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1. はじめに 

 

 本稿の目的は、正義（とくにグローバルな正義）を実現する動機はどこから得られると考

えるべきなのかを、カナダの政治哲学者パティ・タマラ・レナードの議論の批判的考察をと

おして検討することである。 

 政治哲学の分野では近年、「グローバルな正義論」（global justice）が注目を集めている。国

境横断的な問題が「従来の政治哲学が自明の前提にしてきた国境という境界を大きく揺るが

し」（伊藤 2014：223 頁）たことで、この分野では、グローバルな正義、すなわち「国境を越
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えて妥当する正義の探究」（井上 2012：24 頁）が活発におこなわれるようになったのである。

政治哲学者のコック・チョル・タンによれば、グローバルな正義論は、以下のような諸問題

を扱い得る領域であるとされている。すなわち、世界的貧困、経済的不平等、ナショナリズ

ム、人権、人道的介入、移民、グローバル・デモクラシーやグローバル・ガヴァナンス、気候

変動、国家間の正義である（Tan 2017）。 

 伊藤恭彦によれば、グローバルな正義という概念は、世界的な貧困や地球規模の格差にか

かわる正義、つまり「グローバルな分配的正義」（global distributive justice）のみを指す場合も

多いという（伊藤 2014：224-225 頁）。伊藤は、次のように述べている。すなわち、「正義は

人々の何らか公平な取り扱いを定める規範であるが、『地球的問題』の中で『公平さ』を最も

鋭く問うているのが、地球全体での生活水準の巨大な格差である」（同上：224 頁）。 

 グローバルな分配的正義をめぐっては、「コスモポリタニズム」（cosmopolitanism）と「リベ

ラル・ナショナリズム」（liberal nationalism）とが論争をおこなっている(1)。分配的正義につい

ての両者の立場の議論をごく簡単に概観すれば、以下のようになる。まず、コスモポリタニ

ズム、とりわけリベラル・コスモポリタニズムとは、ネイションの境界の道徳的意義を認め

ず、単一の分配的正義の構想をグローバルに適用することは可能である、と考える立場であ

る(2)。対して、リベラル・ナショナリズムとは、分配的正義の構想は、ネイションごとにそれ

ぞれ異なり、また各ネイションの内部でもっともうまく実現されるため、その構想をグロー

バルに拡大することは望ましくないだろう、と考える立場である。リベラル・ナショナリズ

ムの論者がそう考えるのは、公共文化やアイデンティティを共有した人々のあいだでは、自

分たちの社会における正義の実現に寄与しよう（より正確にいえば、正義を実現するために

お互いに何らかの犠牲を払おう）とする動機が生じやすいからである(3)。 

 本稿がおもに手がかりとするレナードは、正義を実現する動機に関しては、基本的にリベ

ラル・ナショナリズム論を擁護する。彼女によれば、正義実現の動機についてのコスモポリ

タニズムの議論は説得力に欠けており、反対にリベラル・ナショナリズムの議論はかなりの

説得力を有しているのである。だが、レナードは、他のリベラル・ナショナリズムの理論家

とは異なり、グローバルな正義を実現する動機についても積極的な議論を展開している点に

特徴がある(4)。レナードは、端的に述べれば、以下のような議論をおこなっている。すなわち、

将来的には、グローバルな正義を実現しようと十分に動機づけられた人々が生まれる可能性

はある。そうした人々は、グローバルなレベルでの適切な制度および機関によって生みださ

れるかもしれない、という議論である。 

 本稿では、レナードの議論を批判的に考察することをとおして、正義（とりわけグローバ

ルな正義）を実現する動機はどこから得られると考えるべきなのか、という問いについて検

討していきたい。リベラル・ナショナリズム論の立場からグローバルな正義実現の動機の問

題に積極的に取り組む論者が少ないなかで、レナードの議論は大きな意義を有している。そ
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うした彼女の議論を批判的に考察することで、動機づけの問題について考えていく際の重要

な手がかりを得ることができるはずである。 

 議論の本題に入るに先だって、そもそもなぜ本稿がグローバルな正義を実現する「動機」

に着目するのかを明らかにしておきたい(5)。その理由は、人々がグローバルな正義の実現に寄

与しようと十分に動機づけられていなければ、そのような正義を安定的に実現することは困

難だからである。神島裕子が述べるように、そうした正義の実現においては、「人びとは自ら

や自らの家族、そしてナショナルな同胞などの社会的・経済的シェアが減少する場合でも、

他者および他のネイションのために、相応の貢献をしなければならない。だが、自己犠牲を

ともなうそのような行為には動機が不可欠」（神島 2009：100 頁）なのである。 

 さらにいえば、その動機づけの対象となる人々は、一般的（平均的）な人々でなければな

らないと思われる。たとえば、レナードは、次のように述べている。 

 

 高い教育を受けた一部のエリートは（調査研究がときおり示すように）、自分たち

は国境を越えた義務（とても厳しい義務）を負っているのだと信じているかもしれな

い。しかしながら、実際問題として、私たちのうちの大多数は日常生活において、友

人や家族、隣人、同国人などのニーズを優先するものである（Lenard 2012c: p. 93）。 

 

 私たちのうちの大多数を占める一般的な人々は決して、グローバルな正義そのものを否定

しているわけではないだろう。実際問題、極度の貧困にあえぐ途上国の人々に手を差しのべ

る必要はないと考えている人は、あまり多くないように思われる。平均的な人々は、グロー

バルな正義を実現することは重要だと感じつつも、そのためにみずからが犠牲を払うことに

は消極的なのである。グローバルな正義は、一般的な人々に大きな道徳的要求を課し得るた

め、彼らの支持なくしては安定的に実現されない。それゆえに、グローバルな正義を論じる

者は、平均的な人々をその実現にむけて動かし得る動機についての議論も組みたてなければ

ならないのである。本稿は、そうした動機づけの理論の構築にむけての足がかりとなるはず

である。 

 本稿は、以下のような道筋をたどる。まず、レナードが、正義実現の動機に関する二つの

コスモポリタン的議論、すなわち抽象的原理の動機づけ力に基づく議論と感情の動機づけ力

に基づく議論とを批判したうえで、ネイションの動機づけ力に基づくリベラル・ナショナリ

スト的議論を擁護していることを確認する（2）。そのうえで、彼女が、適切なグローバルな

制度や機関は、将来的には国境を越えた正義を実現しようと動機づけられた一般市民を生み

だす可能性があると論じていることを示す（3）。次に、レナードのそうした議論を批判的に

考察し、グローバルな正義実現の動機の問題について検討する。詳しく述べれば、レナード

の世界秩序構想の不明瞭さを指摘したうえで、彼女のいうグローバルな制度および機関を強
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制的なものとしてとらえた場合と規範的なものとしてとらえた場合とにおいて、それぞれい

かなる問題が浮上し得るのかを論じる（4）。最後に、本稿の議論をまとめ、今後の展望を述

べる（5）。 

 

 

2. 正義を実現する動機の所在 

 

