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は平等に反する、と能力の観点から批判される。

Ⅰ . はじめに

AA が関心を持つのは収入や社会的評価の高い地位
である、とされる 8。このような地位は有資格者に高

Affirmative Action（以下、AA）1 には様々な批判が
あり、その一つが AA は能力主義に反する、という批
判である 2。本稿の目的は、AA と能力主義の関係に

い能力が要求され、能力の観点からの批判が特に強い 9。

関するアメリカの判例・学説を考察することを通じて、

関心は主として指導的な地位における AA に向けられ

日本国憲法上、いかなる理論から AA と能力主義が矛

ているように思われる 10。日本で AA を導入・実施し

盾しないとするのかについて明らかにすることにあ

ていくのには、能力の観点からの批判にどのように答

3

る 。

近年の日本では、男女共同参画に関する分野での AA
の導入・実施について盛んに議論がされており、その

えていくのかを考えねばならない。もっとも、AA と
能力主義の問題は AA に関する問題の一つであり、そ

AA の一つの性質として、既存の評価基準の下では

れのみで AA が憲法上許容されるか否かについて判断

地位を得られない者が多いグループに属する者に対

することはできない 11。しかし、それは、AA の可否

し、既存の評価基準において高い評価が得られない原

を判断する際し、重要な判断要素であることに間違い

因だと考えられている人種や性別といった特性を考慮

はなく、AA と能力主義の関係について考察すること

して地位を与える、ということが挙げられる。AA は、

は有益である。この点、AA が古くから裁判の場で問

AA がなければ、AA の対象者は獲得した地位を得る
ことはできなかったということを意味しており、AA

題となってきたアメリカでは、判例・学説において、

の対象者は能力が低いということが含意されている、

論的蓄積が見られる。アメリカの議論を考察すること

4

AA と能力の観点からの批判との関係につき多くの理

とされる 。故に、AA には、既存の基準において評

は、日本において、能力の観点からの AA に対する批

価の劣る者が評価の高い者に優先して地位を得るとい

判にどのように答えるのかを考えるにあたり、多くの

うことが多くの場合に含意されることになる 5。

視点を提示すると考えるため、アメリカの議論を考察

そのため、
「AA は能力不足の者（unqualified）や能

する。

6

力の劣る者（less qualified）の採用を導くだろう」 と
いう批判が提起される。憲法とは「各個人が自らを尊
しとし、相互尊重の枠組のなかにあって、自己の能力
に信頼して自己実現をしていくという個人像・社会像
を描いたはずである」とされる 7。自身の望む地位を
獲得する能力のある者がそれを獲得できなければ、各

Ⅱ . 能力の観点からの Afﬁrmative
Action への批判
AA が能力の観点から批判されるのは次の二つの理
由からだと考えられる。

人は自身の能力を信頼して、自己実現をすることはで

第一に、効用との関係である。AA により地位を与

きない。AA はその対象者を能力のない者だとみなす

えられるのは黒人をはじめとする人種的マイノリティ

ことになり、能力のある者が地位を獲得できないこと

や女性であり、不利益を被るのは主として白人男性で
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ある。Michel Rosenfeld は、AA により「熟練し、
［地

