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討議倫理とサンデル

朝倉　輝一

　今日では共生、生命の質、先端医療技術の諸問題は、特定の共同体の成員にのみ共有される「徳」や「人間とし

ての完成」という価値の問題としてだけではなく、むしろいかなる行為が「正しい」・「正義に適っている」・「公正

な」行為なのかという問題として我々に解決を迫っている。これらの問題を公共性論やコミュニケーション的行為

論、討議理論等を通じて主に正統化（Legitimation）・正当化（Rechtfertigung）の問題として論じてきたハーバー

マス（J. Habermas）は、いわゆるヒト・クーロン作成の是非についての論争やエンハンスメントをめぐる論争に

対して自らの立場を示したことがある（Die Zunkunft der menschlichen Natur, 2001, 『人間の将来とバイオエシッ

クス』2004 年）。これに対していわゆるコミュニタリアニズムの立場から M. サンデル（M.Sandel）が批判を加え

た（The Case Against Perfection, 2007,『完全な人間を目指さなくもよい理由』2010 年）。しかし、サンデルの

ハーバーマス批判には根本的な誤解に基づくと思われるところがある。本稿ではサンデルのハーバーマス批判を振

り返りながら、その批判の妥当性とその意義を探ることにする。

1．

　サンデルはハーバーマスについて、ドイツにおける優生学の暗い過去に対する研ぎ澄まされた感覚から、完全に

リベラルな前提を受け入れたうえで、宗教的・神学的な観念に訴えることなく、そしていかなる「善き生の構想」

にも依拠することなく、リベラル優生学は認めている医療外のエンハンスメント目的での胚の選別や遺伝子操作に

反対していると評価する。

　旧来の優生学が人類の遺伝的組成を組織的・社会的・人工的に改善しようとする社会運動を指し、欠陥と認めら

れた遺伝子をもつ人々の生殖を禁じるもしくは断種することによって人種差別・障害者差別などを助長するのに対

して、リベラル優生学は、サンデルによれば（彼はブキャナンらの“From Chance to Choice”を参照している 1）、

「遺伝子改良に伴う利益と負担が公平に分配される限り、優生学的な措置は反対する余地はなく、またそれは道徳

的に要求される事柄にすらなるかもしれない」（CAP, p.81, 80 頁）という立場を指す。これにはロールズやドゥ

ウォーキンらも賛成している。リベラル優生学は個人の選択を強調するが、他方で国家による強制という危険も孕

んでいるのである。

　リベラル優生学の立場では、重要なのは、教育であれ遺伝子改変を通じた何らかの能力増強というエンハンスメ

ントであれ、子供の自律や開かれた未来に対する権利を侵害しないという点だけである。そのような立場に立て

ば、「子供の（開かれた未来に対する権利を尊重しつつ）福祉を促進する義務が親にあるという前提に立つならば、

そうしたエンハンスメントはただ許容されるだけではなく、義務となる。国家が子供を学校に通わせることを親に

命令することができるのと同様に、国家は子供の IQ を高めるのに（仮に安全性が確保されているとすれば）遺伝

子技術を利用するよう、親に命じることができるのである」（CAP, pp. 78-79, 83 頁）。こうして、個人の選択を強

調したはずのリベラル優生学が、個人の選択よりも親の子供の将来あるいは自律の権利の保護・促進という義務を

根拠に優生学的措置を国家が強制する事態を招きかねないことが明らかになるのである。

　こうした事態にハーバーマスは敏感であるとサンデルは評価しているのである。では、サンデルの評価するハー

バーマスのユニークな点とは何か。それは、「我々には手の届かない生の原初の偶然性と、自らの生に倫理的な容

貌を与える自由との結び付き」（CAP, p.82 , 87 頁）に着目した点である。サンデルはハーバーマスの『人間の将来
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とバイオエシックス』を参照しながら、ハーバーマスの立場を次のようにまとめる。「子供の選択や改善のために

