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2016年 9月 2日東京で開催された第 14回 HDCA（人間の発展とケイパビ

リティ）学会で，アマルティア・セン教授が選んだ基調講演の演題は「特
定化（記述）と測定」であった1）．測定に関しては，哲学に，「非通約性」と
呼ばれる問題がある．それは，例えば自由と安全など，異なる善（財）と善
（財）の間に，互いを量的に比較する客観的尺度が存在しうるかを問う議論
である．今回のセン教授の講演は，倫理的経済学の視角から，この問題に
切り込んだ点が新鮮だった．
経済学でおなじみの個人の「効用関数」は，異なる善と善との比較を可
能とする魔法のステッキとされている．〈私にとっての〉限界代替率を考え
ることであれば，いつでも気がねなしにできそうだからである．例えば，
いまより少し多くの安全を確保するために，いくつまでだったら監視カメ
ラの導入を受容できるか，あるいは，いまより少しでも悲しみを減らすた
めに，どのくらいであれば没頭して働く時間を増やすことができそうか，
など．新古典派経済学は，さらに，個人の選好はあらゆる選択肢を完全に
矛盾なく比較できる（どちらがよりよいか，どちらも同じくらいであるか）との
仮定を置く．この仮定のもとでは，どんな機会集合からも，他と少なくと
も同じくらいよい「最適値集合」を決められることになる．
これらの議論をふまえたうえで，セン教授は，本来比較困難な選択肢を

「効用関数」で無理やり比較するのでもなく，かといって，客観的尺度が
ないことを理由に選択自体を放棄するのでもない測定方法に着目する．そ
れは，「いずれも他より悪いとも，よいとも，同じともいえない」選択肢
をとりあえず「最大値集合」に分類しよう，というものである．最大値集
合に属する選択肢は，属さない選択肢より悪くないことは明らかである
が，属するもの同士に関しては文字通り比較ができない．ここからどれか

1） 大会の概要について栗林（2016）参照，また後藤（2011c）参照．
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を選ぶとしても，選ぶ基準に特別な意味があるわけではない2）．
議論のポイントは次の点にある．一方で，哲学的な非通約性の議論が，
非決定性を振りかざしつつ，結局のところ，現状維持に陥る傾向があり，
他方で，経済学的な合理的選択の議論が，きまって推移的で完備的な選好
順序を読み込む傾向がある．セン教授が提唱する潜在能力アプローチはこ
れらのいずれとも距離をおく．その目的は「非通約性」を学問的に探究す
ることでも，「合理的選択」を強迫的に志向することでもなく，制度や政
策のより現実的な改良を続けていく点にあるからである．
もちろん，セン教授の報告にも突っ込みどころはたくさんあった．例え
ば，すでに顕示選好の考え方が広まっている社会では，「いずれも他より
悪いとも，よいとも，同じともいえない」，「最大値集合」からの選択は，
結局のところ完備性を満たす合理的選好のもとでの最適な選択と誤解され
かねない．そのような誤解を避けるために，人は，あえて沈黙を保ち，選
択する機会を与えられながらも，選択の主体となることから身を引き，最
悪の場合は，死を招き入れることがある．このような場面では，個々人の
選択状況を批判的に照らす，外的視点（例えば「倫理」）の必要性が，陰画的
に浮かび上がってくる．
潜在能力アプローチが提唱されてから 35年の年月がたち，多くの学問
分野や臨床場面でその適用が図られている現在，その中心的課題が，経済
学が得意とする「特定化と測定」問題であり，「倫理」的視点をどのよう
に導入するかである点が，セン教授自身によって明確に述べられたことが
きわめて興味深かった．

本書の主題は規範理論である．学問の役割は，最小限の仮定から論理実
証主義的にありうる制度を導出することだけではなく，実践理性に関する
十分な吟味をもとに，ありうべき制度を理論的に構想することにもある．
後者が「規範理論」と呼ばれるものである．規範理論は，その実現可能性
についてはいまだ実証されていない，実証するあてがあるわけでもない，