リカ連邦最高裁の判例においても、AA は、地位の役

位の役割を果たすのに］十分な能力のある白人男性

割を果たすことができる者に地位を与えるのでなけれ

に、地位［の役割を］果たすのには不十分な能力しか

ば、正当とはされていない。この例として、Johnson

ないだろう者を取って替わらせることは、大きく効用

判 決 Brennan 裁 判 官 法 廷 意 見（Marshall, Blackmun,

を減じることになり、それ故、すべての者に損害を被
12
と述べる。この点、社会効用論
らせることになる」

Powell, Stevens 裁判官同意）が挙げられる 17。Santa
Clara 郡交通局は、マイノリティ（女性も含む）の割

の観点から AA を正当化する Robert K. Fullinwinder も、

合が顕著に少ない伝統的に差別が存在する職種に関し、

適切な AA とは少なくとも地位の役割を最低限果たす

採用および昇進に際して、マイノリティであるという

ことができる者に地位を与えるものだとしている 13。

特性を考慮することを認めていた。そのため、昇進に

第二に、AA が地位の役割を果たすことができない

際し、男性である Johnson は女性である Joyce よりも

者に地位を与えると AA の受益者自身が害悪を受ける、

面接試験で高い点数を獲得したが、昇進を拒否され、

という理由である。この点につき、Rosenfeld は以下

Joyce が昇進した。Johnson は当該昇進施策が市民権

のように述べる。
「黒人にとっての［その地位の］価

法第七編に違反するとして提訴した。

値は、その地位を首尾よくこなす能力があるかどうか

Brennan 裁判官法廷意見は、問題となった職種では

に依るだろう。そのような能力があれば、その地位は、

最も能力の高い者を選抜するのは困難であり、当該職

その者の物理的な必要性と同様に、自尊と職業上の満

種をこなす能力があると判断された者のいずれを昇進

足感に対するその者の考えに十分に貢献するだろう。

させるのかは人事担当者に認められている旨を判示し

しかし、
［地位の役割を果たす］十分な能力がなけれ

「『能
ている 18。これに対し、Scalia 裁判官反対意見は、

ば、その地位は、不快、不安、
［自身の］能力のなさ

力の差を考慮に入れることにより』本法廷が意味する

を感じさせる。故に、地位を与えないことは、その者

ことは、志願者の競争能力が常に考慮されるというこ

の資格によっては、その者の人生計画の追求に消極的

とではなく、当該職種［の役割を果たす］最低限の能

な影響を持つかもしれないし、そうでないかもしれな

力さえない者を除くにすぎない」19 のであり、「使用者

14

が『能力を考慮に入れる』のを要求することは、志願

い。
」

修正一四条における平等保護の一つの意味は、ステ
15

者の競争能力が常に考慮されるだろうということでは

ィグマによる害悪を生じさせないことである 。ステ

なく、人種や性別のみを理由に、他の志願者に優先し

ィグマによる害悪は、あるグループに属する者の数が

て選抜される志願者に全く無能力の者はいない、と

ある分野で著しく少ないときに生じる。故に、スティ

20
と批判する。これ
いうことを保証するにすぎない」

グマの害悪の発生を防止するには、過小代表のグルー

に対し、Brennan 裁判官法廷意見は、Johnson と Joyce

プに属する者を AA の対象とし、地位を与える必要が

の間に能力差があるとしてもそれは最小限のものであ

ある。しかし、AA の受益者が自らに与えられた地位

り、最低限の能力さえない者を昇進の対象から除くに

の役割を十分に果たすことができなければ、自らに対

すぎないとする Scalia 裁判官の批判は誤りだとする 21。

して劣等性の感情を抱くことになり、他者からも劣等
性の烙印を押されることになる。地位の役割を果たす

Brennan 裁判官法廷意見と Scalia 裁判官反対意見の
やり取りを見ると、Brennan 裁判官法廷意見は、地

ことができない者に地位を与えることはスティグマの

位を与えられたのは有能な者であったとしている。

害悪を生じさせることになり、それ故、平等保護に反

Scalia 裁判官反対意見は法廷意見を批判するが、法廷

していると言える。

意見が地位の役割を果たすことができる者への地位の

AA の対象者の中でも、AA がなくとも地位を得る

付与は保証していることを認めている。

ことができる者は存在する。AA はこのような者にも

次に Grutter 判決を参照する 22。Michigan 大学ロー・

害悪をもたらす。AA が実施されている場合、AA の

スクールは、人種を一要素として考慮する入学選抜施

対象者の中で地位を得た者が、AA がなくとも既存の

策を実施していた。そのため、自身よりも試験の点数

選抜基準の下で地位を得ることができたのかどうか、

の低いマイノリティ人種に入学が許可されたため、白

16

選別するのは困難である 。このことから、AA の対

人である Grutter は当該入学選抜施策が修正一四条に

象者の中で地位を得た者は、たとえ既存の選抜基準の

反するとして提訴した。

下で地位を獲得できる評価を得ていても、地位を獲得

O'Connor 裁判官法廷意見（Stevens, Souter, Ginsburg,
Breyer 裁判官同意）は、次の事実を示す 23。「志願者

できる評価を得ていない、とみなされることになる。

を審査する際、入学選抜の担当者は、志願者の学部評
以上のように、AA は地位の役割を果たすことがで

定平均（GPA）とロー・スクール適性試験（LSAT）

きる者に地位を与える施策でなければならない。アメ

の点数を考慮しなければならない。というのも、それ
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らは、
ロー・スクールでの学業達成の予測にとって、
（完