遺伝子に介入することができるのは、それが自律や平等といったリベラルな原則を侵害するからに他ならない。遺

伝的にプログラムされた人々は自らのことを〈自分自身の歴史の唯一の著者〉とみなすことができなくなるので、

そうした介入は自律への侵害となる。また、そうした介入は、複数の世代にわたる〈自由で平等な人格相互の間の

原則的には対等な関係〉を破壊することにより、平等を掘り崩してしまう」（CAP, p80, p.85）。

　ただし、サンデルの立場はやや複雑である。サンデルは、ハーバーマスがリベラル優生学に反対する点は正しい

と認めるものの、リベラルな言葉を頼りとして反論を展開することは誤りだと指摘するからである。その理由は

「遺伝的形質の点では、デザイナー・チルドレンも自然なやり方で生まれた子供に負けず劣らず自律的であるとい

うリベラル優生学の擁護者の主張は正鵠を得ているからである」（CAP, pp.81-82, 85 頁）。サンデルは、親が自分の

子供に小さなころからピアノやテニスの練習を課すことを例に挙げながら、「遺伝的にであれ環境的にであれ、親

の介入によって子供の自分自身の人生計画を選択する自由が台無しになされるか否か」が問題になるというリベラ

ル優生学的立場からハーバーマスに批判してみせる（CAP, p.81, 86 頁）。サンデルによれば、人間の操作によって

は変更不可能な原初の偶然性と自らの生の自由が緊密に関連しているというハーバーマスの考えにはさらに広い含

意がある。それは、「子供の自律に対する影響がどうであれ、偶然性を払い除けたい、生誕の神秘を支配したいと

いう衝動は、設計する親を駄目にし、無条件の愛という規範によって統制されるはずの子育てという社会慣行を堕

落させてしまう」（CAP, pp.82-3, p.87）ことにわれわれの眼を向けさせるからである。

　後に示すようにサンデルが生の被贈与性に着目するのと同じく、ハーバーマスも人間の手の届かない原初の偶然

性に着目している。「〈自己の自由というものは、その性質上われわれには手の届かないようなものとの関連におい

て体験される〉。我々が自らのことを自由と考えるためには、自己のよってくることを〈人間の手の届かない原初〉

にまで、換言すれば、〈他の人格には手が届かない神や自然のような存在〉に由来する原初にまでさかのぼらせら

れなければならない」（CAP, p.85, 86 頁）2。しかし、サンデルから見れば、この原初なるものが、結局のところ

「公正な共同生活に関わる問い」を指す平等を原理とする道徳的な立場から抜け出せていないという点で問題なの

であろう。『人間の将来』では、道徳的とは、「公正な共同生活にかかわる問い」であり、抗争が生じた場合、「原

則的には、当事者すべての利害に同等に即した形で合理的に決定することができる合理的な期待が存在する」

（ZdMN, S.71, 67 頁）という状態を指すからである。ポスト形而上学、脱宗教という時代診断に基づいていようと

も、自由であれ、平等であれ、サンデルからすれば、それはリベラル派の常套句なのである。だが、ハーバーマス

はサンデルが引用した同じ本の中で、道徳と倫理とのいわば相互前提とでもいうべき観点を提供し、道徳を持つと

いう倫理、すなわち人類全体の倫理が道徳のコンテクストになっているという議論を展開しているので、サンデル

の批判は一面的でないかと思われる。しかし、まずはサンデルの立場を見ていこう。

　サンデルの基本的な考えは、人間の生の被贈与性（giftedness of life）にある。生の被贈与性とは、「われわれが

自らの才能や能力の発達・行使のためにどれだけ労力を払ったとしても、それらは完全には我々自身の行いに由来

してもおらず、完全にわれわれ自身のものですらないということ」（CAP, p.27, 30 頁）である。言い換えるなら、

被贈与性とは、われわれに、謙虚さや連帯を教えるのである。たとえば、自然妊娠であれば、望み通りの子供が生

まれてこなくても、その子を受け入れるという寛大さ、子育てにおいては謙虚さが親を含めた周囲に育つ。スポー

ツや芸術の場面では、生来の才能や天賦の才を周囲はまさしく贈られたものとして祝福するのだし、そうした幸運

から得られた果実をさまざまな社会連帯の制度を通じて分け合おうとする意志などの善を本人も含めて有するよう

になるということである。

　子供の自律を損なうから問題なのではなく、設計をおこなう親の傲慢さ、生命の神秘を支配しようとする親の衝

動こそ問題なのである（CAP, p.46, 50 頁）。さらに、子どもを遺伝的に設計することで、社会から「招かれざるも

のへの寛容さ」が失われ、社会は設計外のものは全て排除するようになってしまう。サンデルは具体的な事例を通

じて問題点を指摘する。一つは、聾のレズビアンカップルが家族 5 世代にわたって聾である精子提供者を探し出し

て聾の子を出産したケース。このケースでは、故意に子どもに障がいを負わせたという批判が起こったが、本人た

ちは聾は文化的アイデンティティであり、障がいではないと考えていること、彼女たちは他の多くの普通のカップ

ルがしたこととそれほど差はないと応じたということが報告されている（CAP, pp.1-2, 3-4 頁）。もう一つは、不妊
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カップルが「身長 5 フィート 10 インチ（178 センチ）以上、運動が得意で、大きな家族病歴がなく、SAT1400 点