 本節では、レナードが、正義を実現する動機に関して、コスモポリタン的な二つの議論を

しりぞけ、リベラル・ナショナリスト的議論を擁護していることを確認する。 

 

 

( 1 ) 抽象的原理の動機づけ力に基づく議論――コスモポリタン的議論① 

 

 レナードは、正義実現の動機に関するコスモポリタン的議論として、抽象的原理の動機づ

け力に基づく議論と感情の動機づけ力に基づく議論とをあげ(6)、それぞれを批判的に検討し

ている（Lenard 2010: pp. 103-108; Lenard 2012c: pp. 98-113）。本項ではまず、抽象的原理の動機

づけ力に基づく議論を取りあげる(7)。 

 抽象的原理の動機づけ力に基づく議論とは、以下のようなものである。すなわち、人間は、

抽象的諸原理によって、正義を実現するよう十分に動機づけられ得る。コスモポリタニズム

に対する批判者は、コスモポリタンが抽象的な諸原則や諸価値に関する議論に終始し、動機

づけの議論を十分におこなっていないと批判するが、彼らは「それらの道徳的な諸価値に動

機づけられる人間の能力を軽く見過ぎている」（Caney 2005: p. 132）のではないか、という議

論である。 

 レナードによれば、抽象的原理の動機づけ力に基づく議論を展開する理論家は、「義務」と

いう考えを重視する(8)。いい換えれば、彼らは、「私たちが他者に対する義務を遂行するのは、

たんにそれが私たちの義務だからだ」（Lenard 2012c: p. 100）と考える。たとえば、トマス・

ポッゲは、世界的な貧困が裕福な国に住む人々の加害の帰結だと明らかにしているが、彼は、

貧困の解決がそうした人々に課された義務だと示すことによって、彼らをその解決へと動機

づけようとしているのである(9)。 

 次に、ここまでで概観した抽象的原理の動機づけ力に基づく議論に対する批判を見ていく。 

 レナードは、抽象的原理の動機づけ力に基づく議論では、なぜ現実世界の人々はコスモポ

リタンではないのかを説明することは困難だと指摘する（ibid.: p. 101）。もし一部のコスモポ

リタンの理論家がいうように、人間が抽象的原理によって十分に動機づけられ得るのであれ
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ば、世界の大部分の人間はグローバルな正義が要求する義務を確実に実行しているはずであ

る。だが、実際はそうではなく、現実世界の多くの不平等や貧困はいまだに放置されたまま

ではないか、ということである。 

 レナードは、抽象的原理の動機づけ力に基づく議論を展開する論者は、うえのような批判

に対してさまざまな反論を試みるだろうと述べている。その反論のうちの一つは、たとえば

次のようなものである。すなわち、人々は、正義を実現するよう動機づけられてはいるが、

彼らの行動を調整し得るグローバルな制度や機関が存在しないため、正義の要求にしたがい

行動できていないのだ、というものである(10)（ibid.: pp. 101-102）。 

 しかしながら、レナードによれば、こうした反論は、人々がなぜグローバルな制度を設立

しようと動機づけられていないのかを説明できないため、不十分なものだという。つまり、

人々が抽象的原理によって正義を実現するよう十分に動機づけられており、制度の不在が原

因でそのための行動がとれていないのであれば、彼らは必要となるグローバルな制度を設立

しようと考えるはずである。だが、実際には人々はそのように動機づけられてはおらず、そ

うした機関も設立されていないことに鑑みれば、制度の不在に基づく反論は有効ではないだ

ろう、というわけである（ibid.: p. 102）。 

 彼女によれば、人々が抽象的原理によって正義を実現するよう十分に動機づけられている

ことは少ないにもかかわらず、人々は原理で動機づけられるはずだと主張する議論は、不十

分な議論なのである（ibid.: p. 105）。 

 

 

( 2 ) 感情の動機づけ力に基づく議論――コスモポリタン的議論② 

 

 次に、正義実現の動機に関するもう一つのコスモポリタン的議論、つまり感情の動機づけ

力に基づく議論を概観したうえで、その議論に対するレナードらの批判を見ていく(11)。 

 社会学者の鈴木弥香子によれば、感情は、元来のコスモポリタニズムにおいては乗り越え

られるべき対象であった。しかしながら、うえで述べたような動機づけの問題を一因として、

コスモポリタニズムの内部で感情を評価しようとする動きが見られるようになった。感情に

は、国境を越えた人々の連帯を形成し、動機の問題を解消する可能性があると考えられるよ

うになったのである（鈴木 2018：72-74 頁）。 

 動機づけの問題の解消という観点から見れば、他者に対するさまざまな感情のなかでも、

他者の苦しみや困難に対する共感という感情は重要である。たとえば、レナードも参照して

いる哲学者のキャロル・C・グールドは、遠く離れた他者への支援を人々に動機づけ得る国境

を越えた連帯とは、他の共同体で暮らす者、および彼らの苦しみに対する共感をともなうも

のだと論じている（Gould 2006: pp. 57-59）。 
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 レナードによれば、そうした感情の動機づけ力に基づく議論は、次のように要約できる。

すなわち、「私たちは、他者が直面している困難に共感できるのであり、この共感は、国境を

越えた広い連帯の基礎の役割を果たし得るのだ」（Lenard 2012c: p. 109）という議論である、

と。 

 次に、感情の動機づけ力に基づく議論への批判を確認していく。 

 レナードは、感情の動機づけ力に基づく議論に対して、「感情の範囲」（emotional range）の

問題を指摘する（ibid.: pp. 111-112）。つまり、うえのような議論をおこなうコスモポリタンは、

人間は近しい他者（たとえば同国人）と遠く離れた他者（たとえば外国人）に対して同程度

に共感の念を抱くことができると想定しているが、それは多くの場合不可能ではないか、と

いうのである。 

 付言しておけば、感情の範囲という問題は、アダム・スミスやマイケル・サンデルによっ

ても指摘されている。スミスは、たとえば清（現在の中国）で地震があったとき、ヨーロッパ

に住む人々はどのように感じるだろうか、という問いを設定し、以下のように論じている。

少し長いが、示唆深いため引用したい。 

 

 ここであの清という大帝国が、幾千万の住人とともに、地震で一瞬のうちに消えた

としよう。そして、ヨーロッパに住んでいて中国とは何の関係ももたない一人の慈悲

深い男が、この災厄の知らせを受け取ってどう感じるかを想像してみよう。思うに彼

は、何よりもまず、不幸に見舞われた人々に深い哀悼の意を捧げるだろう。そして人

生の無常や、かくも一瞬で灰燼に帰す人の営みの虚しさについて、陰鬱な省察を加え

るだろう。〔…〕しかし〔…〕思いやり深い感情を余すところなく表現してしまった

ら、何ごとも起こらなかったかのように、いつもどおり落ち着き払って仕事に戻るだ

ろう。あるいは娯楽や休息や気分転換をするだろう（Smith 1976: p. 136〔邦訳：312-

313 頁〕）。 

 