一人であることはめったにない、ということは人事管

全ではないにしても）重要だからである。当該施策は

理の標準的な見解である。効果的な人事制度は、自身

『我々が、志願者が深刻な学業上の問題なく卒業する

の選抜を推奨する様々な特性を有するだろう、何人か

だろう、と思わない限り、入学を許可される志願者は

の十分に能力のある志願者を人事担当者の前にもたら

いない』ということを強調する。」

すだろう。特に、職業が特異なものでなく、特有の職

そして、O'Connor 裁判官法廷意見は、当該ロー・

業経験や教育歴を必要とせず、何人かの十分に能力の

スクールの目的が、非常に学力があり、広く多様であ

ある志願者が手に入れることができる職業経験や教育

24

るクラスを構成することであり 、ロー・スクールに

歴を必要とする、通常の技術職である場合、どの志願

より入学を許可された過小代表のマイノリティ・グル

者が『最も能力』があるのかについての最終的な判断

ープ出身の学生は有能な者と考えられていた、とす

は、せいぜいのところ主観的なものである。
」28

る 25。

このように、Brennan 裁判官法廷意見は、当該事例
で問題となった職種では、最も能力のある者が存在す

以上のように、最高裁は、地位の役割を果たすこ

るという前提自体に疑義がある、としている。この見

とができる者に地位を与えるのでなければ AA を正

解において、AA は「能力の劣る者を優遇する措置で

当だとはしない。しかし、AA が地位の役割を果たす

ある、とする議論が形式的には成立しつつも、その内

ことができる者に地位を与えるとしても、AA により

29
と言
実が相対化されている姿をみることができる」

地位を獲得した者よりも既存の評価基準において高

える。ただし、Brennan 裁判官法廷意見は Johnson 判

い評価を得ながらも地位を獲得できなかった者がい

決で問題となった職種を特別な経験や知識を必要とし

る。Louis P. Pojman は「伝統的に、我々は、社会に

「伝統的に、
我々
ないものとして捉えている。Pojman は

おける高い地位は最も能力のある者に与えられるべ

は、社会における高い地位は最も能力のある者に与え

き、と考えている」26 と指摘する。こうした考えに基

られるべき、と考えている」としており、仮に特別な

づいて AA を厳しく批判する見解として、Johnson 判

知識や経験を必要とする地位が問題とされていた場合

決 Scalia 裁判官反対意見が挙げられる。

でも、Brennan 裁判官が上記の見解を採るのかは分か

Scalia 裁判官反対意見は「一度、昇進を決定する者
（最低
が自身の前にいるすべての志願者が『M.Q's』

らない。

限の能力のある者）であることに納得すると、複数い
る者がいるだろうに、その次には、本件で人事担当

Ⅲ . 能力の観点からのAfﬁrmative
Actionに対する批判を回避する方法

者がそうしたように、AA の『目標』が達成されるま

前章で見たように、Johnson 判決 Scalia 裁判官反対

で、人種や性別のみを理由に母集団からの任命を行う

意見による能力の観点からの批判は非常に厳しいもの

ことができる」27 と判示する。この「複数いる最低限

である。
「社会における高い地位は最も能力のある者

の能力のある志願者よりもいくらか能力のある者がい

に与えられるべき」との考えを採る限り、AA は能力

る最低限の能力のある志願者よりもいくらか能力のあ

るだろうに」という部分が示すように、Scalia 裁判官

主義と調和することはないのだろうか。しかし、後述

反対意見は、地位を得るのはより能力のある者でなけ

するように能力の捉え方は多様であり、
「社会におけ

ればならないとする。実際には、面接試験で 70 点以

る高い地位は最も能力のある者に与えられるべき」と

上獲得した者が当該職種の適格者とされ、Johnson と

いう考え方を採ったとしても、AA を能力主義と調和

Joyce はそれぞれ 75 点と 73 点を獲得していた。Scalia
裁判官はわずか 2 点の差から当該 AA に反対しており、
このことから、Scalia 裁判官は既存の評価基準におい

させることは可能である。

て最も評価の高い者が地位を獲得するべきと考えてい

においてどのようなものとして捉えられたのかを見て

るように思われる。この考えを採ると、タイ・ブレ

みる。

ーカーという手段を採る AA は正当化の余地があるが、

Johnson 判決 Brennan 裁判官法廷意見は、「Johnson
と Joyce のいずれの能力差が最小限である」ことを

それ以外の AA の正当化は事実上不可能となる。事実、

この点を論じるにあたり、まず、能力が連邦最高裁

Scalia 裁判官は AA に関連するすべての判決において
AA に反対している。
これに対し、Brennan 裁判官法廷意見は、Scalia 裁

認め、その際に、同法廷意見の前述の部分を参照す

判官反対意見は次の事実を無視してしまっていると批

格者とみなされ、Johnson と Joyce がそれぞれ 75 点と

判する。
「ある職業にとって、『最も能力のある』者が

73 点を獲得しており、Joyce の昇進を決定する際には
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る。当該部分は事案の概要を述べた箇所であり、面
接試験で 70 点以上を獲得した志願者が当該職種の適

