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それでは今日の話はですね、プリントのほうでは「国際人権と障害者権利条約」という、

タイトルになっていますけれども、関口さんから、人権っていうものの考え方の基礎とい

うか、基本みたいなものを少し話してくれないかという依頼を受けていまして、そういう

観点でお話をしようかと思っています。 
ただ人権の基本的な考え方とか基礎というのは、案外難しい。人権と言えば普通憲法学

の教科書に書いてあるわけですけれども、案外ちゃんとした根本的な事というのは触れら

れていないので、個別の表現の自由はどうだとか、信教の自由はどうだとかということは

書いてあるけれども、そもそも人権というものはどういうものなんだろうかというものは、

改めて問われるとなかなか難しいところがある。 
私自身の個人的な反省も含めて言うと、実は多分私だけではなくて、多くの法律実務家

の頭がそうだろうと思いますけれども、日本国憲法ができたあたりのところで人権の考え

方が止まっちゃっているんですね、あるいは勉強していなかったというのが正直なところ

かもしれないけれども。 
 

人権の歴史第一の節目――自由権 
おそらく、皆さんも中学の社会科とか公民とか、高校の今公民と言うのか、僕らのころ

は政経倫理と言っていたんですけど、そういう科目の時に、少し勉強されたことで、ある

いは世界史の記憶などで残っているものからすると、人権というのには大きくわけて二つ

のエポックというか、節目があっただろうと。少なくとも高校生くらいまでのレベルの理

解としてそういうものがあると。 
一つは何かと言うと、啓蒙思想という、ルソーだとか、ジョン・ロックだとか、ジャン・

ルソーだとかですね、ホッブスだとか、モンテスキューだとかっていう、フランスとかイ

ギリスの啓蒙思想家と呼ばれる人たちが、実は人間には王様であれ、庶民であれ誰にでも

人権っていうのがあるんだと、皆平等のはずなんだということを言い始めた。  
フランス革命とかアメリカ独立革命とか、あるいはイギリスの名誉革命とか、そういう近
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代市民社会ができるときの市民革命と呼ばれるものですね、そういう時にでき上がった人

権というのがまず一つの節目と言っていいし、これはおそらく人間の歴史の中で人権って

いう概念が発見された最初の時だということですね。それ以前に人権という概念はおそら

くなかっただろうと。 
少し記憶を喚起するというか、標語的に言えばこのときにできた、市民革命の時にでき

た発見された人権というのは今も残っている自由権というかですね、表現の自由だとか、

信教の自由だとか、職業選択の自由だとか。 
職業選択自由なんていうのは、とても封建社会から近代社会に移ってくる時の色彩を色

濃く残していて、なぜかというと、近代市民社会以前においては、農民の子どもは農民に

なるんだし、武士の子どもは武士になるんだしって決まっているわけで、職業選択なんて

いう考え方はありえないと。そういうものに対するアンチテーゼとして、誰でも好きな仕

事ができていいはずじゃないかっていう職業選択の自由であって、いわばそういう人から

干渉されずに自由に自分の人生を選びとれる権利っていうふうに抽象化して言ったらいい

のかもしれないけども、そういうものが、表現の自由だとか職業選択の自由だとかね、あ

るいは学問の自由だとかいうふうに現れてきて、それが伝統的な人権であって、18 世紀的

な、19 世紀的な人権と言っていいのかもしれない。これが啓蒙思想とともに発掘されたと

いうか、発見されたというものなんですね。 
ちなみに、「発掘された」とか「発見された」という変な表現をしてるのはなぜかという

と、これももしかすると少し記憶をたどっていただくと、世界史とか公民の授業の中で啓

蒙思想家たちが人権のことについてどういうことを言ったかというと、人間は自然状態の

下では皆が同じように権利を持っていたんだという一つの説明概念を作ったわけなんです

ね。それが封建社会で王様がいたり、殿様がいたり武士がいたりすると、人によって権利

が認められたり認められなかったりするっていうアンバランスが出てくるんだけど、もと

もとは人間っていうのは人間として生まれたときは自然な状態では同じように権利を持っ

ていたはずではないかという言い方をするので、それがいわばずっと封建社会の中では見

失われてきた。啓蒙思想家たちは別に新しいものを作っているっていうのじゃなくって、

我々人間が当然最初から持っていたものを今、それを持っていたはずでしょって言い直し

ているだけなんですよというのがいわば啓蒙思想です。 
だから 19 世紀とか 18 世紀の市民社会において見出された近代的な人権というものは、

つくられたものと言うよりあったものという理解の仕方。これはあったものという理解の

しかたは後でもまた出てくるけど、自然法思想というのにもつながっていくわけです。 
つまり、自然状態において当然に人間が持っていた権利だから、それは法律とか憲法によ

って初めて与えられているものではなくて、あるいはどっかの社会で特別に作ったもので

はない。ちょっと比喩的にいいますと、人間であれば当然に誰でもどこにいても、月面に

いようが、火星にいようが、どこにいようが、人間である限りはあるはずのものなんだ。

そういうのが自然法思想というものですよね。 
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こうして近代的な人権というのが、18 世紀とかイギリスでは 17 世紀とか、今から言えば

三、四百年前に、生まれてきたわけですけれども、それが最初の節目だったわけですよね。 

人権の歴史第二の節目――社会権 
2 番目の節目というのは、これは 20 世紀に入ってから生まれてきた。日本国憲法もそう

なんですけれども、これは言葉としてはもちろん皆さんご存知だと思いますけれど、生存

権とか社会権と呼ばれるものです。 
1９世紀、１８世紀、１７世紀の最初の人権というのは、最初に言った先ほどいった表現

の自由に認められるような、自由権ですよね、自分は自由に色々してもいいんだという権

利だけど、20 世紀になって発見された人権というのは、社会権とか生存権という、つまり

国とか社会に対して、つまりこういうことをしてくれと要求できる権利として、社会権と

か生存権というのが生まれた。 
これはよく世界史とか社会科の授業なんかで説明されるのは、近代的な 18 世紀や 19 世

紀の市民社会で自由権というのは、最も典型的なものとしては、職業選択の自由と財産権

ですよね、日本国憲法に規定されていますけれど。つまり、別な表現を言えば、資本主義

社会を支える基本的な人権です。そういうものが、なんと言うのか無規制というか、無秩

序にその自由というのが認められてしまうと、いつの間にか社会というのが極端なアンバ

ランスな状態になっちゃう。 
豊かな人はどんどん豊かになっていくし、貧乏な人はどんどん貧乏になっていって、社

会全体がそれでは成り立たないような状態になっていってしまう。もう少し別な表現をす

ると、資本主義社会の危機という状態が訪れるわけですね。つまり、もしかしたらソ連や

中国みたいな革命が起こるんじゃないかとか、資本主義っていう制度自体がつぶれてしま

うんじゃないかっていう、そういういわば、近代市民社会の危機とか、あるいは近代市民

社会の前提にあった資本主義っていう経済体制の危機というのが起こってくると、そこを

何とかしなきゃいけないという現実の要請もあって、主として貧困者とか、あるいは貧困

の原因になる失業とかそういうものを救済しなきゃいけない。 
それは逆に人権という立場から見ると、職業を得られないときに職業の機会を与えてくれ

とか、あるいは生活ができるだけのお金がないときにそのお金を与えてくれと要求できる

権利になるわけです。それが生存権とか社会権とかになるわけです。 
これが今まで普通に理解されてきた人権というものの二つの節目ということですね。つ

まり、最初の節目は自由権と言われているもので、これは要するに王様とか殿様とか、抽

象的には国家というものから妨害されないという、お前はそんな職業やっちゃいけないと

か、こんな学問は勉強しちゃいけないとか。マルクス主義の本なんか焼いて捨てろとか言

われない。どんな反体制的な思想であろうと、どんな宗教であろうと基本的には自由で、

信じるのも学ぶのも何するのも自由ですよという、そういう妨害されない権利、自由を保

障されている権利というのが最初の人権だったんですけれども、20 世紀に入ってくると、
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その自由というのが特に経済活動の分野において、無規制に無秩序に認めてしまうと、や

りたい放題やらせてしまうと、さっき言ったように貧富の差が極端に開いてしまって、社

会全体のバランスが崩れてしまう。バランスというか社会全体構造が崩れてしまうくらい

の危機に陥ってしまうので、改めてそこで考えると、社会権とか生存権というものがやっ

ぱり必要なんじゃないかというのが 2 番目の契機だったわけです。 
大体の、最初に言った弁護士たちのっていうか裁判官もふくめてですけど、法律家の人

権思想についての理解というのはこの辺で止まっているわけですね。日本国憲法で言うと

ご承知のように社会権とか生存権っていうのが書いてあるのが憲法 25条から後のところに

書いてあるわけですよね。生存権が 25 条に書いてあって、そのあと条文の番号の順序が滅

茶苦茶ですけれど、職業選択の自由とかね、それから労働基本権と教育を受ける権利が規

定されているということですよね。それより前のところは表現の自由とか、職務選択の自

由のような 19 世紀的な人権が書いてあるということになるわけです。日本国憲法ができた

のは 1946 年なので、資本主義の全般的危機と呼ばれている時期っていうのは 1920 年代で

すよね。前の大恐慌っていう、100 年ぶりの大恐慌だって去年あたりから言っているわけで

すけど、ちょうど 100 年くらい前におこった大恐慌の時にウォール街をはじめとした世界

的な資本主義の危機が起こった時に、初めてこれはまずいぞってわかってきた。 
最初に世界史的な知識としては、その時に新しい人権というか、社会権とか生存権を初

めて認めたというか規定したのは、有名なドイツのワイマール憲法というところで初めて

社会権が認められた。ワイマール憲法の制定時期は第一次世界大戦が終了してワイマール

体制ができ上がりますので、1919 年に第一次世界大戦が終わってベルサイユ条約が結ばれ

た、1919 年です。1930 年代になるとナチスが台頭してきてしまうので、ワイマール憲法は

わりと早く崩れ去ってしまいますが、10 年くらいワイマール憲法は生きていたということ

になる。 
日本国憲法はいずれにせよ第二次世界大戦後、1946 年にできている、20 世紀の前半とい

うくくりで考えるとすると、まさに日本国憲法は非常に新しい、最新の人権思想を当時取

り入れた憲法だったということになります。 
僕は昭和 30 年代生まれなものですから、小中高とずっと日本国憲法のそこまでの人権思

想というのは教え込まれるわけですよね。大学の教科書でもだいたいそこ止まり。という

のは最近流行りのと言うか、流行りと言いかた軽いですけど、最近非常に重要視されてき

ている、自己決定権とか自律権。そういう言葉と言うのは、ほとんど憲法の教科書にも 1980
年代の段階では現れていない。まだ 19 世紀、18 世紀の古い人権というか、伝統的な人権と