 サンデルが端的にまとめているように、スミスは、私たち人間とは「地球の反対側に対し

ては、共感を持ち続けることはできない」（サンデル 2011：55 頁）ものだと考えているので

ある。サンデルによれば、グローバルな連帯意識を作りだすためには、やはり共感だけでは

不十分なのである（同上：55-56 頁）。 

 

 

( 3 ) ネイションの動機づけ力に基づく議論――リベラル・ナショナリスト的議論 

 

 レナードは、正義を実現する動機に関して、リベラル・ナショナリスト的な議論を擁護し
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ている。ここでのリベラル・ナショナリスト的議論とはすなわち、「ネイション」(12)こそが現

代世界でもっとも効果的に人々に正義実現の動機を提供し得るのだという議論である。つま

り、共通のネイションに所属する人々のあいだでは、正義を実現しようとする動機が生じや

すいのだという議論である。 

 リベラル・ナショナリズムの理論家がそのように考える理由は、ナショナルな共同体の枠

内では、人々はお互いを信頼するようになるからである(13)。リベラル・ナショナリズム論の

代表的理論家であるデイヴィッド・ミラーが述べるように、「社会正義の枠組み、とくに、市

場での取引を通じて自活できない者に対する再分配を含む枠組みを各個人が支持する条件に

ついて考えるとき、信頼は特別な重要性を帯びるようになる」（Miller 1995: p. 93〔邦訳：163

頁〕）。リベラル・ナショナリズムの論者によれば、そうした信頼感は、共通のネイションに

帰属する人々のあいだで生じやすいものなのである。 

 レナードは、社会正義（および再分配政策）を安定的に実現するためには、「政治的信頼」

（political trust）と「社会的信頼」（social trust）が必要であると述べている（Lenard 2012a: pp. 

106-108）。ここでの政治的信頼とは、再分配の「制度を運営する人が、公正かつ不偏的にそれ

をおこなう」（ibid.: p. 107）だろうという信頼感を指す。また、社会的信頼とは、自分以外の

人々も、（分配される）財の蓄積に貢献しようとするだろうという信頼感を意味する。社会的

信頼はいい換えれば、「いま、貧しい人のために犠牲を払ったとしても、のちに自分が困窮し

たときに助けてもらえるという信頼感である」（Kymlicka and Straehle: p. 225〔邦訳：317 頁〕）。

レナードによれば、こうした「信頼は、私たちが再分配政策に参加する動機となる」（Lenard 

2012a: p. 107）という。 

 では、なぜナショナルな共同体の内部では、うえのような信頼感が生じやすいのだろうか。

それは、同じネイションに所属する人々は、公共文化および（それから派生するものではあ

るが）アイデンティティを共有するからである（ibid.: ch. 4）。 

 まず、「公共文化」（public culture）という概念について確認しておきたい。ここでいう「公

共文化とは、ある人間集団がどのようにしてともに生活を営むかに関する一連の理解」（Miller 

1995: p. 26〔邦訳：46 頁〕）を指す。ミラーによれば、これには、法の支配のような政治原理

のほか、社会規範なども含まれるという（ibid.〔同上〕）。レナードは、こうした公共文化は、

それを共有する人々のあいだに信頼という感情を生みだすと論じている(14)。その理由は、お

もに以下の三点である。 

 第一に、公共文化は、人々に他人の行動（の動機）に関する情報を提供するからである

（Lenard 2012a: pp. 85-87）。レナードによれば、人間は、ある人がどのように行動するかを予

測できる場合、その人を信頼することができる。信頼は、他者の行動に対する脆弱性（より

正確にいえば、信頼した他者によって裏切られるという脆弱性）をともなうが(15)（ibid.: pp. 18-

20）、もし他者の行動を前もって予測することができれば、その他者を信頼することにともな
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う脆弱性を軽減させることができるため、その人を信頼しやすくなるというわけである。彼

女によると、社会規範などを含む公共文化は、そうした予測を人々に提供し得るものである。

つまり、「他人が一般的にどのように動機づけられるのかについての理解、すなわち公共文化

から生じる理解は、信頼関係の出現をうながすだろう」（ibid.: p. 86）ということである。 

 第二に、公共文化は、「サンクション」（sanction）を提供するからである（ibid.: pp. 87-88）。

レナードによれば、ネイションの文化は、特定の行動を促進し、特定の行動を思いとどまら

せることができる。なぜなら、それに含まれる社会規範には、人々に是認（positive sanction）

や制裁（negative sanction）を与える機能があるからである。（たとえば、教育を重視する社会

規範を有するナショナルな共同体では、教育の放棄に対する制裁が存在するため、熱心な教

育が促進される。）こうした「（公共文化の内容を源泉とする）是認も制裁も、他者の行動に

ついての予測を進展させることができる。そしてその行動の予測は、信頼関係の出現をうな

がす」（ibid.: p. 88）ことができるのである。 

 第三に、公共文化は、共通のアイデンティティを人々に提供するからである（ibid.: pp. 88-

89）。レナードによれば、「公共文化を共有するということは、ある種の共通性をもつという

ことを意味する」（ibid.: p. 88）という。また、それゆえに、人間は、公共文化を共有する他者

を、自分と近い存在として見なすようになるという。これはすなわち、共通の公共文化を有

する人々のあいだには、共通のアイデンティティが生じるということである。レナードは、

社会心理学上の知見を参照しながら、そのような帰属意識を共有する人々のあいだでは、信

頼という感情が生じやすいことを指摘している(16)。そうした人々のあいだでは、自分以外の

人もみずからが所属する共同体に貢献するという確信が生まれやすいため、信頼の脆弱性へ

の不安が軽減されるのである。 

 以上の議論をまとめれば、次のようになる。まず、一つのネイションの枠内で、人々は公

共文化を共有する。その文化は、信頼という感情の源泉となり得る。なぜなら、公共文化は、

第一に他人の行動に関する情報を、第二にサンクションを、第三に共通のアイデンティティ

を人々に提供するからである。それらは、人々が抱く信頼の脆弱性への不安を低下させ得る。

人間は、他者を信頼する際、彼らに裏切られるのではないかと不安になるが、公共文化の共

有はそうした不安を軽減する機能を有しているのである。そうして生みだされた信頼は、正

義を実現するための動機となる。レナードによれば、 

 

 コスモポリタンが、道徳的動機についての本当に説得力ある説明、すなわち一般的

な人々のコミットメントをうながし得る説明を提供できるまでのあいだ、ナショナ

リストの主張は、動機づけの観点から依然として説得力あるものなのである（Lenard 

2012c: p. 94）。 
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3. グローバルな正義を実現する動機の可能性 

 

