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序章

本稿の目的は、日本国憲法上、Affirmative Action
（AA）が如何なる理由から正当化されるのかについ
て明らかにすることにある。

AAとは非常に広汎な施策であり、一義的に定義す
るのは難しい。しかし、人種や性別を理由に対象者に
積極的に機会を付与する施策である、ということでは
各論者の見解は一致する。AAは、積極的に機会を付
与する際に、優先の付与を伴うか否かによって分類で
きる。前者は、それにより地位の獲得を否定される者
はおらず、憲法との抵触はそれほど問題にならない。
これに対し、後者は、それにより地位の獲得を否定さ
れる者が生じ、憲法との抵触が問題となる。本稿は、
後者を考察対象とする。
現在、日本では、主として男女共同参画への関心の
高まりによって、AAが実施され、さらなる導入が議
論されている。AAは実質的平等の達成のために形式
的平等を犠牲にする施策であり、日本国憲法は第一義
的には形式的平等を保障している以上、AAが日本国
憲法上如何なる理由から正当化されるのかについて考
える必要がある。日本にはAAに関する業績が数多く
あるが、その多くは主としてアメリカをはじめとする
外国の判例や法制度の紹介であり、日本国憲法に結び
付けた原理的な議論は少ない。本稿は日本国憲法に結
び付けた原理的な議論の展開を試みるが、日本では
AAに関する原理的な議論が少ない状況にあるため、
本稿の目的達成のために、AAの原理的な議論につい
て多くの蓄積のあるアメリカの議論を参照する。アメ
リカで主として問題とされるのは人種に基づくAAで
あり、アメリカの議論における本稿の考察対象は特に

言及のない限り人種に基づくAAとする。日本とアメ
リカとではAAの対象となる区分（人種や性別等）が
異なる等、問題とされるAAの性質が異なるが、アメ
リカの議論が日本の議論にいくらかでも示唆を与える
部分はあると考える。
以下、一章～七章にわたりアメリカの議論を参照す

る。

一章	 アメリカ合衆国憲法における
平等の意味

一章では、アメリカにおいてAAが憲法上全面的に
禁止されるのか否かに関する議論を考察する。アメリ
カでは、人種に基づく分類の使用を一切禁止するもの
としてカラー・ブラインドの理論を解釈する論者が、
憲法はAAを全面的に禁止していると主張し、AAが
憲法上全面的に禁止されるか否かという極端な二項対
立が生じた。平等保護条項の解釈原理には反差別原理
と反従属原理が存在し、前者の代表的論者であるPaul 
Brestと後者の代表的論者であるKenneth L. Karstの
主張に依れば、カラー・ブラインドの理論は、人種に
基づく分類の使用を全面的に禁止せず、差別や偏見を
生じさせる危険性がある場合に、人種に基づく分類の
使用を禁止するものだと解釈される。マイノリティに
不利益をかす施策の合憲性が問題とされたPlessy v. 
Ferguson, 163 U.S.537 （1896） や Brown v. Board of 
Education, 347 U.S.483 （1954）等の一連の連邦最高裁
（最高裁）の判例を分析すると、カラー・ブラインド
の理論は上記学説と同じように解釈されており、憲法
はAAを全面的には禁止していない。
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二章	 アメリカにおけるAffirmative	
Actionの司法審査基準

二章では、アメリカにおいて、AAに如何なる司法
審査基準が適用されるのか、そしてそれは如何なる理
由により判断されるのかについて考察する。一章で明
らかにしたように、憲法はAAを全面的に禁止しない。
問題は、具体的にどのようなAAが憲法上許容される
のか否かにある。それを考察するには、AAに如何な
る司法審査基準が適用されるのかを明らかにする必要
がある。どの司法審査基準を適用するかにより裁判で
AAが認められるか否かについて結論が大きく左右さ
れるため、この論点はアメリカの判例と学説において
非常に重要なものとして取り扱われた。

Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 （1944）や
Loving v. Commonwealth of Virginia, 388 U.S. 1 
（1967）等の判決において、マイノリティに不利益を
かす差別的な施策には典型的な厳格審査（strict 
scrutiny）の適用が確立した。AAは人種に基づく分
類を用いる点では差別的な施策と同じであり、差別的
な施策と同じ司法審査基準が適用されるのかが問題と
なる。Adarand Constructor, Inc v. Pena, 515 U.S. 200 
（1995）において、最高裁の多数の裁判官は、差別的
な施策と同じく、AAにも典型的な厳格審査が適用さ
れるとした。しかし、判例を詳細に分析すると、最高
裁の裁判官の多数は、AAは差別的な施策と同じく差
別や偏見を生じさせる危険があるが、差別や偏見を減
じる可能性があるという点で差別的な施策とは異なる
としている。