20 世紀の新しい人権っていう、せいぜい当時最新の人権は、環境権というくらいですかね。

そういうような状態だったわけです。そこまではだいたい説明の仕方が詳しかったり簡単

だったりすることはあっても、まあまあある程度、高校レベルまでの教育を受けている人

だったら、普通は、そういわれればそういう話があったなという話だと思うんですよね。 
すごく簡単に言えば 17、18 世紀の近代市民社会の自由権としての人権と、20 世紀の社会
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権としての人権とこの二つが大きな節目だったわけですね。 
 

障害者権利条約による提起――3 条一般原則 
「尊厳と自律」と「反差別反排除」  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スライドに「障害者権利条約による提起」があるんですけど、私自身が改めて人権とい

うものを考え直さなくてはいけないなということを思い立ったひとつのきっかけでもある

んですけれども、障害者権利条約の３条の基本原則という所に書いてあります。 
これは障害者権利条約の、なんと言うか読むとさらっと読み流してしまうんですけれど

も、全体を流れる基本的な価値観とかですね、根底をなす原理とかっていう、そういう建

物の土台にあたる部分ですね、そういうものを示しているわけです。 
だから、ここに書いてあることはいわば他の条文の中に色んな具体的なことが書いてあ

るんだけど、その具体的なことの根本は、こういうことから考えているんだよっていう、

あるいは、ここに根本の価値ってあるんだよと言う、価値の源泉ですね、源みたいなとこ

ろですね、そういう部分にあたる。 
そこに書いてあるのが 3 条の a 項というところで「固有の尊厳」、それから「個人の自立

及び自律」、「それに対する尊重」。それから「非差別、または無差別」、それから「社会へ

の完全かつ効果的な参加及びインクルージョン」。そして「差異の尊重と人間の多様性の一

障害者権利条約による提起

• 3条 （a）固有の尊厳、個人の自立及び人の
自律に対する尊重

（b）非差別〔無差別〕
（c）社会への完全かつ効果的な参加及びイン
クルージョン

（d）差異の尊重、並びに人間の多様性の一環
及び人類の一員としての障害のある人の受
容

（e）機会の平等〔均等〕
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環及び人類の一員としての障害のある人の受容」。そして e が「機会の平等及び均等」。ま

だその後に e,f,g と続いていくんですけど、とりあえず人権の根本原理に関係するところで

は、3 条の中でも最も重要なものをちょっと取り出したわけですね。 
さらにこれを少し集約して考えると、いくつかのグループに分けることができて、一つ

は固有の尊厳っていうのが色んなところに出てくる。尊厳っていう、ディグニティという

やつですね、色んな人権条約だとか人権規範にはでてきます。それから、個人の自律およ

び自立。とりあえず、自律自立って訳わからなくなっちゃうから前半のほうの法律の律を

使った自律ということを使っておこうと思いますけど、原文の方はちょっと今日確認して

きてないんですけど、おそらく法律の律を使う自律というのは英語で言うとこのオートノ

ミ―ってやつですね。自分で自分のことを決定する権限のことを言っているわけです。 
だから尊厳と自律というグループが一つあって、それからｂ以下というのは大体似たこ

とを言っている。ｂ、非差別、無差別と、e の機会の平等というのは、おおむね似た問題、

同じ分類の問題ですよね。 
機会の平等という言葉に対して、結果の平等というのがあるので、機会の平等っていう

のは平等のある一部分だけを取りだしていることになりますけれども、だけど、差別され

ないということの一つの類型として考えれば、非差別、無差別、機会の平等、この辺は大

体同じ問題です。 
それからそれとほぼ同じグループとして考えられるのがインクルージョンとか、多様性

の一環および人類の一員として、障害のある人の受容っていう、つまり社会の中に、当然

そういう障害のある人も人間の一つの存在形態として当然ありえるんだよという、それを

排除したり差別したりしちゃいけませんよという考え方ですね。だから、ｃとかｄという

のもどっちかと言うと、平等性とか非差別性ということの同類項の一つとして考えていい

んじゃないかなというふうに、私はそんなふうにおおざっぱに整理してもいいんじゃない

かなと思っています。 
だから、すごく大きく分けると、2 グループかなと思うんですよ、尊厳と自律という問題

と、平等とインクルージョンというのか、あるいは排除しないということね、平等だと言

うことは排除しないということですから、平等性と無排除というか、反排除といったほう

がいいのかもしれませんけど、反差別と反排除っていうことのほうがいいかもしれません

ね、それと尊厳と自律っていう、大きい枠組みを。これはおそらく権利条約に一貫して流

れる基本的な考え型とか価値観ということになると思います。 
 

「尊厳」のルーツは？ 
はたと思ったのは一体このルーツはどこにあるんだろうということです。つまり人権思

想とか人権規範の流れの中で先ほど言った、近代市民社会が生まれた時にできた自由権と

いう人権だとか、あるいは 20 世紀の資本主義の全般的危機を体験したあとに生まれた、社

会権とか生存権という流れのいったいどこから、尊厳とか自律とか、反差別とか反排除と
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いうものが生まれてきたのかなあというふうに権利条約の説明をするに際して考えてみた

わけです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
というのは、考えてみると以外に見つからないわけですね。スライドを見ていただきま

すと「20 世紀の中葉における人権革命 人間の尊厳」というタイトルですけれども、その

典型的な 18 世紀的な人権規範としてのアメリカ独立宣言とか、フランス人権宣言を見てみ

ると、アメリカ独立宣言には「一定の奪うことのできない権利が与えられ、その中には生

命、自由および幸福の追求が含まれる」とは書いてあるけれども、人間の尊厳が尊重され

なきゃいけないとは書いていないんですね。あるいは人間の自律が尊重されないといけな

いという事も書いていない。 
フランス人権宣言を見てみると「人の譲り渡すことのできない神聖な自然的権利」とい

う、非常におおざっぱな抽象的な規定はしているけれども、「尊厳」という言葉は発見され

ていない、この 18 世紀には。 
それがですね、1945 年の国連憲章を見てみると、「基本的人権と人間の尊厳及び価値の確

認」というのが前文に出てくる。おそらく、私が大雑把に調べた範囲で言うと、尊厳とい

う言葉が出てきたのはこの 1945 年が初めてです。そして続く世界人権宣言 1948 年では、

「全ての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である」と

いうのがでてくる。平等については実は後で見るように、もちろんフランス人権宣言とか

アメリカ独立宣言で、平等性というのは出てきますが、当然封建社会の身分差別から近代

社会を作ろうとしたときに出てきたのが平等性の概念なので、平等という言葉は昔からあ

るわけですね。「尊厳」という言葉は実に、案外使っているんだけど案外新しい、せいぜい 

20世紀中葉における人権革命
人間の尊厳

• アメリカ独立宣言
（1776年）：一定の奪う
ことのできない権利が
与えられ、その中には
生命、自由および幸福
の追求が含まれる

• フランス人権宣言
（1789年）：人の譲り渡
すことのできない神聖
な自然的権利

• 国連憲章（1945年）：基本
的人権と人間の尊厳及び
価値の確認（前文）

• 世界人権宣言（1948年）：
すべての人間は、生まれな
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。（1条）

• 自由権規約（1966年）：権
利が人間の固有の尊厳に
由来することを認め（前文）
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まだ五、六十年くらいしかたっていないということになります。   
自由人権規約を見ますと、1966 年ですけれども「権利が人間の固有の尊厳に由来するこ

とを認める」と、これはかなり踏み込んで書いていますよね。つまりここに言っている権

利というのは自由権規約に書いている権利なわけですね。つまり自由権規約っていう人権

規範に書いてあるいろんな権利のことを私たちは書いてあるけれども、それは実は人間の

固有の尊厳に由来していると書いてあるわけです。 
ということは、そういう人権の根本の、つまりルーツは人間の尊厳だよということをこ

こでは言っているわけです。ただもう一回くどくど返りますと、18 世紀のアメリカ独立宣

言とか、フランス人権宣言では尊厳という言葉には行きあたっていない。つまり、ここに

は何らかの変化か進歩か分からないけれども、そういう人権というものに対する考え方の

深まりというものがあったと推測されるわけですね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
スライドを見ていただきまして、一応参考までに日本国憲法を、日本国憲法の 13 条を写

しておきましたけど、「すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対

する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大限

の尊重を必要とする」というふうに書いてあって、通常我々は大学時代にというか、今で

もそう説明されていますけれども、個人として尊重されるという言葉を個人の尊厳という

風に読み替えているんです。 
日本国憲法には実は尊厳という言葉は使っていないんですけれども、尊重というのはあ

日本国憲法（1946年）
• 13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求
に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その
他国政の上で、最大限の尊重を必要とする。

• 14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会
的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別
されない。

• 31条 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは
自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

• 97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわ
たる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試
練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利
として信託されたものである。

• 98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命
令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力
を有しない。
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とでもう一度調べてみますが、多分尊厳の訳語として、たぶんマッカーサー草案からひい

ているのではないかと思われます。 
要するに日本国憲法は 1946 年の国連憲章の後に生まれていますので、まだあまり、どう

も言葉遣いからすると尊厳という言葉に鋭敏に反応していないんだけれども、人間の尊厳

性というのは大事なんだなあということが気づかれてきているということになるわけです。 
なんで、ここで人間の尊厳性に気づくようになったのかということなんですね。やっぱり、

人権ということが生まれてくる時に何かの事件があって、つまり何かに人間社会がぶち当

たって、これはまずいぞということに気がついてそれを変えてく、そういう問題を乗り越

えていくための一つの法的な手段とか指針とか、原理として人権というのが生まれてきて

いるわけですよね。つまり、封建社会から絶対王政の時代から近代社会へと、あるいは資

本主義の全般的危機から、安定した資本主義社会へというそういう流れ。  
 

第二次世界大戦の惨禍の経験－3 つ目の人権革命 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じゃあ、1945 年には何があったのかと言えば、言うまでもなくその時に終わりを告げた