 前節では、レナードが、正義を実現する動機に関して、コスモポリタン的議論を批判した

うえで、リベラル・ナショナリスト的な議論を擁護していることを提示した。いい換えれば、

公共文化およびアイデンティティはそれを共有する人々のあいだに信頼感をもたらすため、

ナショナルな共同体は現在の世界でもっとも効果的に正義実現の動機を人々に提供し得るも

のだと考えていることを示した。 

 レナードは、現在のコスモポリタンの議論を説得力のないものとしてしりぞけながらも、

コスモポリタニズムの将来的な可能性、すなわち人類全体に対する義務を実行する動機が将

来生じる可能性については否定していない。本節では、レナードの論文である「コスモポリ

タンを創りだす」（"Creating Cosmopolitans”）をおもに手がかりとしながら、彼女が国境を越

えた正義、換言すればグローバルな正義を実現する動機についてどのように論じているのか

を概観していく。 

 

 

( 1 ) 公共文化が不在の社会における動機の創出 

 

 レナードのグローバルな正義実現の動機についての議論を概観するに先だって、ここでは

彼女の主著である『信頼・デモクラシー・多文化主義の挑戦』（Trust, Democracy, and Multicultural 

Challenges）を参照しながら、彼女が共通の公共文化およびアイデンティティが不在の社会、

すなわち「ひどく分断された社会」（severely divided society）において協働の動機をいかに創

出すべきだと考えているのかを簡単に示しておきたい。なぜなら、レナードは「コスモポリ

タンを創りだす」において、グローバルな正義実現の動機はグローバルな制度や機関によっ

て生みだされ得ると論じているのだが、その議論における説明がかなり不十分だからである。

なぜレナードがグローバルな正義実現の動機はグローバルな制度や機関によってもたらされ

得ると考えているのかを理解するのに役立つため、本項では、グローバルな社会と同様に公

共文化や共通のアイデンティティが不在の社会であるひどく分断された社会についての彼女

の議論を確認しておきたい、というわけである。 

 レナードは、共通の公共文化やアイデンティティが存在しないひどく分断された社会にお

いて、人々を協働に参加するよう動機づける方法として、おもに以下の三つをあげている。 

 一つめの方法は、「監視」（monitoring）という方法である（Lenard 2012a: pp. 143-144）。これ

はすなわち、公共文化が不在の社会で市民を協働に参加するよう動機づけるためには、協働



32 

 

を何らかのかたちで監視するメカニズムが必要だということである。そうしたメカニズムが

存在することで、人々は他者が本当に協働に参加しているのかを知ることができる。それに

よって、他の人も協働に本当に参加しているのかという不安が人々のなかで低下し、彼らは

協働に参加しようと思うようになるのである。 

 二つめは、サンクションという方法である（ibid.: pp. 144-145）。詳しくいえば、市民の行動

に対して是認や制裁を与えるという方法である。前節で述べたように、（ナショナルな共同体

で）公共文化が提供する是認および制裁は、人々の行動を方向づけるのに有効である。公共

文化が存在しないひどく分断された社会では、その文化の代わりにそうしたサンクションを

市民に与える何らかのメカニズムが必要となるということである。サンクションが存在する

ことで、市民は、協働に参加するよう動機づけられやすくなるのである。 

 三つめは、規則の制定に際して、人々に参加の機会を提供するという方法である（ibid.: pp. 

145-146）。これはすなわち、社会の規則を定める際に、すべての市民に発言の機会を与えるこ

と（少なくとも、規則を変更する機会を与えること）が必要だということを意味する。その

ような方法によって、人々は、みずからが制定した規則のもとで社会に参加しているのだと

感じることができるが、こうした意識は、市民による協働への自発的参加をうながし得るの

である。 

 以上のように、レナードは、共通の公共文化をもたない社会は、監視、サンクション、そし

て規則の制定に際しての参加の機会の提供という手段によって、人々に協働する動機を提供

できると考えている。だが、私は、ここでのレナードの議論の妥当性についてはかなり疑問

を感じてしまう。彼女があげる方法で、人々に十分な動機を与えることができるとは思えな

いのである。もし公共文化やアイデンティティを共有しない社会において制度や機関のよう

なメカニズムが協働の動機を生みだし得るのであれば、ソビエトなどの試みはもう少しうま

くいっていたのではないだろうか。複数のネイションからなるソビエトは、劇的なナショナ

リズムの昂揚によって崩壊してしまったのである（Diuk and Karatnycky 2003: ch.1〔邦訳：第

1 章〕）。 

 ここでのレナードの議論の不十分さは、その後の彼女の議論、すなわちグローバルな正義

実現の動機についての議論の不十分さにも引き継がれてしまっているように思われる。 

 次項では、ひどく分断された社会に関してうえのような議論を展開しているレナードが、

グローバルな正義を実現する動機についてはいかなる考察をおこなっているのかを概観して

いく。また、次節では、そうした彼女の議論を批判的に考察していく。 

 

 

( 2 ) グローバルな制度や機関による動機の産出 
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 レナードは、グローバルな正義実現の動機について考察する際に、制度や機関（institution）

に着目している(17)（Lenard 2012b）。彼女は、適切に設計されたグローバルな制度や機関は、

（将来的には）国境を越えた正義を実現しようと動機づけられている人々を生みだす可能性

があると考えているのである(18)（ibid.: pp. 617-626）。 

 レナードは、そのようなことは、人々がグローバルな制度や機関のもとで、共通の諸価値

や諸規範、諸利益などにコミットすることで可能となると考えている。彼女によると、諸価

値や諸規範を共有する人々のあいだでは、お互いのために何らかの犠牲を払う動機が生じや

すいのである(19)。ここでのレナードの議論は、制度や機関のようなメカニズムが人々の協働

を動機づけ得ると主張している点で、ひどく分断された社会に関する彼女の議論と通底して

いると思われる。 

 なお、レナードによれば、ネイション形成は、適切な制度や機関の設立をとおした動機の

創出を国民国家という単位でおこなうことに成功した例であるという。彼女は、以下のよう

に述べている。すなわち、ネイション形成の例が示しているように、 

 

 もし私たちの動機が適切な制度に対応して変化し得るのであれば、私たちは、次の

ようなことを信じてもよいと思われる。それはつまり、何らかのかたちでコスモポリ

タン的な諸制度が、世界の貧困層に対する正義の義務を果たすよう十分に動機づけ

られた市民を生みだすかもしれないということである（Ibid.: p. 621）。 

 

 これは換言すれば、「私たちは、（ナショナリストが〔…〕ナショナリストを生みだすため

に制度に頼ってきたように）コスモポリタニズムのプロジェクトもコスモポリタンを創りだ

すために制度を利用することができると考えてよいのだ」（ibid.: pp. 623-624）ということであ

る。 

 以上のようなこと、すなわちグローバルな制度や機関が国境を越えた正義を実現する動機

を生みだすということが可能になるには、まず最初に人々がグローバルな制度などに参加し

たいと考えることが必要になる。レナードは、そうした制度や機関への参加の意思は人々の

自己利益によって得ることができると考えている。つまり、人々は、自分たちにも悪影響を

及ぼすかもしれないグローバルな諸問題を解決するために、そうした制度に参加したいと思

うだろうと考えているのである（ibid.: pp. 621-623）。 

 レナードによれば、こうしたグローバルな制度や機関をとおした動機の産出というプロジ

ェクトは、かなりの長い期間を要するプロジェクトである(20)（ibid.: p. 625）。だが、彼女は、

以下のように述べ、その可能性を強調している。 

 