Joyce の職業経験が考慮されたことが示されている 30。
Brennan 裁判官法廷意見には、志願者の性別が職業上

述べる 35。職務の効用とは個人の技術だけでなく、他

何らかの役に立つという記述はなく、同意見は、既存

者との関係を含んでいる。例えば、警察を例に挙げる

の基準に基づいて地位の役割を果たすことができるの

と、すべての職員が白人で構成される警察組織よりも、

かについて判断している。同判決 Scalia 裁判官反対意

多様な人種から構成される警察組織のほうが共同体に

見は、Brennan 裁判官法廷意見を批判する際、Joyce

おける問題をうまく処理する場合がある 36。

の面接試験での点数が低いことを問題とする。

Fullinwinder は職業に関する能力について次の旨を

次に Arthur の見解を考察する。Arthur は、Bakke 判

以上のように、Johnson 判決では、能力は既存の

決を例に挙げ、この問題について述べる。California

基準における評価として理解された。このことから、

大学 Davis 校メディカル・スクールの 100 の定員枠の

Scalia 裁判官反対意見を基礎づける理由とは、既存の

うち 16 がマイノリティに留保されたため、Bakke は

基準において最も能力の優れた者が最も首尾よく地位

特別枠で入学を許可されたマイノリティよりも試験の

の役割を果たすことができる、というものだと思われ

成績が高いが入学を拒否された。当該 AA には様々な

る。

目的があり、より公正な機会を確保し差別を補償する

この点につき、Pojman は「能力に基づいて地位を

としても、
「
［公正な機会の確保と差別の補償という］

与えることには自明の十分な理由があり、我々の社会

要求は、Bakke が人種ではなく能力に基づいて判断さ

実践において重要な推測であるべきである」とするが、

れねばならない、という権利によって覆される」との

「能力は絶対的な価値ではな」く、「社会的な目標を理

主張がなされると Arthur は指摘する 37。このような主

由に［能力に基づく評価］が覆されることがある」と

張は「如何にして『能力』を理解するのかについて不

31

示す 。そして、Pojman は「一般的に言って、我々

一致が存在しえないということ、試験の点数、面接試

は、最良の地位を得るために最高の能力を欲する」と

験の成績、居住している州は能力であるが、マイノリ

しながらも、
「優秀さよりも『［地位の役割の］十分な

ティであることは能力ではないということを想定して

32

遂行』が求められる職業が数多く存在する」とする 。

いる」とする 38。この想定は「賢く、勤勉である者が

Pojman は「［地位の役割の］十分な遂行」を能力とし
て捉えていないことから、Pojman の言う「能力」とは、

社会をよくする」という考えから成立しており、そう

地位の役割を果たすのに関連すると考えられてきた既

リストに属する」とする 39。その上で、Arthur は「Bakke

であれば「人種もまた［社会をよりよくする要素の］

存の基準における評価だと思われる。Pojman が主張

は自身の能力に基づいて判断されたのであるが、彼は

するように、既存の基準において評価の高い者が、与

自らが白人医師としてなすことのできる社会への貢献

えられた地位の役割を最も首尾よくこなすとは限らな

よりも、さらなる貢献ができるだろう重要な要素 〜

い。このような議論につき、Fullinwinder と Arthur が

40
と述べる。そして、
黒人であること〜 を欠いている」

論じている。

「能力に基づいて判断される権利が存在したとしても、

Fullinwinder は、個人の有する様々な要素が地位の

Bakke は公正な理由から競争に敗れたと論じることが

役割を首尾よくこなすのに役立つとし、簿記を例に以

できる」のであり、
「
［試験と成績以外の］他の基準が

33

下のように説明する 。使用者が簿記を必要とすると

重要な社会目的の達成を助けるとき、Bakke は試験と

き、確実にその能力となるのは計算能力であり、簿記

成績のみを能力として考慮させる権利を持たない」と

は少なくともそれをこなすことが要求される。そして、

結論づける 41。

計算に加えた能力を有することが望ましく、几帳面さ、

以 上 の よ う に、Fullinwinder と Arthur は、 人 種 や

正直さ、信頼等々の特性は、簿記の業務遂行に貢献す

性別を含む個人のあらゆる特性が地位の役割を首尾

るものは何であっても、この職業の能力として使用者

よく果たすのに役立つのであり、それらの特性を能

により考慮されうる。

力として捉えることで、AA は能力の劣る者に地位

簿記の例を示した後、Fullinwinder は「実際には、

を与えるという批判の回避を試みた。Rosenfeld は、

個人のあらゆる特性は、職務遂行に関連するものとな

Fullinwinder の議論を、既存の基準における評価に徹

りうる」のであり、
「理論上、個人のあらゆる面を就

底的に基づいて地位を与えるよりも、人種を考慮して

業能力として考慮することに異論はないだろう」と示

地位を与えるほうが効用をもたらすということを前提

34

す 。このように、Fullinwinder は能力を既存の基準

としている、とする 42。個々の事例において、このよ

による評価に限定せず、地位の役割を促進する特性を

うな想定が正しいのかは議論の分かれるところだが、

能力として捉えている。上記のように、Johnson 判決

両者の見解は、その想定が正しければ人種や性別とい

Scalia 裁判官反対意見は人種や性別の考慮を批判する

った特性も地位の役割の遂行に役立つものとして、既

が、それらの特性は能力として考えられるのだろうか。

存の基準とともに評価対象として考えることができる、
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という視点を提供する。

