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最小限度の社会的正義概念へ向けての尊厳の解明 

 

トマス・ポッゲ(イェール大学) 

 

１．「尊厳」の二つの意味 

尊厳はそれ自体で存在するものではなく属性であり、それはたとえば人間が有する

属性である。尊厳概念は本質的に、二つの異なった、しかし互いに関連する意味をも

っている。第一の意味において我々は、人間は内在的に尊厳を有し、尊厳は万人にと

って譲渡不可能であり平等である、と語る。第二の意味において我々は、人間の尊厳

は不安定なものであり、社会的に保護される必要がある、と語る。 

  『世界人権宣言』にはこれら二つの意味が並列して見出される。この語はまず初め

に三回、第一の意味で用いられて登場する。 

 

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認す

ることは、世界における自由、正義及び平和の基礎である…（前文、第 1段落） 

国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並び

に男女の同権についての信念を再確認し…（前文、第 5段落） 

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等で

ある。（第 1条） 

 

 次に登場するときには、「尊厳」という語は第二の意味で用いられる。 

 

すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及

び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格

の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利

を有する。（第 22条） 

 

 何かを「欠くことのできない」 ものと呼ぶことは、誰でもそれを欠いた人は尊厳を

も十分に有していない、と語ることである。第 22条はそれゆえ、尊厳が譲渡可能であ

り不平等でもありうることを示唆している。尊厳を有する人は、尊厳を有するために

欠くことのできない前提条件を、したがって尊厳そのものを、失うことがありえ、そ

してその場合には、彼らはいまだ尊厳を有している人と比べて、「尊厳[…]について平

等である」ことはないだろう。 

 「尊厳」がもつこれら二つの意味の結びつきは、これと密接に関連する権利ないし

人権という概念を『世界人権宣言』がいかに扱っているかを吟味することで、明らか
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にすることができる。第 22条は、人間はすべて一定の権利を有するが、しかしこれら

の権利は実現される必要がある、ということを示唆している。恐ろしい爆撃に捕えら

れて脅えた子供たちの一団は、彼らの「生命、自由及び身体の安全に対する権利」（第 3

条）を享受していない。しかし、それを享受すべきであるという意味では、彼らはなおこ

の権利を有しているのである。ここで我々は、人権を（グローバルに、あるいは一定の管

轄区域において）実現することは、（すべての人間にとっての、あるいは一定の管轄区域に

おける人々にとっての）人権の対象への安全なアクセスを達成することを伴う、と言える

かもしれない。X を人権と呼ぶことは、X への安全なアクセスはあらゆる人間に対して確

立され維持されねばならない、と述べることである。そしてこの命法は、その権利が実現

されていない場合でさえ、いやむしろそういう場合にこそ、堅持されるのである。 

 X を人権と呼ぶことにはまた、その対象への安全なアクセスが維持されるべきなの

はまさに「その権利を有している人間のために」である、ということも含意される。

人権の実現に関して我々が有する責任や義務はすべて、その対象への安全なアクセス

をいまだ欠いている人々に対して負う義務である。人権を侵害する人々はそれゆえ、

自分がその権利を侵害している人々に対して悪を働いているのであって、たんに、た

とえば、神に背いたり宇宙の調和的な秩序を乱したりしているのではない。 

 以上を考え併せると、すべての人間が第一の意味における尊厳を有する、と述べる

ことは、(a) 彼ないし彼女が第二の意味における尊厳に向かう潜在性を有し、そして 

(b) 尊厳ある生としてのこの潜在性の実現は道徳的にきわめて重要である、と述べる

ことである。人間はそうした生を、一定の不可欠なものへの安全なアクセスを有する

場合にのみ、すなわち自分たちの人権が充足されている場合にのみ、送ることできる。

それゆえこの充足を保証することが、道徳的にきわめて重要なのである。万人にとっ

て人権が充足されているとき、我々は人権が（全世界的に、あるいは一定の管轄区域

において）完全に実現されていると言ってよい。 

 