第二次世界大戦がそこにあったわけで、それについてどういうことを言っているかという

と、どこを見たらいいかというとですね、スライド「20 世紀における法の支配」と書いて

あるところを見て頂きますと、ここで国連憲章、これは 1945 年のさっきの人間の尊厳とい

う言葉が出てきた初めての人権規範ですけれども、その中には「われらの一生のうちに二

20世紀中葉における人権革命
法の支配

• 国連憲章：われらの一
生のうちに二度まで言
語に絶する悲哀を人類
に与えた戦争の惨害か
ら将来の世代を救い
（前文）

• 世界人権宣言：人権の
無視及び軽悔が、人類
の良心を踏みにじつた
野蛮行為をもたらし（前
文）

• 世界人権宣言：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
ので・・・法の支配によ
つて人権を保護するこ
と（前文）
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度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い」ということが

必要なんだ。 

 もう一つ、世界人権宣言もその下に書いてありますが「人権の無視及び軽侮が、人類の

良心を踏みにじった、野蛮行為をもたらし」たということが書いてある。 
つまり具体的にどういうことを言っているかというと、日本も残念ながら例外ではない

わけですけれども、ナチスだとか、大日本帝国だとか、あるいはムッソリーニのイタリア

だとかが、実はそれらの国は憲法を持っていた。まがりなりにも人権みたいなものを認め

ていた、みたいなものというのは明治憲法の人権というのは、ちゃんとした人権とまでは

言えないのだけれども、でもまあ四民平等を謳ったりとか、集会結社の自由も一応法律の

留保の範囲内ではある程度認められたりとかという。 
あるいはナチスで関していえばワイマール憲法という世界に冠たる近代的な、最も新し

い憲法が存在していたのに、それらは簡単に踏みにじられてしまった。 
かつ当時において人権問題というのは、最近でもそうですけど、国内問題だと言われて

いて、人の国の人権のことについてとやかく口出すなよと言うのが基本だったわけですね。

今でも、中国で何か起こってアメリカがなんか言っても、それは内政干渉だという話が出

たり、あるいはミャンマーで何かがあったり、国際社会がどうだって言ってもそれは内政

干渉だという議論があるみたいに、人権というのは国内問題であって国際的な問題ではな

いんだというふうな認識があった。 
だけど、そういうことで国内問題だと思って放置しておいたら結局どういうことになっ

たかと言うと、ユダヤ人の大量虐殺がおこってみたりとか、あるいは日本だって 731 部隊

なのがあったりで、いろんな国内的に、つまり人権なんて問題じゃないみたいにしていた

国々がですね、結局は世界を戦争にまで巻き込んでいって、人類全体がとんでもない悲惨

な結果を受けることになったという体験をしたというのが、ここの世界人権宣言と国連憲

章に確認されているわけです。 
だからどういうことが必要なのかというと、つまり、例えばホロコーストにみるような、

あるいは我々の分野でいえば、優生思想に見るみたいな、つまり、ある人間は優れていて

ある人間は取るに足りないとか、だから取るに足りない人間は実験に使おうと殺そうと何

しようと関係ないっていうような、そういう人間に対する特殊な差別性をもたらしたり、

つまり人権というのは認められる人と認められない人がいるみたいな、そういう考え方を

取ったりするということは、もともと人権概念というものについての基本的な理解を誤っ

ているということが一つ。誤っているということから考えだされてきたのが、ちょっと飛

躍しているかもしれないけど、人間の尊厳というものだという。 
つまり、人権の尊厳にはどんな人にも固有の尊厳というのが存在していて、ユダヤ人で

あろうと、朝鮮の人であろうと、中国の人であろうと、もちろんドイツ人だろうと、日本

人だろうと、それはどんな人間であって、人間である限りにおいてはそれぞれ固有の尊厳
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を持っていて、それはけして奪うことも犯すこともできないし、そこからそもそも人権と

いうのが生まれてきているのだと。 
だから、人権の認められる人と認められない人とか、より強く人権が認められる人と、

より無視されてもいい人権なんていうのはそもそも存在するはずがなくて、全ての人に人

権は当然に認められなくてはいけない。それはその人間の尊厳という、そういう固有の価

値というものに由来しているのだっていうことを、この国連憲章や世界人権宣言は改めて

言ったわけです。 
それが結局、21 世紀になって、2006 年に採択された障害者権利条約の 3 条の一般原則の

一番最初のところに、「固有の尊厳」っていうのがまず最初に高らかにというか、読み方に

よっては高らかにというか、法律の文章の読み方というのは、ベターっと読むのではなく

て、やっぱりこうアクセントを付けて読まなければいけないわけですよね、結局ね。ここ

にアクセントを付けて読むと、なんで 3 条の最初のところに、「固有の尊厳」がまず出てく

るのかって言うと、要するにそういう事を引き継いできたものなんだよということと、あ

えて我々の分野で言えば、だけど実はそういう風に世界人権宣言で言ったにも関わらずさ

らに 60 年にもわたって無視されてきたのが、実は障害者だったじゃないかと。だから改め

てここで障害のある人についての人間としての当然の固有の尊厳というのは、どんなに障

害が重くてもあるんだよと確認されなくてはいけないっていう、そういう思い入れがあっ

てこう筆を起こしたっていう。ですからもしペンで書いていれば、ここのところはすごく

力が入っているというか、筆圧が上がっているというような概念のわけです。 
もう一つ世界人権宣言、国連憲章で「二度までにわたる言語に絶する悲哀を人類に与え

た戦争の惨禍」ということとの関係で言うと、これは人権の世界性とか普遍性ということ

にも言及しているわけです。つまり人権は国内問題ではないということですね、人権を国

内問題だというふうに言って放置してきたことが結局 20 世紀の最大のというか、少なくて

も 1945 年までの最大の失敗であって、人権というのは世界的なものであって普遍的なもの

である。 
別のことを言えば人間社会というか人間のいるところに当然伴うものだということです

ね、人間固有の尊厳から発しているものですからね。人間のいないところには人権はない

かもしれないけど、人間がいるところには必ず人権というものが伴う。それは他の国なの

か自分の国なのかという問題ではなくて、そういう国境を越えているということですね、

当然ながら。ということになるわけです。 
このスライドで世界人権宣言、もう一個引っ張っているのは「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ので・・・法の支配によって人権を保護すること」、法の支配と

いう概念はあとで少し説明しますけれども、ここのところまででつまり世界全体が自由、

正義及び平和のもとで生きていくというか、そういう基礎として実は人間の尊厳を尊重す

ること、あるいは人間の尊厳に由来する人権ということを、どんな国でもどんな状況の下
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でも保障するということは最も根本的に重要なこと、それは一個人を超えた問題でもある

ということを言っている。ここに人権の世界性とか普遍性とか人類共通性とか、そういう

ことが言われてきているわけです。 
 

「尊厳」と「自律」の関係性は？ 
次に考えなくてはいけないことは、もう一度スライドの障害者権利条約 3 条の a 項の、先

ほどのくくりの第一グループの尊厳と自律というのは、大雑把に言うと同じグループなん

だっていうような、おおざっぱなくくりを先ほどしたわけですけれども、この自律と言う

のはどうだろうかと言うことですよね。 
これは振り返ってみると、自律というのは自分で自分のことを決めるんだという、おお

ざっぱに言えばそういう考え方ですから、表現の自由というのも、ある種の自律ですよね。

言いたいことを言ってよろしいとか、読みたい本を読んでよろしいっていうのがつまり、

受けたい情報を受けて、発したい情報を発しなさいというのはある種の表現の自由だから、

それは情報についての自律権というふうに言ってもいいわけですし、信教の自由っていう、

どんな宗教を信じるかもあなたが決める問題ですよというのも、ある種の自律権だろうし、

職業選択も学問の自由も同様ですよね。 
だから、言葉の上ではフランス人権宣言とかアメリカ独立宣言に自律権という言葉、オ

ートノミ―という言葉は出てきませんけれども近代的な、例の自由権というやつね、一番

最初に生まれてきた啓蒙思想とともに生まれてきた自由権というのが、ある種の自律権の

具体化されたものだと、個別的な場面で表現とか、宗教とか職業とかというところで自律

権がぽんぽんぽんと、具体的に発現されてきたものだと考えれば、自律という概念は比較

的古くからあったというふうに考えてもよさそうな感じもするわけです。よさそうな感じ

がするというのが一つあって、だから、そんなに古そうな概念ではなさそうだ。 
ちなみに日本国憲法を見てみると、スライド日本国憲法の 13 条で人格的自律権とか、自

律権を位置づけるんですけど、それは例の 13 条の生命自由のあとの幸福追求に対する国民

の権利という書き方をしていて、ここを憲法学者は自律権の根拠だというふうに言うんで

すね。何でかって言うと、これは、そんなことまでは覚える必要はないんですけれど、法

律家の理屈のつけ方というのは、幸福権ではないんですよね、幸福追求権。つまり、何が

幸福かということはきめられないと、つまり自分の幸福は自分が決めて、私こういうこと

が幸福だと思うからあれを追求しますというのが幸福追求権であって、あんたの幸福はこ

れだからあなたにあげますと、プレゼントしてあげるというものではないわけです。つま

り、追求という言葉の中に隠されているのは目的を設定してそれに向かって進んでいくと

いうのが追求ということだから、どういう目的を設定するかは自由だし、それを追求して

いっていいよっていうことを言っているわけ。だからいわば自律権がこの中に隠されてい

るんだというふうに読むわけですね。ちょっとへ理屈っぽい理由ですけど、いずれにして

もそこにあるというわけです。 
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その根拠づけはどうでもいいんだけど、むしろ最近になって問題なのはですね、この固

有の人間の尊厳と人間の自律権というのはどういう関係にあるのかということなんですよ。 
ある非常に有力な憲法学者の説明の仕方はですね、人間の尊厳、つまり人間がなぜサルや