2） 選ぶ方法としては，コイン投げ，他の人のアドバイスに従う，選択肢を増やす，決める
ための手続きを決め直すといった方法が考えられる．Sen（2000），ch. 4 参照のこと．



一橋大学経済研究叢書64　潜在能力アプローチ
aat0127-hgk.ps : 0003 : 2017/2/28(08:46:54)

は し が き ��

その意味では理論的構築物を示すにとどまる．理論の実現可能性は，実の
ところ，人々自身の行為に開かれており，人々自身の行為に期待されてい
る3）．人々自身が，現にある制度を批判的に吟味し，公共的に精査しよう
とする，そのプロセスで規範理論ははじめて，実現可能性を獲得しうるの
である．
このように内的に完結していない（人頼みである）にもかかわらず，規範
理論が，学問の片隅にあり，他のもの（宗教やプロパガンダ）とはなりえない
のは，理論構築にあたって，過去の理論や学説を広く参照していると期
待されること，さらに，人々に提示され，精査され，批判されるプロセス
と，事後的な検証作業の継続が，事前的に予期されていること，これらが
暗黙の約束事とされている点にある．
とはいえ，規範理論は人々の日常を離れた場所にはありえない．そもそ
も規範は，他の習慣や文化と同様に，われわれの周囲の，あちらこちらに
浮かんでいるもので，ずっと遠くにあって光を放つものもあれば，すぐ近
くにあってくすんでいるものもある．人はそのときどきの用途に応じて，
どれかを選び，たぐり寄せては参照しているのである．
潜在能力アプローチは，効率性規範を柱とする経済分析に，倫理，すな
わち他者との関係性規範を入れた点に特徴がある．効率性規範を柱とする
経済分析は，私的所有権を基礎とするグローバルな市場的交換と契約シス
テムの優位性を導出しやすい．それは，経済主体の個別性（individuality）

を基礎としている点で，個人の合理性や自律の尊重というリベラリズムの
理念とも，功利主義原理ともコア観念を共有する．
だが，われわれの求めるシステムはそれだけではないはずである．個人

3） 現実的ユートピアの観念は，「どこかでいつの日か成立することを示すだけで，必ず成立
するという必然性や予測を述べるものではないけれど，われわれがこの社会世界と折り合い
をつけることを助けてくれる．実現性とは，単に論理的な問題ではなく，社会世界で進行中
の流れや傾向性と深く結びついた問題である．よい理由をもって信ずるかぎり，われわれは
他の人々とともに，いつか，どこかで達成することを，そのような達成のために何かできる
ことを確かに希望しうるだろう．そのことは，失敗するか否かにかかわらず，あきらめや冷
笑に陥る危険を打ち消すに十分である．……実現性に関するわれわれの答えは，世界に対す
るわれわれ自身の態度に影響を与える，それは，現実の政策に到達する以前に，われわれの
参加を制限したり，励ましたりすることによって，実は，政策の決定に大きく作用するので
ある」（Rawls, 1999a, 127 128）．
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の合理性と自律の尊重，効率性規範だけでは回らないたくさんのケースが
あり，倫理的な規範に依拠する無数の実践がある．「福祉国家」と呼ばれ
る制度においては，実のところ，市場的交換と契約システムもまた，倫理
的な規範に依拠するこれらの無数の実践によって支えられていることが，
近年，少しずつ理解されている．本書の目的は，潜在能力アプローチを手
がかりとして，経済学から生まれた規範理論を，いま，ここにほかりと浮
かべることにある．

議論に先立って，用語について簡単に注記しておきたい．センによれ
ば，「機能」（functionings）とは，一定の財や資源を利用して実現される個
人の行い（doing）や在りよう（being），例えば，コミュニケーションをする，
移動する，痛みを逃す，安らぐなどを表す．「潜在能力」とは，本人が利
用可能な資源（モノやサービス，時間：財）と本人の資源（財）変換（利用）能力
（utilization ability）のもとで，実現可能となる複数の機能の組み合わせ方
（機能ベクトルの集合）を表す．

