノディングズの

考え方にたいしては一つの疑念が生じる。ケアリング関係において、倫理的理想をケアする

人が念頭におくとき、ケアされる人が置き去りにされているのではないかという疑念であ

る。つまり、自らの理想に意識を向けるとき、ケアする人は、自分をケアしているのだから、

ケアされるべき人がケアされていないのではないか。このことから導出される結論は、倫理

的ケアリングとは、自己の人格の完成を目指す自己志向であるということになる。しかし、

ケアの倫理は、他者を第一義的にケアする倫理理論、他者志向であったはずである。同じ倫

理が同時に自己志向であり、他者志向であるということがあり得るのだろうか。 

ノディングズは、「わたしたちが道徳的でありたいと思うのは、ケアリングの関係にとど

まり、ケアする人としての自分自身という理想を高めるためである。こうした倫理的な理想

こそ、すなわち、ケアする人としての自分自身という実在的な姿こそ、わたしたちを、努め

て他の人と道徳的に接するように導くのである」518と述べる。ノディングズにしたがえば、

ケアリングが道徳的であるのは、自分自身のケアする人という理想を高めようとすること

による。したがって、倫理的ケアリングは、人と人との関係性というより、ケアする人の内

的あり方を重視している。ノディングズは、もし、わたしがケアする人として振る舞おうと

                                                   
516 Ibid., p.91. (邦訳、143 頁)。 
517 Ibid., p.93. (邦訳、145 頁)。 
518 Ibid., p.5. (邦訳、7 頁)。 
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すれば、「わたしはケアする人として自らをケアする」519のだという。そうすることで、わ

たしは、目の前の他者にたいして「わたしはなにかをしなければならない」という倫理的心

情が喚起されるというのである。つまり、ケアする人でありたいという理想が、他者への思

いやりの気持ちを生じさせ、その人をケアしなければならないという心情を芽生えさせる。

「他の人の実相を、わたしたちにとっての一つの可能性とみなすとき、わたしたちは、耐え

難い苦しみを取り除いたり、痛みを和らげたり、必要を満たしたり、夢を叶えたりするため

に、行いをしなければならない。・・・中略・・・わたしの手を擦り抜けたり、最初から手

に余ったりするようななにかがある場合でも、わたしはそれを取り戻したり、手に入れたり

するために、努力するならば、わたしは、自分にとって偽りのないケアリングを経験する。

自己にたいする、倫理的な自己にたいするケアリングは、他の人々にたいするケアリングの

中だけから、立ち現れてくることができる」520。ノディングズはこのように、他者にたいす

るケアリングは、自己にたいするケアが為されたのちに示されるとする一方で、同時にそれ

は他者へのケアに関与することによって為されるとする。つまり、「他の人にたいするケア

リングが倫理的自己にたいする関心から生じるのではなく、倫理的自己にたいする関心が

他の人たちにたいするケアリングから生じる」521のであり、「他の人たちをケアし、そうし

た人たちにケアされるとき、わたしは自分自身をケアできるようになる」522という。つま

り、倫理的ケアリングにおいて、他者へのケアが先行して行われ、その他者にたいするケア

を通じて、自己も成長するというものである。他方、倫理的ケアリングは自然的ケアリング

にその発生源を負っていることからすれば、倫理的自己も自然的ケアリングの経験から出

発しているといえ、他者へのケアより自己へのケアが、先行して行われていることになる。

このことは、どう考えればよいのだろう。ノディングズのケアの理論的枠組みからすると、

自然的ケアリングの関係において、ケアされる人は、ケアする人にとって共感的な人である

のにたいして、倫理的ケアリングの関係においては、まず、ケアする人自身をケアすること

からはじめるため、ケアリングの成就のためには、他者との関係というより、自分自身との

関係が重要になる。つまり、倫理的ケアリングにおいて他者への配慮は第二義的なものにな

る。しかし、前述したようにノディングズは「倫理的な自己は、現実の自己と、ケアしケア

                                                   
519 Ibid., p.82. (邦訳、129 頁)。 
520 Ibid., p.15. (邦訳、25 頁)。 
521 Ibid., p.50. (邦訳、80 頁)。 
522 Ibid., p.49. (邦訳、78 頁)。 
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される人としての理想的な自己の見通しとの間の能動的な関係なのである」523としている。

つまり、ケアする対象は他者であるが、ケアする人は自己にたいしても積極的に関与してい

るというのである。だとすれば、ケアする人の意識は倫理的理想に向けられているのだから、

ケアされる人は置き去りにされているのではないか。しかし、ケアリングは相互性を基底に

したものであり、応答がなければ成立しない。加えて倫理的理想はケアされる人を念頭にな

されるものである。そうであるならば、ケアされる人は置き去りにされているのではなく、

応答関係のなかで倫理的ケアリングとして捉え返されているのである。したがって、倫理的

理想は自己志向でありながら、関係性のなかで倫理的理想が育まれるという点において、他

者志向であるといえる。 

しかし、そうだとしても、現実にケアする人の葛藤がなくなったわけではない。自然的ケ

アリングの経験をすべての人が共有しているといえるだろうか。虐待されて育った経験や

親から捨てられた経験が記憶の奥にしまわれているという子どももいる。彼らが想起でき

る記憶の内、ケアされた記憶がどれほどあるだろうか。その記憶を辿ったとして、倫理的理

想が育まれ倫理的ケアリングができるようになるのだろうか。むしろ身体化された記憶に

よって虐待の連鎖を生む可能性もある。そうだとすれば、この結論は、確かに理想的ではあ

るが、ケアする人のさまざまな条件を捨象し、個人の倫理観だけに責任を負わせることにな

りはしないか。倫理的な自己と現実を架橋するには、その抗いがたい運の不平等を埋める社

会政策が必要だ。 

 

第 5 節 「〈ホーム〉(home)」からはじめる社会政策 

 

ここまでケアの倫理における責任について考察してきた。目の前の脆弱な他者のニーズ

は、その関係性において見捨てることはできない。それは、「わたしの内なる声が、ある種

の肯定的な応答として I must を叫ぶ」からである 524。どのような事情があるにせよ、生ま

れてきたという事実そのものがニーズなのだ。そのニーズに注意深く応答する場所が〈ホー

ム〉である。確かに〈ホーム〉は、歴史的に見て抑圧や支配=服従関係に陥るあやうさを含

んでいる。そのことへの批判的まなざしはあってしかるべきだ。しかし同時に、一人一人の

アイデンティティを形成し、外界から守られる安心感と生きる意味を見出す場所としてみ

                                                   
523 Ibid. 
524 Noddings, Nel, The Maternal Factor, op.cit., p.88. 
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るならば、〈ホーム〉は、隠されたものとしてではなく、現状から一歩踏み出す条件として

捉えなおすことができるのではないか。 

 

第 1 項 ニーズ充足と権利 

 

〈ホーム〉は、人間が本来依存状態にあることを思い出させる場所である。「幼児期の身

体的依存の多くは、ときには老年期に繰り返される」525というように、ギリシア神話におけ

る「クーラの神話」526そのままに、人間は、生涯ケアされる存在である。「他者から見つめ

られ、触れられ、微笑みかけられることなしに我々は如何にして生きられるだろうか」とノ

ディングズは問いかける 527。生命のはじまりの孤独は、「わたしはここにいる(I am here)」

というケアする人の呼びかけと慈しみによって信頼のはじまりとなる。 

ケアする人とケアされる人との応答という相互作用を通して、成長しうる場所を「最善の

〈ホーム〉(best home)」と呼ぶノディングズは、それを社会政策理念の根幹と位置づけた。

ノディングズの描く「最善の〈ホーム〉(best home)」とは、共感的なケアリング関係を構

成しうる場所である。すなわち「わたしはここにいる(I am here)」という応答と共に、基本

的な表明的ニーズを満たすべく、聴かれ、助けられ、慰められることを保障するような「注

視する愛(attentive love)によって保護された〈ホーム〉」を指す。ノディングズは「よい〈ホ

ーム〉(good home)とは子どもたちが危害から守られている家であるが、「最善の〈ホーム〉

(best home)」はそれだけではなく、その恐れも和らげ、人間への信頼を維持することに努

める家」であると述べている 528。つまり、雨や寒さから守るだけでなく、危険や屈辱やス

トレスからの避難所として保護され癒される場所が〈ホーム〉である。 

そのような〈ホーム〉において、ケアされる人の望む欲求すべてが満たされるわけではな

い。先に見たように、ノディングズは、単なる「甘え」や「わがまま」も含まれる欲求から

ニーズを区別するための指標として、四つの基準を提示し、その基準に沿って峻別されたニ

ーズを公的領域における権利の基盤としたのだった 529。 

では、ニーズを基盤にした社会政策はどうあるべきなのだろうか。ノディングズは、ショ

                                                   
525 Noddings, Nel, Starting at home, op.cit., p.130. 
526 ヒュギーヌス／松田治・青山照男訳『ギリシャ神話集』講談社学術文庫、2005 年。 
527 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., p.70. 
528 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., p.177. 
529 本論文第 5 章参照。 
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ールを引用しながら、従来の社会福祉サービスは、「システムそのものが最善の努力をしよ

うとしている人々の邪魔」530をしており、「がんばりたい」という努力を阻害しているとい

う。具体的な社会政策については、社会福祉労働者の裁量権の拡充や学校のゼロトレランス

方式の廃止や虐待を防止するための聞き取りの再調査会議、あるいは、インフォーマルな忠

告をしている集団の確立の必要性等をあげており、それぞれの組織の硬直化を指摘したう

えで、多様なニーズに応えうる柔軟な組織への修正とその政策を訴えている 531。なかでも

ホームレス問題について詳細に論じている。ノディングズの社会政策の基本姿勢について

事例から考察する。 

 