以上」という条件を満たす卵子提供者には 5 万ドルを払うという広告を『ハーバード・クリムゾン』紙その他アイ

ヴィーリーグの学生新聞紙上に出したケース。この広告には、どこからも批判は起こらなかったという（CAP, 

pp2-3, 5-6 頁）。

　サンデルは上記 2 点の出来事を紹介しながら、次のように問題を提起する。「親がこれから産もうとする子供の

種類を選び取るという考えには、何か不正があるだろうか。あるいはパートナーを選ぶ場合や、最近の話で言え

ば、最新の生殖補助医療を利用する場合など、親はいつでもそうしたことを行うものだろうか」（CAP, p.2, 4 頁）。

あるいは「この（不妊カップルの）広告には、やはり何か道徳的な不安を漂わせるところがある。たとえ何ら害は

なにせよ、親が子供にある特定の遺伝形質を設えてやることには、何か問題があるのではないか」（CAP, p.3, 5

頁）。サンデルがここで問題にしているのは、生の被贈与性に対する支配の衝動は正当化可能か、ということなの

である。

　ここに見られるのは、エンハンスメントや遺伝子操作の道徳的危険性は、人間本性も含めた自然を作り直し、欲

求を満たしたいという「プロメテウス的熱望」（CAP, p.27, 30 頁）である。問題なのはこの生の被贈与性に対する

「支配への衝動」（ibid）なのである。そして、支配への衝動が見失っているばかりか、破壊しかねないのは、人間

らしい能力や達成に備わっている被贈与的性格への理解なのだとサンデルは指摘する。このような衝動に身を任せ

てしまえば、われわれの道徳の輪郭を形作っている三つの主要な特徴、すなわち、「謙虚、責任、連帯」に変容が

もたらされると危惧を表明する（CAP, p.86 . 90 頁）。

　サンデルは、クローニングや遺伝形質の選択を批判する論点として、デザイナー・チルドレンは完全には自由で

はない（自律の権利が損なわれている）という自律に基づく立場では反論にならないと指摘している。「ここでの

道徳的困惑は、自律が損なわれるという話とは何の関係もない」（CAP, p.8, 11 頁）。自律に基づく立場に対するサ

ンデルの批判は二点ある。①親が遺伝子への設計を行わない限り、子供は自らの身体的特徴を自由に自分で選ぶこ

とができるという誤った考え方が前提されている。しかし、我々は誰ひとりとして自分自身の遺伝的形質を選べる

わけではない。子供がクローニングによって生まれたり、遺伝子が増強されたりしなければ、特定の才能によって

偏らされたり縛られたりすることのない未来が子供に開かれているというわけではない。②自分自身に対して遺伝

子増強を行おうとする人についてわれわれが感じる当惑が説明できない。自分の遺伝子への増強は、そのすべてが

世代を超えて受け継がれていくわけではないにもかかわらず、である。プロメテウスの支配の衝動に身を任せ、エ

ンハンスメントや遺伝子操作を行うことは、サンデルからすれば、「贈られものとしての生という洞察を損ね、自

らの意志の他に肯定したり見守ったりすべきものは何も残らないという結果を招きかねない」（CAP, p.100, 105 頁）

という大きな危険をはらんでいる。被贈与性という観念こそが、人間の道徳の要素である「謙虚、責任、連帯」を

担保しているのである。

　サンデルの立場は、リベラル派に対しては批判的なので、人格の自律尊重や平等一辺倒の立場に厳しい。なぜな

ら、人格尊重一辺倒の倫理は、人格でないといったん判断を下してしまえば、それを物として功利主義的計算に譲

り渡してしまう危険があるからである。むしろわれわれは、「われわれに崇敬の念を起させ、われわれの使用に対

して制限を課している、贈られものとしての生に対する洞察をより一層広く涵養すべきである」（CAP, p.127, 134

頁）。

　しかし、サンデルは、肝細胞研究の全面的禁止には慎重である。アルツハイマーなどの退行性疾患の治療を目的

として幹細胞研究が子宮に戻されることのない胚盤胞を用いて実施される限り、そうした研究を認めるのである。

なぜなら、「病気の治療を促進し、われわれの分相応を守りながら所与の世界の修復に寄与するという人間の叡智

を、見事に発揮する」（ibid）からである。

　「生の被贈与性」か「生の原初性」かはともかく、サンデルもハーバーマスもある同じ事態について着目しなが

ら、先端医療が引き起こす問題について慎重な立場に立っている点は同じである。「ロックからカント、ひいては

ハーバーマスに至るまでのリベラルな思想家たちは、自由は我々の制御の届かない起源や観点に依存しているとい

う考えを受け入れている。……中略……ハーバーマスにとっても、平等な道徳的存在者としてのわれわれの自由

は、人間による操作や制御の及ばない起源を有していることに立脚している。……たとえわれわれが贈られものの
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源泉を神にまで遡らせようが遡らせまいが、我々にとって被贈与性という観念は理解可能であり、その道徳的な重