The capability approachは，近年，日本ではカタカナで「ケイパビリ
ティ・アプローチ」と表記されることが多い（朝日，1992/1993; 玉手，2011;

橋本，2015など）．アリストテレス哲学に基づいてケイパビリティ・アプ
ローチを展開したマーサ・ヌスバウムの著書については「可能力・潜勢
力」といった語が選ばれている4）．それに対して，本書は，センの主要な
著作の翻訳にならって「潜在能力アプローチ」と表記した5）．それぞれの
文脈で定義が明確になされるなら，訳語の違いはまったく問題とならない
と考える．ただし，潜在能力という訳語には批判も多い．潜在という語に
は潜伏（latent）というニュアンスがともなうからであろうか．数理的な定
式化は本文にゆずり，ここでは簡単に概念的注記をしたい．
潜在能力の属する機能ベクトルは，「選択肢」という意味ではどれもリ

4） Nussbaum（2006 2012）など参照のこと．ケイパビリティ・アプローチに関するヌスバ
ウムの主要な著作は，Nussbaum（1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1997, 2000 2005,

2003, 2004 2010, 2011a,b），Nussbaum and Glover（1995）などである．
5） Sen（1985a 1988, 1982 1990）．なお，関連する研究書としては，川本（1995），鈴村・
後藤（2001），後藤（2002），若松（2003）がある．
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アルである（実在する）のではあるが，どれもがアクチュアルである（現働し
ている）わけではない．どれかが選択されてアクチュアルとなるとき，選
択されなかった他の選択肢はアクチュアルとはならない6）．また，前者が
選択された後も後者が個人の潜在能力に属し続ける保障もない．価格や他
者を含む諸条件の変化に依存して不在となる可能性があるからである．
選び直すことを可能とするという意味で，持続的にリアルであるのは，
むしろ，個人の利用能力集合の方である．ただし，それを直接，特定し，
測定することには規範的問題がともなう（第 2章第 1節 2項参照のこと）が，
ある機能空間の潜在能力から選ばれた機能ベクトルは，個人の利用能力集
合に影響を与え，対応する資源（財）の力を得てさらに別の機能空間の潜在
能力に影響を与えることがある．個人の選択が自由であるとは，本当のと
ころ，どういうことなのか，これを考察することは，本書を貫くテーマの
1つである．

6） ジル・ドゥルーズの次の言葉を参照のこと．「潜在的（virtuel）は実在的（réal）に対立し
ません．実在的に対立するのは，可能的（possible）です．潜在的は現働的（actuel）に対立
します．その限りで，潜在的は十全な実在性をもっています」（ドゥルーズ，2002 2003，
212）．なお，ドゥルーズのいう virtuel に対応する英語は virtual であり，それには「〔本
来備わった力により〕効力のある，実効のある，効果的な」という意味が残っている．この
指摘はアーヴィン・ゴッフマンの “a vitual social identity” の意を「〈実効をもつ〉性格
づけととった石黒毅の訳注に依る（ゴッフマン，1963 2012, 15, 278）．
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序 章 目的と概要