３５歳の黒人のホームレスのジョンは「洗面所を使うために何度か不法侵入の罪で

投獄された。…………ホームレスにとって、このことは物理的に困難な問題を含んでい

る。…………というのも人が洗面所を使うためには顧客である必要があり、そうである

ならばどこで、彼は、顧客としての資格を得るための金を手に入れるというのか？……

……雇用主はジョンに、定住所が必要だと説得を試み、何度も部屋を用意してはリンネ

ル類と時計付ラジオと食料雑貨を提供したにもかかわらず、しばらくして彼は町を去

った。彼は、他の下宿人たちが不潔で、クレージーで、不正直であると言い、彼らのよ

うな不潔な人々と共にバスルームを共有することに我慢できなかった」532。 

 

この事例のように、現在の政策決定過程では「ホームレスに選択決定権はない」とされ、

ジョンのニーズは無視される可能性が高い 533。ではどうすればよいのだろう。ジョンの有

する自由の観点から考えてみたい。自由を重視すれば、このような画一的な政策でホームレ

スを町から追い出そうとする方法に抗議をする市民もあらわれるだろう。ジョンを擁護す

る彼らの多くは自由を大切にしている人々であり、人間の尊厳の名のもとに政策批判を展

開することが考えられる。しかし、自由の侵害のみを声高に叫ぶならば、その先の世界は、

                                                   
530 Lisbeth, B. Schorr, Common Purpose: Strengthening Families and Neighborhoods 
to Rebuild America, Anchor Books, 1997, p.6. (Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., 
p.231). 
531 また、妊娠中絶を巡る問題、重度の障害児治療停止、安楽死、ドメスティック・バイ

オレンス、自然環境、死刑廃止論、ホームレス問題、ホームレスのニーズ、犯罪者の更生

などについても言及している。 
532 Ibid., pp.254-257. 
533 Ibid., p.255. 
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「誰も気にかけない(nobody cares)」社会の到来となりはしないか。自分で決めた結果なの

だから文句はないだろうと言われればそうなのだが、それでいいのだろうか。本来社会が担

うべき責任まで自己責任として本人の問題とされてしまうことになりかねない。では、積極

的に画一的な政策を推し進めていけばいいのだろうか。通りは家ではない。そこで生活して

いる人は道路を利用する人々の迷惑になっているのだから、施設に収容してしまえ。最低限

のニーズさえ守ってやればいいだろう。通りで人が生活することのない社会こそよい社会

だと。この考え方は一見正論のようにみえる。しかしそれでは、ジョン自身のニーズが置き

去りにされ生きる意味を見出すことができなくなるだろう。どちらをとっても問題はあり

そうだ。このことは、政策の前提として、現実のヴァルネラブルな人々の苦しみが忘れられ

ているように思える。双方の言い分には自由にかんする重要な視点が含まれるが、そのどち

らも、極端である。自由とは、個人が他者にたいして尊重を要求できる自己の権利であると

すれば、前者の対応は許されるかもしれない。しかし、その場合でも自己のことだけではな

く他者とのかかわり方も必然的に含まれるはずだ。そうであるならば、後者の言い分も聞か

れなければならない。したがって、この場合、ケアされる人の具体的なニーズを尊重しなが

ら周囲との調整をはかっていくことになると考えられる。そのときの指針となるのが、ケア

の視点だ。ノディングズは「ジョンは自分自身の部屋と浴室を必要としており、その宿泊設

備を手に入れるためなら喜んで働くだろう」としている。彼のニーズは、単に雨露をしのぐ

ことのできる場所にあるのではなく、自分一人の部屋と自分一人のバスタブを持つことに

あったのだ。ホームレスだった彼にそれは法外な望みなのだろうか。ノディングズは、〈ホ

ーム〉は、人間にとっての基本的ニーズが満たされるだけの場所ではなく、それを超えたも

のとして存在するという。住居が機能的ニーズを満たしていれば、それで十分というわけで

はない。ある人は、バスタブが共有でも十分というだろう。だが、別の人は我慢できないと

いうかもしれない。その空間が自分にとって快適で落ち着ける場所が〈ホーム〉なのだ。で

は、人々のニーズが満たされた最善の〈ホーム〉とはどのようなものだろう。 

 

第 2 項 最善の〈ホーム〉 

 

本節冒頭でも述べたが、「I am here」と応答してもらえることが、共感的なケアリング関

係を構成しうる〈ホーム〉である。このような関係は、自立した個人が結ぶ契約関係ではな

く、傷つきやすい存在であることを前提に築かれるかかわりあいの関係性である。そのよう
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な存在が集う場所は、「いつも幸せな場所とは限らないし、ときに残忍で恐怖に満ちた場所

である。しかし、幸福であれ、不幸であれ、新しい存在が最初に住まう場所である。それが

健全であれば、注視する愛(attentive love)のなされる場所である」534。〈ホーム〉で、われ

われは生まれ、保護され、成長していく。そこで、偶然に左右された他者と出会い、時間を

重ねていく。異質な他者との空間は濃密であり、ときに、愛され、求められ、保護されてい

たとしても、また別のときには、無視され、求められることなく、虐待すらされる、両義的

な空間でもある。しかし、このような〈ホーム〉のもつ多義性はときに捨象されてしまい、

虐待する親は悪人というスティグマを社会から捺されることもある。その結果、虐待はすべ

て個人の問題とされ社会の責任は薄められてしまう。ところが、実際には、虐待は、貧困と

いった経済的要因とケアする人の抱えるストレスや本人の個性が相俟って発生する 535。つ

まり、どこの家庭でも起こり得るものなのである。その経済的要因は、必ずしも本人が選ん

だものではなく、失業や病気や離婚といった社会的に陥ってしまった状況にある。生活状況

の改善を本人たちにだけ任せることは、社会的に公正なことではない。考えるべきは、〈ホ

ーム〉も含めた社会保障や社会政策といった社会全体のあり方だ。 

 

第 6 節 小括 

 

食べること、休むこと、遊ぶこと、隠れること、思考すること、これらすべて成長に必要

なことは〈ホーム〉でなされる。その意味でバシュラールがいうように〈ホーム〉はわれわ

れにとって最初の宇宙である 536。バシュラールは、〈ホーム〉内部の価値を音や光、匂いや

感覚を実に表情豊かに述べている。〈ホーム〉は、思い出なのか、想像なのか、分離できな

いほど深化した記憶として、われわれのなかに隠されている。このように、家庭で体験され、

                                                   
534 Ibid., p.122. 
535 阿部によれば、2002 年度子ども家庭総合研究所の調査では、3 都道府県 17 児童相談

所で「児童虐待」として保護された 501 のケースにおける家庭の状況を分析した結果、

「生活保護世帯」が 19,4%、「市町村民税非課税」「所得税非課税」世帯が合わせて 26%で

あった。日本全体の有子世帯と比較すると、低所得世帯に偏っている。さらに世帯別では

母子世帯が 30,5%、父子世帯が 5,8%となっており、ひとり親世帯の割合が多い。このよ

うな結果がでているにもかかわらず、日本で貧困と虐待の関係が長年議論されてこなかっ

たことについて、阿部は、貧困と児童虐待の関係が強固に結び付けられることで、差別意

識が醸成されることを懸念していたのではないかとしている。阿部彩『子どもの貧困－日

本の不平等を考える』岩波新書、2009 年、11 頁‐13 頁。 
536 G.バシュラール／岩村行雄訳『空間の詩学』思潮社、1975 年、39 頁。 
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経験されるさまざまなできごとは、古い記憶として、深く刻まれる。記憶と想像力の連帯関

係で、〈ホーム〉のイメージがかたちづくられる。その深く刻まれたものが、自然的ケアリ

ングであり、それを想起してなされるのが倫理的ケアリングである。その意味でも、〈ホー

ム〉がなければ、われわれの倫理的行動は混乱したものとなるだろう。バシュラールの言葉

を借りれば、「天の雷雨にも、生の雷雨にもめげず、家は人間をささえまもる。家は肉体と

たましいなのである。それは、人間存在の最初の世界なのだ」537。 

ノディングズは、このようなバシュラールの〈ホーム〉への表象から、家具を磨き上げる

ことは、単に物理的行為ではなく、「人間の意識が変わる」行為だとする 538。つまり、家具

と人間との相互作用にその価値を見出している。女性を家庭に縛り付けるといわれてきた

家事労働は、〈ホーム〉において行われてきたものであるが、他方、そのことは内面の豊か

さを育み、人生を豊かにする行為でもある。「彼女はまたみがきはじめた。そして衣装戸棚

のうえにたわむれる光沢が彼女のこころを明るくした」539。 

多くの家事労働は骨折り仕事ではあるものの、それを担ってきた人には、家族にとって居

心地のよい場所にするために必要な仕事だった。にもかかわらずそれは、単なるルーティン

ワークとみなされ評価されることはなかった。そのことが明るみにでたいま、再び押し付け

られるのではないかとフェミニズム論者が警戒したり憤慨したりしているのは無理もない

ことだ。しかし、ノディングズは、「今、女性に他の開放された選択肢があれば、女性と男

性の双方にとって、愛情豊かに熟練した仕事が、裕福であれ貧しい家であれ、最高の〈ホー

ム〉で、確立された習慣のコミュニティに貢献することを再評価するときが来ているかもし

れない」として、ジェンダーの不平等が見直されることを条件に〈ホーム〉本来のよさを再

評価すべきだとしている 540。果たしてほんとうにそんな時代が訪れているのだろうか。 

 

 

 

 

 

 
                                                   
537 同書、41 頁。 
538 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., p.164. 
539 前掲書、G.バシュラール／岩村行雄訳『空間の詩学』119 頁。 
540 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., p.166. 
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終章 ケアの社会 
 

 

第 1 節 わりきれない「ケアの倫理」 

 