この点、
「我々は達成
（achievement）
Kenneth L. Karstは、

最高裁においてもこうした見解が採られている。

に報奨」を与えるとし、それは「努力に報いることが公

Grutter 判決 O'Connor 裁判官法廷意見は、人種的マイ

正であると考える」からだとするが、そうした理由が全

ノリティの入学がロー・スクールや社会全体に利益を

「社会が努力によ
てではないとする 49。Karst によれば、

43

もたらすことを認める 。しかし、AA により入学を

って生じるものを必要とすることから、達成は認められ

許可された者が有能であると認めるに際し、当該ロー・

て」おり、
「達成に褒賞を与えるということは、ただ努力

スクールが GPA や LSAT といった学力的要素を十分

に報いるのではない」のである 50。そして、Karst は「不

に考慮していることを重視している。O'Connor 裁判

意に分配され、
［努力の結果として］得たのではない、生

官法廷意見は、Bakke 判決の Powell 裁判官意見に依

51
と述べる。
来的な才能にも報いる」

拠している。Powell 裁判官は、入学選抜の際に志願

この見解に対しては、地位を得ようとする者の期待

者の人種を考慮することを認めるが、それはあくまで

に反すると批判されるだろう。例えば、ロー・スクー

プラス要因としてであり、決定的な要素であってはな

ルでは人種や性別といった要素は考慮せず、主として

らないとする 44。そして、O'Connor 裁判官法廷意見

LSAT と GPA を考慮することで入学選抜を行ってきた

は Bakke 判決 Powell 裁判官意見のこうした見解を踏

のであり、志願者は既存の基準により評価されること

45

襲している 。

を期待しているからである。

人種や性別といった特性を既存の基準とともに評価

これに対し、Leslie Pickering Francis は伝統的に用

対象として捉えても、あくまでも既存の基準が重視さ

いられてきた評価基準が学習能力を評価するのに最良

46

れる 。Johnson 判決 Brennan 裁判官法廷意見におい

の基準であるのかについて疑問視し、様々な能力が

ても、この考えが採られている。先述のように、同法

様々な目的に関連するとして、人種や性別がそれらの

廷意見は、Johnson と Joyce の能力差が最小限である

能力と密接に関連している可能性があるとし、評価を

ことを示す際に、面接試験での両者の点数差がわずか

する機関に人種や性別を考慮させることはそれに関連

であることを示す同法廷意見の部分を参照している。

する能力を考慮に入れる唯一の手段である旨を述べ

そして、同法廷意見は、問題となった施策は有能な志

る 52。このように人種や性別が学習能力を評価する要

願者を評価する際に AA が考慮されることを認めてい

素となりうることを述べた上で、Francis は、伝統的

47

るにすぎない、としている 。そして、Joyce の性別は、

な評価基準が目的に関連する唯一の評価基準である場

昇進を判断する際に考慮した数ある要素のうちの一つ

合にのみ、志願者は伝統的な評価基準に従って判断さ

にすぎないと判示し、それに続いて、人種という要素

「功績に基づく
れる資格がある、とする 53。そして、

があくまでもプラス要因として考慮されるべきとする

主張は、伝統的に能力があるとされる志願者が伝統的

48

Bakke 判決 Powell 裁判官意見を引用している 。AA

な基準により判断されるとする権利を確立しない」の

と最も高い能力の者が地位を得るべきとの考えを調和

であり、
「伝統的に能力があるとされる志願者の期待は、

させるには、AA により地位を得た者と AA により地

研究機関が伝統的基準を続けるという約束に基づいて

位を得られなかった者の既存の基準における差がわず

いるため、正当だということはできない」と述べる 54。

かなものである必要がある。

より能力のある者が地位を獲得する権利を持つとい
う考えには、「ある者がある地位に志願したとき、す

人種や性別を既存の評価基準とともに考慮する見解

べての志願者に公正に適用される、合理的な信頼しう

に対しては、評価の対象はあくまでも試験の点数や成

る手段によって能力が審査されるべき」ということが

績といった客観的に測ることのできるものに限られる

含意されている、とされる 55。人種や性別を評価の対

べきと批判される。この批判は、地位は本人の努力に

象として捉えることがこれに該当するのかは非常に議

応じて与えられるべき、との考えに基づく。例えば、

論のある問題である。しかし、人種や性別を評価の対

ロー・スクールに入学するには LSAT と GPA で高い

象として捉える見解は、AA により地位を得た者と得

点を獲得することが必要であり、志願者はそれの獲得

られなかった者との既存の基準における評価の差がわ

に向けて努力する。そして、志願者は自らの努力に応

ずかであれば、
「社会における高い地位は最も能力の

じて高い評価を獲得することができる。これに対し、

ある者に与えられるべき」という見解と AA は矛盾し

ロー・スクールが、人種的マイノリティや女性の法律

ない、という視点を与える 56。

家が社会に利益をもたらすとして、人種や性別を評価
の対象としたとする。人種や性別といった特性は志願
者が努力したことで獲得できるものではなく、これら
の特性を評価することはこの点から批判される。
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Ⅳ . 人種や性別を既存の基準ととも
に考慮することの問題点
前章では、人種や性別を評価の対象として捉えるこ

る 61。しかし、人種や性別を評価対象として捉えても、
この理論的な問題点は回避できる。
この点につき、DeFunis 判決 Douglas 裁判官反対意
見が参考になる。白人である DeFunis は Washington