みを感じることもできる」（CAP, pp.95-96, 100-101 頁）。

　後で見るように、ハーバーマスは生の原初性さえコミュニケーション的行為論的に見直す視点を提供する。その

点ではサンデルとは離れていく。それはおくとしても、先に触れたように、サンデルのハーバーマス批判は誤解に

基づいているのではないかと思われる点がある。ハーバーマスの討議倫理および『人間の将来』について振り返り

ながら、サンデルのハーバーマス批判の妥当性と限界を見ていくことにしよう。

2．

　ハーバーマスは『公共性の構造転換』（1962）の 1990 年新版序文で、フェミニズム的な観点から市民的公共性に

は家父長制的性格があったという本書への批判を認めた上で、次のように述べている。「市民的公共性（die 

bürgerliche Öffentlichkeit）は、市民的公共性──および公共性それ自体の構造──を内側から転換するために、

労働運動だけでなく、そこからも排除された＜他者＞、従ってフェミニズム運動も加わることのできるもろもろの

討議（Diskursen）にくっきりと姿を現わす。市民的公共性の普遍主義的な討議は、最初から自己関係的な前提の

もとにある。つまり討議は常に内側からの批判を免除されていない」（SdO, S.20, xi 頁）。

　討議倫理学は「西洋近代の遺産が必ずしも通用しない状況」のなかで、実践の批判的な基準はなにか、またその

基準はいかに合理的に保証されるのかを問い直す試みである。これに対する近代的個人主義的な観点からの説明と

しては、「超主観的に義務づける規範的妥当要求を伴った規範の形成を、互いに偶然に出会い、目的合理的に意思

決定する（entscheidend）行為者の利害状態と個人的な利益計算とから説明する、という試み」（NmD, S.82, 101

頁）であった。しかし、ハーバーマスのみるところ、「独立に意思決定する（unabhangig entscheidend）行為者

の二重偶発性（doppelte Kontingenz : double contingency）からどのようにして秩序が出現するのかという問い

は、ホッブズの時代よりも今日の方がいっそう納得できる仕方で答えられている、とは言えない」（NmD, S.82, 

102 頁）と指摘している。

　討議倫理学の立場では、道徳的判断は、「行為のコンフリクトがどのようにして合理的に動機づけられた了解に

基づいて解決できるのか」（EzD,S.11,7 頁）を問う。なぜなら、言語的コミュニケーションには規範概念としての

「相互了解というテロスが内在」（EzD, S.75, 93 頁）しているからである。そして、了解は参加者のパースペクティ

ヴからすれば、合理的に動機づけられる相互納得の過程を意味する。

　討議倫理学の基本戦略は、「ヘーゲルの基本的意向を受け継ぎ、カントの道具立て（Mitteln）を用いてそれを実

現しようとすることにある」。ヘーゲルの基本的意向とは、「正義（Gerechtigkeit）」と「連帯（Solidaritat）」・「福

祉（Wohl）」という、これまで道徳哲学で常に対立する伝統へと結びつけられてきたこの二つの道徳原理を、一方

を孤立化させて他方に対立させるような一面化に陥ることなく、人倫概念によって「道徳の基本現象の一体性」に

おいて捉えようとすることである。近代的意味での正義は「他人が取って代わることのできない個人の主観的自

由」に、また連帯は「相互主観的に分有されている生活形式の中で互いに親密な結びつきをもつ同胞の福祉」

（EzD, S.16, 12 頁）にかかわる。ではこのようなヘーゲルの基本的意向を受け継ぎつつ、カントの道具立てを用い

る討議倫理学はどのような観点を出発点とするのだろうか。

　討議倫理学は、「福祉の原理」と「正義の原理」という二つの原理が道徳という一個同一の根源に由来する所以」

を明らかにする。それは「社会化という道を通ってしか個人へと個別化されない生物がもつ、補償の必要な傷つき

やすさ（kompensationsbedurftige Verletztbarkeit）」のことなのである（EzD, S14f, 10 頁）。この傷つきやすさゆ

えに、倫理は「個人が属している共同体の福祉を守らなければ個人の権利を守ることができない」（EzD, S16, 12

頁）こと、すなわち「個々の人間の保全と、相互承認関係という生活上必要なネットワークの保全」（EzD, S.15,11

頁）を必要とする。

　従って、倫理には「各人の尊厳を同等に尊重するよう要求することで、個人の不可侵性に効力を与える」という

面と、「個人を引き続き共同体の成員として保つ相互承認と相互主観性をも守る」という面がある（前者に対応す

る原理が「正義（Gerechtigkeit）」の原理であり、後者が「連帯（Solidaritat）・福祉（Wohl）」の原理である）
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（EzD, S16, 12 頁）