 育児がつらいと思った。いわゆる「ワンオペ育児」だった 541。どんなにがんばっても昇

給も昇進もない。食事は立ってした。夜中でも起こされた。二十四時間勤務のブラック労働

そのものだった。虐待のニュースを耳にするたびに、わたしもするかもしれないと思った。

辛うじてそうならなかったのは、夫の気遣いと時折手伝ってくれるまわりの手と愚痴をこ

ぼせる友人がいたからだ。そんな状態で、未婚、子ナシ、三十代の女性のことを描いた『負

け犬の遠吠え』542を読んだところで自分が勝った気がするはずもなかった。そうこうする

うちに実家の親とのダブルケアも襲ってきた 543。子どもも親も、どちらもわたしにとって

かけがえのない存在だ。にもかかわらず、子育てと遠距離介護という二重のケアに重荷を感

じることがあった。そして今、「外で働け」という社会の圧力を感じている。家庭でのケア

労働や金銭に換算できないボランティアを続けるという選択肢はそこには見当たらない。

育児や介護あるいは、ボランティアといったケアの価値は正当に評価されているのか。 

                                                   
541 藤田によれば、「ワンオペ育児」という言葉がはじめてツイッター上に登場したのは、

2014 年 8 月子育て中の親のつぶやきとしてである。ちょうどその頃、牛丼チェーン店の

「ワンオペ」が社会問題化していた。「ワンオペ」とは「ワンオペレーション＝一人作

業」のことを指す。当時牛丼チェーン店では従業員が休憩も取らず、長時間一人で清掃・

調理・仕入れなどすべての業務をこなす「ワンオペ（ワンオペレーション＝一人作業）」

が社会問題となっていた。こうしたブラック企業の「ワンオペ」労働が母親たちの子育て

の状況に酷似していることからネットを中心に母親たちの間で「ワンオペ育児」という言

葉が使われるようになった。藤田結子『ワンオペ育児－わかってほしい休めない育児－』

毎日新聞出版、2017 年、78 頁。 
542 酒井順子『負け犬の遠吠え』講談社文庫、2006 年。 
543 子育てと介護を同時にしなければならない状態のこと。横浜国立大学・相馬直子／英

国・ブリストル大学・山下順子らによって提唱された概念とされる。『ダブルケア(育児と

介護の同時進行)の研究』http://double-care.com/ 
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 わたしにとってケアは、身体的にも心的にも切実な問題だった。ケアとは何か。答えを求

めずにはいられなかった。その作業は、幾層にも織りなされた地層から土砂や生物の死骸を

丹念に取り分ける作業にも似て、幾重にも合わさった概念を丁寧に切り分けることが必要

だった。注意深く取り分けなければ、誤解を招くこともある。取り分けても切り分けてもわ

りきれなさが残る作業だった。このわりきれなさはどこから来るのかと立ち止まっては、ま

た分けた。出会ったのは、ギリガンだった。 

 ギリガンが『もうひとつの声』で明らかにした女性特有の発達と、ジェンダー問題は、そ

の後のケアの倫理に大きな影響を与えることになると同時に、わたしの子育てと介護と家

庭へのわりきれなさに大きな示唆を与えてくれる予感がした。しかし、森は深かった。探し

当てたにみえた「わたし」は、ジェンダー問題を問おうとしたまさにそのとき、「女」とい

うカテゴリーすら異議申し立てをするのに堅牢ではないことを知らされた。主体としての

「女」を何の疑問も持たず引き合いに出すことが、別の扉を閉じてしまうことに気づいた。

語られる基準すら持たないクィアな存在がいる 544。わたしは別の二級市民をつくるところ

だった。「わたし」の主張自体に構造的暴力が内在することを考慮してなかったために自ら

が差別をつくり出すことに加担するところだった。「わたし」を語ることに意味がないわけ

ではない。しかし、「わたし」を語ることによって意図しない結果を生むことになることも

ある。「わたし」の違和感の根源を「女」に置くことは、ギリガンがコールバーグに異議申

し立てをしたように、誰かからの異議申し立てを受けねばならないことになるかもしれな

い。「女」というカテゴリーを安定した主体とみなすことが、無意識のうちにそうでない属

性を排除してしまう。わたしの求めるケアの倫理は、排除ではなく包摂の倫理だったはずだ。

ジェンダー概念によって、それまでセックスだけに収斂されてきた性差が、実は社会的につ

くられたものまで含みこまれていたことが明るみに出た。セックスから切り離されること

によって議論が可能になったジェンダー概念は、クィアという視座をも取り入れることで

社会構造のなかに組み込まれている差別の存在を一層明確にすることができるのではない

か。 

 わたしがケアを実践するときについてまわるわりきれなさは、「女」という主体に由来す

                                                   
544 クィアとは、森山によれば「非規範的な性（を生きる人）全般」「性に関する社会通念

を逆手にとる生き方（をする人）」「性に関する流動的なアイデンティティ（を生きる

人）」のどれかまたは複数を指す意味である。森山至貴『LGBT を読みとく－クィア・ス

タディーズ入門－』ちくま新書、2017 年、130 頁。 
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る歴史的系譜からのものだけではなく、ケアそのものの価値に関することやケアに内在す

る両義性が、複雑に絡み合っていることからくるのではないか。その糸をほぐすことは、こ

れまで抑圧や差別によって生き抜いてきた人々の自由の領域を広げることになるだろう。

そのことによって、ロールズのいう無知のヴェールに覆われ平等とされてきた人々のうち

の知ってか知らずか優遇されてきた人々にとって愉快とは言えない社会が招来しようとも、

すべての人々が了解しあえる社会を構想すべきだ。すでに権利を主張することが許されて

いる人だけでなく、言葉を発することから遠ざけられてきた女性や子どもや障碍者、性的マ

イノリティと呼ばれる人々も加えた新たな闘争として、これまで前提としてきたものを問

い直す作業が必要だ。「わたし」のつらさから発したきわめて個人的な問いを深め広げなが

らケアの社会を構想する端緒としたい。 

 

第 2 節 「わたしの子ども」というあやうさ 

 

ケア関係におけるかけがえのなさは、いつも同じ強度というわけではない。親が子どもを

育てるときに感じるかけがえのなさと遠く離れたアフリカで飢餓に苦しむ人をおもうとき

では、その強度は明らかに異なる。ノディングズは、そのかけがえのなさを親子関係として

ケアにおけるもっとも根源的なものとした。確かに母と子の関係は生にとってもっとも基

底的な関係だ。しかし、そこにはあやうさもあるのではないだろうか。たとえば、日中、赤

ちゃんと二人きりでする子育ての息が詰まるような閉塞感から逃げ出してしまいたいと思

うことは子育てを経験した人なら誰でも一度はあるだろう。「孤育て」という言葉に象徴さ

れるような社会現象が起きても育児は母親の手でという状況が長らく続いていた。増え続

ける児童虐待の背景に孤立化した育児環境が一因としてあげられている。何がケアの関係

を追い詰めているのだろうか。 

かけがえのない存在であるはずの「わたしの子ども」から逃げ出したい衝動に駆られる、

あるいは思わず暴力をふるいそうになるという事態が、誰にでも起こりうるものだとすれ

ば、ノディングズのいうように母と子の関係をケアの範とすることに慎重でなければなら

ないのではないか。それはノディングズのいうケアの関係性を否定するものではない。むし

ろ人間の生が脆弱であることを肯定することからケアの倫理がはじまることを示唆してい

る。ケアがケアであるがゆえの両義性を、あるいはノディングズが語らなかった愛しい存在

であったとしても、起きてしまう暴力について明るみに出す必要があるだろう。ケア関係に
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おいて語られる「わたしの子ども」は、他者との特別な関係を指す言葉であると同時に、他

の誰のものでもないという排他的な意味も含まれる。人間関係の排他性は、その内と外を明

確にし、外にたいする閉鎖性を誘発するうえに、「わたしの子ども」は、「わたしのもの」と

して囲われる。家族という排他的空間での非対称性は、わたしのものなのだから思い通りに

してよいという発想に傾くこともあるだろう。特に非対称性に発達段階が加味されること

で、しつけという名の下に虐待が行われる可能性も否定できない。よその子には、到底しな

いことでもうちの子だからできるし、やってしまうし、親としてしなければならないと考え

るのは、母と子という根源的な関係に由来するといえないだろうか。この子を置いて死ねな

いからと道連れにしてしまう行為は、どんな理由があるにせよ殺人であるし、子どもの意志

が介在しない以上、親の所有物として扱われているということになるだろう。しかも、それ

はよその子とはちがう、うちの子だからというおよそ他人には否定しがたい理由のためだ。 

こうして家庭のなかにおけるケアを突き詰めていくと子どもの自己決定権を奪い取り、

うちの子さえよければいいという利己主義が顔をだすというケアに不似合いな結論を導く

ことさえある。このことはパターナリズムの極端な形としてあらわれケアの倫理における

批判の対象とされてきた。目指してきた他者志向とは異なる方向である。子どもの自由が家

庭において侵食されている状態で望ましいケアとはいえない。さらにいえば、うちの子を特

別扱いするということは、平等の概念も揺らいでいるということになるのではないか。もち

ろんノディングズがそのような結果を望んでいるわけではないが、ケアの倫理を母親と子

どもの関係性に措定するということは、そういうこともありうるということだ。残念ながら

ノディングズが、そのことで議論を積み重ねてきた形跡は見当たらない。思ってもなかった

方向に事態が推移してしまい、ケアされるべき人を傷つけてしまう危険を孕んだケアの目

的が、本来いかなるものであったかの議論に戻すための問いは、ノディングズのケアの倫理

の手前にある。 

 

第 3 節 母と子のあいだにあるもの――ケアは母性か―― 

 

ノディングズのケアの倫理は、母と子の関係性を範とするため家庭というケアの根源的

な場が暴力を生み出す事態を招く可能性があることを述べた。そうだとすればそれはなぜ

か。それを可能な限り回避する方法はないのだろうか。ノディングズのケアリングにとって

「専心没頭(engrossment)」は重要な要素である。それは「自分自身のなかに他の人を受け
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容れ、そのひとと共に見たり感じたりする」ことだ 545。たとえば、泣いている赤ん坊の泣