三章	 過去向きのAffirmative	
Action

三章以降では、アメリカにおいて、AAが具体的に
如何なる理由から正当化されるのかについて考察す
る。
三章では、過去の差別の救済という理由によりAA
を正当化する過去向きのAAの問題点を考察する。ア
メリカでは、従来、AAは過去の差別の救済を理由に
正当化されてきた。日本でも、例えば、同和対策事業
といった施策は一種のAAとして認識されており、こ
れは過去の差別の救済を理由に正当化されてきた。そ
のため、日本におけるAAの正当化理由を明らかにす
るためにも、アメリカにおける過去向きのAAの問題
を論じるのは重要である。
過去向きのAAはその理論的根拠を補償的正義論に

置く。AAの理論的根拠としての補償的正義論の意味
は、補償の主張が提起される前に存在した平等な状態
を回復することにある。平等な状態の回復には誰しも
が異論を差し挟む余地はない。しかし、補償的正義論
に基づいてAAを正当化することには次の問題があ
る。（1）AAの実施者は差別を行った者に限られるの
か。（2）AAの受益者は差別の事実上の犠牲者に限ら
れるのか。（3）差別の事実上の加害者でない第三者
にAAに伴う負担をかすことは許されるのか。最高裁
は（1）～（3）の問題を柔軟に解釈した。しかし、City 
of Richmond v. J.A.Croson, Co., 488 U.S. 469 （1989）
において、最高裁の多数の裁判官は、典型的な厳格審
査の下で、救済の対象となる差別として社会的差別を
否定し、特定化された差別に限定し、救済の対象とな
る差別の範囲を狭く捉えた。これは、最高裁の裁判官
の多数が、AAの直接の受益者が差別の事実上の犠牲
者であるということ、AAにより地位を否定される者
が差別から不当に利益を得ていたということが相当程
度明確にされなければならないと考えているところに
ある。過去の差別の救済がAAの正当化理由として認
められるのは、実際には困難である。

四章	 将来志向のAffirmative	
Action

四章では、将来の利益の達成という理由に基づいて
AAを正当化する将来志向のAAの問題点につき考察
する。過去の差別の救済という理由によりAAを正当
化するのは困難である。将来の利益の達成は、最高裁
がAAについてはじめて実体的な判断を下した
Regents of the University of California v. Bakke, 438 
U.S. 265 （1978）で既に指摘されていたが、AAに関す
る議論は過去の差別の救済を中心に展開されてきた。
その後、過去の差別の救済による正当化が困難である
ことが明らかになるにつれ、将来の利益の達成という
理由によるAAの正当化が指摘され、学説の注目を集
めた。
将来志向のAAはその理論的根拠を社会効用論に置

くと、過去の差別の救済をAAの正当化理由としたと
きの問題点を回避し、AAを容易に正当化できる。し
かし、AAが利益をもたらすとの理由による正当化は、
過小代表のグループの排除が利益となる場合には、過
小代表のグループの排除を正当化することにもなる。
Ronald Dworkinは、社会効用論に依拠してもこの危
険を回避できるとの興味深い主張をしたが、この試み
は成功していない。この危険を回避するには、将来志
向のAAは過去の差別の救済や将来における差別の発
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生の防止を意識する必要がある。将来志向のAAは差
別を意識することでその危険を回避できるが、その直
接の受益者となるのは社会・経済的に不利な状況にな
い者であることから、真に救済の必要な者がAAの直
接の受益者となっていないとの批判を受ける。過去の
差別の救済に基づくAAへの批判はAAの直接の受益
者が社会・経済的に不利な状況になく、差別の影響を
ほとんど受けてないことで生じており、将来の利益に
基づくAAにしてもAAの直接の受益者がこのような
状況にあることに変わりない。

五章	 Affirmative	Actionの正当化
理由としての多様性の価値

五章では、AAの正当化理由として多様性の価値が
何を意味するのかについて考察する。過去の差別に代
わり将来の利益の達成がAAの正当化理由として注目
されるが、アメリカにおいて、将来の利益として主と
して用いられているのが多様性の価値である。多様性
の価値はMetro Broadcasting Inc. v. FCC, 497 U.S. 547 
（1990）において最高裁の多数の裁判官によりはじめ
てAAの正当化理由として認められ、その後、Grutter 
v. Bollinger, 539 U.S. 306 （2003）において、典型的な
厳格審査の下で、最高裁の多数の裁判官によりAAの
正当化理由として認められ、学説の注目を集めた。