　こうして、行為主体の合理的行為は原理上利害関心を含む欲求を前提としつつ、また個人化と社会化の同一性、

つまり道徳的主体の本質的な社会存在性が確認される。

　以上のスタンスを理論的に保証するのが「コミュニケーション的行為論」である。それは「日常の（言語的）コ

ミュニケーション実践」に定位し、「了解志向的行為（verständigungsorientiertes Handeln）」に基づく行為の相互

調整機能に照準を合わせたものである。コミュニケーション的行為とは、「当事者達が彼らの行為プランを合意に

よって調整する相互行為」であり、その都度目指される了解が達成されたかどうかは、妥当要求（Geltungsanspruch）

の間主観的承認が得られたかどうかを基準とする」社会的行為のことである（MukH, S. 68, 97 頁）。それは、「言

語的了解に備わる合意達成力が、行為の調整にとって有効」であり、自然言語が「社会統合の源泉としても要求さ

れる」行為の類型化である。これに対し、戦略的行為とは「自然言語がただ情報伝達の媒体としてだけ必要とさ

れ」、「行為調整の効果は行為者が行為状況や相手に対して非言語的活動を通じて及ぼす影響力に左右される」社会

的行為であり、コミュニケーション的行為とは類型的に峻別される。（NmD, S.69, 84-85 頁）　了解志向的行為は、

日常実践にみられる我々の語る文を実際に生きた使用のレベルで捉える「語用論（発話行為論）」によって解明で

きる。しかし、発話行為だけでは、相互に了解しあうという行為調整メカニズムは解明できない。それは、関連す

る当事者双方が相互に合理的に動機づけられて納得するという過程である。いいかえれば、行為ないし行為の基礎

にある妥当性と、その妥当性の条件が満たされているという妥当要求と、妥当要求を基礎づける認証の保証、この

三つが満たされるとき、話し手は、発話行為の申し出を受け容れるよう聞き手に合理的に動機づけることができる

のである。発話行為においては、暗黙裡にではあれ、個々の発言の背後に以下のような普遍的な妥当要求が掲げら

れている。

（1） 理解可能性要求：話し手の発言が聞き手に理解できること

（2） 真理性要求：事実を正しく表現していること

（3） 規範的正当性要求：その発話が聞き手との関係や規範に照らして正当であること

（4） 誠実性要求：自分だけが特権的に近づくことのできる主観的世界に関るものを表わす（実際にその行為を実行

することによってしか判定できない）

　もちろんどの妥当要求も当事者達によって問題（拒否や批判）にされる場合がある。その場合、当事者達はいっ

たん相互行為を中断して、仮説的な態度で問題となっている妥当要求を根拠を出し合って互いを説得することにな

る。それが討議（Diskurs）である。

　討議を行なうということは、たんに事実として通用している規範に導かれて行為するということから、自覚的に

この規範そのものを吟味することへと移行することである。討議においては、発話者は自らが掲げた妥当要求を自

覚するだけではなく、その発言の背後にある背景知をも反省することになる。従って、発話者は、個々の妥当要求

を正当化するだけではなく、自らがよって立つ背景知と自己を自己確証するか、自己否定しなければならない。日

常実践がこうした背景知に支えられ、個々の妥当要求が明示的に掲げられないということは、通常の合意が間主観

的な匿名性によって成立していることを意味する。従って、討議に参加するということは、この匿名性の状態から

自覚的に抜け出すことである。こうしてたんに社会的に事実として通用しているだけの規範（soziale Geltung）に

依存する他律性に代わって、承認に値する規範の妥当性（Gültigkeit）にのみ立脚する自律性が確保される。討議

は、その意味でコミュニケーションの反省形式だといえる。

　個々の討議にではなく、討議そのものに「規範的内容をもつ論議の規則」が不可避の先行仮定として含まれてい

る。それが論議の規則としての普遍化原則（Ｕ）と討議の原則（Ｄ）である（MukH, S.103, 148 頁；EzD, S.12, 7-8

頁）。

　Ｕ：係争中の当の規範に全ての人が従ったときに、一人一人全ての人のもつ利害関心の充足にとって生じると予

測される結果や随伴結果を、全員が強制なく受け容れる

　この普遍化原則は、カントの定言命法を下敷きにし、普遍的意志を表現する規範のみが妥当なものとして受け容

れられことを保証するというように語用論的に読み替えられたものである。

　Ｄ：すべての関与者が、実践的討議（『事実性と妥当性』では「合理的（rational）討議」（FuG, S.138, 136 頁））
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の参加者として、同意を与えた（与えるであろう）規範のみが妥当を要求しうる