いている意味を探す前に、よしよしと思わず抱き上げる行為がそれである。つまり原因を分

析する前に共感しケアすることだとノディングズは考える。このような母親の赤ん坊にた

いする共感は、赤ん坊の絶対的依存を前に「ほとんど病気に近い」とウィニコットはいう 546。

赤ん坊の人生のはじまりに必要不可欠なケアであることから病気とはいえ「正常なる病気」

である 547。つまり、自他の区別が判然としないほどの共感的行為がなければ、赤ん坊は生

き延びることはできないということだ。言葉をもたない赤ん坊のニーズに応じるには、「専

心没頭(engrossment)」つまり「子どもの立場に身を入れて感じること」ができなければ適

切な応答はむずかしい 548。そうすることで母親は独立した個人としてのアイデンティティ

を、その時期に失うリスクも背負い込むことになる。泣いている赤ん坊を前に、赤ん坊のニ

ーズは、母親自身のものとして体験せられるという同一化を伴いながらも別のものという

二つのプロセスを同時に辿ることになる。このような原初の母と子のケア関係は、人間が一

つの身体をもつということ、他とは分離された状態であることを意味すると同時に、その身

体が自己と他者を結合するものであることも意味している。廣松渉の次の事例は、母親から

子どもへの専心没頭の有様が余すことなく描かれている。「子供連れの女性がゲリラ活動の

容疑で拷問をうけているとする。彼女の面前で、焼火箸が子供の手に押し当てられようとし

ている。焼火箸が子供の手に当たったのを見た瞬間、彼女は手に激痛を覚え、思わず手を引

っ込める。生理学者は「それは幻想にすぎない」と云うかもしれない。しかし、彼女にして

みれば、激痛を感じたというのはまぎれもない事実である。しかも、それを感じた個所は、

反省してみれば自分の手だということになるにせよ、子供の手が押さえつけられているま

さにその場所においてである。肉体としての手はうしろ手でしばりあげられているとして

                                                   
545 Noddings, Nel, Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education, 
University of California Press, 1984, p.30. (立山善康・林康成・清水重樹・宮崎宏志・新

茂之訳『ケアリング 倫理と道徳の教育－女性の観点から－』晃洋書房、1997 年、46
頁)。 
546 D.W.ウィニコット／北山修監訳「原初の母性的没頭」『児童分析から精神分析へ－ウィ

ニコット臨床論文集Ⅱ－』所収、岩崎学術出版社、1990 年、208 頁。 
547 なぜなら妊娠は病気ではないからだ。それにもかかわらずこの時期の母親の状態を

「ほとんど病気」というのは、他のすべての出来事を関心事から除外してまで自分の子ど

もに没頭する母親の姿が、妊娠の間みられ、それは妊娠後期に向かって発達し、子どもの

誕生後、数週間続く様子が観察されるからだ。ウィニコットはこのような母親の献身的状

態について、「乳児の人生のまさに始まりにおける母親の機能は理解できない」が十分な

敬意を払うべきと考えている。同書、208 頁。 
548 同書、211 頁。 
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も、彼女の身体的自我の「手」は子供の手の個所まで伸長しており、その場所で激痛を感じ

る。もちろん、彼女の手と子供の手とが文字通り合体しているわけではない。子供の感じた

痛みよりも母親の感じた痛みとはパースペクティヴを異にする。端的な話、火箸を当てたの

が見せかけであった場合、子供の痛みよりも母親の感じた痛みのほうが激しいことであろ

う。だが、ともあれ、彼女がわが子の手の個所で、しかも、わが子の（あの手の）痛みとし

て、それを感じたという意識事実は厳然としている」549。 

これは感情移入的な忘我に過ぎないのであろうか。彼女は単に「そう感じた」だけなのだ

ろうか。常識的な生理学者の規準からすればそうかもしれないが、幻想に過ぎないと言いき

ることもできないのではないか。彼女が感じた痛みについて子供の痛みそのものだと主張

しているのではない。廣松がここで言おうとしたのは、言葉の前に身体そのものによって誘

発される自己と他者の共振であろう。そのような一つでいることと二人であることの関係

においてノディングズもまた、専心没頭をケアしケアされる人間関係に求めたといえない

だろうか。ヴァイオリン奏者の奏でる弦の響きは、ヴァイオリンと身体がバラバラなのでは

なく、奏者の手が弓となり伸長し楽器との結合体となって発せられるものである。そこに自

己と他者の区別はなく渾然一体となった体系を形成する。そこでは一つでいることと二人

であることの矛盾した構造がそのままの次元で存在するのだ。専心没頭にささえられたノ

ディングズの母と子の関係をケアの根源的なものと措定することは、他者へのケアの道標

となると同時に、矛盾した構造によって起こりうる支配や抑圧による暴力も抱え込むこと

を示唆している。暴力を認めない安全な空間となる方策はあるのだろうか。 

 

第 4 節 ノディングズのケアの倫理の先に 

 

ノディングズのケアの倫理は、1983 年に刊行された Caring の副題が、A Feminine 

Approach to Ethics and Moral Education であったことと、その内容が、母と子の絆を範

としたことから、ケアをすることが女性特有の徳と解され、そのことと女性の価値とが結び

つけられてしまうと批判された。その後、2013 年に刊行された Caring では副題を A 

Relational Approach to Ethics and Moral Education に改めると共に、ノディングズは自

身の意図したものと長年異なる解釈がなされてきたと冒頭で記している。彼女の意図は、女

                                                   
549 廣松渉『世界の共同主観的存在構造』勁草書房、1987 年、144 頁。 
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性を女性の経験の内に閉じ込めることにあるのではなく、女性が経験してきたもののなか

にケアリングのルーツを見出したいというものだった。その意味で母と子を範としたのは

理解できる。しかし、そうだとしても、副題の変更によってノディングズの理論の基軸が大

きく変わったわけではない。女性の経験を強調すればその本質は、出産し母になることも含

まれ、異性愛を前提とすることになる。しかし、社会は多様な主体の相互作用で形成されて

おり、異性愛だけを性の差異とすることに問題はないのだろうか。 

日本国憲法の第二十四条では、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」するものと規

定されている。したがって、現状では、「婚姻は男性と女性のペアに限られる」ことになり、

同性婚は認められていない。このため、近年の日本では、「パートナーシップ証明」や「パ

ートナーシップ宣誓」として、自治体が同性カップルなどの性的マイノリティのための条例

や要綱によって書類を発行するサービスを開始している 550。これらの法的効果は限定的で

あるが、なにより同性カップルの存在を可視化した意味は大きい。ケアの倫理は、男性中心

主義の社会を批判することで、それまで周縁化されてきた女性、子ども、障碍者、高齢者の

声をも救い上げようとしてきた 551。だれが市民か、そう問うてきたケアの倫理であればこ

そ、「普通でない」という暴力に晒されてきた LGBT をも包摂するものでありたい。制度に

よって普通でないとはじき出された人々を包摂しながら、連帯を志向するのがケアの倫理

の目指す方向性だろう。思考を延伸すれば欧米諸国ですでに法制化されている地域もある

「婚姻の性中立化」、つまり同性婚の承認も視野に入ってくるだろう 552。セクシュアリティ

                                                   
550 東京都渋谷区（2015 年 11 月交付開始、渋谷区パートナーシップ証明）、東京都世田谷

区（2015 年 11 月交付開始、世田谷区同性パートナーシップ宣誓）、三重県伊賀市（2016
年 4 月交付開始、伊賀市パートナーシップ宣誓）、兵庫県宝塚市（2016 年 6 月交付開始、

宝塚パートナーシップ宣誓）、沖縄県那覇市（2016 年 7 月交付開始、那覇市パートナーシ

ップ登録）、北海道札幌市（2017 年 6 月交付開始、札幌パートナーシップ宣誓）といった

自治体が、同性カップルなどの性的マイノリティのために当事者の二人がパートナーであ

ることを示す書類を発行するサービスを開始している。大島梨沙「「パートナーシップ証

書発行」から考える共同生活と法」『法学セミナー』所収、日本評論社、2017 年 10 月

号、46 頁‐50 頁。 
551 さらにいえば、男性中心主義への批判だけにとどまらず、行き過ぎた市場経済への批

判や人間中心主義への批判としての意味も含まれる。ノディングズにとってケアリングと

は、幸せの基本的な場である家庭に、人間相互のかかわりあいという領域を認めながら、

相互にささえ合うしかたで、人々が他者と作用しやすいような状態をつくりだすことに価

値を置くものである。Noddings, Nel, Happiness and Education, Cambridge University 
Press, 2003, pp.97-239. (山崎洋子他監訳『幸せのための教育』知泉書館、2008 年、122
頁‐300 頁)。 
552 同性婚の権利を認めることについて、岡野は、よりよいケア関係を維持するためには

マイナスだとして、疑問を呈している。同性婚によって「善き市民」の仲間入りをするこ
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は基本的に個人的なものだが、他者や社会とのかかわりのなかで生きているわれわれにと

って守られるべき自由である。それまで自然とされてきた性をセックスとジェンダーに峻

別し、ジェンダーの構築性を問題視することで、自由で平等な社会を追求してきたフェミニ

ズムであるが、LGBT の投げかけた問いは、不変であるはずのセックスの区別が、差別の根

拠になるという皮肉を明らかにしたともいえるだろう。性別と性的指向を独立したものと

考えたとしても、異性愛だけを「普通」とする社会では、性的マイノリティが生きづらい社

会であることに変わりはない。さらに、そのことは、社会が母親を追い詰める根拠となりう

る。「なぜ同性愛の子を産んでしまったのか」そう自分のことを責める母親がいてもおかし

くないだろう。これらの不平等を生み出したのは、性をカテゴリー化し、ある特定の性的指

向の人々のみ保護するという社会制度がその一端を担ってきたからである。その根底には、

「性」を基準につくられてきた社会制度がある。その根幹が揺るぎないものである限り、新

たな差別を生み出すだろう。そうであるならば、彼らをも包摂しうる制度を考えるべきだ。

ノディングズは、それをケアすることとケアされることを基本にしたケアの関係性に基づ

く社会制度として構築しようとした。冒頭でも述べたように、ノディングズは、女性の経験

を強調しすぎることから本質主義ととられかねない面もある。しかしだからといって、ノデ

ィングズのケアの倫理そのものまで否定してしまうことは、われわれが、ヴァルネラブルな

存在であることを再び忘れ去ることになる。ノディングズのケアの関係性を基盤としつつ

ジェンダー差別も解消に向かうような社会の構築は如何にしてなし得るだろうか。 

 