 グローバルなレベルでの適切な制度の設立は（適切な条件のもとでは）、時間の経
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過とともに、グローバルな共同体の構成員を生みだす可能性がある。そして、その共

同体の構成員は、それらの制度を通じてグローバルな正義を実現するよう動機づけ

られているはずなのである（ibid.: pp. 625-626）。 

 

 

4. 批判的考察 

 

 前節では、レナードがグローバルな正義を実現する動機についていかなる議論を展開して

いるのかを確認した。彼女の議論とは、国境を越えた正義を実現する動機は、グローバルな

制度や機関によって生みだされ得るのだ、というものであった。 

 私は、ナショナルな共同体が現代においてもっとも有効に正義の実現の動機を人々に提供

しているというレナードの見解には賛同するが、うえのようなグローバルな正義実現の動機

に関する彼女の議論には若干懐疑的である。そこで本節では、レナードの後者の議論を批判

的に考察していくこととする。 

 

 

( 1 ) 世界秩序構想の不明瞭さ 

 

 レナードの議論に対する一つめの批判は、世界秩序構想が不明瞭ではないかというもので

ある。レナードは、適切に設計されたグローバルな制度や機関は、将来的にはグローバルな

正義を実現するよう十分に動機づけられたコスモポリタンを生みだす可能性があるという議

論を展開しているが、その議論から導きだされる世界秩序構想があまりにも不明確だという

ことである。 

 前述のように、レナードは論文「コスモポリタンを創りだす」で、グローバルな正義を実

現する動機について論じている。だが、彼女はその際、実現すべき正義の内容をあえて明ら

かにしていない（ibid.: pp. 613-614）。レナードによれば、そうした正義の内容は論者によって

さまざまであり、ナショナルな自己決定を重視する立場から搾取の禁止を義務の内容に盛り

こむ者もいれば、グローバルなレベルでの機会の平等を主張する者もいるという。こうした

状況をふまえ、レナードは、義務の内容を決めるのは他の理論家の仕事であるとし、「『公正

な社会』や『正義の義務』といった用語は広い意味で用いることとする」（ibid.: p. 614）と述

べている。 

 しかしながら、もしレナードの仕事がグローバルな正義を実現する「動機」を探究するこ

とであったとしても、やはりその正義がいかなるものであるかは明確にしておかなければな
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らないと思われる。なぜなら、正義がどのようなものであるかによって、それを動機づける

方法も変わるからである。たとえば、搾取の禁止とグローバルな機会や所得の平等とでは、

それを実現するための動機はまったく異なるものになってしまうだろう。動機を導出する研

究は、理論的前提として、実現すべき正義の内容を明らかにしておく必要があるのである。 

 レナードの世界秩序構想でもっとも問題となるのは、やはりナショナルな共同体の位置づ

けである。彼女の世界秩序構想において、ネイションは重要な地位を与えられているのだろ

うか、それともグローバルな共同体の台頭によって意義を失っているのだろうか。もしネイ

ションが重要な地位を与えられていないのであれば、その世界秩序構想は、ナショナルな公

共文化やアイデンティティの重要性を主張するレナード自身の議論と折りあいがつかないの

ではないだろうか。さらにいえば、グローバルな共同体にナショナルな共同体がとって代わ

られるという議論は、思考実験としてはあり得ても、実践的に役立つものとはいえないので

はないであろうか。実際問題、現在の世界でもっとも効果的に正義実現の動機を人々に与え

ているネイションという共同体が解消すれば、さまざまな実践上の問題が生じてしまうはず

である。政治哲学者のウィル・キムリッカが述べるように、 

 

 リベラル・ナショナリズムにとって、道徳的関心が同国人全体にまで拡大したこと

は、重要だが脆弱な歴史的成果である。人間の先天的共感がグローバルな広がりをも

つという単純な期待に基づいて捨て去ってはならない。このことが意味するのは、グ

ローバルな正義に対するあらゆる関心を否定すべきだということではなく、グロー

バルな正義への動きはリベラル・ナショナリズムの成果に基礎づけられるべきであ

り、リベラル・ナショナリズムの成果を破壊するかたちであってはならないというこ

とである（Kymlicka 2002: p. 270〔邦訳：393 頁〕）。 

 

 

( 2 ) グローバルな制度や機関は動機を生みだし得るか 

 

 前項では、レナードの世界秩序構想が不明瞭であると批判した。本項では、レナードの世

界秩序構想をナショナルな共同体にある程度の重要な地位を与えるものと仮定したうえで、

彼女の議論を批判的に考察していきたい。上述したように、レナードは、国境を越えた正義

実現の動機の源泉として、グローバルな制度や機関をあげている。だが、その制度や機関を

どのようなものとしてとらえるかについては、あいまいな点が残されている。そこで、本項

では、グローバルな制度および機関の権威を、第一に強制的なものとして、第二に規範的な

ものとして扱った場合、それぞれどのような問題が浮上するのかを検討したいと思う。 

 批判的考察に先だって、ここでの強制的なものとしての制度および機関と規範的なものと
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しての制度および機関という分類について確認しておきたい。私は、この分類を用いる際、