２．尊厳が関わる三つの次元 

 人間が尊厳ある生を十分に送っていないということには、三つの次元がある。第一

の次元は、きわめて务悪な社会的地位と過度の服従に関わる。多くの人々がこうした

尊厳を欠いた条件の下で生きている。命令され、嘲笑され、辱めを受け、侮蔑され、

恐怖を顕にし、服装や外見を意のままにできず（他人の前で裸にされ）、そしておそら

く、隷属や追従や自己犠牲によってこうした状況に順応して。アブグレイブ刑務所の

捕虜に関する米国の統計分析は、人々がいかにしてその尊厳を剥奪されうるのか、そ

の及ぶ範囲を包括的に提示している。それほど劇的なものではないにせよ、同様の境

遇に苦しむ人々は世界中にさらに多く存在する。召使、多くの国々の工場労働者、難

民、囚人、売春や労働目的で売られる人々、さらにまた、病院や養護施設の患者、志
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願兵、仲間から嫌われた生徒たちである。 

 尊厳（の欠損）の第二の次元は、各人の身体的な自己に関わる。この次元は、ぼろ

を纏ったり、尿の臭いをさせたり、病傷や湿疹に覆われた肌をして公衆の面前に出る

ことは、屈辱的なことであるという点で、第一の次元と関係している。しかし、それ

でもこれら二つの次元は区別されうる。 他人との接触がほとんど、あるいはまったく

ない女性でも、身の清潔、健康な食事法、規則的な運動などを通して、自分自身のこ

とを気遣うだろう。でなければ、彼女はそうした気遣いができないかそれを望まない

かし、彼女自身や他の人々にとって格好の憐みや嫌悪の対象となるだろう。 

  尊厳（の欠損）の第三の次元は、各人の内面的、精神的な生に関わる。ここでは

尊厳とセルフ・コントロールとが、とくに密接に結びついている。低レベルな感情や、

嫉み、貪欲、空腹、肉欲、怒りなどの欲望に打ち負かされるのは、尊厳の欠損である。

認識し実行する力を欠いていること、たとえば極度に忘れっぽかったり、複雑な仕事

を穏やかに進めることができなかったりするのは、尊厳の欠損である。怠惰や意志の

弱さによって後ろに退くのは、尊厳の欠損である。 

 

３．尊厳を維持する方法 

人間の尊厳をこれら三つの次元において保護し維持する方法には、主に二つある。

一つは、かつて尊厳の欠損として認知され経験されていたものが、人間が有する完全

な尊厳と整合するものと見なされるようになるといった、人間の心理における変化に

関わるものである。たとえば社会は、言語障害をもつ人々を、民族的な少数派を、女

性を、人口肛門をもつ人々を、完全に受け入れたり、受け入れるようになったりする

だろう。尊厳へのこの道は、二つの理由のいずれかによって、つねに有効なわけでは

ない。ある場合、心理的な反応はせいぜい緩和されうるだけである。それゆえ、ある

種の皮膚病や失禁症状に反応して生じる嫌悪感を排除することは、まったく不可能か

もしれない。また他の場合、人間の尊厳をいかに考えるかに関するそうした心理的な

適応は、道徳的に受け入れることができないだろう。それゆえ、たとえ拷問がすっか

り職業化され、おそらくは感情的な関与なしに情報抽出に専念する技術者の遠隔操作

で、機械を通して執行されるとしても、我々はやはりそれを、痛みに叫ぶ人の尊厳を

著しく貶めるものと判断しなければならない。また、たとえ（ある社会では現にそう

だが）貪欲や肉欲の激しい感情にまかせた振舞いを大幅に受け入れる文化があるとし

ても、我々はやはり、それは捨て去るべき振舞いだという判断を保持すべきである。 

文化的適応に伴うこれら経験的ないし道徳的な限界は、人間の生を、合理的に可能

なかぎり、すべての人間が尊厳のうちに生きられるようにつくり上げる、という我々

の社会的責務を指し示す。尊厳の欠損の三つの次元が、社会的に守られるために必要

不可欠な前提条件を示唆している。第一に、人間は社会生活において、他人への過度
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の依存を回避し、自分自身を侮辱や虐待から守ることを可能にする、保護された地位