Mari Matsudaらは、マイノリティが特有の観点を
有するとの考えに基づいて、多様性の価値がAAの正
当化理由となりうると主張した。これに対し、
Randall Kennedyらは、多様性の価値をAAの正当化
理由として用いると、各人の有する生来の特性により
その者の観点を推定される危険があると指摘した。こ
の危険を回避するには、多様性の価値は差別を意識し
ていなければならない。Metro Broadcasting判決と
Grutter判決を詳細に分析すると、最高裁の多数の裁
判官は、AAの対象者は特有の観点を有すると考える
のではなく、そのような観点はなく、過小代表である
ためにそのような観点があると推定されているため、
AAにより過小代表の状態を是正することで、特有の
観点があるという固定観念をなくすことを理由に、多
様性の価値をAAの正当化理由として認めていること
が明らかとなる 1。

六章	 階層に基づくAffirmative	
Action

六章では、AAの対象者を判断する際に、人種だけ

でなく、社会・経済的な状況を考慮する、階層に基づ
くAAの問題点につき考察する。過去向きのAAは、
AAの直接の受益者が過去の差別の影響をほとんど受
けていない者だと批判され、将来志向のAAは、AA
の直接の受益者が真に救済の必要な者でないと批判さ
れる。これらの批判は、AAの直接の受益者が社会・
経済的に不利な状況になく、資質形成に不利な環境に
ないことから提起される。この批判を回避するため
に、アメリカでは階層に基づくAAが主張された。
階層に基づくAAの代表的論者であるRichard D. 

Kahlenbergは、社会・経済的に不利な状況は資質形
成に不利な影響を及ぼす場合が多く、それを考慮する
ことで、不当な理由から地位の獲得に不利な状況にあ
る真に救済の必要な者をより明確に特定できると主張
する。AAの対象者を判断する際に、人種だけでなく
社会・経済的状況を考慮して真に救済の必要な者を特
定できた場合には、AAに否定的な見解を採る保守派
の裁判官もAAを許容する。真に救済の必要な者の救
済は誰もが否定しない理由である。

七章	 性別に基づくAffirmative	
Action	―Johnson判決の考察
を通じて―

七章では、人種に基づくAAの議論のどの部分が性
別に基づくAAに適用できるのかについて考察する。
一～六章では、人種に基づくAAに関する議論を考察
してきた。その理由は、最高裁で性別に関するAAが
問題とされたのが Johnson v. Transportation Agency of 
Santa Clara County, 480 U.S.616 （1987）だけであり、
人種に基づくAAに関する議論の蓄積が圧倒的に多い
ことにある。日本では、現在、性別に基づくAAが主
として問題とされており、人種やエスニックに基づく
AAは問題とされていない。アメリカの人種に基づく
AAの議論が日本の議論に示唆を与える部分もあると
考えるが、異なる事由から示唆を得る際にはどの部分
が参照可能なのかを明らかにせねばならない。
性別に基づくAAについて先例がないことから、

Johnson判決では人種に基づくAAが先例として参照
されている。Johnson判決の検討を通じて、人種に基
づくAAのどの部分が性別に基づくAAに参照可能な
のかについて、限定的であるが、ある程度知ることが
できる。Johnson判決では、過去の差別の救済をAA
の正当化理由とすることに慎重な態度が示された。ま
た、Johnson判決では、AAの対象者を判断する際に、
社会・経済的な状況を考慮しなくとも、AAが認めら
れる場合について明らかにしている。それは、AAの
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対象者が資質形成において不利な状況に置かれていな
いが、その能力を公正に評価されず、地位の獲得に不
利な状況に置かれている場合である。Johnson判決で
は、そのような状況を明らかにするひとつの方法とし
て、AAの対象者が有資格者に占める割合と問題とさ
れる地位に占める割合との間の不均衡の存在を明らか
にすること、が示されている。それは、最高裁の多数
の裁判官が、差別や偏見のない公正な評価体制が存在
していれば、このような不均衡は存在しないと考えて
いるからである。このような不均衡が存在する場合、
AAの対象者は地位の獲得に不公正に不利な状況に置
かれているが、AAの直接の受益者は地位獲得のため
の資質形成に不利な状況に置かれたわけではないの
で、AAの支持者が、差別がなければAAの直接の受
益者がAAにより地位の獲得を否定された者を打ち負
かす水準の評価を得ていたと主張せず、AAの反対者
がAAの対象者はAAがなければ地位を獲得すること
ができないという烙印を押されるという批判を提起し
ない程に、AAの直接の受益者とAAにより地位の獲
得を否定される者との既存の評価基準における評価の
差がわずかである場合に限り、AAは正当化される。