ライオンやあるいは他の生物や物質と違って特別な尊厳を持っているというふうに考えら

れるのかと言うと、それは、人間というのは、自分で自分のことを決定することができる

存在だからだというわけですね。つまり、自律性ということと、尊厳性ということは表裏

一体なんだというふうな考え方があるわけですね。つまり人格的自律というのは、人格的

に人間として自分の価値観や信念に基づいて自分というものを作り上げていくという、そ

こに人間の固有の人間らしさとか人間の価値というのがあって、そのことを尊厳という風

に考えるんだというのが結構有力な考え方です。 
したがって、それはですね、特に日本ではかなり顕著なんですね。なぜ日本ではその傾

向が顕著なのかと言うと、見直さなくてもいいんですけど、憲法 13 条で、人間の尊厳に関

係した条項というのは、日本国憲法では個人として尊重されるという言葉で出てきている

と。ここに実は人間の尊厳原理というのが隠されているんだというか、書かれているんだ

と読むと言ったんですけど、日本の場合は、問題のテーマだけまず最初に言うとね、こう

いう議論がされているわけ。人間の尊厳なのか、個人の尊厳なのかという議論なんです。 
つまり。人間の尊厳性が問題なのか、個人の尊厳性が問題なのかということが議論されて

いて、日本国憲法では個人の尊重って書いてあるから、ずーっと今まで個人の尊厳、個人

の尊厳といっていたんですね。僕も数年前まで個人の尊厳と言っていて、だいたいどこの

従来型の憲法の教科書だと個人の尊厳と書いてあって、人間の尊厳とは書いていない。 
個人の尊厳の個人というのは、話が難しすぎるかな。個人主義ということを意味してい

るとふうによんでいるんですね。だから、それぞれの人が自分の価値観とか人生観に従っ

て自分なりの人生を作っていくことができるというのが、個人として尊重されてるという

ことであって、それはだから個人としての自律権が尊重されているということでもあるし、

そうやって自分の価値観とか、自分の信念に基づいて生きているっていうことがその人の

人間としての素晴らしさだから、その人の尊厳なんだとこういう風に考えるわけですよ。

それは確かに変な言い方ですけれど、僕自身の人生について言えば比較的フィットした考

え方だと思うんですね。変な言い方だけど、ここにいる人だったら皆ほとんどそういう風

な感覚を持つと思うんです。 
だけど、そうするとじゃあ、極めて重度の脳の障害を持っていたり、発達の障害を持っ

ていたり、あるいは中途障害であっても脳の損傷があまりにも大きくて、そもそもその人

の信念と呼べるようなものっていうのが把握できるのかどうかということとか、その人が

その信念に基づいて自分の人生を設計することが、少なくても支援すればできるかってい

う問題が別問題としてあるんだけど、誰でも支援があるからできているんだけど、ごくお

おざっぱに言った時にできない人もあるのではないかと。 
そうするとつまり、信念とか価値観に基づいて自己決定して自分の人生を作っていくか
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ら人間らしくて人間としての尊厳があるんだと。そういう人間の自律性というのは尊重し

てあげなくてはいけないんだと、こういう枠組みで考えてしまうと、そこまで行かれない

人というのは、じゃあ人権はないんじゃないかというか、人権の中から結局排除されてし

まうことになりはしないかと。だから自律性と尊厳性ということを完全に表裏一体で考え

てしまうと、結果としては現状で自律が困難だったり、不可能な人の人権を排除するとい

う結果になってしまうのではないかという批判があります。 
 

「個人の尊厳」ではなく「人間の尊厳」 
そこで、最近ではだんだん有力になってきているのは個人の尊厳っていう考え方はやめ

にして、そもそも個人の尊厳という言葉は、他の国ではほとんどないらしいんですね。ど

こでも人間の尊厳というふうに呼んでいるんですけれども、つまり、人間であれば誰でも

尊厳を持っているんだという視点に戻りましょうと。 
つまり自律ができているから尊厳があるんだとか、自律っていう言葉は多義的ですけど、

自分で自分のことを決めて自分の人生を作れる人だから尊厳があるんだとか、人間という

のはそういう存在だから尊厳があるんだとかというのではなくて、要するに人間だから尊

厳があるんだと、そういう考え方に変えようというか戻そうというか、それが本来の人間

の尊厳性っていうものだったんじゃないのかという、そういう思想が強くなっていて、お

そらく障害者権利条約の解釈としてはそっちの方が正しいのではないかなというふうに私

は思ってはいるんですね。 
ただ、そうするとここから先はどこの教科書にも書いていなくて良く分からないんです

けど、人間だから尊厳があるというのはあまり理論的ではないんですね。だって、何で人

間だけ尊厳があるのと良く分からない。人間が価値観とか信念とか、思想を持って自分の

人生や自分の社会を自ら作っていく存在であるっていうのはとてもこう、人間と人間以外

のものを区別するっていう指標としてはある意味では分かりやすくて、ちょっと実存主義

を想起させるような、そういうものなんですけれど、人間であればどんなものでも、極端

に言うと、今脳死は死んじゃっていることになっているから生きていない人間ということ

になっているけど、脳死に近いような状態の人であったって、人間である限りは尊厳性は

持っているし、当然人権は持っていると考える前提として、なぜ人間は人間であるがゆえ

に尊厳があるということになるのかということね、ここはもしかすると皆さんにあとで考

えていただかないといけないのかなというふうに、私には考え中のところです、本当のと

ころは。それは結構難しいかなというか、もしかしたら皆さんそんなの簡単ですと言われ

るかもしれないけど。 
ただ私がちょっととりあえずいくつかバラバラに思っていることは、まず一つはですね、

今日話してきたことの中でいくと、第一に言えることは、人間の中により尊重されるべき

人間と尊重されなくてもいい人間ということを考え始めると、単純に言うと世界は崩壊す

るということなんですよね。 
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つまりさっきの世界人権宣言とかを読んだときにわかることは、ホロコーストをどんど

ん進めてユダヤ人を殺していった、あるいは朝鮮の人とか中国の人を差別したり、医学実

験に使ったとか、「100 人斬り」とかって首切り落として、自慢していたという日本の軍人

がいるとかそういう社会体制を、つまり日本人は大事だけど日本人以外は大事じゃないと

か、アーリア人は優秀だけどそれ以外は劣等民族だとかっていう、そういう考え方に立つ

ことを推し進めていったことによって得られたことはなんだったかと言うと、少なくとも

第二次世界大戦だったっていう。収拾のつかない虐殺が起こってくということだったんで

す。 
だから、そういう経験からすると、何でだかはよくわからないけど、うまく説明できな

いけど、人間という集団の中により尊重されるべき人間と尊重されなくてもいい人間とか、

切り捨てられてもいい人間っていうグループわけをし始めると、おそらく人間の社会とい

うのはだめになっちゃうんだというのが 20世紀の経験だったんだろうなというのが一つで

すね。経験的な説明として。 
それからもう一つの私が思っている説明は、そもそも逆に言うと、自律とか自己決定と

いうのはなぜ大事だと我々は思っているのか。あるいは、もう一つはまだ平等の話が入っ

ていないんですけれど、なぜ人間は平等なのかということ。つまりそれは憲法とか人権規

範が前提においている自己決定とか、自律性というのは人権規範の尊厳性と並ぶ少なくと

も、根本的な価値ですよということとかね。それから、平等性というのもこれはもう過去

三百年、四百年にわたって近代市民社会以降ずっと基本的な価値ですよということ。 
これは、何によって基礎づけられているのかということなんですけれど、何によって基

礎付けられているかというとこれは多分間違った説明じゃなくて、文献的にも根拠がある

と思いますけれども、一言で言うと、価値相対主義なんですね。 
つまり、我々は神様というのを前提にしていないので、少なくとも憲法レベルではね。

信じるのは勝手だけども、少なくとも例えば、キリスト教的な神の社会ということを我々

は想定していないわけです。これは何を意味しているかと言うと、もし神様が存在してい

れば、価値というのは絶対的に一元化ができるわけです。その中では最後の審判のときに

は救われる人と救われない人が出てくるわけで。より優れた人とより優れていない人とい

うのが存在しているわけです、神の目から見れば。 
つまり神は絶対的な物差しを持っていて間違いを犯すことのない判断ができると。だけ

ど人間社会の絶対的な価値の物差しはなくて、しかも人間は間違えなく判断するというこ

とができないので、したがって近代的憲法の社会はどうやって作ったかというと、絶対的

な価値っていうのは我々の社会の中では設定しませんと。 
ということはどういうことかというと、何が絶対的な価値かということはないので、そ

れぞれは一人ひとりの価値観で生きて下さいということになっているんです。つまりあな

たの信念とあなたの価値観であなたの人生を作ってください。あなたはあなたの人生観と

価値観であなたの人生を作ってくださいという自己決定の前提にあるのは、つまり人間は
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どう生きなくてはいけないという絶対的な尺度はないという前提に立っているわけでしょ。

もし絶対的な尺度があれば、お前のそんな生き方は間違っているからそんな自己決定は許

さない。こういうふうに人間は生きなくてはいけない。 
卑近な例でいえば、昔の女性だったら若くして結婚していくつまでに子どもを何人作っ

て、子どもを育てて、夫に従って老いたらどうしろと、こういう人生のモデルができ上が

っていて、その基準に従わなければおかしな人間だということになっちゃう。でもそんな

基準は世の中にありませんっていう、私たちは絶対的な物差しは持ちませんという前提に

立つから、自己決定というのがむしろ逆に大事なんですね。 
つまり、自己決定が尊重される前提には価値相対主義がある。価値相対主義に立たなけ

れば自己決定は大事ではない。間違った自己決定と正しい自己決定・存在っていうのが存

在することになって、間違った自己決定を尊重する必要はなくなるわけです。だけど、間

違った自己決定と正しい自己決定ということを私たちは決められないわけです。私たちの

社会は。もともと物差し持っていないから。 
つまり、自己決定、自律が大事だっていう価値観の前提には価値相対主義がある。 
もう一つは平等性の前提にも価値相対主義がある。 
例えば 100ｍ走る速度が早い人ほど優れているという物差しを使えば、ボルトでしたっけ、