とで、AA に対する能力の観点からの批判を回避する

大学ロー・スクールに志願したが、入学を拒否された。

試みを考察した。この点、中林暁生准教授が指摘する

当該ロー・スクールが人種的マイノリティを積極的に

ように、
「有用な活動を遂行することを示すものがメ

取扱う入学選抜施策を採用していたため、DeFunis よ

リットであるとすれば、限定的な局面においてではあ

りも試験の成績の低いマイノリティが入学を許可され

るにせよ、メリットを重視することと、アファーマテ

た。DeFunis は当該入学選抜施策が修正一四条に違反

ィヴ・アクションとが調和することを、示している」

するとし、当該ロー・スクールへの入学を求めて提訴

のであり、「その限りにおいて、アファーマティヴ・

した。DeFunis は、その後、大学側により入学が認め

アクションはメリットに基づいていない、とする議論

られた。裁判の係争中、彼は既に卒業を迎える学年と

を相対化させることが可能となる」57 と考えられる。

なっており、大学側も裁判の結果がどのようなもので

しかし、人種や性別を評価対象として捉えることに

あっても彼の卒業を認めるとしていたので、最高裁は

は重大な欠点があり、この試みをなした Fullinwinder

訴えの利益なしと判断した。これに対し、Douglas 裁

自身もそれを認める。ある職業の採用に際して人種や

判官反対意見は当該事案には重要な問題があり、訴え

性別を評価の対象として捉える場合、職務の円滑な遂

の利益なしではないとした。

行を行うために、また組織の利益を増大させるのに組

Douglas 裁判官反対意見は、「［DeFunis の］人種が

織内の黒人や女性の数を増やすことが必要だと考えら

何であろうとも、彼は人種中立的な方法において、そ

『組織の必要性』
れているのだが、Fullinwinder は「

の個人のメリット（Merit）に基づいて、自身の志願

といった要素は、就業能力としての人種や性別の使用

を考慮される憲法上の権利を持つ」とする 62。しか

を正当化できるとしても、そのとき、組織の必要性が

し、
「
［法学で成功する］可能性が確実であると予測で

黒人や女性の採用を常に支持するだろうという保障は

「平
きる有用なテストは一般的に存在しない」63 とし、

ない、
ということを我々は指摘すべきである」とし、
「職

等保護条項は、当該ロー・スクールが入学選抜の唯一

務遂行の必要性や組織の必要性が黒人であることを能

の基準として LSAT と GPA に基づく定式を採用する

力にするが、決して不利益とすることはない、という

という要求を定めていない」として人種の考慮を認め

ことはありえない」と述べる 58。

る 64。そして、Douglas 裁判官反対意見は「志願者が

人種や性別を評価の対象として捉えることは、能

過去に打ち勝ってきた障害を考慮して志願者の過去の

力の観点からの AA に対する批判を回避する代わりに、

業績を評価することも、ロー・スクールに対して、禁

マイノリティに不利に作用する可能性があることも否

じていない」65 と判示し、また、有能な法律家になる

定できない。例えば、Grutter 判決では、マイノリテ

ための真の潜在能力の評価を試みる際、
「一つの要素

ィ人種出身者がロー・スクールと社会に効用をもたら

として、
［マイノリティの］歩みを妨げた人種差別に

すという理由から、マイノリティ人種であることが入

照らして、個人が過去に達成したことを考慮すること

学選抜の際にプラスに作用したが、当該判決におけ

66
と判示している。
に対する禁止はない」

る AA の受益者は「思いがけない受益者」59 にすぎず、

以上のように、Douglas 裁判官反対意見は、人種を

非マイノリティ人種出身者がロー・スクールや社会に

能力として捉える際に、過去の差別を意識している。

効用をもたらすと判断されれば、人種を理由に不利益

非マイノリティは自身の有する特性が差別の対象とな

を被ることにもなる。つまり、人種や性別を評価の対

ったことはなく、過去の差別の影響を受けていない。

象として捉えることには、マイノリティに不利益を与

故に、過去に差別がなければマイノリティ・グループ

える可能性が理論上含まれている。そして、これこそ

に属する者は既存の基準においてさらに高い評価を得

が人種や性別を評価の対象として捉えることの最大の

ていたと想定し、当該分野で成功する潜在能力を有し

60

欠点であるとされる 。
能力の観点からの AA に対する批判を回避するため

ていると考えることで、マイノリティに不利益を与え
る可能性があるという理論的な問題点に答えることが

には、このような理論的な問題点を受容せねばならな

できる 67。Douglas 裁判官が対象としたのは人種だが、

いのだろうか。もっとも、Fullinwinder はこの欠点を

この見解は性別にも適用できる。

認めながらも、社会効用論に基づいて人種や性別を能

人種的マイノリティに関して言うと、AA の対象と

力として捉えて AA を正当化することが、AA により

なるグループが被差別グループなのか、という問題が

不利益を受ける者を最も納得させることになる、とす

ある。Bakke 判決 Marshall 裁判官意見が「黒人の経験
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は他のエスニック・グループとは、まさに程度ではな