第 5 節 隘路を越えて 

 

われわれはいま、これまで以上の隘路を潜り抜けようとしている。それは、ケアが主に行

われる場所が家庭であり、それを担ってきたのが女性であるということについて、制度や政

策面から見直そうとすると、そこに付随する普遍的なケアの価値まで引きはがされる恐れ

があるからだ。ノディングズが「I am here (わたしは、ここにいる)」という応答に〈ホー

ム〉の普遍性を見出し、「〈ホーム〉からはじめる」としたことは、そのことへの大胆な挑戦

                                                   
とになるが、その「善き市民」の内実に問題があるからだ。現在のようなネオリベラリズ

ムの社会において個人の責任の領域が拡大し、ケアは経済合理性に還元され、私的に負担

することで維持されている。そのような市民と同じになることを意味するからだ。岡野八

代「平等とファミリーを求めて－ケアの倫理から同性婚をめぐる議論を振り返る－」『現

代思想』43 巻 16 号所収、青土社、2015 年、66 頁‐67 頁。 
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ともいえる。ノディングズの理想とする〈ホーム〉概念については、すでに第 8 章で詳しく

検討したのでここでは控えるが、「I am here(わたしは、ここにいる)」に導かれた応答責任

を根拠として社会政策を構想することにその真意はある。そこでのノディングズは、ケアを

必要としている人への応答が不可能になるのであれば、それを阻害するような、いかなる原

理も規則も拒絶することを求め、その政策を構想するにあたっては、高い専門性の必要を説

くと同時に、官僚主義に陥らないこととしたうえで、〈ホーム〉概念をもとにした政策を提

唱している 553。 

伝統的な社会規範への懐疑、官僚主義への批判からノディングズはなにを言いたかった

のだろう。それは、近代社会が育児や介護といったケアを女性のアンペイドワークを前提に

し、その補完として社会サービスの範囲を策定してきたことにたいする批判であろう。その

社会政策は、ネオリベラリズムの目指す「小さな政府」の実現に向けた取り組みであり、市

場原理に基づく自由主義経済を理想としたものだ。これらが、格差を広げ、貧困問題を生み、

そしてそれは、個人の責任とされてきた。困難なニーズを抱えているにもかかわらず「自己

責任だから」「お前もがんばれ」と言われ続け、社会の周辺に排除されてきた人々や、個人

に押し付けられたリスクを、ノディングズは〈ホーム〉概念に基づく社会政策で、個人に責

任転嫁せず市場原理に与しないケアの倫理を主張しようとしたのだ。 

近代は家族にケアを囲い込んでしまうことで、平等な個人としての社会を構想してきた。

だがそれは、人間が依存と自立のあいだをたえず行き来しており、その境界は環境によって

変わり得ることを見えにくくしてしまったにすぎず、社会の底辺で貧困や格差に喘ぐ人々

やジェンダーの属性によって著しい不平等が生じていることに目を閉ざしてきただけだ。

そうした非ジェンダーのうちに貧困や格差を位置づける方向にたいして、センは、ジェンダ

ーを無視して貧困だけに目を向けることは、誤った因果関係を導いてしまうであろうこと

に言及している 554。センは、貧困問題に潜むジェンダー差を男女の人口比率から暴こうと

試みた。インドや中国の男女の人口比率によるとこれらの国では、男性の人口にたいする女

性人口はきわめて低い数字となっている。このことは、女性の生命が男性に比べて著しく粗

雑に扱われてきたことを示しており、「喪われた女たち」の数は膨大な値を示すとする。な

ぜ女たちの生命が喪われねばならなかったのか。その問題の根深さをセンは、経済的諸要因

                                                   
553 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., pp.227-231. 
554 Sen, Amartya, ‘More Than 100 Million Women Are Missing’, The New York Review 
of Books, 1990. (川本隆史訳「一億人以上の女たちの生命が喪われている」『みすず』1991
年 10 月号所収、みすず書房、1991 年、2 頁‐16 頁)。 
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だけでは説明不足であり、社会的・文化的要因も加える必要を説く。つまり、この偏りの背

景には、ジェンダー問題があるにもかかわらず、見過ごされてきたのだ。ケアの倫理を基盤

とした社会政策を構想するノディングズは、心理的性差の存在を進化論に依拠しながら認

める立場であるが、ジェンダー差別には敏感だ。彼女は、「逸脱の概念を変える」ことが社

会規範を変える契機になるという 555。たとえば、日本の小学生を考えてみよう。日本では

数十年前までは、ランドセルといえば女の子は赤、男の子は黒が一般的だった。それ以外の

色はほとんど見かけなかったし、仮にそれ以外の組み合わせを選べば変わった子として学

校でいじめの対象になりかねなかった。しかし、今日、ピンク、紫、水色、紺色とカラーバ

リエーションが広がり、何より性別にかかわらず、好みの色を身につけるのに抵抗感はない。

このことは、それまでジェンダー・バイアスとして逸脱とされたきたことが、日常に置き換

えられたことを示唆している。市民生活のあらゆるところに潜むジェンダー・バイアスは、

性的身体への内面化や自然化と結びつき、自分の身体にハビトゥス化された「自然」として、

あらかじめ組み込まれた構造にある。それゆえ、それ自体が権力的な関係をはらんでいると

しても、声を上げにくい社会構造となっている。法制度や社会制度は、われわれの社会通念

を通して発動しているのだから、その前提を問いなおす手段として「逸脱の概念を変える」

ことは、ジェンダー・ヒエラルキーからの解放のみならず、これまで市民に値しないと定義

づけられてきた人々を包摂する契機となるだろう。 

ノディングズの逸脱にかんする概念変更の目指す先には、女性が伝統的な男性分野に越

境することで「不自然な女性」とみなされなくなることがある 556。逆もそうだ。男性に典

型的な女性の職業を推奨することが自然になることだ。さらにノディングズは逸脱概念変

更にかんして、アメリカ社会で起きている深刻な薬物問題を取り上げ、一つの大胆な提案と

して、すべての麻薬管理を医療機関や医療専門家に返還してはどうかと政府に迫る。このよ

うなノディングズの社会政策の議論は、あくまでアメリカ社会を基盤としたものであり、歴

史も文化も異なる日本社会ではそのまま当てはめることはできない。 

では、日本におけるケアの社会構築のための政策の視点はどこに置けばよいだろうか。そ

して、どのような社会政策のもとでならその実現は可能だろうか。 

 

第 6 節 ささえ合う社会の実現に向けて 

                                                   
555 Noddings, Nel, Starting at Home, op.cit., p.266. 
556 Ibid., p.267. 
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第 1 項 日本の社会は何型か 

 

ケアの倫理を社会政策の視点から考察するならば、周縁化されてきた人々、すなわち女性、

子ども、高齢者、障碍者といったヴァルネラブルな人々をいかに市民として包摂するかを考

えねばならない。ギリガンの言葉を借りるまでもなくケアの倫理は、「だれひとりとしてと

り残されたり傷つけられたりしてはならない」ことを信条としてきた 557。そうした倫理観

を政策に反映させるならば、社会保険と公的扶助からなる社会保障とともに税制や子育て

介護といった社会サービス、雇用政策や労働市場の規制まで視野に入れた議論が必要だ。現

在の日本はそれらの制度が充実しているといえるだろうか。性別、年齢、出身、障碍の有無

にかかわらず、誰もがその人の個性に応じた生き方ができているだろうか。誰かが躓いたと

き手を差し伸べてくれる。それが家族であれ、隣人であれ、NPO であれ、役所であれ、誰

かが気づき寄り添ってくれるから安心して生きていけるのだ。その安心は、人並みの生活が

保障され社会参加の機会が確保されるからこそのことである。ところが、現在の日本は、大

企業の収益率、学生の就職率、産業別平均賃金といった表面上の数値は好景気を示している

が、その裏で雇用の非正規化が進み、所得格差が拡大し、法定最低賃金も国際水準からみて

きわめて低い 558。このため、働いても貧困になるリスクが高く、共働きをしても貧困から

抜け出しにくくなっている。とりわけ女性の貧困は深刻だ。 

このような状態になるのは、「生活保障システム」が逆機能に陥っているからだと大沢は

指摘する 559。ここでいう「生活保障システム」とは政府の法・政策と民間の制度・慣行を

合わせたものであるが、それが機能していないというのだ 560。なぜだろう。1990 年代にも

生活保障システムの改革はなされている。それまで極端な企業中心社会だったことへの反

                                                   
557 Gilligan, Carol, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s 
Development, Harvard University Press, 1982, p.63. (岩男寿美子監訳『もうひとつの声

－男女の道徳観のちがいと女性のアイデンティティ－』川島書店、1986 年、109 頁)。 
558 神野直彦・井手英策・連合総合生活開発研究所編『「分かち合い」社会の構想－連帯と

共助のために－』岩波書店、2017 年。 
559 大沢は、生活保障システムを三つのカテゴリー「男性稼ぎ主」型、「両立支援」型、

「市場支援」型に分けている。大沢真理『現代日本の生活保障システム－座標とゆくえ

－』岩波書店、2007 年、53 頁‐55 頁。 
560「生活保障システム」は、具体的には、社会保険および社会扶助や公的扶助からなる社

会保障、税制、保育や教育、保健医療、介護といった社会サービス、家族関係や雇用関係

への政府の規制などである。大沢真理編『ジェンダー社会科学の可能性第 2 巻 承認と包

摂へ 労働と生活の保障』岩波書店、2011 年、22 頁。 
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省から、宮澤内閣が「生活大国五か年計画」を策定、次いで橋本内閣によって六大改革もな

された。2000 年代に入ると小泉内閣による構造改革も行われた。こうして現在までのあい

だに日本の社会保障システムは改革を幾度となく試みたにもかかわらず、「男性稼ぎ主」型、

すなわち「壮年男性にたいして安定的な雇用と妻子を扶養できる「家族賃金」を保障するべ

く、労働市場が規制され・・・。それを前提として男性の稼得力喪失というリスクに対応し

て社会保険が備えられ、妻子は世帯主に付随して保障される」状態から脱却することができ

なかった 561。このように大沢のいう「生活保障システム」の逆機能とは、1980 年代にはじ

まる「男性稼ぎ主」型を現在も引きずっていることを指している。こうしてみると、日本の

社会保障や制度にとって、ジェンダーこそが問題なのだ。 

 