を有すべきである。『世界人権宣言』の第 3-21 条は、人間の尊厳の特にこの構成要素

を保護することに関係している。第二に、人間は、十分な食糧、衣服、住居、衛生設

備、飲料水、運動、休息、医療を通して、自分自身の身体を気づかうのに必要な、教

育、収入、社会的サービスを有するべきである。人間の尊厳のこの構成要素は特に第

22-27 条で保護されている。最後に、人間はまた、文学、音楽、スポーツ、科学、他

の生物種や自然環境の調査など、人間性の高次の達成へと向かうアクセスを有するべ

きである。ここではさらに、博物館、図書館、学術機関、劇場、映画館、その他の文

化施設やコミュニティー活動へのアクセスといった、適切な教育こそが重要である。

人間がその完全な潜在性に到達するのは、他の人々や彼らの業績との出会いを通して

なのである。 

 

４．尊厳と価値 

 尊厳は多くの事物や属性とは異なり、価値づけられるかぎりおいてのみ価値をもつ

ものではない。この種の価値の授与は、授与者のうちに一定の価値を前提している。

ある人の賞讃は音楽の演奏に価値を授与するかもしれないが、ある人の肉欲は彼と娼

婦との出会いにいかなる価値も授与しない。価値を授与する人間の能力は、尊厳へと

向かう我々の潜在性に依存している。それゆえ、自分自身のであれ他の人々のであれ、

尊厳を軽視することは、たんに何か価値あるものを傷つけるのではなく、価値の前提

条件を傷つけているのである。 

 この複雑さは次のような道徳の概念に統合されよう。すなわち、価値を授与する人

間と、人間が価値を授与する機会とを保護することで、価値の最大化を目指すこと、

としての道徳である。この種の帰結主義的な概念は我々に、ある人々の尊厳を犠牲に

して他の人々の能力と機会を強化するよう、教えるかもしれない。しかし通常、尊厳

を道徳的思考の中心に置く人々は、こうしたトレードオフに抵抗する。彼らが否定す

るのは、多くの人々の価値ある活動の増加のため、あるいは彼らの尊厳の保護のため

にさえ、ある人々の尊厳を犠牲にすることである。これは、人間の尊厳は何が起きて

もけっして犠牲にしてはならない、という主張と等価ではない。が、それはやはり、

尊厳の価値は尊厳が人間の活動に授与する価値を超えていること、そして、尊厳の不

侵害は尊厳の促進よりも道徳的に重要であることを、肯定しているのである。 

 

５．尊厳の侵害としてのグローバルな不平等 

 今日のグローバルな制度上の取り決めが、大規模でまったく正当化しえない人間の

尊厳の侵害をなしていると結論するのに、この論争に決着をつける必要はない。これ

らの取り決めは、世界でもっとも裕福で力の強いエイジェントたちの交渉で形作られ、
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人類の半数に過酷な窮乏の条件下での生存を強いる、巨大な社会的、経済的不平等を