本書の目的は，アマルティア・センの「経済学と倫理学」の核心である
潜在能力アプローチの経済学的定式化の方法を探究し，それをもとに「自
由の価値」の分配的正義について経済哲学的な考察をなすことにある．以
下に問題関心と課題を簡単に記そう．
近代経済学は，効用概念を鍵とする「価値」の理論において，哲学を先
導するパースペクティブを持ちえた．人間にとって「善きもの」，すなわ
ち「財」，「富」，「厚生」などに関する個々人の主観的効用の集合的評価を
実現する「価格理論」と，それに基づく「一般均衡理論」は，倫理的視点
をいっさい不用とし（むしろ，排除し）ながら，望ましい制度の設計を可能
とする．その考え方と分析道具は，諸科学全般に対して大きな影響を与え
た．
近年，経済学者アマルティア・センによって提起された潜在能力アプ
ローチは，「自由」の価値を測定し，その分配のあり方を評価する，新た
な考え方と分析道具を提示した．それは，人間にとっての「善きもの」を
「潜在能力」（capability），「自由」（freedom）という概念でとらえ直した点で，
また，倫理的視点を，再度，経済学に導入する途を開いた点で，理論的に
も，方法論的にも，近代経済学の「価値の理論」を刷新する意義をもって
いた．
センの「自由」概念は，資源を使って個々人は具体的にどんな行いや在
りようを実現できるのか，その選択可能性（すなわち「潜在能力」）と，それ
を評価する理由に関連する．個人が「効用」を享受するその手前の，より
客観的な状態を測ろうとする点で，潜在能力アプローチは，開発・医療・
福祉・交通など分野を越えて，実践的にも注目された．
だが，潜在能力アプローチは，その概念的豊かさと実践的汎用性に比し
て，理論的定式化がきわめて困難であることが，これまで多くの論者によ
って指摘されてきた．本書の目的は，それらの批判に応答しつつ，潜在能
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力のアプローチの理論的定式化の方法を明らかにすることにある．付記す
れば，この作業を通じて，一方で潜在能力のアプローチの経済理論史的な
意義を確かめるとともに，他方でその実践的・臨床的な適用の利便性を高
めることを試みる．本書の具体的な課題は 4つある．以下に，その概要
を順に紹介する．

1．潜在能力アプローチの経済理論史的意義の省察
本書の第一の課題は，経済理論における潜在能力アプローチの意義を，
経済理論史的に省察しながら，その定式化の方法を展望することにある．
問題関心は以下の通りである．
ある財がある目的にしか価値をもたないとしたら，われわれは，両者の
幸運な出会いを願うしかないだろう．だが，複数の目的に利用可能な汎用
性のある財と，複数の財で代替可能な柔軟性のある目的が複数存在する
としたら，諸財と諸目的のマッチングを工夫しながら，全体的な効果
効率性と公平性 を高める余地が生まれる．いま，目的を個々人の「厚
生」におき，財を個々人の「労働」に求めるとしよう．ここから厚生経済
学の中心的な問いが生まれる．すなわち，1つの「社会」（common wealth:

国富）において，土地や環境，人口や技術，文化や資本などを与件としな
がら，複数の個々人が提供する「労働」と，複数の個々人が享受する「厚
生」をいかに結び合わせるか，という問いである．共同体，組織，企業，
メディア，ネットワークなど有形・無形のさまざまな媒体に仲介された結
び目のあり方を検証し，必要ならばその結び直しを図ることが，アダム・
スミス，アルフレッド・マーシャル，アーサー・ピグーなどによって連綿
と受け継がれた「厚生経済学」（wealth and welfare）の中心的関心である．
いわゆる限界革命を経て誕生した新古典派経済学は，完全に自由な競争
市場であれば，互いに独立な，自律的で合理的な個々人の自発的選択と行
為によって，均衡 安定的・一意的な が実現しうること，それはパ
レート効率性（どの個人の状態をも悪化することなく，ある個人の状態を改善す
る余地はない）という規範的条件を満たすことを，一般均衡理論として証明
した．以来，「新」厚生経済学の課題は，もっぱら「均衡」概念の精緻化
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と，パレート効率性基準を満たす分配ルールの数理的分析に向けられてい
く．
個々人が，制約条件付き効用最大化行動の結果，だれも自分から動こ
うとはしない，不安定ながらもとどまるある状態を「均衡」と見なす考
え方は，経済学的分析の支柱となった．この概念は，個人の自由や社会の
安定・秩序を求める規範的観点からも支持された．だが，その一方で「均
衡」概念は，まさにその「均衡」において発生している餓死や剝奪，排除
や搾取など，現実に存在する深刻な問題を見えなくするおそれがあった．
カール・マンハイムらの言葉を借りれば，イデオロギーとして人々の意識
を規定する側面のあることは否めない（マンハイム，1929 2006）．
センは，この「新」厚生経済学に対してラディカルな批判を展開する．
社会の富と個人の厚生を中心的関心とする「旧」厚生経済学の伝統を継承
しながら，社会的選択理論を武器として，「新」厚生経済学とは別の流れ
を志向した．個々人が実際に享受する帰結（厚生）に視点を置きながら，そ
の個々人の「厚生」を「潜在能力」（福祉的自由）という指標で特定化し，測
定することから，潜在能力アプローチが考案された．その課題は，個々人
の「潜在能力」の分配状態に視点を置いて，現実の経済システムや政策の
あり方を批判的に評価し，あるべき経済政策やシステムを構想することに
ある．第 1章では，この歴史を，「富と厚生」の系譜 国民経済計算の
再概念化 ，「自由と権利」の系譜 社会的選択理論の展開 ，「合
理性と理性」の系譜 顕示選好理論の脱構築 ，「厚生主義」批判の
系譜 経済と倫理の統合的視点 など 6つのフェーズで描いていく．