第 2 項 ジェンダー差別の大きい日本 

 

日本のジェンダー・ギャップについては、OECD(経済協力開発機構)からも指摘されてい

る。2012 年にアンヘル・グリア事務総長は、『日本の政策課題実現のために－OECD の貢

献－』と題した冊子を日本政府に手渡した。そこには、「日本における男女間の賃金格差は、

OECD 諸国の中で二番目に大きい」562として、今後果たすべき日本の役割とともに、その

ための阻害要因に女性の才能が活かしきれてないことをあげている 563。このことは、単に

賃金格差だけの問題ではない。それは結果であると同時にそのことによって生じる不都合

な真実の原因ともなっている。たとえば、深刻な経済的不利益は、結婚生活から女性の離脱

を困難にし、家庭内での交渉能力を低下させる。それゆえドメスティック・バイオレンスや

夫婦間のレイプといった女性への暴力を招きやすくする可能性がある 564。貧困を説明する

                                                   
561 「男性稼ぎ主」型では、男性に安定的な雇用を保障する代わりに家庭責任は妻が担う

ものとされ、保育や介護は、例外的に低所得あるいは「保育に欠ける」というケースに限

って提供された。前掲書、大沢真理『現代日本の生活保障システム－座標とゆくえ－』54
頁。 
562 OECD(経済協力開発機構) 『日本の政策課題実現のために－OECD の貢献－』2012
年、18 頁。www.oecd.org/japan  
563 2017 年 11 月 2 日に世界経済フォーラムが発表したジェンダー・ギャップ指数による

と日本は 144 か国中 114 位だった。World Economic Forum, The Global Gender Gap 
Report 2017, Published Thursday 2 November 2017, pp.190-191. 
564 このことは、貧困だからという理由だけではもちろんない。ケアの最も基本的な関係

である親密な関係の家族に内在する構造的要因の問題でもある。江原によれば、女性にた

いする男性からの「隠された抑圧・支配」の関係があるのは、家事労働が不可視化されて

きたことから明らかだという。江原由美子『フェミニズムと権力作用』勁草書房、1988
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センの言葉に耳を傾けてみよう。「貧困はたんに所得の低さというよりも、基本的な潜在能

力が奪われた状態であると見なければならない」565。つまり、自ら生きる価値があると思う

ような生活をするための自由が奪われた状態にあることが貧困なのだ 566。そのような状態

を回復するのが制度の役割である。その制度が機能していないところに今の日本社会の問

題があり、その核心にジェンダーの議論がある。 

 

第 7 節 ケアと教育 

 

ノディングズは教育の主な目的について「道徳教育にあるべきであり、ケアし、愛し愛さ

れる能力のある個人の成長を育む」ことにあるとする 567。こうしてケアと学びは分かちが

たく結びついているものとして扱われてきた。ノディングズは、どの領域のカリキュラムで

も、単に教育プログラムにおいて行うべき内容を探究するだけではなく、「ケアの文脈にお

ける科学的・技術的主題」のうちに統合されるべきものとして扱い、その具体的なプログラ

ムとして提示されるべきだと主張する 568。その目的は、〈ホーム〉としての学校、つまり、

従来の読み・書きに偏った伝統的な学校教育ではなく、〈ホーム〉としての機能を備えた場

所にすることにあった。ノディングズは、リベラル・エデュケーション批判をしながら、そ

のことが「産科病棟で母親を批判するようなもの」であることを十分認識していた 569。 

そうまでして、なぜ、ノディングズは学校に〈ホーム〉としての機能を求めたのだろうか。

二つの理由が考えられる。第一にこれまで〈ホーム〉で伝統的になされてきた技能や態度が

                                                   
年、78 頁。 
565 Sen, Amartya, Development as Freedom, Oxford University Press, 1999. (石塚雅彦

訳『自由と経済開発』日本経済新聞社、2000 年、99 頁)。 
566 従属的な社会的地位関係の結果として経済的不利益を被っているのは、女性だけでは

ない。LGBT といった性的マイノリティにおいては、現在の婚姻制度では「同性婚」自体

が認められていない。世田谷区や渋谷区では同性間のパートナーシップ制度を創設してい

るが、税制や相続といった社会福祉を受ける権利まではない。谷口洋幸「「同性婚」は国

家の義務か」『現代思想』43 巻 16 号所収、青土社、2015 年、46 頁‐59 頁。 
567 Noddings, Nel, The Challenge to Care in Schools: An Alternative Approach to 
Education, Teachers College Press, 1992, p.ⅳ. (佐藤学監訳『学校におけるケアの挑戦－

もう一つの教育を求めて－』ゆみる出版、2007 年、3 頁)。 
568 ノディングズのカリキュラムと教授法についての考え方は、J.デューイの教授法を受け

継いだものであるが、そこからさらに伝統的な教科によるカリキュラムよりケアリングを

重視したものとなっている。Ibid., p.75, pp.174-175. (邦訳、144 頁‐145 頁、310 頁‐

313 頁)。 
569 Ibid., p.28. (邦訳、65 頁)。 
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女性と結びつけられ過小評価されてきたことへの批判であると同時に、そのことが再生産

され続けることへの懸念である 570。つまり、ケアの価値にたいする評価の見直しだ。第二

に「狭い範囲の人間の潜在能力(capacity)」しか活用していないことの問題である 571。ノデ

ィングズは、広い範囲でその人の潜在能力を引き出すためには、ケアリングの関係性が構築

できているかどうかに大きく影響されると主張する。このため直接、教科内容の取り組みの

促進にもかかわってくるのだからケアの関係性の構築からはじめようというのだ。そこで、

学校に〈ホーム〉としての機能をもたせることを提案した 572。それは、家庭で困難を抱え

る子どもの居場所ともなり得る。多様な家庭背景をもつ子どもたちに、寄り添い、そこに「い

る」ことに意味がある領域をつくることでケアの関係性を構築しようとした。それは、子ど

もたちにとって、評価の基準に取り込まれない時間と空間を過ごす場所を学校に保障する

ことになる。「女性の伝統的な仕事がいかに重要かについて人びとに理解させ、すべての子

どもにそういう仕事をきちんとこなせるように準備させておきたい」とノディングズは、マ

ーティンの教育学 573を解釈するなかで述べている 574。このことは最終的には第一の理由と

もかかわっているが、ノディングズの〈ホーム〉概念を社会に浸透させることは、女性だけ

でなく、すべての人がケアの担い手となることを意味する取り組みを示唆している。 

 

第 8 節 倫理学と経済学の結節点 

 

ノディングズは、子どもたちの顕在化していない広がりのある能力を引き出すという意

                                                   
570 Ibid., p.43. (邦訳、91 頁)。 
571 Ibid., p.29. (邦訳、66 頁)。 
572 宮寺も学校を〈ホーム〉にという発想に賛意を示しているが、その理由として、もは

や現在の学校教育に期待はもてず、それでもなお期待できることがあるとすれば、「不平

等な階層社会のなかで生き抜く耐性を生徒の身に付けさせること」であるとする。その意

味で学校の家庭化は、「ちょっとやそっとでは動じない社会的現実に学校が粘り強く渡り
、、

合う
、、

ための、一歩ひいた方略」だとする。（傍点は原文）宮寺晃夫『教育の分配論－公正

な能力開発とは何か－』勁草書房、2006 年、89 頁。 
573 マーティンは、「スクールホーム」と名付けたケアの倫理を基盤とした学校の基本理念

に「三つの C」を導入している。ここでの「三つの C」とは、「ケア、関心、結びつき」

‘Care, Concern, Connection’を指す。Martin, Jane Roland, The Schoolhome: Rethinking 
Schools for Changing Families, Harvard University Press, 1992. (生田久美子監訳『スク

ールホーム〈ケアする学校〉』東京大学出版会、2007 年)。 
574 Noddings, Nel, Philosophy of Education, Westview Press, 1989, p.221. (宮寺晃夫監訳

『教育の哲学－ソクラテスから〈ケアリング〉まで－』世界思想社、2006 年、300 頁)。 
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味で「潜在能力(capacity)」を使っているが、教育を人間の生の可能性を引き出すものとし

て捉えると別の景色がみえてくる。生きることの多様性の尊重を教育の重要な目的の一つ

だとすれば、単に潜在能力を引き出すだけでは、その人の多様性を尊重したとまではいえな

い。本人にとって価値があるとする生き方を実際に選択でき、そのための条件も備わってい

ることまで要件とすべきだ。だとすれば、ノディングズの「潜在能力(capacity)」はその先

にあるセンやヌスバウムの「潜在能力(capability)」に結びついてはじめて、実体のあるもの

となる。ノディングズのケアにたいする考えのなかには、個人が孤立した存在ではなく、他

者との関係性のなかで継続的に成長していくことも含まれ、ケアの関係性のなかで自分自

身の生き方を見出し、可能性を探究していくことに意味があるとする。しかしそこには、い

つ、どこからニーズに応答し、どこまで応えればケアしたことになるのかという指標はみえ

ない。もちろんケアの倫理には、ルールや規則に縛られずに、どこまでも他者のニーズに応

えようとする側面もある。しかし、社会政策として公的ニーズに応じていくためには、社会

的最低水準をどこに置くかということや、その能力を使って実際に何をすることができ、ど

んな状態になれるかということを問うことができなければ、その人の生を尊重した制度や

政策につなげることは容易ではない。親と子の関係性を範としたケアリングを提唱するノ

ディングズにとって、〈ホーム〉は理想的なものであるが、そこから公共性にひらいていく

には、客観性を担保する新たな分析道具が必要だ。その意味で、センによって提起された「潜

在能力(capability)」アプローチをケアの倫理という倫理学的視点に導入すること、すなわ

ち倫理学に経済学を再導入することで、ケアの倫理にもとづく社会政策を打ち出すことが

できる。このことは、無視され続けた人々の声を現実に聴くだけではなく、その声を反映し

た政策として展開できるだろう。 

 