100ｍ8 秒だか何秒だかで走っちゃう人が、世界の中で最も優れた人間であって、後は走る

速度の順番によって人間の序列が決められるわけですね。そこでは不平等をちゃんと作る

ことはできるわけ、ちゃんとというか、不平等が発生するわけ。  
だけど同様にトータルとして人間を評価できるものさしを、我々は持っていないので、

あるいはトータルとして人間を見定めるっていう判断能力もわれわれは持っていないので、

そうするとどうなるかと言うとすべての人は同じだというふうに考えるしかない。もしか

したら神様の目から見たら全然違うかもしれないけど、人間の目から見る限りは同じだと

いうふうに取り扱う以外方法がないわけです。区別する基準もなければ区別する能力も持

っていないわけですから。 
ということは平等主義と自己決定原理の前提には価値相対主義があるということですよ

ね。価値相対主義に立つとすると、どういうことになるかというと同様に結局人間は区別

できないわけだから、尊厳とそれを呼ぶかどうかはともかくとして、それぞれの人間は同

じだけ尊重されなければいけない。どっちがより尊厳が少ないとか多いという議論は成り

立たない、そこまでいくと平等性とほとんど同じ概念とですけれども、やはり人間の尊厳

性の前提にも価値相対主義があるだろうということがある。というのが二つ目ですね。 
三つ目に私が思っているのは、これはもしかすると支援を受けた自己決定っていうのに

も繋がるのかもしれませんけれども、かりにその自己決定とか自律というのが人間ってい

う存在を、他の生物や他の物質と区別する哲学的な基礎だとしてもね、人間が自己決定し

て生きていくっていうことが、人間という存在の固有な特殊性という風に考えるとしても、

今の我々の目の前で何かができている人とできてないように見える人というのが、永遠に
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できない人なのかどうかということはわからない。 
つまり、今できていないように見えるけれども、条件や環境の工夫のしかたによってで

きるかもしれないし、あるいは医学的には脳死だよと言われている人が何ヶ月か後に理由

は良くわからないけど復活しちゃうかもしれない。そこはまだ人間の科学というのは全然

進んでいなくて、現時点でこの人は絶対自己決定なんかできっこありません、あるいはこ

の人は絶対自律なんてできっこありませんという風に言われている人が、実は単に我々の

側の思慮不足というかね、環境の側の配慮とか準備とか設備とかそういうものの不足であ

るかもしれないし、あるいは時代の進歩によって、科学の進歩によって一定のコミュニケ

ーションが取れなかったような人が、実は豊富なコミュニケーションがとれるような状態

ということが出現する十分可能性があるので、別な言葉で標語的に言うとすれば人間存在

というのは可能的な自律的存在だということが言えるかもしれない。 
現に自律しているとか自己決定しなくてもね、少なくとも可能的な潜在的な、つまり命

というものが存在している限りにおいては、可変的であって、可能性を持った存在だとい

うのが人間なので、じゃあ自己決定を赤ちゃんできるのかと言ったら、我々の眼から見れ

ばできていないわけですよね。それでも、おっぱい飲みたいか飲みたくないかくらいの判

断はたぶんしているわけだから、自己決定していないわけではないかもしれないけれども、

でも少なくとも我々は色々な人間の存在形態について見た時に、自己決定しうる潜在的な

能力を持っている存在だということは言えるでしょう。 
ということがあって、そういうことから考えると、回りくどくて何を説明していたのか

と言うと、つまり人間の尊厳性というのはやはり人間であれば誰しも持っている、今の状

態がどういう状態かということに関わらず、人間であるというそのことによって、尊厳性

がある。人間であるそのことによって尊厳性があるので、そのことによって全て人権は平

等に与えられるというのが人間固有の尊厳原理というものなんだろうなあというふうに思

います。 
 

「平等」概念の変化 
あと二つ目のグループのほうに入ります、平等の原則の問題です。スライド障害者権利

条約ところのｂのところの非差別無差別の問題と c のインクルージョンの問題 平等とイン

クルージョンの関係のところで言いますと、平等の方の概念から入っていきたいと思いま

す。 
平等についてはスライドを見て頂きますと、これはさすがに 18 世紀の半ばのアメリカ独

立宣言でも「全ての人は平等に作られている」という書き方がされている。それから、ち

なみにこのアメリカ独立宣言は「作られている」と書いてある、面白いんですけど、造物

主によって作られた被造物、被造物と日本語では訳していますけれど、クリエーチャ―っ

て、つまり神様のことを想定して書いているわけです。つまり神の前には全ての人は平等

なんだっていう観念が独立宣言にはまだ表れているんですね。 
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19 世紀の合衆国憲法の修正条項には「何人に対しても法の平等な保護を拒んではならな

い」という修正 14条というのが入って、これが現在の合衆国憲法の平等条項になっている。 
それからフランス人権宣言１７８９年、１８世紀末ですけれども、では「人は、自由か

つ権利において平等なものとして生まれ、生存する」というふうに書いてあります。 
実はここでも「人権革命」と、スライドに書いてありますけれど、平等権っていうもの

の考え方も 18 世紀から 20 世紀にかけて変化はしてきているわけなんですね。その変化は

この条文で見てみると、国際憲章はどう書いてあるかというと、「人種、性、言語又は宗教

による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守｣とい

うふうに書いてあって、世界人権宣言は、「すべて人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、

政治上その他の意見国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類す

るいかなる事由による差別を受けることがなく」というふうに書いてあります。左側の独

立宣言あるいは人権宣言、18 世紀 19 世紀の人権規範と右側の国連憲章、世界人権宣言の、

これは 20 世紀半ばですよね、の規定ぶりを見ると、明らかな違いに気がつくのは 20 世紀

型のほうは平たく言えばくどいということですね。 
19 世紀 18 世紀型は「全ての人は」っていう、あるいは「人は」とか、「何人に対しても」

というふうに書いているけれど、20 世紀型のは「人種、性、言語、宗教」なんだらかんだ

らと書いてある。これはくどいといえばくどいんだけど、何が変わったのかと言うと、つ

まり私の思うにはですね、人間をより具体的に把握しようとし始めたということですね、

20世紀中葉における人権革命
平等権

• アメリカ独立宣言：「す
べての人は平等に造ら
れ」

• 合衆国憲法修正（1865
年）：「何人に対しても
法の平等な保護を拒ん
ではならない」（14条）

• フランス人権宣言1条：
「人は、自由かつ権利
において平等なものと
して生まれ、生存する」

• 国連憲章：人種、性、言語
又は宗教による差別のない
すべての者のための人権
及び基本的自由の普遍的
な尊重及び遵守（55条c）

• 世界人権宣言：すべての人
は、人種、皮膚の色、性、
言語、宗教、政治上その他
の意見国民的若しくは社会
的出身、財産、門地その他
の地位又はこれに類するい
かなる事由による差別をも
受けることなく（2条1項）
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法律がね、法規範が。 
つまり 18 世紀 19 世紀の人権平等規範というのは、「人」とか「何人」とか、人は人なん

だけど、でもどういう人ということは想定していない。女性なのか男性なのか、大人なの

か子どもなのかとか、自分の国の国民なのかよその国の人なのかとかね、人種とかってそ

ういうことを考えていない。つまり抽象化された「人」なんですね。これは 18 世紀 19 世

紀型の人権の平等概念の基本的な特色なんです。 
なぜかというと、最近の皆さんの分野で言えば、よく「措置から契約へ」という標語が

ありますけど、「措置から契約へ」という標語はある標語をもじって作られた標語でして、

もともとあったのは「身分から契約へ」と言う標語なんですね。これはどういうことかと

言うと、ちょうど封建社会の身分制社会から、近代市民社会の契約社会に移った時に身分

から契約へって言葉が使われたわけですけれども、何を言いたいかと言うとこの 18 世紀、

19 世紀型の平等概念というのは、なぜ人間をこうまでも抽象化したのかというと、封建社

会においては抽象的な人っていう考え方はないわけですよ。必ず農民であるか、商人であ

るか、侍であるか、貴族であるか、殿様であるかとかね。そういうものが人であって、人

っていう抽象的な理解のしかたはどこにもないわけです。逆に人っていう抽象的な理解を

しないために何が起こったかっていうと、貴族と百姓が結婚できるはずないじゃないかと

か、商人と武士が同じところにいられるはずないじゃないかとか。 
つまり人間の属性っていうものによって、人間の身分を定めているので身分と人間がい

つも一緒になっちゃっていますから、差別というか平等が実現できないわけです。近代市

民社会はその平等を実現するために、人間からそういう属性を全部はぎ落とすわけです。

貴族であるとか農民であるとかって。抽象的に人は人なんだということによって、だから

一緒なんだっていうのが近代市民社会の平等概念のわけです。だから具体的なことは書い

ていないわけですね。 
 しかし、そのことによってどういうことが起こってきたかと言うと、一番最初におこっ

てきたのは、これは実はフランス人権宣言の直後に出てきていますけど、男の人と女の人

で差別があるじゃないかと。力の差もあるし、当時においても社会的なステータスってい

うか地位の状態には落差があるので、フランス人権宣言というのは要するに男の権利宣言

であって、女の権利宣言じゃないんだっていうフェミニストからの強い反対があって、今

日資料持ってきていませんけれど、たしか「女性のためのフランス人権宣言」っていうの

が当時書かれていますよね。そういう、つまり性を無視したことによって、現実に存在し

ているジェンダーによる落差というものが、逆に言うと、法律の関心事から外側に置かれ

てしまうわけですね。 
要するに、平等だとみなすことによって不平等の状態を無視するという結果が発生して

しまう。あるいは、病気の人とか障害のある人とそうでない人との力の差ということも、

もちろんそこでは切り落とされてしまうわけですね。つまり属性を切り落とすことによっ

て、どういう身分の人だったかということを切り落とすことによって、平等化を一面では
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実現できたんだけれども、でも現実に存在する具体的な差ということを切り落としてしま

うことによって、逆に言うと差別がそのまま残ってしまうという現象が起こってきちゃっ

たわけです。そういうことに気がついたので、20 世紀の人権宣言では、人種とか性とか言

語とかそういう具体的な人間の属性をもう一回取り込み始めているわけです。 
つまり、ここにはこのスライドで言うと左の 18 世紀 19 世紀型の抽象的な人間というもの

を前提にして考えているんだけど、20 世紀型は具体的な人間というのを前提にして考える

んだということですね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ちょっと説明的に書いてあるのが、上記のスライド「人間の尊厳と平等性」のところに