ミラーの議論を参考にしている（Miller 2007: pp. 267-268〔邦訳：323-324 頁〕）。彼によれば、

一つめの強制的な機関とは、ナショナルな政府にその権限の多くを移譲させ、「課された規則

への服従を強制する力をもったより高次の機関」（ibid.: p. 268〔同上：324 頁〕）であり、二つ

めの規範的な機関とは、大半のナショナルな政府が合意できるような規範を定め、それらの

政府が各々の目標を遵守しようとしているかを監視するような国際機関である。 

 私は、どちらの機関であっても、その設立とそれへの人々の参加によって、「グローバルな

正義を実現するよう動機づけられている」「グローバルな共同体の構成員」を生みだすことは、

（もし不可能ではないとしても）かなり困難ではないかと考えている。複数のネイションか

らなるソビエトがナショナリズムの昂揚によって崩壊してしまったことなどに鑑みれば、こ

のことは明らかであろう。したがって、以下では、いずれの機関であってもグローバルな正

義を実現する動機を創出することは困難であるという前提のもとで、強制的な機関と規範的

な機関という二つの可能性について考察し、それぞれがどのような問題を有しているのかを

論じていきたい。 

 まず、レナードが、国境を越えた正義を実現する動機を生みだすグローバルな制度や機関

として、一つめの強制的なものとしての制度や機関を想定している場合を検討していく。 

 強制的な制度や機関の問題は、それが「ナショナルな自己決定」（national self-determination）

の権利を侵害してしまうということである（ibid.〔同上〕）。ここでいうナショナルな自決とは、

各々のネイションがみずからの将来を自分たち自身で決定できるべきだということを指す。

いい換えれば、「各ネイションは、構成員の第一の関心であるようなことがらについて集合的

決定を認める自分たち自身の一連の政治制度をもつべきである」（Miller 1995: p. 81〔邦訳：

146 頁〕）ということを意味する。 

 レナードが動機づけの議論で依拠していたリベラル・ナショナリズム論の論者は、こうし

たネイションの自己決定を重視する立場をとる(21)。その理由は、前述のように各ネイション

はそれぞれの公共文化を有するが、ナショナルな自決権がなければ、それらの文化を保護し、

独自に発展させていくことはできないからである（ibid.: pp. 85-88〔同上：151-157 頁〕）。もし

レナードが論じるように、公共文化が同国人間の信頼関係を醸成するのならば、ナショナル

な自決権を剥奪されたネイションは、人々のあいだの信頼感まで失ってしまう可能性がある

だろう。 

 すなわち、強制的なものとしてのグローバルな制度や機関は、それぞれのナショナルな共

同体から政治的権限、つまり自己決定の権利を剥奪してしまう。もしそうなれば、各ネイシ

ョンの公共文化は侵食され、同国人のあいだの信頼感は消失してしまうだろう。したがって、

レナードがもし国境を越えた正義実現の動機を生みだすグローバルな制度および機関として、

強制的な制度や機関を想定しているのならば、その試みはむしろ人々のあいだの信頼関係を
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失わせるという帰結を招いてしまうのではないだろうか、ということである。 

 次に、レナードがグローバルな正義を実現する動機を生じさせる制度および機関として、

規範的な制度や機関を想定している場合について考察していく。繰り返しになるが、規範的

な機関とは、大半のナショナルな政府が合意できるような規範を定め、それらの政府が各々

の目標を遵守しようとしているかを監視するような国際機関である。 

 ミラーは、こうした規範的な制度や機関を一部評価している（Miller 2007: p. 268〔邦訳：

324-325 頁〕）。彼は、温室効果ガス排出に関して、持続可能な排出レベル、およびさまざまな

国民国家に対する排出目標の割り当て方についての合意が存在すると仮定した場合、次のよ

うな国際機関が設立される可能性があると述べている。それはつまり、「それぞれの国家がこ

れらの目標を遵守するよう監視し、目標を満たせない場合にはそれを公表するため」（ibid.〔同

上：324 頁〕）の国際機関である。ミラーは続けて、以下のように述べている。すなわち、そ

のような国際機関が設立されれば、 

 

 つねに目標を達成できない一部の特定のネイションは、目標を達成した他のネイ

ションから道徳的な非難を受けるだけでなく、共同事業からの撤退や不利な貿易協

定などのかたちで制裁を受けることにもなるだろう。もっとも望ましいのは、一度規

範が定められたあとは、そうした手段をとおして自己管理されるようになることで

あろう（ibid.〔同上〕）。 

 

 このような制度や機関のもとでは、各ネイションの一般市民は、他のネイションの人々も

（道徳的な非難や制裁を嫌い）割り当てられた目標を達成するよう努力するだろうと考える

ようになるかもしれない。そうした考えは、一般的な人々を、グローバルな正義の実現（こ

こでは温室効果ガス排出問題の解決）へとうながす可能性がある。もしそうであれば、この

規範的な制度像は、各ネイションの自己決定権を侵害することなく正義実現の動機を人々に

提供し得るため、先に批判した強制的な制度像に比べて有望なものだと思われる。 

 次に問題になるのは、規範的な制度や機関が、グローバルな正義を実現するためのある種

の動機のようなものを創りだす可能性があるとして、各ネイションの一般市民が、自分たち

の政府がそうした制度や機関を設立し、それに参加することを支持する動機とはいかなるも

のか、ということである。上述したように、レナードは、そのような動機とは、自分たちにも

悪影響を及ぼすかもしれないグローバルな諸問題を解決したいという利己的な欲求であると

考えている。すなわち、グローバルな問題（たとえば環境問題）は、地球上のすべての人類に

危害を及ぼす可能性のある問題である。もしそうであれば、人々は、そうした問題を解決す

るための制度や機関を設立しそれらに参加することは、自分たちにとっての利益にもなると

考えるだろう。そのような考えは、グローバルな制度や機関を設立し、それに積極的に参加
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する動機となり得るのではないか、というわけである。 

 私は、グローバルな制度や機関に参加する動機、さらにいえばそれらを通じて国境を越え

た正義を実現する動機を、人間の利己的な性格に求める議論には賛同する。自己利益の追求

という動機は、一般の人々をもグローバルな正義を実現しようと動機づける力があるように

思われるからである(22)。 

 だが、私は、その利益を、グローバルな諸問題がもたらし得る危害を被りたくないという

考えに見いだす議論には、少々不十分さを感じてしまう。なぜなら、そのような欲求では、

ミラーがいう「正義をめぐるズレ」（justice gap）を克服することは困難ではないかと思われる

からである(23)。「正義をめぐるズレとは、貧しい国の人々が正義の問題として正当に要求し得

ること（とりわけ彼らの人権の擁護）と、豊かな国の市民が正義の問題としてそうした要求

を満たすために捧げなければならない犠牲とのあいだにあるズレ」（ibid.: p. 274〔同上：331

頁〕）を意味する。ミラーは、うえで論じたような国際機関、すなわち他のネイションも同様

に世界の貧困層に対して責任を負うという契約に基づく国際機関（たとえば、国際貿易、平

和維持、自然災害にかかわる機関）の設立に関して、以下のように述べている。少し長いが、

重要なため引用したい。 

 

 豊かな社会の構成員が果たしてそうした契約に同意する理由があるだろうかと問

う必要がある。おそらく自然災害の例をのぞけば、豊かな社会の構成員自身が受益者

となることはまれである。他方、彼らが潜在的に負っている義務は非常に大きく、し

かもそのコストは、不均衡なかたちで兵士や農家といった一部の構成員だけに押し

つけられることになるかもしれない。市民が自分たちの将来的責務を無制限に広げ

たくないと望むのは、しごく理にかなったことであり、したがって市民は、提案され

たその種の契約を結ぶ権限を政府に与えるのを拒否するであろう（ibid.: pp. 274-275

〔同上：331-332 頁〕）。 

 

 つまり、ミラーは、豊かな国の構成員が、自分たちが非常に大きな義務とそれにともなう

コストを負わなければならない国際機関を、彼ら「自身が受益者になることはまれ」な利益

に動機づけられて設立することは考えにくいのではないか、と考察しているのである。もし

そうであれば、人々がグローバルな諸問題による危害を受けたくないという利己心に動機づ

けられ、グローバルな制度や機関に積極的に参加するだろうというレナードの見とおしは、

あまりに楽観的すぎるということになってしまうであろう。 
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5. おわりに 

 