2．潜在能力アプローチの理論的・数理的定式化
本書の第二の課題は，潜在能力アプローチの実証的研究，その実践的・
臨床的適用を可能とする経済学的定式化を提示することにある．
潜在能力アプローチの概念的構造をとらえるには集合論を用いた定式化
が有用である．市場システムとの関係を明確にするうえでは消費者理論が
有用である．観察可能，測定可能なデータから観察・測定不可能な概念的
事実を推測するうえでは統計的手法が有用である．本書はこれら既存の方
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法を参照しながら，それらを批判的に展開する方向性を示す．
センは，「自由」を，「個人が選ぶ理由（reason）のある行いや在りようを
実際に選びうること」と定義する．そして，「本人が選ぼうと思えば実際
に選ぶことのできる機能の束の集合」を「潜在能力」と呼ぶ．ただし「機
能」とは，一定の資源を利用して実現される個人の行い（doing）や在りよ
う (being)を表し，基本的には観察可能性・測定可能性が仮定される．そ
れに対して，機能の束の機会集合（選択肢集合）としての個人の潜在能力は，
直接的には観察・測定不可能ではあるが，理論的には，本人が現に利用可
能な資源の集合（R.ドゥオーキンの言葉（Dworkin, 1981b）では，外的資源）と，
本人が現に実現可能な利用能力（内的資源）によって捕捉されうる．このう
ち外的資源は観察・測定可能であるのに対し，内的資源そのものは一般に
観察・測定不可能とされる．
留意すべきは，ある機能の束（行いや在りようの束）を「個人が選ぶ理由」
は 選びたいという欲求や願望とは異なって ，当該個人の主観的判
断には帰着されない点である．ある機能の束をある個人が選ぶことができ
るかどうか（つまりは，本人の潜在能力に含まれるかどうか），選ぶことができ
ないとしたらそれはなぜなのか，は本人の関心事であるばかりでなく，社
会の関心事ともなりうる．つまり，「個人が選ぶ理由」の同定にあたって
は他の人々との間 主観的な，あるいはより普遍的な了解可能性が考慮さ
れることになる．
より具体的には，「自由の価値」は資源（財）の社会的な移転を通じて操
作可能な変数とされる．例えば，第 5章でとりあげる「すべての個人の
基本的諸自由の保障」や「国民国家における自由の成長」（自由の価値の総
量の増大）など，さまざまな社会的な目標を設定すること，そのもとで，
個々人の潜在能力を特定化し，測定し，必要に応じて改善することが政策
課題の 1つとなりうる．事実，潜在能力アプローチは，世界の各地域・
各分野で利用され，日本でも開発支援（絵所，1997; 絵所・山崎，2004; 絵