ちょっと書いてありますけれども、左側で言うと近代憲法の平等性というのは「個人は身

分的属性を捨象され抽象された『人』、『市民』として規定される」。まあ、言葉は難しいで

すけれども、さっき言ったようなですね。平等性というのは属性がない、アトム化した分

子のようにばらばらになってしまった個人の平等性ということになって、形式的には平等

が実現されるということになる。 
これに対して人権革命後の、つまり 20 世紀中ごろの平等性というのは、全ての人間は同

じように尊厳を持っているので、この説明はあまりよくわからないから、次の段落がいい

ですかね、2 番目の段落のところで、「『人間』は抽象的概念ではなく生きた具体的人間とし

て理解される」。平等というものも平等性が実質化されるということになるわけです。 
ちょっと日本国憲法裏面のほうでまた見て見ますと、平等原則はご承知のように、１4 条

人間の尊厳と平等性

• 近代憲法の平等性
個人は身分的属性を
捨象され抽象化された
「人」、「市民」として規
定される。

平等性は、属性のな
いアトム化した個人の
平等性になる。

平等性の形式化

• 人権革命後の平等性
人間の尊厳は、「すべての
人間は同じように尊厳を
持っている。」ので「すべて
の人間は尊厳を持つ人間
としては平等である」という
ことになる（ホセ・ヨンバル
ト）。

「人間」は抽象的概念では
なく生きた具体的人間とし
て理解される。

平等性の実質化
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で規定されていて、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身

分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」というふう

に書いてあって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地って、ある程度具体的な属

性を取り込んだわけですね。だけど、要するに障害という問題は我々の分野で言えばずっ

と見落とされてきたということになるわけです。だから、平等概念のところでいうと、抽

象的人間から具体的人間へっていう変化がこの 19 世紀から 20 世紀にかかっておこってき

たことなんですね。これが平等というものを少し実質化していく方向に変化をもたらした

ということになるわけです。 
 

障害と平等 
 そこまでは、まあまあ、一般的な議論なんですけれども、もう一つ考えなければならな

いことはですね、障害のある人の平等権っていうかね、障害と平等っていう問題をどう考

えるかということなんですね。 
ということは少しさかのぼって議論をすると、平等権っていうのも人権の一種ですので、

人権というのはなんて言ったらいいんだろう、社会と人との関係を規律しているものであ

るわけです。 
つまり、社会との関係のないところに人権というものは、もともと観念する必要がない

わけですね。もしロビンソンクルーソーみたいにどっかの離れ小島にたった一人で生活し

ているときに、ロビンソンクルーソーが絶海の孤島で人権を持っているかいないかという

議論は起こり得ないわけです。誰もその人のやっていることを邪魔するわけでもないし、

誰に頼んでも何が起こるわけでもないし、他に人がいないんだから人権というものは観念

できなくて、人権というものは自分と人との関係とか、自分と社会の関係っていうことの

中で発生するものですよね。それがないところに人権はないわけです。 
そこで問題になるのが、つまり平等ということを考えるときに、不平等な状態というのが

何か自分と他人との関係とか自分と社会との関係で発生して初めて平等権の問題が起こっ

てくるわけですね。 
つまり、もしもっと私たちの問題に突き詰めて考えると、病気とか障害というのは純粋に

私個人の問題であれば、それは別に社会に対して平等に扱えとか、私には人権があるとい

う分野の問題でなくなる。それは私の個人の問題であって、社会的な問題ではないという

ことです。 
つまり、別な言い方をすれば、病気とか障害が、ある種の社会性とか社会問題性を持って

いるからこそ、それについての平等性が問題になる。あるいはそれについての人権が問題

になるというふうに考えるわけなのですね。全く個人的な出来事であれば、それは別に人

権問題とか平等性問題にはならないわけです。 
あまり比喩が良くないかもしれませんけど、例えばね、恋愛みたいな個人的な、恋愛も実

は社会自体がどういうふうに考えるかによって、社会性はあるわけですよね。身分違いの
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恋愛とか結婚みたいな問題というのは、当時では社会問題性を持っているわけだけど、今

の社会においては恋愛における人権ってあんまり問題にならないわけですよね。すごくプ

ライベートな問題なので、社会との関係で何か問題が発生しないからだと思うんですけれ

ども、つまり何らかの社会性とか社会問題性がそこにしみこんでこないと人権とか平等と

いう、少なくとも憲法レベルでの話には到底ならない。 
何を言いたかったかと言うと、つまりなぜ過去 60 年以上にもわたって、障害という問題

が平等権の問題にならなかったかということなんです。これはよく勉強しているというか、

皆さんは良くわかっていると思いますけれど、そこに横たわっているのが実は障害という

見方の、例の医学モデルから社会モデルへの変化というのがあるわけですね。  
つまり標語的に言えば、医学モデルにおける障害というのは個人的な出来事、その人にお

こった心とか体、精神におこった個別的で個人的な出来事なわけですよ、障害というのは。

だから基本的には社会問題ではないわけです、それは。病気とか障害を持った人の問題で

あって、社会の問題ではない。その人はかわいそうかもしれないけど、かわいそうかどう

かっていう気持ちの問題はあるにしても、別に社会がそのことについて何かいいことをし

たとか悪いことをしたって問題じゃないので、関係ないよという話なわけですね。 
社会モデルというのに移ってくると、実は少なくとも障害という問題の中の、すごく図式

的に言えば少なくても半分が社会の問題。確かに、インペアメントとか心身の機能に一定

の機能障害というものが存在しているという、その機能障害については、その人個人の中

に起こった現象かもしれないけれども、障害という現象はその機能障害だけによって説明

されるものではなくて、社会の側が特定の機能を持った人にどういうかかわり方をするか

ということによって、その人がどのくらい社会に参加できるかとか、社会活動がどれくら

いできるかということついて影響を及ぼすわけだから、すごく大雑把に言って、半分は社

会の問題だというのがまあ、相互モデルとか、社会モデルとなるともっと社会問題だとい

うことになるんでしょうけど、ICF なんかが提示している、あれは社会モデルと呼ぶべき

なのかもしれないけど、少し穏便な言い方をすれば相互モデルというかね、半分は機能障

害の問題だけど少なくても半分は社会環境の問題だということになるわけです。 
そうすると社会環境がどうあるかということによって、その社会の中に参加できる人の比

率というか、限界が決まってきちゃうわけですね。こういう作り方をすれば、例えば 100
人の人が参加できるけれども、こういう作り方をすると 200 人の人が参加できて、こうい

う作り方をすれば 50 人の人しか参加できないっていう、そういうような考え方になるわけ

です。 
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で、どうだったかと言うと、ちょっと見ておきたいのが、一番最後のスライドですね、「障

がいのある人の人権への道程 障がい理解と人権 障がい理解と人権文書」で見てみると、

1971 年に国連は知的障害者権利宣言というのを採択しているわけですが、1970 年代であっ

てもですよ、20 世紀もいよいよ後半戦に入ってきている、後半の真ん中ぐらいですけど。

「医療、理学療法、教育、訓練、リハビリテーション及び指導への権利」ということが書

いてあって、これはあまり障害の定義はしていないんだけど、どうやら知的障害に対する

アプローチとしては医療とか、理学療法とか、教育とか訓練とかリハビリテーションとか

指導とか、いわば機能障害に対してどのようなかかわり方をしましょうかっていう、基本

的には医学モデルのアプローチになっているわけですね。 
もうちょっと明確に示しているのが、１９７５年に障害者権利宣言はどう言っているかと

言うと、障害者の定義が書いてあって「『障害者』という用語は、先天性であると否とを問

わず、その身体的、精神的能力の不全のために通常の個人的及び／又は社会的生活の必要

性を、全部又は一部、自分自身で確保できない、すべての人間を意味する」というふうに

書いてあって、そこでは完全に先天的であると否とを問わず、その身体的、精神的能力の

不全のためにと言っていて、インペアメントためにということになっているわけです。イ

ンペアメントのために、通常の個人的、社会的生活の必要性を自分では確保できない人な

んだという言い方なので、1975 年段階の、これは実は国連の障害者年っていうのが 1980
年代に始まるわけですけど、こんな時代になっていても、実はまだまだ国際社会では障害

というものが言ってみれば個人の問題、その人の体や精神におこった不全というか欠損と

障がいのある人の人権への道程
障がい理解と人権文書

• 知的障害者権利宣言（1971年）：医療、理学
療法、教育、訓練、リハビリテーション及び指
導への権利（宣言2）

• 障害者権利宣言（1975年）：「障害者」という
用語は、先天性であると否とを問わず、その
身体的、精神的能力の不全のために、通常
の個人的及び／又は社会的生活の必要性を、
全部又は一部、自分自身で確保できない、す
べての人間を意味する（宣言1）
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いうか、そういうことを障害と言うんだというふうに考えているんですね。 
こういう考え方の下だと、まあ権利宣言とはいったもののせいぜいですね、ここでいう権

利というのは何かというと、そういう不幸な星の下に生まれてしまった人なので、かわい

そうだから人間としての博愛とか慈善とかって、そういう人間らしい心を持って優しくサ

ービスを提供してあげましょう、リハビリもやってあげなきゃいけないし、医療も必要で

しょう、そういうことを一生懸命やりましょうっていう、そういうモデルになっていくん

です。 
だからそれは障害のある人のほうから、こういうことをしろとか、差別するなとか、そう

いう問題としての理解の仕方はあまりされないんです。要するに、慈善博愛の対象でしか

ないわけですね。権利というよりは、より高度の人間の博愛主義とか人間を愛する精神と

かって、そういうものからこれをしていきましょうということになるわけです。 
実はこういう考え方っていうのは今でも強く残っていて、私は実は本当はあまり好きでは

ないのは、ちょっと読みすぎというか、考えすぎかもしれないけれども、例えば「共生社

会」とかいうのも、こういう匂いがなんか残っている気がするんですね。「共生社会」とい

われるのはどんなもんなのかなという。あんたたちが排除してきたんでしょって。今、な

に言っているのかなと。後で議論することにしましょう。ちょっと横道にそれそうなので。 
いずれにしろ、人権規範的に見ると、19７5 年段階でいうとまだまだ社会モデルなんていう

のには全然気がついていないというか、なに考えていたのっていう、今になってみればね、

古い考え方に立っているわけです。ご承知のように 1980 年だったと思いますけれど、WHO
が国際障害分類というものを、ICIDH というものを発表して、障害というものは実は三層