　討議の原理は「遂行的矛盾」を手掛かりにして解明される。論議にかかわるものは、その中で提出される論拠に

対して、疑いや批判を行なうものといえども避けることのできない、論議の論理的規則の妥当性を前提している。

そして、ハーバーマスに言わせれば、このＤこそ、道徳理論家が根拠づけようと試みてきた当の目標なのである。

　討議による意志形成の手続きは、二つの局面──つまり他人が取って代わることのできない個人の自律性と、相

互主観的に分有されている生活形式に個人が組み込まれているという連帯・福祉──の内的関連を示している。個

人の平等な権利と個人の人格的尊厳の等しい尊敬は、相互人格的関係と相互の承認とのネットワークによって支え

られているし、他方で共同生活の質は連帯の程度や福祉水準によって測られるだけではなく、各個人の利益が一般

的利益の中でどれだけ均等に考慮されているかによっても測られる 3。

　さらにコミュニケーション的な人間形成過程では、「人称代名詞の体系が内面化されて個別化への圧力が相互行

為の了解志向的言語使用に組み込まれる」と同時に、「社会形成を促す相互主観性も働きだす」。コミュニケーショ

ン的行為には、「個人の自己決定と多様化された社会的依存関係への統合の増大とが組み合わさっている」（EzD, 

S.14ff, 10-11 頁）。その意味で、コミュニケーション的に行為する者達は、成果に定位して世界内の何かに働きかけ

る「客観化のパースペクティヴ」から、世界内の何かについて了解することに定位する一人称と二人称からなる

「当事者の行為遂行的パースペクティヴ」へと態度を転換しているのだ。そうでなければ相互の行為の義務づけの

力が発揮されることなどありえないのである。

3．

　サンデルが、ハーバーマスは平等というリベラル派の言語から抜け出していない、という批判は当たっているだ

ろうか。ハーバーマスは道徳と倫理との相互前提とでも言うべき視点を『人間の将来』では打ち出している。「善

に対して公正が優先する」からといって、「人権の主体の従う抽象的な理性道徳自身が、実はそれに先行する、類

としての倫理的自己理解、つまりすべての道徳的人格が共有する倫理的自己理解にその支えを持っているという事

態を見誤ってはならない」（ZdMN, S.74, 69-70 頁）という指摘、あるいは「道徳を全体としてどう評価するかとい

うことは、それ自身は道徳的判断に属することではなく、類倫理的判断である」（ZdMN, S.124, 122 頁）など、こ

れらの指摘を見れば、サンデルの批判が誤解に基づいているといわざるをえないのではないかと考えざるをえな

い。すこし詳しく見ていこう。

　多元的な世界にあって、倫理的な概念は文化ごと、共同体ごとに異なるとしても、類としての人類の立場から道

徳的な判断を下す「類の倫理」が存在するはずだ。そのような視点からハーバーマスは、これから生まれる人間の

身体や遺伝子を「デザイン」することの道徳的な意味を考察する。ハーバーマスが『人間の将来』で提示する視点

は、デザイナー・ベビーとして生まれた子供の自己了解と深いところでかかわっている。サンデルにはあまり見ら

れることがない視点であるので少し触れておく。

　ハーバーマスは、「人間同士の関係のありかたは原則的に可逆的である」（ZdMN, S.110, 107 頁）べきだと考えて

いる。ところが遺伝子操作の優生学はそれを不可能にする。「ある人格が他の人格のゲノムの望ましい構成につい

て後戻りの不可能な決定を下すことによって、二人のあいだに成立する関係においては、自律的に行為し、判断す

る人格相互の道徳的自己了解のこれまで自明であった前提が自明ではなくなる」（ibid）。言い換えれば、子供は

「自分自身の歪曲されない未来を奪われて」（ZdMN, S.108, 106 頁）いるとしか感じないだろう。優生学的介入は、

「当該の人格が拒んだところで変えようのない第三者の意図に彼を縛りつけ、彼が自らの人生の分割されていない

発動者として自分をとらわれなく理解することを許さなくさせる」（ibid）ことによって、倫理的自由を奪ってし

まうのである。これがハーバーマスの優生学的介入に反対する中心的な視点である。では、サンデルが問題にしな

かった人間の倫理的自己理解の点に関してはどうだろうか。

　ハーバーマスは『人間の将来』において、哲学は「善き生」という具体的生のあり方への回答を差し控えて、メ

タ規範的な位置、すなわち正義、公正の問題にのみ関わり、「自己了解のプロセスの形式上の特性のみを調べる」

ことしかできないと指摘し、キルケゴールの実存哲学を例に挙げる。なぜなら、キルケゴールが「善き生」への回
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答を捨て、「自己自身でありうること」というポスト形而上学的な回答を最初に用意したと見ているからである