すべてが他の者から劣等だとみなされることになる。

68
と示すように、黒人の経験は特別
く種類が異なる」

AA の対象となったグループには、AA がなくとも既

視されている。他のマイノリティには奴隷制といった

存の基準の下で地位を獲得できた者もおり、そのよう

歴史がなく、特に近年移民してきたマイノリティには、

な者までも地位の役割を果たすことができない者だと

現存する不利な状況を過去の差別によって説明するの

みなされることにもなる。日本国憲法における平等の

は難しい。また、黒人についても、奴隷制を経験した

意味の一つは、各人が劣等だとみなされないことにあ

者の子孫とそれ以外の者の間には学力差があり、上位

り 72、地位の役割を果たすことができない者に地位を

の大学に入学を許可される大部分の黒人が後者により

与えることは平等に反すると言える。

占められている、ということを示す研究成果があるよ
69

実際に、法律上の AA の規定において、AA は地位

うに 、黒人であっても指導的な地位に就こうとする

の役割を果たすことができない者に地位を与えるもの

者は過去の差別の影響を受けているのかについて疑問

ではないとされている。1997 年の改正に際し男女雇

視される。また、これは人種的マイノリティと女性の

用機会均等法には、AA を許容する趣旨の規定が盛り

双方に言えることだが、指導的な地位に就こうとする

込まれた 73。均等法指針には、AA は採用・配置・昇

者は経済・教育的に不利な状況にはなく、過去の差別

進等において基準を満たす者の中から男性より女性を

の影響をあまり受けていないという批判がなされると

優先することだとする旨が示されている。この点、浅

指摘される 70。

倉むつ子教授は AA とは「［基準に］合格した男女の

以上から、Douglas 裁判官のように、指導的な地位
に就こうとする女性や人種的マイノリティは過去に差
別がなければ既存の基準においてさらに高い評価を得

うち女性を優先的に採用するという取扱い」であるこ
とが望ましいとして、均等法指針を支持する 74。
また、
国家公務員法三三条は
「すべての職員の任用は、

ていた、と考えるのは困難となる場合が多い。だが、

この法律及び人事院規則の定めるところにより、その

ある分野において女性や人種的マイノリティの数が著

者の受験成績又はその他の能力の実証に基づいて、こ

しく少なければ、彼らは動機づけの点で不利益を被る

れを行う」と規定し、任用における能力主義を明確に

ことになり、その地位の獲得に志願した者はそれを克

示している。国家公務員の採用における AA の実施の

服したと考えられ、そうした意味で能力を有すると考

可能性について、稲葉馨教授は、国家公務員の採用は

えることができる。また、ある分野であるグループの

試験に合格した者から選抜されるため、試験に合格し

者が著しく少ないとスティグマの害悪を生じさせるこ

た女性を積極的に採用することは能力主義に反しない

とにもなり 71、将来的に差別を発生させることにもな

としている 75。

る。過小代表のグループが過去に差別を受けてきたと

以上のように、既存の基準においてある程度の評価

証明することが困難であっても、彼らに地位を与える

を得ている者に地位を与えることで、地位の役割を果

ことは将来における差別を防止することになり、そう

たすことができない者に地位を与えるという AA に対

した意味で人種や性別を評価対象とすることもできる。

する批判は回避することができる。だが、AA が「合

以上のように、人種や性別を評価対象として捉える

格した男女のうち女性を優先的に採用する取扱」であ

際、過去や将来の差別を意識することで、非マイノリ

る以上、AA は既存の基準において評価の劣る者に地