構造を持っていて、インペアメント＝機能障害という部分と、ディスアビリティ＝能力障

害という部分と、ハンディキャップ＝社会的不利、3 つの構造からでき上がっていて、イン

ペアメントだけで障害が決まるんじゃないんだよ、少なくても社会的な不利っていう社会

的な要素というのと、ディスアビリティだって実は町の中にスロープがあるかないかによ

って大きな違いが出てくるんだよっていうことが言い始めていて、ここではもう既に障害

という問題の中に社会のあり方というのが大きく影響しているという理解は出てきたわけ

ですよね。 
それとともに 80年代というのは非常に目覚しい時代で、国際障害者の 10年っていうのが、

83 年から 92 年、この 10 年間で行われるわけです。その中で要するに、そういう障害のあ

る人っていう存在を認めないような社会といいますか、人間の多様性というものに対する、

寛容性とか受容性とか許容性とかを失った社会というのは、もろくて壊れやすい社会であ

るっていう、有名な言葉が言われたりして、それは言ってみれば振り返れば、先ほどお話

した、つまりユダヤ人を殺したり排除したり、あるいは中国とか朝鮮の人を排除したり殺

したりしてきた、そういう時代が結局は人類を最も危機的な状況に陥れたっていうことを

思い出させるような言葉でもあったわけですけれども、そういうことが言われてきて、だ

んだん障害のある人の問題というのをよく考えてみると、言ってみれば彼の問題ではなく
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て、私たちの問題なのだと、障害のある人の問題ではなくて、私たちの社会の出来具合の

問題なのだということが理解されてくるようになってきたわけですね。 
ということはどういうことかというと、人権論として考えると、つまりそれは社会が障害

のある人を排除してきたのだと、気がつかなかったけど仲間はずれにずっとしてきたのだ、

障害のある人にとっても不自由な思いをさせてきたのが、私たちの社会だったんだってこ

とが気づかれてくる。 
逆に言うと、障害がある人側から見れば排除されてきたわけですし、不利益をこうむらさ

れてきたわけですからそういうことを止めてくれっていう、当然人権的な発想が生まれて

しかるべきなわけですね。 
 

障害者権利条約と「障害」の定義 
そういうことから、障害者権利条約は、先ほど言った、非差別とか無差別原則、機会の平

等原則とか、それからインクルージョンとか差異とか多様性の尊重とか受容とかっていう

ことを根本的な原理として取り入れたということになるわけです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この障害者権利条約は、実は障害についてまだ確定した定義を採用していないわけですけ

れども、上記スライドを見ていただきますと、ここに障害者権利条約が、障害というもの

についてどう考えているかということが、一応現れているわけですけれども、前文の e と

いうところに「障害」、これはディスアビリティの意味ですけどね、「形成途上概念である

こと、また、障害が機能障害、つまりインペアメントがある人と、態度及び環境に関する

障害者権利条約

• 前文（e）障害〔ディスアビリティ〕が形成途上にある〔徐々に
発展している〕概念であること、また、障害が機能障害〔イン
ペアメント〕のある人と態度及び環境に関する障壁との相互
作用であって、機能障害のある人が他の者との平等を基礎
として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものか
ら生ずることを認め、

• 1条 障害〔ディスアビリティ〕のある人には、長期の身体的、
精神的、知的又は感覚的な機能障害〔インペアメント〕のある
人を含む。これらの機能障害は、種々の障壁と相互に作用
することにより、機能障害のある人が他の者との平等を基礎
として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げることが
ある。
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障壁との相互作用であって、機能障害のある人が他の者との平等を基礎として社会に完全

かつ効果的に参加することを妨げるものから生ずることを認め、」、ちょっとわかりにくい

ですけど、3 行目から 4 行目くらいのところで、インペアメントある人と態度と書いてある

けど、これはいわば社会の側の態度ですよね、社会の側の態度とか、環境に関する障壁に

との相互作用によって発生するのが障害だと言っているわけだから、さっき言ったように、

インペアメントも原因とかきっかけの一つにはなっているけれども、障害がある人が社会

の中で参加しづらかったり、生きづらかったりするのかというと、それは社会の側の態度

とか環境に原因があるんだよということをここで言っているわけです。 
あるいは第 1 条が、同じように「障害〔ディスアビリティ〕のある人には、長期の身体

的、精神的、知的又は感覚的な機能障害(インペアメント)がある人を含む」けれども、「こ

れらの機能障害は、種々の障壁と相互に作用することにより、機能障害のある人が他の者

との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げることがある」。 
つまり、機能障害があることによって直ちに参加が妨げられたりとか、社会生活が困難に

なったりするのではなくて、機能障害はきっかけかもしれないけども、要するに問題なの

はっていうと、いいすぎかもしれないけど、読み方としても問題なのはね、結局社会の側

の種々の障壁とかが存在してそことの相互作用で発生する。 
つまりここで表現されているのは、障害っていう現象はどこに発生しているのかと言う

と、機能障害がある人と社会との間に発生するわけですよね。 
我々の今までの障害の概念というのは、車椅子に乗っていらっしゃる方を見ると、足が

ご不自由なんだなとか、そのことを障害と考えていたんだけどそうではなくて、つまり障

害が発生している場所というのは、その人の体や精神の中にあるのではなくって、その人

と社会という間のところに発生している現象、社会現象のことを我々は障害というふうに

言うわけです。 
社会現象がだから社会的に規律する必要があるし、当然法的な規制が必要な問題であっ

て、その社会現象の特色っていうのは何かと言うと、ある特定の機能障害もっている人を、

特定の身体的、精神的特色をもっている人をその社会から排除するという社会現象。 
あるいはそういう人たちには他の人が利用できるサービスとか、他の人が利用できるも

のを利用できなくするという効果をもたらす社会現象なわけですね。 
だからそれは、きわめて不公正で不公平な、あるいは非文化的な、あるいは非人間的な、

あるいは品位を欠いた社会現象であるので、それは是正されなければいけないっていうこ

とになる。 
そこが障害者権利条約の平等概念としてでてきたわけですね。これはもうちょっと振り

返るとさきほどの 18世紀から 19世紀において把握された抽象的な人間像というのが 20世

紀の半ばごろ、世界人権宣言あたりで具体的な人間像へ変化してきた。それは女性なのか

男性なのか、何人なのか、何語をしゃべっているのかっていうような、そういう具体的な

人間像として把握されていったんだけど、さらにその具体的な人間像っていうものを掘り



 27

進めて行くと障害問題というところに突き当たってきたというのが、この 2006 年の障害者

権利条約ということになって、それを実は半ば無意識にずっと排除し、抑圧し続けてきた

のが障害のない人たちが作ってきた社会だということだったわけですよね。そこにやっと

のことで気がついたので、2006 年になって障害者権利条約というのができあがったという

ことになるわけです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 最後に、スライド「障害者権利条約」っていうのをもうちょっとおさらい的に見ていき

ますと、したがって障害者権利条約の前文筆頭というか、時々格好つけて劈頭とかって言

う人もいますけども、最初のところに「世界における自由、正義、及び平和の基礎をなす

ものとして人類社会すべての構成員の固有の尊厳及び価値並びに平等のかつ奪い得ない権

利を認める国際連合憲章において宣言された原則を想起し」っていうのは要するに我々は

1945 年の時代の、20 世紀の半ばにおいて発見された、再発掘されたこの人権の新しい普遍

性とか世界性とかあるいは、人間を具体的に把握することとか、あるいは尊厳性を尊重す

ることとか、そういうことをもう一度思い出しましょうよという、それが権利条約の根本

に位置づいているんですよということをここに確認しましょうということを、最初に言っ

ているわけです。 
そしてｍ項中途ぐらいのところですけど「世界における自由、正義及び平和の基礎をな

すものとして、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び価値ならびに平等のかつ奪い

障害者権利条約

• 前文
（a）世界における自由、正義及び平和の基礎をなす
ものとして、人類社会のすべての構成員の固有の
尊厳及び価値並びに平等のかつ奪い得ない権利を
認める国際連合憲章において宣明された原則を想
起し、

• （m）世界における自由、正義及び平和の基礎をな
すものとして、人類社会のすべての構成員の固有
の尊厳及び価値並びに平等のかつ奪い得ない権利
を認める国際連合憲章において宣明された原則を
想起し、
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得ない権利を認める国際連合憲章において宣明された原則を想起し、」とまた同じことを繰

り返している。ということで、いわば 20 世紀半ばの、人権革命というのは僕が勝手につけ

た言葉なんですけれども、人権についての最初の話のつながりで言うと 3 回目の変化です

よね、最初は啓蒙思想というのがあって、2 回目は世界大恐慌あたりで資本主義の全般的危

機のあたりで生まれてきた社会権とか生存権というのがあって、そしてさらに生まれてき

た人間の尊厳性とか、人間の具体的な平等性とかそういうものっていう、しかもそれは、

普遍的世界的なものであってそれを失うことは、人類社会において人類全体の滅亡につな

がるような、社会全体の消滅につながるような重大な問題であるという認識に基づく新し

い人権概念というものができてきた。というのが、過去三百年位の、四、五百年かな。18
世紀からこの 21 世紀にかけての、現代社会までの人権の発展史っていうことになったんだ

ろうというところでございました。どうもありがとうございました。 
 

以下質疑抜粋と「法の支配」についての説明追加 
 
参加者： 合理的配慮についての説明を 
 
池原： ありがとうございます。そうですね、合理的配慮のことを落としたらちょっとま

ずかったですけど。ただ私が思っているのは、合理的配慮は何かというとですね、僕の考

え方では、どういうふうに言ったらいいかな、先ほど申し上げたようにですね、ちょっと

思いつくままに言いますとね、1975 年くらいまでって、さっきの国連の障害者関係の人権

規範を見ても、障害のある人というのを別に社会が排除してきているとは誰も思っていな

いわけです。 
彼はかわいそうな人だけど、だけど我々は悪いことをしていないでしょっていう。あな

たはかわいそうだけどねっていう、そういう発想が少なくとも 1985 年以前まではずっとそ

うなわけです。それは言葉を変えると、無配慮な時代なんですね。つまり、意図的に排除

したりしているとまでは、意図的に排除していた人もいるかもしれないけど、大多数は気

づかずに無配慮のままに排除していたわけです。 
環境の障壁とか環境側というのは、本来はこの人たちも、つまり障害があってもなくて

もこの社会の構成員の一員だし、自分達の私たちのこの社会の人間の尊厳を最も根本的に

確保しなければいけないから、人間の平等性っていうのを共通の原理にしなければいけな

いことからすれば、当然配慮しなければいけなかった話だったわけです。 
ところが障害についての理解の仕方は、あれは機能障害であって、あの人はかわいそう

なんだけど私たちは排除もしていないし悪いことしていない、せいぜい手助けしてないだ

けの話だっていうね、それはただ善意でやってあげるか、あげないか、いわば年末の救世

軍の社会鍋の前に立った時に、どうしようかなあ、10 円入れてやるか入れないかっていう

程度の、そういう発想の次元の問題になっちゃっている。 
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だから合理的配慮というのは、実は今まで無配慮だった部分を、配慮しなければいけな