（ZdMN, S.17, 14 頁）。キルケゴールにおいて、自己自身であろうとすることを可能にするのは絶対者＝神への服従

である。しかし、ポスト形而上学、脱宗教的時代においてこの種の絶対者に代りうるものは、それが誰の手にも届

き得ないという意味で絶対的で超越的である言語のロゴスである。コミュニケーション的行為を行うことで、ポス

ト形而上的な実存的回答が用意されることになる。キルケゴールの絶対的な権能を言語論的展開によって切り下げ

て、「主観超越的な力（transsubjektive Macht）」（ZdMN, S.26, 25 頁）に置き換えるのである。

　主観超越的な力とは、「歴史的かつ社会的存在として、どんな場合でも必ず、言語的に構造化された生活世界の

中にいる」ということを指す。コミュニケートしあい相互に了解し合う様々なコミュニケーションの形式の中で

我々は超越化する力に遭遇する」（ZdMN, S.26, 24 頁）。ハーバーマスは『人間の将来』で道徳と倫理の違いも確認

している。〈道徳的〉とは、「公正な共同生活に関わる問い」を指す。抗争が生じた場合、「原則的には、当事者す

べての利害に同等に即した形で合理的に決定することができる合理的な期待が存在する」（ZdMN, S.71, 67 頁）と

いう平等の立場である。〈倫理的〉とは、「特定の個人、特定のグループの好みの生活様式および実存的な自己理解

（自分自身でありうること）、アイデンティティ維持的な解釈パターンに依拠していること」である（ibid.）。「道徳

に関しては平等な、倫理に関しては自由な、規範と根拠に依拠した生物」という類倫理的自己理解を前提にしてい

る（ZdMN, S.74, 70 頁）。

　そして、ハーバーマスのユニークな視点の核心は、キルケゴールの「自己自身でありうること」を手がかりにし

て、少なくとも人間という種の自己理解に関する限りでは、道徳と類倫理の関係を提出した点にある。「道徳を全

体としてどう評価するかということは、それ自身は道徳的判断に属することではなく、類倫理的判断である」

（ZdMN, S.124, 122 頁）。類としての人間が自己自身でありうることを問題にするのが類倫理であり、道徳と違っ

て、人間自身の選択の問題だが、他者の自由で独自の生き方を阻害しないこと、道徳を持つという倫理を意味す

る。そうした観点からすれば、遺伝子の操作は「原則的に可能な平等」の喪失を意味する。出生以前の胚の技術的

な操作は、人類を倫理的自己理解へと収束させる。なぜなら、人格以前の人間の生命との関わりは、人間にとって

「類的存在としての自己理解」だからである。ロールズ流の「善に対する公正さの優先性」といっても、人格以前

の生命との関わり方の問題が提示するのは、「人権の主体の従う抽象的な理性道徳自身が、実はそれに先行する、

類としての倫理的自己理解、つまりすべての道徳的人格が共有する倫理的自己理解」（ZdMN, S.74, 69-70 頁）を前

提としていることを妨げるものではないのである。こうして、道徳的自己理解に関する類倫理上の本質的な前提と

は、「自分のことを自分の人生の分割不可能な起動者（著者）であると考える人格であり、他のすべての人間を

いっさいの例外なく同等な人間と見て対応しうる人格であると理解することができる」（ZdMN, S.123f, 122 頁）と

いう視点を導き出すのである。

4.

　以上見てきたように、ハーバーマスは、『人間の将来』において、遺伝的操作は、道徳的自己意識と同時に彼が

類倫理と呼ぶ人間の類的存在としての自己理解の両者を破壊すると指摘している。ある人格（生まれてくる子）が

他の人格（親など）の遺伝的設計に従属させられることによって、遺伝的に設計された人格は、本来なら「自分の

ことを自分の人生の分割不可能な起動者（著者）であると考える人格であり、他のすべての人間をいっさいの例外

なく同等な人間と見て対応しうる人格であると理解することができる」（ZdMN, S.123f, 122 頁）はずなのにできな

くなる。すなわち、自律と「自由で平等な人格相互の間の原則的には対等な関係」が破壊されるのである。ハー

バーマスの独自性は、旧来の優生学であれ、リベラル優生学であれ、問題の本質には、道徳を可能にしているのは

道徳のコンテクストである類倫理、すなわち「道徳的に判断し行為する存在であると理解するかどうかの決定」

（ZdMN, S.121, 119 頁）という「種の倫理に関する自己了解が問題になっている」（ibid）という視点の提出にある。

したがって、サンデルのハーバーマス批判は少なくとも『人間の将来』の理解に関しては一面的というより誤解に

基づくといえそうである。

　確かに、サンデルは生の被贈与性に着目することによって、リベラル優生学が言うように個人の選択としての遺
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伝的操作が当たり前になり、いやそれどころか親の義務とさえなるような事態になれば、謙虚さ、責任、連帯とい