 本稿の目的は、正義（とりわけグローバルな正義）を実現する動機はどこから得られると

考えるべきなのかを、レナードの議論の批判的考察をとおして検討することであった。 

 レナードは、正義実現の動機に関してコスモポリタン的議論、すなわち抽象的原理の動機

づけ力に基づく議論と感情の動機づけ力に基づく議論とをしりぞけ、リベラル・ナショナリ

スト的な議論を擁護していた。換言すれば、共通の公共文化およびアイデンティティは人々

のあいだに信頼感をもたらすため、ナショナルな共同体は現在の世界でもっとも効果的に

人々に正義実現の動機を与え得るものだと考えていた。 

 だが、レナードは、コスモポリタニズムの将来的な可能性、いい換えれば人類全体に対す

る義務を実行しようと十分に動機づけられた人々が将来生じる可能性については否定してい

なかった。彼女は、ネイション形成がネイションの内部での正義実現の動機を生じさせたよ

うに、適切なグローバルな制度および機関は、国境を越えた正義を実現する動機を人々に提

供し得ると考えていたのである。 

 私は、ナショナルな共同体が現代においてもっとも有効に正義の実現の動機を人々に提供

しているというレナードの議論には賛同するが、グローバルな正義実現の動機に関する彼女

の議論には懐疑的である。グローバルな正義実現の動機が適切な制度および機関の設立によ

って得られるという議論は、少々不十分な議論なのではないかと思われたのである。このこ

とを明確にするため、私は、レナードの世界秩序構想の不明瞭さを批判したうえで、彼女の

いうグローバルな制度および機関を、第一に強制的なものとして、第二に規範的なものとし

てとらえた場合、それぞれどのような問題が浮かびあがるのかを検討した。 

 まず、制度および機関を強制的なものとしてとらえた場合は、各々のネイションの自己決

定権が侵害されてしまうという問題が浮かびあがると指摘した。ナショナルな自決の権利が

侵害されてしまえば、それぞれのナショナルな共同体はみずからの公共文化を保護・発展で

きないため、結果的に各ネイションの内部での信頼関係は失われてしまうのではないか、と

いうことである。次に、制度および機関を規範的なものとしてとらえた場合は、そうした制

度や機関の設立、そしてそれらへの参加をいかにして動機づけるのかが問題になると論じた。

レナードは、そうした動機は人々の自己利益を追求したいという考え、とりわけグローバル

な諸問題から危害を被りたくないという考えから得られるだろうと考察していた。だが、私

は、ミラーの正義をめぐるズレ論を援用しながら、そうした利益のみでは人々をグローバル

な正義の実現へと行動づけることは困難だろうと結論づけた。 

 以上の議論をふまえれば、今後の展望として、レナードのいうような自己利益より根源的

で、グローバルな正義実現の動機となり得るような利益について検討する必要があるだろう。
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前節でも少し述べたように、私は、グローバルな正義を実現する動機として自己利益をあげ

るような議論には好意的だが、レナードがあげる自己利益、すなわちグローバルな問題から

危害を被りたくないという自己利益ではそうした動機としては不十分ではないかと考える立

場である。これからは、いかなる自己利益であれば、平均的な人々をもグローバルな正義の

実現にむけて動機づけることができるのかを議論していく必要がある。 

 

 

注 

 

(1) 本稿がこの対抗軸に依拠して議論を展開するのは、レナードがこれにしたがい議論をおこ

なっているからである。たとえば、Lenard (2012c: pp. 94-98)を参照のこと。なお、レナードは

（政治哲学者のマーガレット・ムーアとともに）、「穏健なコスモポリタニズム」（moderate 

cosmopolitanism）と「穏健なリベラル・ナショナリズム」（moderate liberal nationalism）という

概念を提唱している（Lenard and Moore 2012）。 

(2) リベラル・コスモポリタニズムの代表的論者であるトマス・ポッゲは、コスモポリタニズ

ムの思想が共有する三つの要素として、個人主義、普遍性、一般性をあげている（Pogge 2008: 

p. 175〔邦訳：265-266 頁〕）。 

(3) リベラル・ナショナリズムの社会正義論としては、Miller (1995: ch. 4〔邦訳：第 4 章〕); 

Canovan (1996: ch. 4)がとくに有名である。それ以外の議論として、Tamir (1993: pp. 117-121〔邦

訳：259-265 頁〕); Moore (2001: pp. 3-6)なども参照のこと。また、そうした議論の邦語での概

観として、施（2005：154-155 頁）；白川（2012：第 4 章）も参照。 

(4) たとえば、リベラル・ナショナリズム論の代表的論者であるデイヴィッド・ミラーは、グ

ローバルな正義（国内的な社会正義とは異なるもの）の存在を認めているが（Miller 1999: pp. 

198-209; Miller 2000: pp. 174-178; Miller 2007: ch. 7〔邦訳：第 7 章〕）、それを実現するための動

機がどこから得られるのかは明らかにしていない（施 2012：144-145 頁；Shirakawa 2018: pp. 

42-44）。 

(5) 動機の問題は最近になって、ますます注目を集めている。たとえば、グローバルな正義を

扱ったオックスフォード・ハンドブックシリーズの一冊では、動機の問題が一つの章で扱わ

れている。Brooks (2020)を参照のこと。 

(6) レナードは、前者の議論を「グローバルな連帯の正義に基づく説明」（justice-based accounts 

of global solidarity）、後者の議論を「グローバルな連帯の感情に基づく説明」（sentimental 

accounts of global solidarity）と呼んでいる（Lenard 2010: pp. 103-106）。本稿では、議論の内容

をよりわかりやすく示すため、それぞれをいい換えている。 

(7) ここでの記述は、とりわけ Lenard (2010: pp. 105-108); Lenard（2012c: pp. 100-107）を参考に
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している。なお、レナードは、こうした議論を展開するコスモポリタンとして、サイモン・ケ

イニーやポッゲをあげている。彼らの議論に関しては、たとえば Caney (2005); Pogge (2008)を

参照のこと。 

 また、国内では、法哲学者の井上達夫も、抽象的原理の動機づけ力に基づく議論を展開し

ている論者の一人と数えることができると思われる。施光恒は、井上の著書『世界正義論』

に対して、正義への動機をどう考えるのかが不明瞭であるとの批判を投げかけている（施 

2014：178 頁）。井上は、施のこのような批判に対し、以下のように応答をおこなっている。

すなわち、「実効性を担保するための動機付けは、規範的判断の是非から独立した変数ではな

く、的確な規範的判断をなしえているか否かに依存するというのが私の主張である」（井上 

2015：142 頁）。 

(8) レナードはあまり言及していないが、抽象的原理の動機づけ力に基づく議論をおこなう論

者は、「基本的人権」（basic human rights）という概念も重視していると思われる。神島は、ポ

ッゲに代表されるリベラルなコスモポリタンの議論に「人権の尊重」という動機への訴えか

けが見られることを指摘し、次のように述べている（神島 2009 ：101 頁）。つまり、人権の

尊重という動機への訴えは、「大抵の人の理性と感情に働きかけて、彼らの行動を方向づける

力をもつ」（同上）のである、と。 

(9) ポッゲは、人々をグローバルな正義の実現にむけて行動づけるには、積極的義務への訴え

かけよりも消極的義務（他者に危害を与えない義務）への訴えかけの方が有効だと考えてい

る。彼は、以下のように述べている。「積極的義務への訴えかけは、ピーター・シンガー、ヘ

ンリー・シュー、ピーター・アンガーやその他の人々によって十分におこなわれている。も

し裕福な国々の市民に最小限のまっとうさと人道性があるならば、彼らはこうした訴えかけ

に応じ、世界の貧困を削減するために応分のことをするだろう。〔…〕しかし、現実にはそう

でないため、私たち裕福な人々がグローバルな貧困者たちに今日課している甚大な困窮の終

焉または削減に私が貢献するには、自分の議論を提示することが私に与えられた最善の機会

だと考えている」（Pogge 2005: pp. 35-36〔邦訳：103 頁〕）。 

(10) そのほかの予想される反論、およびそれへのレナードの再反論として、Lenard (2012c: pp. 