維持し増大させている。このことは社会的、経済的な人権に関する最近の統計で、劇

的に証拠づけられるとおりである。人類 67 億人のうち、10 億 2000 万人が慢性的な

栄養失調（史上新記録である）、8億 8400万人が安全な水へのアクセスを欠き、25億

人が基本的な衛生設備へのアクセスを欠き、20 億人が必要な薬へのアクセスを欠き、

9億 2400万人が十分な住居を持たず、16億人が電気を使えず、7億 7400万人の成人

が文盲、2億 1800万人の子供たちが児童労働を行っている。人類の死亡の約 3分の 1、

年間 1800 億件がこうした貧困に関連する窮乏に由来するものだが、それらは、より

良い栄養、安全な飲料水、安価な水分補給パック、ワクチン、抗生物質、その他の医薬

品で、簡単に防止できるものである（Pogge, Politics as Usual, 11–12）。人類の大部分

はまさに「衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に

十分な生活水準」（『世界人権宣言』第 25条）を持っていない。 

 ただ一つの図を見れば、この進行中の大惨劇は回避可能であることが分かる。すな

わち、人類の貧しい側の半数は、グローバルな家計収入の 3%以下に切り詰められてい

るのである。貧困者層のこの漸進的な追いやりは長期に渡るもので、現在もなお進行

中である。1988 年から 2005 年の間に、人類のうち最富裕の 20 分の 1 はそれがグロ

ーバルな家計収入に占めるシェアを 42.9%から 46.4%に引き上げたが、これはグロー

バルな平均収入の 9 倍よりかなり多い。下層の半分（10 倍の人数）のシェアは 3.5%

から 2.9%に下がり、グローバルな平均収入の 17分の 1である。損失は最下層の 4分

の 1でもっとも著しく、シェアは 1.16%から 0.77%と 3分の 1に低下、グローバル平

均収入の 32分の 1である。過酷な貧困の根絶に必要なのはグローバルな家計収入のほ

んの 1.75%の移動、20分の 1の最富裕層が近年獲得した分の半分である。 

 こうした巨大な不平等と結び付いて、著しい低収入（1人毎月 10~30USドル）はま

た、貧しい半分の人々の市民的、政治的な権利をも掘り崩している。多くの人々は彼

らのもっとも基本的な必要を満たすために、自分たちや自分たちの子供を、様々な形

の奴隷労働や強制労役、物乞い集団やきわめて依存的な仕事、搾取や隷属に関わらせ

ざるをえないと感じている。そしてもっとも多くの場合、「低開発」国の人々は、制圧

的で腐敗した「エリート」たちにより、政治的に無力化されている。エリートたちは

人々の必要を無視し、巨額の税金を彼らに押し付け、自国の天然資源を外国人に売っ

て、権力に居座るために必要な武器を手に入れるのである。 

 

６．WTO協定 

 世界の富裕層は大部分、このグローバルな貧困の大きさに無知であり続けようとし

ている。一方にはこの貧困が生み出す莫大な被害と辱め、他方にはその根絶に必要な

グローバル収入の微小な移動という、このスキャンダラスなコントラストについて。
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真実の比率を理解する人々は何かをもっとしなければとは認めるが、自らの道徳的な