第 9 節 結論――ケアの社会とは―― 

 

どんなに素晴らしい能力があったとしても、本人の選択が外から妨げられてしまえば、目

的を達成することは困難だ。たとえば、同じような能力をもっている人がいたとしても、妊

娠や出産、赤ちゃんの世話をしなければならない女性は、そのような妨げのない男性に比べ

て、自分の目的を達成する自由は制限されざるを得ない。そうであれば、その差異を縮減す

るような配慮が必要である。ケアの責任は誰か特定の地位にある人だけに不当に押し付け

てすむものではない。そもそもわれわれ全員に母親がおり、自分自身が母親だという人もい
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る。キテイは、そのことを「みな誰かお母さんの子ども」として、関係性そのものを基本的

ニーズとみなし、それ自体社会的にささえられる状況とすることに権利を付与すべきとし

た 575。どんな時代でも、社会を維持するためには、子どもを育てる人がいなければ次世代

に引き継ぐことはできない。さらにいえば、赤ちゃんや高齢者だけが依存者なのではなく、

誰もが相互にささえ合って生きているという意味では誰もが依存者である。つまり、依存は

必然であり「不可避の依存 (inevitable dependencies)」なのだ 576。そうであるならば、そ

れは個々の家族の問題ではなく社会の問題である。したがって、さまざまな依存による非対

称性を分析し、依存の問題を焦点化した平等についての議論が必要だ。言い換えれば、不平

等の状況に対処することこそ多様な個人をささえることになる。誰もが依存者であるよう

な脆弱な個人には「ささえ」が必要である。 

たとえば労働問題としてみたとき、日本ではジェンダー・ギャップが大きいことは、先に

みたとおりである。法的には男女平等が整えられたはずだったが、その後の規制緩和によっ

て、労働力確保として低賃金の非正規雇用が促進され、社会サービスを整備せずになされた

ため、家庭内のアンペイドワークは解消されず女性の負担となった。こうした政策のため、

子どもをもつ女性は労働市場から排除され、フルタイム雇用としての就業がしにくくなり、

ますますジェンダー・ギャップは拡大した。このようなジェンダー・ギャップを解決するの

に有効なのがケイパビリティ・アプローチに基づく政策である。実際の生活水準によって起

こり得る貧困を貯蓄や不動産といった資源の種類でなく、朝ごはんは食べられているか、病

気のとき病院に行けるかなど、具体的な生活水準の乖離の程度によって、貧困を把握すべき

だ。そのためには、狭義の労働政策だけではなく、社会政策における社会サービスの充実や

家庭内のアンペイドワークの分担がすすむことが必要だ。アンペイドワークの多くは、その

提供者が同時にそれを享受できないという性質があり、家庭内での主な提供者たる女性は、

                                                   
575 Kittay, Eva Feder, Love’s Labor: Essays on Women, Equality and Dependency, 
Routledge, 1999, p.66. (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』

白澤社、2010 年、154 頁－155 頁)。 
576 ファインマンは、依存は自然に伴う不可避なものであるとし、依存を生物としての特

性に基礎づけた。他方、キテイは、生理学的な特性に同意しながらも、文化的条件のもと

で別のさまざまな要因が付け加わり、生理学的・文化的側面が依存の現実をつくっている

とした。Fineman, M.A., The Neutered Mother, The Sexual Family and Other 
Twentieth Century Tragedies, Routledge, 1995, pp.161-164. (上野千鶴子監訳『家族、積

みすぎた方舟－ポスト平等主義のフェミニズム法理論－』学陽書房、2003 年、180 頁‐

183 頁)。 Kittay, Eva Feder, Love’s Labor, op.cit., p.29. (邦訳、81 頁)。 
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そのごく一部しか享受できない 577。社会の矛盾を内包する存在としての女性に焦点をあて

ることは、これまで社会的問題とされることなく不利益を被ってきた人々の平等の議論に

も射程をひろげることになるはずだ 578。 

さらに、ケアの担い手をケアする政策も、これまでの視点からの転換が必要だ。現在の日

本政府の推し進めようとしている外国人労働者をケア・ワーカーとして雇用し、女性の労働

を確保することは、彼女たちが自国に残してきた子どもや家族のことに無関心でいるとい

うことだ。彼女たちの人権は、資本主義経済の前には考慮するに値しないというのだろうか。

ケアを利用する女性と、ケアを供給する女性の格差は、国際的にも国内的にも広がっている。

それにもかかわらず、制度や政策にジェンダーの視点が活かせない背景には、それを策定す

る側に女性がすくない 579こともあるだろう 580。集団内でダイバシティを高めることは、組

織の目的達成にとっても有効なことは、経済学・経営学の分野ではいわれているが、実践面

において十分な広がりをみせていない 581。 

他方、ケアの担い手をいかにケアするかという問題は、ケアされる人が依存状態にあるた

め、その依存によって、ケアする人からの搾取や虐待をうけやすいという問題も孕んでいる。

「子どもは身体的保護および適切な社会化がなされない限り、生き残れない存在」であるた

め、「みずからの生に対して力を持つ人々に、完全にそして不可避に依存」することを余儀

                                                   
577 大沢真理「社会・ジェンダー視点に立った政策評価－社会政策の比較ジェンダー分析

の立場から－」『日本評価研究』第 1 巻第 2 号所収、日本評価学会、2001 年、3 頁。 
578 大沢もジェンダー課題について、「政策課題に男女平等を掲げる政策や、女性（や子ど

も）をターゲット・グループとする政策ばかりでなく、あらゆる政策課題に暗黙のうちに

含まれている」としている。同書、1 頁‐11 頁。 
579 内閣府資料によると平成 29 年 12 月 1 日現在の女性国会議員の国際比較では、日本は

193 か国中 157 位（衆院、10％）という低い水準にとどまっている。

http://www.gender.go.jp/policy/mieruka/pdf/map_josei_2018.pdf 
580 女性の管理職を増加させる目的でクォータ（人数を割り当てる）制度導入が検討され

ているが、橘木は、そのこと自体は、女性の指導者層を厚くするのに必要であるし、男女

共同参画社会における政策目標として重要な柱であることを認めたうえで、「ごく普通の

女性」の立場を強くすることや恵まれない女性の処遇を改善することにもっと関心を向け

るべきと主張する。男女共同参画政策はしょせん女性指導者を多く生み出すのが目的だと

理解されたなら、すべての女性からの支持は得られないことを危惧している。橘木俊詔

「男女共同参画の実現に向けた女性の就労・生活支援策」落合恵美子・橘木俊詔編著『変

革の鍵としてのジェンダー‐歴史・政策・運動‐』所収、ミネルヴァ書房、2015 年、254
頁。 
581 阪神・淡路大震災の教訓を活かしたはずの東日本大震災においても、女性の生理用品

や下着、粉ミルクやおむつなど、女性や乳幼児のニーズに配慮した生活用品の備蓄がなか

ったり不足していたという指摘がなされている。岡庭義行「「災害とジェンダー」におけ

るダイバシティの課題」『帯広大谷短期大学紀要紀要』第 50 号所収、2013 年。 
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なくされる 582。やっかいなのは、パターナリズムのなかには、子どもの道徳性にとって必

要なものが多く含まれていることだ。このため、たとえ不適切であるとしても、抑圧者にパ

ターナリスティックなものであると主張され、悪用されてしまうことがある。このような依

存しなければ生き残れない存在の権利をどのように保障するかという公的制度の問題と、

先にあげたケアの担い手の問題は、同時に考える必要がある。依存が避けられないものであ

る以上、みな誰もがどちらの立場にもなる可能性があり、社会の仕組みとして包括的に考え

る必要があるからだ。 

母親と重い障碍をもった子どもとの関係について春日は、「母親は子どもにたいする加害

者である以上に、障碍児と同様、この社会の仕組みによって深く奪われている存在である」

という 583。ジェンダー化された社会の仕組みが、母と子を孤立させ、さらに家族の責任や

愛情を規範として母親を追い詰めていく。このことは、冒頭で提起したわたし自身の問題関

心でもあった。「なぜ、わたし一人が担わねばならないか」という問いは、ジェンダーの問

題が縦横に絡んでいることが明らかになった今でも深く内面化された規範として、社会か

ら期待される母親像という役割のなかでもがいている。おそらくそれはわたしだけではな

い。社会はあまりに「誰がケアをするのか」という問いに目を閉ざしてきた。自覚的か無自

覚的かは別として。それゆえ、制度や政策は今日に至っても十分とはいいがたい。制度的な

裏付けがあれば、母親自身が自分自身の人生を生きることにかんして、すくなくとも今ほど

負い目を感じることもないだろう。実質的な市民であるためには、子育て支援やその他適切

な補償や措置が、ケアの担い手に提供されるべきであるし、その社会的財が「機能」に変換

できるようにアクセスビリティが確保されていなければ結局のところ自己責任として自ら

を追い込むことになる。大沢は、画一的で形式的にサービスを提供しても、「あまねく公平

かつ安定的」にニーズが充足されるわけではないとし、保育や保健医療、教育、介護も含め

たユニバーサル・サービスを提唱する 584。ここでのユニバーサル化とは、「誰もが多種多様

                                                   
582 O’Neill, Onora, ‘Children’s Rights and Children’s Lives’, in Ethics, The University of 
Chicago, 1988. (大江洋訳「子どもの権利と子どもの生」『現代思想』24 巻 7 号所収、青土

社、1996 年、211 頁‐215 頁)。 
583 春日キスヨ『介護問題の社会学』岩波書店、2001 年、112 頁。 
584 ユニバーサル・サービスの定義は、1.国民生活に不可欠なサービスであって、2.誰もが

利用可能な料金など適切な条件で、3.あまねく日本全国において公平かつ安定的な提供の

確保が図られるべきサービスとされる。大沢真理『いまこそ考えたい 生活保障のしく

み』岩波ブックレット No.790、2010 年、64 頁。 
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なニーズをもつことを、モノや制度の設計に織り込むこと」を意味する 585。とはいえ、政