所・穂坂・野上，2004; 野上，2007; 峯，1999, 2004），ジェンダー・不平等
（磯邉，2016;岡，2012a,b;後藤，2014b;中山，2012，松田，2012，善積，2014），
地域公共交通計画の整備（喜多・四辻，2012; 後藤，2011a, 2012a, 2014c;
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佐々木・徳永，2012; 中村・猪井・新田，2014），効率的・公平的な医療資源
配分の実現（Kobayashi, Takemura, and Kanda, 2011; 村上，2014），普遍的
な教育機会の実質的な保障（Saito, 2003; 荒川，2010; 後藤，2012b），環境・
災害・福祉問題（植田，2016; 角崎，2009; 杉浦，2005; 杉川，2010; 早野，2016）

などの目標を牽引するキイ概念とされ，広くその応用が図られてきた1）．
とはいえ，潜在能力は，個人の存在の一部を構成する．その発展は個人
の価値と密接に関連し，その認識は個人のアイデンティティと深く関わっ
ている．そうだとしたら，個々人の潜在能力の評価，そこから特定の機能
の束を「選ぶ理由」は，本人の主体的営みから切り離すわけにはいかなく
なるであろう．ここから経済学が発展させてきた，ルールと制約条件を与
件とする個々人の合理的選択，それらの集合的な帰結としての市場価格シ
ステム，個々人の合理的選択を与件とする新たなルール設計といったアイ
ディアとの連携の余地が生まれる．これらと連携しながら，その批判的な
展開を図る試みが潜在能力アプローチによってもたらされる．第 2章で
は，潜在能力アプローチの経済学的定式化の基本的構図が描かれる．

3．潜在能力アプローチの方法的枠組みの探究
本書の第三の課題は，一方で経済学の諸道具を参照しながら，他方で選
択と機会に関する社会科学・人文科学的知見を広く参照しつつ，潜在能力
アプローチの倫理的特性を抽出することにある．
「自由の価値」の測定を通じて，潜在能力アプローチは，これまでもっ
ぱら政治哲学的に語られてきた「自由」を，工学的・実証的に記述し，設
計し，遂行する方向へと大きく歩を進めた．それは，もっぱら個々人の主
観的効用（例えば満足指標）に依拠して異なる代替的な制度・政策の帰結を
評価する従来の経済政策の枠組みを大きく拡張することになった．その理
論的・実践的な意義は間違いなく大きい．
だが，「自由の価値」の指標化にあたって操作可能性のみを追求すると
したら 工学的・実証的経済学の方法それ自体の枠組みが変わらない限

1） ここで挙げたものはごく一部にすぎない．潜在能力アプローチは正の象現ではなく負の
象現で被害の人間的意味に迫るうえでも有効である．
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り ，「自由の価値」の導出プロセスは，多次元的効用指標あるいは多
次元財指標の一元化プロセスと酷似したものとなり，結局のところ，自由
の価値はスカラー値に，潜在能力アプローチは効用アプローチに還元さ
れかねない．例えば，厚生経済学の基本定理は，所与の（例えば，初期賦与
と市場価格を所与の制約条件とする）機会集合から，個々人が自発的に選択し
た最適点は，均衡においてパレート効率的となる，と主張する．センは，
この定理は，財空間における機会 自由に関する弱い効率性へと拡張され，
さらに，財空間における機会 自由に関する弱い効率性は，機能と潜在能
力の空間における機会 自由に関する弱い効率性へ拡張しうるだろうと述
べている．第 3章でこの命題が批判的に検討される．
効用アプローチでは，財（資源）空間上で定義される個人の選好は，いか
にその定義域が拡張されようとも，結局のところ，統合化された単一の構
造をもった「選好」で記述されることになる．個人の機会集合は本人の所
得と市場価格，本人の利用能力に規定される予算集合以上の意味をもたな
い．実現された消費点はそれを最適点とする本人の個人間比較不可能な選
好を顕示する以上のものではないと解釈される．
だが，本来，自由には財の予算集合とは異なる意味があり，その意味の
違いは，個人の選好評価に関しても新たな分析視点をもたらすはずだっ
た．潜在能力アプローチは，複数の空間で定義される複数の目的に対応し
た，異なる種類の選好関数間のかならずしも統合化されない関係，あるい
は，それらと機会集合（予算集合，潜在能力など）への評価とのかならずしも
整合的ではない関係にも関心を向ける．これらの関係性の中に，効率性と
は異なる倫理の視点が入り込む余地が開けるからである．このような視点
に潜在能力アプローチの独自性があるとしたら，自由の価値の指標化に際
して，それに適した方法的枠組みを創出する必要があるだろう．第 4章，
第 6章ではこの試みが紹介される．