不完全性に気づいてわずかばかり居心地悪く感じるだけである。自分たちが軽減に失

敗しているその巨大な貧困を引き起こし増大しているのは、人類の大多数のもっとも

基本的な必要よりも、自らの相対的に些細な関心事を優先して制度設計に関する決定

を下す自分たちなのだ、ということを理解する富裕層はほとんどいない。 

WTO協定の言葉づかいは、富裕国の力のある企業が、関税制度、アンチダンピング

税、輸出信用、国内生産物に対する巨額の補助金などを通して、自分たちのマーケッ

トの継続的で非対称的な保護に向かって行使した圧力を、反映している。こうした保

護主義はもっとも最しい国々や地域にとっての輸出機会を大幅に損なう。もしも WTO

が貧困国からの輸入品に対する保護主義的なバリアを差し止めるなら、その国の人々

は大幅に利されるだろう。輸出による総収入は毎年数千億ドルも上乗せされ、数十億

人が失業から逃れ、賃金水準は大いに上昇するだろう（Pogge, Responses to Critics, 

183–4）。 

 力のある企業はまた、自分たちの知的財産権は、範囲において期間においても絶え

ず拡大するもので、貧困国においても厳格に適用されねばならない、と主張すること

に成功した。音楽、ソフトウェア、生産過程、言葉、種子、生物種、医薬品など、こ

れらすべてに対して、富裕国の会社に使用量を、そのマーケットへの（いまだ何重に

も制限された）アクセスと引き換えに、支払わねばならない。もしも商標登録のない

生産者が貧困国で自由に救命薬を製造し市場で取引できるなら、100 万人が病気や死

から救われるだろう（Pogge, Politics as Usual, 20–1）。 

 WTOはすべての加盟国に知的財産保護の強力な法制化を要求する一方で、そのルー

ルは職場条件や労働者の権利には制約を加えず、それによって、貧困国が投資を惹き

つけるために、他よりもはるかに搾取と酷使に耐えうる労働者を提供することで競い

合うレースを、徹底的に煽っている。その結果を、1 億人が非人間的な職場条件で耐

え忍んでいる。休憩も休暇もない信じがたい長期間労働、埃と泥と騒音と熱と汚染の

猛撃、罰金を科し、処罰を与え、嫌がらせをし、気まぐれに解雇する監督者の脅威。 

 もちろん、貧困国の支配層であるエリートたちが一丸となれば、彼らの住民をもっ

と良く守ることができるだろう。彼らは予測通りこれに失敗するが、というのも、彼

らは裕福な外国政府の利害に奉仕することでより多くを得ているからである。彼らの

多くは自国での人気を求める必要はほとんどなく、代わりに重要な国際協定を頼みに

する。支配層は一国において実力を行使するというそれだけの理由で、しかもその力

を彼らがいかに獲得しいかに行使するかとは無関係に、彼らはそうした国際協定に従

い、その国の資源に対する法的に有効な所有権を授与してその取引の収益を自由にし、

国の名義で借金して利払いの義務をそれゆえ国に押し付け、国を代表して条約に署名

して現在と将来の住民を縛り付け、国の歳入を利用して国内鎮圧の手段を購入する、
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等々の資格を有する。それらを承認することが、国際資源、ボローイング、条約、軍

事特権を、その資格に値しない多くの政府に与えるのである。これらの特権は貧困を

もたらす、というのもこれらの特権の行使は往々にして、政治参加からも政府による

ボローイングや資源取引の利益からも締め出された国民の財産を奪うからである。こ

れらの特権は圧政をもたらす、というのもこれらの特権は制圧者に、ほとんど普遍的

な民衆の反対に抗してさえ自分たちを権力の座に保つのに必要な、資金へのアクセス

を与えるからである。そしてこれらの特権は崩壊をもたらす、というのもこれらの特

権は非民主的な獲得と政治力行使へと向かう強力な動機づけを与え、発展途上世界に

度重なるクーデターと（市民）戦争を引き起こすからである。 

 

７．まとめ 

 人類の技術力と経済力は今や、すべての過酷な貧困を回避するに十分である。とこ

ろがグローバルな制度上の取り決めが、人類の半数を打ち続く不安のうちに引き留め

ている。抑圧され辱められ、自分と家族の身を気づかうことができず、つねに家計の

やりくりに心奪われて。これらのグローバルなルールは自然に発生するのではない。

それらは力をもった政府間の長い交渉のなかで、注意深く設計される。そして政府は、

その市民たちと、政府に働きかける立場にある人々の賛同を得て、行為するのである。

これらの特権的なエイジェントたちは貧しい人々を憎んでいるのではなく、貧しい

人々が傷つかぬよう願っている。彼らはただ、自分たちの力と富を強化するために、

競争的なゲームのなかで合理的に行為しているにすぎない。しかしながら、彼らはそ

れと知りつつ、世界の多くの人々に対して彼らのもっとも基礎的な権利を、「この宣言

に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する」（『世界人

権宣言』第 28条）権利を、否定しているのである。そうした振舞いは尊厳を二重に否

定することになる。それは貧しい人々から彼らの人権の対象への安全なアクセスを奪

うことによって、彼らに対して尊厳ある生活のための前提条件を否定している。しか

も、それは貧しい人々が道徳的地位を有するということをも否定しているのであり、

すなわち、彼らの人権が成就されていないことは、グローバルな制度的取り決めを設

計するに際し正当な重みを付与されるべき諸理由を提供する、というこのことをも否

定しているのである。 

 

Bibliography  

T. Pogge, Politics as Usual: What Lies behind the Pro-Poor Rhetoric (Cambridge, Polity Press, 

2010).  

T. Pogge, ‘Responses to Critics’ in A. Jaggar, (ed.), Pogge and His Critics (Cambridge, Polity Press, 

2010), pp. 175–250.  



 

 164 

The Universal Declaration of Human Rights, approved and proclaimed as resolution 217 A (III) by 

the General Assembly of the United Nations on 10 December 1948. Available at 

www.un.org/en/documents/udhr/. 

 

（岩佐宣明 訳） 

 

【訳者注記】節分け、及び各節の見出しは訳者によるものである。 

 

Title：Explicating Dignity toward a Minimal Conception of Global Justice 

Author：Thomas Pogge 

○C  by the author  

 

http://www.un.org/en/documents/udhr/

	title.pdf
	07