府や組織がすべてのニーズを把握し、それに見合ったものを提供することは現実的には不

可能である。われわれが求めているのは、受動的な単なるエンドユーザーとしてのケアでは

ない。多様な「市民」として、それらのサービスにかかわることが重要だ。そのために政府

のできることといえば、「市民」が主体的に参加することのできる機会を保障するための制

度や「集合的責任」のシステムを支援することだ。 

これまでの政策は、「ささえる側」と「ささえられる側」を固定化するものであった 586。

「ささえられる側」は、働くことができないものとみなされ、社会保障や福祉に生活を依存

せざるを得ない制度となっていた。しかし、「ささえる側」も、実は「ささえられる側」の

さまざまなかたちのささえがあったからこそ力が発揮できたのである。つまり、「ささえる

側」「ささえられる側」の二分法は、制度がつくりだしたともいえる。「ささえる側」をささ

え直し、「ささえられる側」が社会とつながることのできる仕組みをつくり、社会参加を促

すことは、この二分法を解体し、相互にささえ合う社会を構築することになるだろう。宮本

はこのような仕組みを「共生型ケア」として、これまでの「縦割りの制度」を超えて、それ

ぞれの場所で保護の対象であった人々が、新たな場を共有しながら、互いにささえ合うかた

ちを提唱している。たとえば、認知症の高齢者が子どもの世話をしたり、知的障碍者が高齢

者の食事介助をするなど、「誰が利用者なのか、ボランティアなのか、職員なのかわからな

い」関係である 587。 

「市民」であるとは、社会参加できることだとするならば、社会は、最も脆弱な人々を排

除してきたことになる。排除された人々を再び制度に組み入れ、社会参加を保障する条件を

整備することが求められる。その意味で「ささえ」とは、単に個人間の関係を指すのではな

く、国家と社会の関係でもある。ネオリベラリズムの台頭によって、個人は、市場における

競争社会を生き抜くことを価値づけられた。しかし、そのことが生んだのは、一部の成功者

とそうでない者の間に生じた不平等と、それを自己責任として正当化する社会であった。市

場経済と手を組んだネオリベラリズムは、社会に居場所を見出すことのできない人々をや

っかいものとして排除していった。再び彼らを社会に包摂するためには、公平な権利に基づ

く保護だけではなく、ニーズの主体として配慮しなければならない。迎え入れる社会は、「モ

                                                   
585 同書、65 頁。 
586 宮本太郎『共生保障〈支え合い〉の戦略』岩波新書、2017 年、35 頁。 
587 同書、107 頁。 
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ノ」と「カネ」だけに価値を置くのではなく、「行い(doing)」や「在りよう(being)」の機能

の集合であるケイパビリティの実現に資する社会であることが望ましい。 

川本は、「モノ」や「カネ」や「心」でも捉えきれない豊かさを成り立たせる条件につい

て、次のように述べている。「モノやカネの量が同じであっても、それを生活の豊かさにか

えていく力には個人差がある。心から満足を味わうために必要な物資も個人の間で（さらに

は同じ個人でも年齢によって）その量が異なってくる。そうした違いを見きわめながら、豊

かさを成り立たせる共通の条件について考えよう。たとえば、人前に出ても恥ずかしくない

衣服をまとい、飢えや乾きが満たされ、安心して暮らせる空間（居場所）が確保されている、

といった人間として生きていくのに必要不可欠な最低限の条件がある」588。最低限の条件

をセンの潜在能力アプローチから検討する川本は、「モノ」でも「カネ」でもなく、「本人が

価値をおく理由のある生を送る」うえで不可欠なものに「人前に出ても恥ずかしくない」を

条件にあげている。そのことに照らせば、現在の母子世帯をめぐる社会政策は、本人の選択

の幅を狭めている面があることは否めない 589。 

たとえば、自分の子どもを塾に通わせたいとか、友人と安価な食事を楽しみたいと思って

も、生活保護母子世帯は、それらに支出しない傾向にある 590。単に経済的に余裕がないと

いう理由からではなく、必需品とは考えられていないものへの支出について、社会的な抵抗

感が強いからである。彼女たちにとって、自分が摂る食事の質を下げても、子どもを塾に通

わせることのほうが価値あることかもしれないが、選択しようにもできないのだ。生活保護

世帯のケイパビリティが社会的抑制によって狭められている現実は、低所得の母子世帯が

生活保護を受給しようとしない理由にもなっている 591。彼女たちにとって知人との情報交

換や会話のための外食、子どもとの年に一度の旅行は、選ぼうと思えばだれの気兼ねもなく

選択できる。しかし、それは、生活保護の窮屈さや屈辱を選択しない代わりに、母親自身の

栄養摂取の調整や休日の返上や残業といった犠牲のうえに成り立っており、身体的・精神的

にぎりぎりの状態にあることは確かである。現状の生活保護制度は、母子世帯が給付を選択

したとしても、将来のための貯蓄や自立のための社会基盤をつくることはむずかしく、一度

                                                   
588 川本隆史「暮らしよさを目指して」越智貢・金井淑子・高橋久一郎・中岡成文・丸山

徳次・水谷雅彦編集『岩波応用倫理学講義 4 経済』所収、岩波書店、2005 年、73 頁‐

74 頁。 
589 後藤玲子『福祉の経済哲学－個人・制度・公共性－』ミネルヴァ書房、2015 年、193
頁‐207 頁。 
590 同書、200 頁。 
591 同書、202 頁。 
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給付を受けてしまえば、そこから抜け出すのは困難な制度となっている 592。このように貧

困状態にある母子世帯にとって、ニーズは、個人の価値判断にもかかわるため、客観的規準

を単に措定すればよいというものではない。かといって、なんらかの指標となるものがなけ

れば、貧困は忘れ去られてしまい、再び個人の責任にされてしまうという悩ましい問題を抱

えている。 

さらに、客観的規準は物質的な水準だけの問題ではないことを指摘しておきたい。生きる

ための最低限のニーズは「欲求段階説」に沿って保障される。生理的欲求が満たされれば、

文化的欲求に移行し、ヒエラルキーの頂点は自己実現の欲求である。しかし、本当にそうな

のだろうか。母親たちのなかには自分の栄養状態の欠如があろうとも、子どものための費用

を捻出したいと思う人もいる。あるいは、たまには息抜きして友だちとの食事を楽しみたい

とも思うかもしれない。そうだとすれば人間の欲求は必ずしも理論通り現れてくるわけで

はない。むしろ、「欲求段階説」があるがゆえに、それが社会規範となり、イデオロギーと

なって、「そんな贅沢は許さない」という社会の圧力が造成されているかもしれないのだ。

さまざまな偏見の目に晒される母子世帯は、その生き方まで否定されてしまうことになり

かねない。このことは、生存欲求を低位の欲求とする「欲求段階説」にあまりにとらわれす

ぎてしまうことから個人のケイパビリティまで狭めてしまう例である。貧困は物質的に欠

乏しているだけではなく、人と人とのつながりや社会との連帯、他者からの承認といった人

間としての存在すら脅かしてしまう。ノディングズは人間存在の基盤となる〈ホーム〉に、

その解決の糸口を見出したのだ。 

 〈ホーム〉で行われる子育てや介護といったケアにかんする労働は、その大部分を担って

きたのは、女性だ。したがって、社会的不平等は、ジェンダーの不平等と言い換えてもよい。

その意味で社会化は必要であるし、それをジェンダーの視点から政策に反映させることは、

これまで焦点化されにくかった女性を貧困から救うことになる。しかし、ジェンダー平等の

ためにどれほどさまざまなサービスを重ねてもケアをすべて社会化することはできないし、

そうすべきものとも思えない。なぜならケアは強制されてするものではなく、たとえば、わ

が子を育てることで得られる喜びは何ものにも代えがたい。目の前に「あなたがいるから」

という、ただそれだけでケアを受ける理由となることがあたりまえの社会がケアの社会で

                                                   
592 このような抜け出しにくい生活保護制度をより「入りやすく出やすい制度」に改める

議論が行われはじめており、すくなくとも従来のような自立支援にたいする意識が希薄な

政策ではないという点を確認しておきたい。同書、207 頁。 
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あろうが、日常生活レベルでケアをするとは、「辛い仕事」としての葛藤や困難を含むケア

を受け入れることでもある。だが、それは、ジェンダー・人種・階級によって、依存労働と

して強いられないという一定の条件が達成させられたときにだけ、「あなた」にたいしてひ

らかれたものになる。そのような社会でのみ依存労働は、「完全な機会の平等」の理想形と

なることができる。ケアの社会化の議論において、ケアをめぐる人間のジレンマを解決する

ためには、ケアをしているときも、ケアをし終えたあとでも、ケアする人が十分に対価を得

ることができ、なおかつ社会参加も可能となるような政策を発展させることである。このよ

うな努力を通じてのみ、ケアの社会の構想は可能となるはずだ。 

即効性のある具体的な解決策などないかもしれない。だが、経済成長を回復させるだけで

は十分でないことは、貧困や格差問題から明らかだ。社会は依存を軸に熟慮しなければなら

ない。それは、ケアされる人とケアする人の置かれた脆弱性のニーズから考えることだ。当

事者だけの問題にしないということであり、ケアする仕事自体を配慮することだ。他者への

共感だけを頼りにすることなく、社会の構造として展開することで、ケアはもっと容易くな

る。子ども、障碍者、女性、病人、高齢者、災害で困難な状況にある人、あるいは、非正規

雇用の労働者や移民といった人々が、劣った人間とみなされたり、無視されることなく、能

力ある個人となることのできる社会こそが、ケアの社会だ。誰もが脆弱な個人であることを

前提としたケアの倫理は、人間の相互関係を重視するのみならず、政策の基盤として現実の

制度を問題とすることで、社会を構造的に改革しようとするものである。忘却された個人を

制度に組み込み、差異から出発し、連帯する世界をつくることができるかは、今を生きるわ

れわれ自身の責任だ。 
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