4．潜在能力アプローチの哲学に基づく新たな平等理論の構築
本書の第四の課題は，潜在能力アプローチの哲学に基づく新たな平等規
範理論を素描することにある．
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自由な競争市場に関する一般均衡理論が，リベラリズムに代表される
近代思想のトップランナーであるとしたら，潜在能力アプローチは，ポス
ト・モダンの諸潮流（フェミニズム，多文化主義，マイノリティ運動など）に伴
走しながら，それらを学問の領域に回収する役割を果たす．
センは主流派経済学批判を通じて，近代思想の中核となる概念の拡張に
大きく貢献した．その柱は，脱「一般理論」・脱「均衡理論」・脱「超越理
論」という方法論的特徴にある．センは，自由で合理的で自立した経済主
体間の効率的な「均衡」状態は，経済学研究の出発点でも目的点でもない
ことを明らかにした．また，あらゆる変数，あらゆるパラメーターのもと
で成立する「一般」モデルの構築は，経済学理論の前提でも目標でもない
ことを明らかにした．学問研究の課題は，完備的な順序のもとで最善の理
念や原理を選択すること以前に，明白な不正義を退け，より正義に適った
制度を選択することにあると．これらは厚生主義（welfarism）批判の語に集
約された．第 1章で検討される．
センはまた，政治的リベラリズム，コミュニタリアリズム，ネオリパブ
リカンらの政治哲学のキイ概念を再定式化した．例えば，自由な競争・
契約を越える「潜在能力としての自由」の概念，公正な機会の平等を越え
る「差異の平等」概念，消費者主権を越える「自律」の概念，自助を越え
る「支援された自立」の概念，「主体」（subject）を越える「公共的な主体」
（agency）の概念，埋め込まれた（embed）アイデンティティを越える「選択
的アイデンティティ」（自己像：imaginary self）の概念などが支持された．こ
れらの概念は総じて，リベラリズムを越えた新たな平等理論（差異に応じた
自由の価値の平等）を準備する．第 7章で論じたい．
センはまた，不確実性下での合理的選択，すなわち私的効用最大化行動

（あるいは生涯異時点間を貫く個人内再分配）という主題と，異なる個体である
個人間の，正義に適った再分配という主題とを区別する必要性を指摘す
る．さらに，潜在能力概念に基づいて，個人の自己決定の尊重と社会的支
援の必要性とを両立させる論理を提供する一方で，ロールズ正義理論の
隘路であったインセンティブ理論を越える視座を提供する．さらに，潜在
能力に基づく他者への責任の倫理，「（なすべきことが）できるなら，なすべ
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し」を喚起する．潜在能力アプローチは，厚生主義を乗り越える方法的枠
組みとして定式化されることが示唆された．第 5章では，社会的選択理
論の枠組みとロールズ原初状態の枠組みを拡張しつつ，潜在能力アプロー
チの可能性を探る．

以上の歴史，理論，方法，規範，という 4つの探究課題を通じて，終
章では，潜在能力アプローチとは何であるのか，それはどのような特性と
有効性をもつのか，に関する概観を描くとともに，経済哲学という学問分
野における潜在能力アプローチの意義と可能性を展望する．
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第 1章 厚生経済学と潜在能力アプローチ