101-102)を参照のこと。なお、レナードは、ここであげた制度の不在に基づく反論については、

Cohen (2000: ch. 10〔邦訳：：第 10 章〕)を参考にしたと述べている（Lenard 2012c: p. 101）。 

(11) 以下の記述は、とくに Lenard (2010: pp. 103-105); Lenard (2012c: pp. 107-113)を参考にして

いる。こうした議論の邦文での概観として、鈴木（2018）も参照のこと。また、ここでのアダ

ム・スミスやマイケル・サンデルの議論については、古賀（2014：134-135 頁）も参照。 

(12) ミラーは、「『ネイション』とは、政治的な自己決定をおこないたいと強く願う人たちの共

同体という意味」（Miller 1995: p. 19〔邦訳：35 頁〕）だと述べている。そのうえで、ネイショ

ンを、「（1）共有された信念と相互関与によって構築され、（2）歴史のなかで長期にわたる広
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がりをもち、（3）その特性は能動的であり、（4）ある特定の領土に結びついており、そして

（5）固有の公共文化によって他の共同体から区別された共同体」（ibid.: p. 27〔同上：48 頁〕）

と規定している。 

(13) リベラル・ナショナリズム論の理論家は、ネイションの内部で正義実現の動機が生じやす

い理由として、信頼のほかに共感という理由もあげている。つまり、同じネイションに所属

する人々のあいだでは、再分配政策の実現に不可欠な共感という感情が生まれやすいのであ

る。こうした議論の概観としては、施（2005：154-155 頁）を参照のこと。 

(14) レナードは、その主著たる『信頼・デモクラシー・多文化主義の挑戦』（Trust, Democracy, 

and Multicultural Challenges）において公共文化と信頼との関係について考察しているが、その

際にネイションに言及することはほとんどしていない（Lenard 2012a: ch. 4）。だが、レナード

が公共文化の規定に際してミラーの議論を援用していることなどに鑑みれば、彼女の議論が

ナショナルな文化を想定していることは明らかであろう。 

(15) レナードは、信頼の六つの特徴のうちの一つとして、この脆弱性をあげている。なお、そ

のほかの特徴は、関係的なものであるということ、行動を必要とするということ、態度を必

要とするということ、証拠に抵抗するということ、道徳的な価値を有しているということで

ある（Lenard 2012a: ch. 1）。 

(16) ここでレナードが参照している社会心理学の議論として、De Cremer and Van Vugt (1999)を

参照のこと。また、レナードらが、文化の共有に基づくアイデンティティ（とりわけナショ

ナル・アイデンティティ）と信頼との関係について詳しく論じた文献として、Lenard (2020); 

Lenard and Miller (2018)も参照されたい。 

(17) レナードは、現在の世界におけるグローバルな制度や機関の例として、国際連合や世界銀

行などをあげている（Lenard 2012b: p. 615）。だが、彼女によれば、これら既存の機関は、不

公平や不平等で満ちているため、ここでの目的を果たすための機関としては不十分である

（ibid.: p. 624）。 

(18) レナードは、こうした論を展開するにあたって、たとえば政治哲学者のダニエル・ウェイ

ンストックの議論を参考にしている。ウェインストックの議論としては、Weinstock (2009)を

参照のこと。 

(19) ここで留意しておきたいのは、レナードは決して、諸価値や諸規範が正義の実現を動機づ

け得ると主張しているわけではないという点である（Lenard 2012b: p. 618）。なぜなら、こう

した議論であれば、前節で概観した彼女の議論と矛盾してしまうからである。ここでの彼女

の議論は、共通の価値や規範へのコミットメントが正義実現の動機を（長期的には）生じさ

せ得る、というものである。 

(20) レナードは、これとは別のもう一つの可能性、つまり短期的な可能性も示している。それ

はすなわち、既存の共同体（たとえば国民国家）の利用という可能性である（Lenard 2012b: p. 
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626）。レナードは、次のように述べている。すなわち、「民主主義国の市民は最終的には、彼

らが国内でコミットしている平等や自由が国境を越えて追求されなければならない価値だと

確信するはずである。だが、そのことは、価値ある共同体を規定する境界線の重要性が完全

に失われることを必要としない」（ibid.: p. 626）。 

 レナードは「コスモポリタンを創りだす」において、この短期的な可能性についてわずか

に言及しているものの、紙幅の関係上ほとんど議論を展開できていない。そのため、本稿で

は、長期的な可能性、すなわちグローバルな制度や機関による動機の産出という可能性に関

する議論をおもに扱うこととした。 

(21) リベラル・ナショナリストであるヤエル・タミールやミラーのナショナルな自己決定に関

する議論としては、Tamir (1993: ch. 4〔邦訳：第 4 章〕); Miller (1995: ch. 4〔邦訳：第 4 章〕); 

Miller (2000: ch. 10)などを参照のこと。 

(22) たとえば、伊藤は、「財の移転が正義の要求であったとしても、移転がやはりどこかで私

たちの自己利益に関連づけられていた方が制度への支持を得るうえでも安定性を確保するう

えでも望ましい」（伊藤 2010：179 頁）と述べている。なお、この伊藤の指摘は、トマス・ネ

ーゲルのリベラルな制度設計に関する次の記述をふまえたものである。すなわち、制度理念

は、「理性的な諸個人がそれにしたがって生活したいと動機づけられなければ、それがどれほ

ど魅力的であっても、ユートピアである」（Nagel 1991: p. 21）という記述である。 

(23) 正義をめぐるズレについて論じる際にレナードの議論に言及したものとして、Straehle 

(2016: p. 656)を参照のこと。なお、クリスティーヌ・シュトレーレは、スープラナショナルな

制度を設立することが必要だとするレナードの考えを肯定しながらも、現在の世界には、グ

ローバルな正義の義務を履行するための効果的な手段として、人道支援をおこなう機関がす

でに存在していることも認めるべきだという議論を展開している（ibid.: pp. 656-658）。こうし

たシュトレーレの議論については、本稿の論旨とは若干ズレてしまうため、別稿で考察する

こととしたい。 
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［付記］ 

 

※外国語文献で邦訳書を参照したものについては、訳語や文体の統一などのために訳文を変

更した場合がある。 

※本稿は、第 20 回総合文化学会における報告（2020 年 7 月 5 日）を加筆修正したものであ

る。 
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