結章

結章では、一～七章におけるアメリカの議論を参照
することで、日本国憲法においてAAが如何なる理由
から正当化されるのかについて考察した。AAと差別
的な施策は区別できるため、日本国憲法上、AAには
緩やかな厳格審査が適用される。この基準の下でAA
が具体的に如何なる理由から正当化されるのかを考え
ると、過去の差別の救済と将来の利益の達成がある。
過去の差別の救済は、形骸化した機会の平等を実質的
に保障し、実質的平等を保障するため、過去の差別の
救済という理由は日本国憲法上許容される。
過去の差別の救済は誰もが否定しえない強力な正当
化理由だが、過去の差別の救済という理由によりAA
を正当化するためには、AAの直接の受益者が差別の
事実上の犠牲者であること、AAにより地位の獲得を
否定される者が差別から不当に利益を受けていること
が相当程度明確にされなければならない。しかし、こ
れを明確にするのは困難であり、過去の差別の救済に
よるAAの正当化は実際には困難である。
将来の利益という理由は過去の差別の救済という理
由に伴う問題点を回避でき、AAを容易に正当化でき
るが、過小代表のグループを排除する施策を正当化す
る危険もある。この危険を回避するには、将来の利益
は過去の差別の救済や将来における差別の発生の防止

を意識する必要がある。将来の利益という理由に基づ
くAAは差別を意識することでその危険を回避できる
が、真に救済の必要な者がAAの直接の受益者となっ
ていないと批判を受ける。過去の差別の救済に基づく
AAへの批判はAAの直接の受益者が社会・経済的に
不利な状況になく、差別の影響をほとんど受けてない
ことで生じており、将来の利益に基づくAAにしても
AAの直接の受益者がこのような状況にあることに変
わりない。真に救済の必要な者が直接の受益者となっ
ていないとの批判を回避するためには、AAの対象者
を判断する際に、一四条一項後段列挙事由（列挙事
由）といった区分に社会・経済的な状況を併せて考慮
する必要がある。社会・経済的に不利な状況は地位を
獲得する資質形成環境に悪影響を及ぼすのであり、こ
れにより不当な理由から不利な資質形成環境に置かれ
ている者をより特定することができる。もっとも、差
別や偏見から自らの能力を公正に評価されない状況に
ある場合には、列挙事由だけでAAの対象者を判断し
ても真に救済の必要な者を特定できる。アメリカで
は、AAの対象者が不公正な評価体系にあることを明
らかにする方法として、AAの対象者が有資格者に占
める割合と問題とされる地位に占める割合との間の不
均衡の存在を明らかにすることが挙げられていた。し
かし、真に救済の必要な者を特定するには、この方法
では不十分である。このような不均衡が存在していれ
ば差別の結果が残存しているが、AAの対象者が有資
格者に占める割合と問題とされる地位を新たに得る者
に占める割合に不均衡がなければ、AAの対象者は不
当な理由から地位の獲得に不利な状況に置かれてはい
ない。逆に、AAの対象者が有資格者に占める割合と
問題とされる地位を新たに得る者に占める割合との間
に不均衡があれば、AAの対象者は不当な理由から地
位の獲得に不利な状況にある。ただし、この場合に
は、AAの直接の受益者は地位獲得のための資質形成
に不利な状況に置かれたわけではないので、AAによ
り地位の獲得を否定された者と既存の評価基準におい
てほとんど差があってはならない。AAの対象者を判
断する際には、不利な資質形成環境に置かれているこ
とや不公正な評価体制に置かれていることといったよ
うに、不当な理由から地位の獲得に不利な状況に置か
れている真に救済の必要な者を特定せねばならない。

本稿では、アメリカの人種に基づくAAに関する判
例と学説を中心に検討したため、そこで得られた結果
を人種に基づくAAが問題とされていない日本の憲法
解釈に接合するにはさらに多くの課題がある。そのた
めには、人種に基づくAAのどの部分が性別に基づく
AAに適用することができるのかについて、さらに詳
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細にしていく必要である。また、本稿では検討するこ
とができなかった政治分野などのAA、アメリカ以外
の諸外国との比較検討は今後の課題である。

註
  1 博士号取得後の研究の進展により、固定観念に基づく多様性の

価値もAAを正当化することが明らかとなった。警察の雇用判
断 の 文 脈（Rynlds v. City of Chicago, 296 F.3d 524 （7th Cir. 
2002）；Petit v. City of Chicago, 352 F.3d. 1111 （7th Cir.2003））
では、マイノリティの警察官はマイノリティの市民のことを良く
理解しており、マイノリティの市民と信頼関係を構築しやすく、
マイノリティの共同体の治安を守ることができるとの理由から、
多様性の価値によりAAを正当化する。警察の文脈では、AA
は市民の安全という独自の利益により正当化される。公共の安
全という理由は、典型的な厳格審査の下で、人種区分を正当化
するやむにやまれぬ利益として連邦最高裁により認められてき
た（Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 （1944））。多様性
により雇用上のAAを正当化できるのか否かは、文脈ごとの検
討が必要である。
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