　
第 1節 潜在能力アプローチの前史

この小さな本の主な目的は，厚生経済学の基礎，とりわけ個人の福
祉と好機の評価に関して，相互に関連した一群の命題を提出するこ
とにある．私は（「実質所得」の評価におけるように）富裕に焦点をあわせ
たり，（伝統的な「厚生経済学的」定式におけるように）効用に関心を集中
したりする従来の標準的アプローチを批判し，ひとが機能する潜在
能力，すなわちひとはなにをなしうるか，あるいはひとはどのような
存在でありうるかという点にこそ関心を寄せるべきだと主張したい
（Sen, 1985a 1988, “Preface”）．

1．はじめに 潜在能力アプローチの水脈

近年，厚生経済学の流れの中で，潜在能力アプローチのルーツを探る作
業に注目が集まっている．潜在能力という概念の初出は比較的明確（1979

年スタンフォード大学のターナー講義「何の平等か」であり，Sen, 1980に収録）

であるが，より興味深い論点は，潜在能力アプローチは，それまで厚生経
済学が暗黙に前提としてきた方法的前提と思考様式の，いったい，何に対
してどんな異議申し立てをなし，それらをいかなる方向へ押し拡げようと
志向しているのか，である．
上記の引用に見られるように，センは，潜在能力アプローチを，厚生経
済学の伝統的な 2つのアプローチ，資源（財）アプローチと効用アプローチ
にかわる新たなアプローチとして説明してきた．その企図は，伝統的な 2

つのアプローチの利点をふまえたうえで，それらを批判的に展開すること
にあった．すなわち，資源と効用という指標を基盤としてそのうえに構築
される経済理論が見落としがちな問題，あるいは，資源と効用という指標
が覆い隠してしまうおそれのある問題，例えば，市場均衡のただ中で特定
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のグループが被っている苦痛や困難に真正面から取り組むことにあった．
より具体的には，「均衡」（取引・交換・契約における当事者間の合意）の中身や
プロセスを批判的・倫理的に精査すること，合理的な最適化行動をとる個
人の意思と利益と行動のずれをとらえたうえで，個人の価値と評価を尊重
するしくみを構想することなどが課題とされた．
ここでの問いは，このような企図をもつ潜在能力アプローチの拠って立
つ学問的基盤を明らかにすること，伝統的な厚生経済学との対抗的な位置
関係を見定めることである．はたして，潜在能力アプローチとは，何であ
ったのか，何であらなければならないのか．
この問いを考察するにあたって，本章は，潜在能力アプローチを創出
する基盤となったセン経済哲学の 6つの系譜を抽出する．潜在能力アプ
ローチは，これら 6つの水脈が合流した大河であり，未完のシナリオで
ある，というのが，本書の仮説であり，暫定的な結論である（終章参照のこ
と）．

第一は，「富と厚生」の系譜である．ここには実質国民所得の概念と
計測，より広くは価値と価格の計測に関する仕事が含まれる（Sen, 1962,

1966b, 1967b, 1976c, 1979b/1984a, 1980b, 1981b, 1985aなど）．
第二は，「貧困と不平等」の系譜である．ここには福祉と開発の経済学
の理論的・方法的枠組み，とりわけ計測方法に関する事実と規範，記述と
処方箋の関係に関する仕事が含まれる（Sen, 1973/1997, 1976b, 1980, 1981a,

1985a, 1987b, 1999aなど）．
第三は，「自由と権利」の系譜である．ここには社会的厚生の追求にあ
たって，個人の多様な価値と評価をいかに尊重するかに関する仕事，女
性の権利や家庭内正義に関する仕事が含まれる（Sen, 1970a,b, 1976a, 1983,

1985a,b, 1990b, 1992b, 1993b,c, 1996b, 1999a, 2002a, 2009aなど）．
第四は，「合理性と理性」の系譜である．ここには，個人の認識と価値
の問題，例えば，選好と選択，情報と評価の関係が広く扱われる．サミュ
エルソンの顕示選好理論とアロー型社会的選択理論の批判的展開に関する
仕事が含まれる（Sen, 1969, 1983, 1985c, 1995a, 1997, 1999b, 2002a, 2009b
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