ティであることを評価の対象として捉えマイノリティ

位を与えることになる。故に、特に指導的な地位に関

が不利益を被る、という懸念はなくなる。

しては、
「社会における高い地位は最も能力のある者
に与えられるべき」との考えに基づき、能力の観点か
ら批判が提起されることになる。AA により地位を獲

Ⅴ . 日本国憲法と能力主義

得できなかった者は、地位の獲得に志願した者の中で、
最も能力のある者が地位を獲得する権利があると主張

アメリカでの AA と能力主義についての議論を参考

することになる。この主張は、地位の獲得に志願した

に、日本国憲法における AA と能力主義の関係につい

者は既存の基準により審査される権利を有すると言い

て、若干考察する。

換えることもできよう。果たして、このような権利は

AA は、地位の役割を果たす能力がない者に地位を

日本国憲法上存在するのだろうか。

与えるものであってはならない。地位の役割を果たす

アメリカの議論で見てきたように、個々人の有する

ことができない者に地位を与えると、AA により地位

様々な特性が能力となりうる。AA により地位を獲得

を与えられた者の自尊心を害することになる。そして、

できなかった者の主張は、自身に有利な基準に限定さ

地位の役割を果たすことができない者が地位を獲得す

れた審査を評価者に要求するものでもある。絶対的で

ることで、AA の対象となったグループに属する者の

はないにしても、評価者の側に適任者に地位を与える
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自由があることを考えると、既存の基準において高い

リティに対して将来において差別が発生するとは考え

評価を得る者が評価者に対して自身に有利な基準のみ

られない。これらの特性を評価対象として捉える場合

に基づいて審査をさせる権利はないだろう。

には、差別を意識する必要がある。
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Ⅵ . おわりに
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以上、本稿では、能力の観点からの AA に対する批

ないことを意味するのであり、この主張は理解できる。
ただ、ここで問題となっているのは、あくまでも既存

判を回避する理論的方法を考察し、それを用いる際の

の基準が地位の役割を果たすのに十分な水準に達して

注意点を指摘した。能力の観点からの AA に対する批

いる者について、これらの特性により評価をするのか

判に回答する方法には様々あり、本稿はそのうちの一

否かということである。日本国憲法一四条は絶対的平

つを提示したにすぎない。AA と能力主義の関係のさ

等ではなく相対的平等を意味し、同条一項の後段列挙

らなる検討については、機会を改めて行いたい。

事由についても合理的な区別は許される。故に、それ
らの特性を既存の基準とともに考慮することも合理的
な範囲で許容されるだろう。もっとも、AA が「たま

註

たまいかなるグループのメンバーかという自然的、社

1 日本ではポジティブ・アクションという語を用いるのが一般的

会的偶然によって、その人の人生のあり方が左右され

だが、本稿はアメリカの議論を参考にするため、AA という語を
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用いる。AA に関する問題点全般を知ることができる代表的な
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盾しないことになる 。
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