う人間の善が損なわれると指摘している点には共感できるものがある。「皮肉なことに、自分自身や子供の運命に

対する責任が増殖するにつれて、自分よりも不幸な人々との連帯の感覚は薄れていく可能性がある。我々が自らの

境遇の偶然的な性質に自覚的であればあるほど、われわれには他人と運命を共有すべき理由が認められるのであ

る」（CAP, p.89, 94 頁）。サンデルは保険市場における生の被贈与性が果たす相互扶助の精神に対する役割を論じ

ながら、われわれの天賦の才は偶然なのだという強固な観念の意義を論じている。それは、「成功は有徳のあかし

であり、裕福な人々は貧困な人々よりも一層富の享受に値するがゆえに裕福であるのだという独善に似た思い上が

りが、能力主義社会の中に醸し出されてくるのを防いでくれるのである」（CAP, p.91, 96 頁）とも指摘する。

　サンデルもハーバーマスの問題意識を共有している。「遺伝子操作は、類的存在としてのわれわれの自己了解を

変えてしまい、結果として、法や道徳についての近代的な考え方への侵害が生じるとともに、社会的統合のために

無視することのできない規範的な基盤そのものが侵されるのではないか」（ZdMN, p.50f, 48 頁）。だが、ハーバー

マスが「〈道徳化〉の試みとは、バイオ技術を、今やはっきりと見えてきた生活世界のコミュニケーション的構造

に合わせるべきだとすることである」（ZdMN, p.51, 48 頁）と論じるとき、サンデルとハーバーマスはその立場を

異にするのである。サンデルなら生の被贈与性とするところだが、ハーバーマスは生の原初性を生活世界のコミュ

ニケーション構造に置くのである。その意味では、言語論的転回の徹底と見ることもできるだろう。

　ロールズとハーバーマスの共通点は、「現代の多元主義的な社会の人々は道徳や宗教に関して異なった見解を抱

いていることから、正義にかなう社会とは、そうした論争の中で特定の立場に与してはならないのであり、むしろ

各人に対して、自分自身にとっての善き生の構想を選択し、追求する自由を認めなければならない」（CAP, p.80, 

85 頁）4 とサンデルはまとめている。これまで見てきたように、ハーバーマスがロールズと離れる点は、「善に対

する公正の優先」の前提には、理性道徳自身に先行する類としての倫理的自己理解があるとしている点にある 5。

　サンデルからすれば、類倫理と道徳の源泉としての生活世界のコミュニケーションというハーバーマスの観点

は、伝統というクッションがコンフリクトを解消する役目をもはや果たさないというポスト伝統的な診断に基づく

としても、言語的コミュニケーションの相互性という「平等」に基づくにすぎず、やはりリベラル派の言語にとら

われているというように見ているのかもしれない。だが、サンデルのいう「被贈与性」という視点自体、ロールズ

らに代表されるリベラル派の人間観を「（本質的に）負荷なき自己（the unencumbered self）」（LLJ, p.90, 103 頁、

また日本語版序文ⅲ）として批判し、「根本的に状況の中に置かれた主体（radically situated subject）」（LLJ, p.21, 

24 頁）を対置したはずのサンデルが、個人を実体化する視点から抜け出ていないのではないか、という問題を孕

んでいる点、およびハーバーマスが提出したデザインされた側の主体の自己理解という視点が欠けているという点

を指摘することはできるだろう。ハーバーマスの道徳と類倫理という観点は、『人間の将来』で初めて提出された

ものであり、あくまでも公共の議論における意見形成のための寄与という役割を担っているとはいえ、今後さらに

検討していく必要があると思われる。
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注

1 ここでサンデルが参照しているのは、以下の文章である。「（強化される能力が）実質的にどのような人生設計を遂行する際
にも有用な、汎用的な手段であるということである。……そうした能力が本当に汎用的な手段に近づけば近づくほど、国家
がそうした能力の遺伝子レベルでの強化を奨励または命令さえすることに対する反論は、少なくなっていくだろう」（Allen 
Buchanan,et al., “From Chance to Choice” , Cambridge University Press, 2000, p.174）（CAP, p.79, 83 頁）

2 サンデルはこうした事態に着目した哲学者としてアレントを挙げている。「生誕の自然なるものでも、人間の操作による変
更の不可能な原初という概念の上で必要な役を果たすには充分である。こうした問題連関を哲学はこれまでめったに扱って
こなかった。その例外がアーレントである。アーレントにおいては < 出生性（natality）>、すなわち人間は制作されるこ
となく生まれいずるという事実こそが、人間が行為の発動者たりうるための条件とみなされている」（CAP, p.82, 87 頁）。
アレントにおいては、「生まれ出ること・出生（natality）」と「始まり（beginning）」の概念は、「可死性（mortality）」の
概念とともに、アーレントの思想の根底にあるように思われる。出生への着目には、人間と世界の可死性への深い危機感
と、新しい者が出生とともに携えてくる何か新しいことを始める力への強い期待があるのではないか。一人の人間がこの世
に生まれてくるということは、世界に一つの新しい始まりが持ち込まれることであり、また、世界は、新しい始まりを迎え
入れなければ老朽化してしまう。その意味では、教育とは、新しい始まりとしての「子ども」を守り、それを通して「世
界」を老朽化から守る営みであろう。アレントとハーバーマスの関係に関しては、稿を改めて論じることにしたい。

3 ハーバーマスは「妥協（Kompromise）」を一種の合意とみなしている。社会国家的妥協など、以前は問題にしていた。妥
協とは「特殊利害の間で調整された調停が、当事者双方の間の勢力均衡という条件のもとで成立する」ことである（LiS, S. 
154, 178 頁）。ハーバーマスによると、妥協が成立する条件は二つある。「一つは、当事者双方の間の勢力均衡であり、もう
ひとつは交渉の対象になる利害が普遍化可能ではないということである。妥協形成のためのこの普遍的条件のうち、少なく
とも一つでも満たされていないならば、それは見かけの妥協にすぎない」（LiS, S.155, 180 頁）。成立した妥協が公正か否か
は、先行する交渉過程の手続き条件の道徳的正当性に求められる（EzD, S.20, 23 頁）。ハーバーマスの妥協概念の整理の妥
当性については稿を改めて論じる。なお、妥協を Integrity の問題として論じたものとして以下を参照。M. Benjamin, 
Splitting the Difference ―― Compromise and Integrity in Ethics and Politics, University of Kansas, 1990

4 サンデルがハーバーマスとロールズの共通点としてあげているこのまとめは、『人間の将来』の英語版からとられている。
『完全』第 4 章注 31 を参照

5 ハーバーマスとロールズの論争に関しては論じたことがある。「公共的理性使用をめぐるハーバーマスとロールズの対話」
沖縄大学人文学部紀要第 12 号、2010 年、35-48 頁。