いことを配慮しないできたことについて改めて、それは配慮しなければいけなかったこと

なんだから無配慮をやめて下さいっていうことなんですよ。 
無配慮状態だと排除されてしまうので、よく障害者権利条約をこの条約は新しい人権を

作ったわけではないし、新しいものを付け加えたものではないって言っているのは、本当

はそういう意味で、もともとやらなきゃいけなかったことを何百年にもわたってっていう

か、少なくても戦後で考えたって六十年七十年やってきていない。それを改めてやらなく

てはいけないことなんだっていうのが合理的配慮であって、改めてなんかやって下さいと

いう話ではないんだろうなというのが僕の見方です。 
つまり、無配慮だったことについて反省しろよっていうか。配慮しなければいけなかっ

たことを配慮しなかったでしょということですよね。 
 
参加者： 尊厳に基づくというふうにおっしゃったんですけれども、平等とか尊厳とか価

値相対的なところに置かれてしまうとですね、例えば、重度の知的障害者に対しての、こ

の人の尊厳を判断するのは何なのかという、つまり価値相対的だと、例えば親ですね、親

の価値観で障害者の人生が決まるわけですよね。そういうふうにしていって良いんだろう

かというのが一つ。価値相対的であることと尊厳っていうのは絶対的に尊重されなければ

いけないんだよということがあった時に、じゃあ、価値相対的でありながら皆やっぱりこ

れは尊厳だねっていう、合意しえるのかどうかということ。 
 
池原： それは面白い質問だなと思いますけど。まず一つ前提としては違うのは、価値相

対主義っていうことは、つまり自分の価値観で人を判断してはいけないっていうことです。

つまり自分の価値観で自分の人生決めるのは勝手なんだけど、自分の価値観で他人の人生

を決定できないということですよね。だから、親であってもというかどんな人であれ、他

人の人生についてあなたの人生はこうあるべきだとか、あなたは価値があるとかないとか

っていうことは言えないということ。そういう意味で親の価値観で子どもの人生が決まる

ということは、逆に言うと価値相対主義とは違う考え方だと思うんですね。僕自身の尊厳

の理解のしかたというのはある意味では、だからちょっとニヒリスティックっていうか空

虚なんですよね。徹底的な価値相対主義なので、いわばどの人をより尊重していいとか尊

重していけないとかがないので、全く誰を尊重していいかわからないとすれば、自分が尊

重してほしいのと同じように人も尊重するしかないっていうわけです。 
つまり、自分についても A さんについても B さんについても区別なく同じ程度に尊重し

なくてはいけない。でもそうすると、最近の現象だと自殺するために死刑になりたいよみ

たいな人になっちゃうと、自分の命自体が意味がないもんだみたいな話になっちゃうと、

そこまでニヒリスティックな話になっちゃうと、ちょっと何というかよくわからなくなっ

ちゃうんですね。だからそこは、もしかするとさっきの自律の価値と尊厳の価値というの
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がある程度連動性があったほうが良いのかもしれないですけどね。 
つまり人間の命っていうのが存在している限りにおいては、自律っていう、つまり価値

を見出して創造していくっていうね、自律の価値っていうのは、おそらく創造性の価値で

もあって、だから、そういう人間というのは価値相対主義の中で、とても個性的で固有な

価値を見出して何かを作っていくという可能性を持った存在であるっていうね、その前提

に命というのがあって、つまり命を奪ってしまうと可能性は完全に消えてしまうのでね。 
だからそこにいわば人間の尊厳性っていう、可能的な創造性というものと、人間の尊厳性

っていうのはどこかでつながっていると、あまり尊厳の中身というのは空虚にならないの

かもしれないですけど。これは全く私の個人的な発想で、どこかの文献にあるというもの

でないので。 
 
参加者： 法の下でという概念は、どういう概念ですか。自然的には起きないからという

事ですか。 
 
池原： 法の下でというのは、法を適用したり執行したり、法律を人間に対して使うとき

には平等にということですよね。だから実際には人間には能力の差とかはあるわけですか

ら、例えば 100 メートル走れというときには、それは勝つ人も負ける人もいるわけですよ

ね。その時にもし平等モデルで考えると、例えば負けそうな人については、少し前の方に

スタートラインを置いてあげて、到着する時には一緒に到着できるようにしましょうとい

うこともありうるかもしれないけど、それは法を適用しているわけではないので、そうい

う分野では個人の能力において差異が発生するっていうことはそれ自体は禁止するとか是

正するっていう必要はないわけです。 
だけど刑法とか民法とか、福祉法とかっていうものを適用したり、それに基づくサービ

スを提供したりとかって、現代社会ってほとんど法律によって規律されていることになっ

ちゃいますけど、そういう法的な生活場面では差別をしちゃいけないとか平等でなくちゃ

いけない、そういうものが法の下っていうことなんです。 
もう一つお話しようと、もう一つは今のお話で思い出しましたけど、法の支配という概

念ですね。これも大事なんですけど、ちょっと息切れ(笑)。 
今のご質問で思ったのは、もともと法の下という表現の由来は、神の前には人間は皆平

等だというのがいつの間にか法の下には人間が平等だということに置き換えられた言葉だ

と思うんですよね。それはさっきのアメリカ独立宣言なんかだと、人間というのは造物主

によって、要するに神によって皆平等に作られているんだって言葉で現れているみたいに

類似性があるんですけど、それは逆に言うと法とは何かって言うとそれは今はそう思わな

いけど、神に近いものだ。 
別の言い方をすると、具体的な刑法とか民法とか、あるいは日本国憲法というものは、

紙にかかれたものはあるけれども、本当は究極の法というのは、その時々の政府だとか国
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民が勝手にああだこうだ変えられるものではなくて、究極の人権規範というものが多分あ

るんだろうと。それはだから最初に立ち戻ると自然状態において人間が持っていたと想定

される権利なんですね。そこはだからどんな政府ができようと、どんな国民投票をやろう

と本当は変えられないものっていうのが実は、自然法に基づく人権というもので、そうい

う究極の、真理と言うと変なんだけど、そういうものからするとそういうものの前では全

ての人間は当然平等に扱わなければいけないということでもあるわけなんですよね。 
そういうものを想定するのが法の支配っていうものなんです。だから、時の政府が何か

こういう法律作りましたって言っても、それはやっぱり究極にあるべき自然法から考えれ

ば間違いであるということは起こりうるわけです。これは、どうしてこういうことが言わ

れてきたかって言うと、実は最初のほうの話だと昭和 20 年前の日本だってもちろん憲法も

あったし、すごく精密な法律制度を持っていたわけだし、ナチスドイツにいたっては、ド

イツ人は理論的なこと大好きなので、ナチス法っていうのがそれなりに体系化されたしっ

かりした法律があるわけです、ワイマール憲法下で。 
ということは、つまり究極にあるべき法律ということを想定しないで、法律っていうの

はその時々、自分達の政府と国民がどうにでも作れるんだというふうしてしまうと、とん

でもない法律ができてしまって、とんでもない方向に社会が動いてしまうのでそれもやは

り 20 世紀の重大な失敗だと。 
ですから世界人権宣言とかは、そうではなくてやっぱり究極の法というのはあるんだと。

その究極の法に基づいて、私たちは世界を規律していかなくてはいけないんだというのが

法の支配の考え方なんですね。 
だからスライドの世界人権宣言の前文のところで、「法の支配によって人権を保護するこ

と」というのがその趣旨なんですね。法の支配の観点を失ってしまうと非常に技巧的に、

極端に言うと多数決で何でも決められるとか、どんなふうにでも法律は作れるということ

になってしまうわけだけど、法の支配の考え方に立つと究極にあるべき法律に反するよう

な法律というのは許されないということになるということになって、それがいわば世界人

権宣言とか人権規約とか、社会権規約なんだろうといえるんですよね。 
だからたぶん法の支配っていう観点から言っても、根本的な法の支配の原理というのは

人間の尊厳とか人間の平等性とか、というのはいわば根本規範というか、法の支配の観点

から見ても究極の法原理なわけですよね、だから人間の社会が作る法律として、人間の尊

厳を侵害するような法律とか、人間の平等性を否定するような法律っていうのは、そもそ

も法の支配の観点からすると認められない。認められないんですけど、いっぱいあって、

少なくてもそれはだから日本国憲法下では、本当は法の支配を貫徹するために、最高裁判

所に違憲法令審査権っていうのがあるわけですよね。あるんだけど日本の最高裁は全然使

わないので、使っても憲法違反ではありませんよっていうためだけにしか使わないので、

法の支配はほとんど貫徹されない。 
国際社会では、僕の最近興味を持っているのはヨーロッパ人権裁判所とかアフリカ人権
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裁判所とか米州人権裁判所があって、こういうところではそこに訴えれば、例えばヨーロ

ッパ人権条約に違反しているという事実があれば、ヨーロッパ人権裁判所がイギリスお前

はおかしいじゃないかと、フランスお前はおかしいじゃないかということが言えるので、

その世界での法の支配はある程度貫徹されるわけだけど。アジア太平洋社会にはないので、

やりたい放題っていうかばらばらになっている。戦争犯罪をさばくのも、最近国際刑事裁

判所ができたけど、でもまだ十分機能していないですよね。だから国際社会の中でもそう

いう裁判体ができ上がって究極の法に照らして、お宅の国がやっていることは間違いです

よとか、戦争状態を防ぐような解決手法というのができればそれはすごくもう一歩法の支

配に近づくわけですよね。 
 
                            （編集 山本眞理） 
 
 
 
 
 

 

 




