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1.1.1.1.    「責任と補償」論とドゥウォーキンの「資源の平等」論 
 

従来、厚生経済学において、分配の公正は個々人の主観的厚生をベースとして考

察されてきた。その代表的議論として、個々人の効用が基数的に測定可能で個人間比較可

能である場合の資源配分の公正さを評価する基準として、「功利主義原理」1や「厚生の平等」
2原理、あるいは、個々人の効用が序数的にのみ測定可能で個人間比較不可能である場合に

おける基準として、無羨望(no-envy)原理(Foley(1967))、平等=等価(egalitarian 

equivalent)原理(Pazner and Schmeidler(1978))等を挙げる事が出来る。ドゥウォーキン

(Dworkin (1981a))は、何が「平等主義的分配」理論として適切であるかという問題の考察

を通じて、厚生主義的分配の公正基準のうちとりわけ「厚生の平等」論に関して以下のよ

うな批判をした。3 

3 人の個人への資源(貨幣)の配分の問題を考える。今、個人 1 は心身健康であり、

彼の消費選好も極めて標準的なもので、パンとビールの食事を摂る生活であっても十分な

満足を得るものとする。個人 2 は心身健康であるが、極めて出費のかかる消費選好を発達

させてきており、キャビアと高級ワイン無しでは日々の生活に十分な満足を得られないも

のとする。個人 3 は生まれついてのハンディキャップを有していて、健康な個人に変わら

ぬ日常生活を送る為には様々な器具を要するものとする。今、この個々人の消費選好は効

用関数で表現可能であり、それは基数的測定可能であり、かつ、個人間比較可能であると

しよう。そのとき、個人 1がパン一斤とビール一杯の食事を摂る生活から得る効用水準 u
と等しい効用を得る為には個人 2 は十分なキャビアと高級ワイン一本を消費できなければ

ならないとしよう。さらに個人 3 がパン一斤とビール一杯の食事を摂る生活から得る効用

水準を個人 1 のそれと等しい水準にする為には、個人 3 は電動付き車椅子を利用しなけれ

ばならないとしよう。今、社会に賦存する総貨幣額は 3人が全員、効用水準 u を享受でき
るだけの大きさであるとするならば、「厚生の平等」基準に基づいて実行される政策は 3人

が等しく効用水準 u を享受するような貨幣配分を行うであろう。しかし、この政策は我々

                                                   
1 ベンサム流の功利主義的基準、すなわち基数的で個人間比較可能な個人的効用の総和を最大にするような社会的帰結
を善しとする立場、は厚生主義的な価値判断の典型例である。 
2 個々人の効用が、基数的に測定可能で個人間比較可能である場合に、パレート効率的な配分であり、かつ、全ての個
人が分配された資源の消費を通じて獲得する効用水準が均等である事を要請する基準を「厚生の平等」と呼ぶ。「厚生の

平等」基準を交渉ゲームの文脈において一つの交渉解として定式化し、公理的に特徴づけた文献としてカライ(Kalai 

(1977))を挙げる事が出来る。 
3 その議論は基本的に厚生主義的分配的正義論一般に適用可能である。 
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の直観的な倫理観と整合的であるとは思われない。この場合の政策は個人 2 及び 3 への貨

幣配分が個人 1 へのそれより多くなる。つまり「厚生の平等」主義的政策はハンディキャ

ップを背負っている事に起因する個人 3 の効用欠損を補償すると共に個人 2 の「出費のか

かる選好」に起因する効用欠損をも同様に補償する事を意味する。しかしながら、後者が

自らの自発的選択の結果による欠損であり、したがってその帰結に対して個人 2 は責任を

負うべき(responsible)であるのに対して、後者は本人の自発的選択に依らない、ハンディ

キャンプの存在という環境的要因に基づく欠損であり、従ってその帰結に対して個人 3 は

責任がない(non-responsible)事柄である。「厚生の平等」基準に基づいて社会状態を評価

する限り、この様な要因の違い ―― それが個人の責任の負うべき要因かそうでないか ―

―を区別する事はない。しかし公正な再分配政策、補償政策はある個人の欠損が責任的要

因であるか否かに知覚的であるべきであるというのが、ドゥウォーキンの「厚生の平等」

批判のエッセンスの一つである。 

「厚生の平等」に代替する平等主義的分配理論としてドゥウォーキンが展開した

のが「資源の平等」論である。ドゥウォーキンは「資源の平等」論こそが、帰結に及ぼす

個人の責任的要因を適切に取り扱う平等主義的再分配政策の提示を可能にすると考えた。

ここで言うところの資源とは、土地、商品、物的資本財等、譲渡可能な(transferable)資源
のみならず、環境制約的な(circumstantial) 資源、すなわち、個人の労働スキルレベルや
その他の資質、あるいはハンディキャップ水準等々、個々人が偶然的に賦与された能力・

資質をも含む概念である。4 以下、前者を外的資源 (external resources)、後者を内的資源 
(internal resources) と呼ぶ事にする。内的資源をも考察の対象にする事によって、ドゥ
ウォーキンの議論は、偶然的・環境的要因に基づく個々人の状態の格差こそ社会的補償

の対象であり、個人の目的や価値、選好の多元性に基づく個々人の状態の格差に対しては

政策的中立性を保つような分配基準の設定を試みていると言える。実際、先程の 3 人の個
人への貨幣配分の問題に戻って、「資源の平等」論を考察すれば、「資源の平等」の立場は

以下のような政策の実行を要請する事が解る： 第一に、個人 2は個人 1と同額の貨幣額を
受け取るに過ぎない。個人 2 の「出費のかかる選好」故に彼の効用の享受水準が個人 1 の
それよりも低くなるとしてもそれは個人 1 の責任であり、社会的補償の対象にはならない
からである。第二に、個人 3に割り当てられる貨幣額は個人 1や 2のそれよりも多くなる
であろう。つまりハンディキャップの存在という内的資源の欠損に伴う個人 3 の効用欠損
は個人 3に責任のない事柄故に社会的補償の対象になり得る。 

換言すれば、「厚生の平等」論は不平等の帰結が導かれる限り、帰結に影響を及ぼ

す要因の全てが社会的補償の対象になるのに対して、「資源の平等」論は社会に個人間の不

平等が存在する時、それを生み出す要因を個人的責任性を有する要因、すなわち個人の選

好、と個人的責任のない環境的要因、すなわち内的資源、とに選別し、後者に基づく不平

                                                   
4 ドゥウォーキンの資源の概念に関するこれらの説明はローマーに負っている。Roemer (1996, p242-7)を参照の事。 
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等のみを是正の対象にする立場であると整理する事が出来る。5 
ドゥウォーキンの「資源の平等」論の基本的立場を以上の様に整理した上で次

に問題になるのは、「資源の平等」主義的分配基準の設定に際して、内的資源賦存の個人

間格差に起因する個々人の帰結の格差というものをいかにして同定するかという点で

ある。換言すれば、内的資源賦存の個人間格差が存在する下ではいかなる外的資源の配

分が、譲渡不可能な内的資源をも含めた包括的資源の平等を導くものと見做しうるであ

ろうかという問題である。 
この問題に対して、以下で展開するようにドゥウォーキン自身は「仮想的保険

市場メカニズム」を、包括的資源の平等基準を満たす資源配分の実行メカニズムとして、

提唱する。この提案を詳細に検討して、仮想的保険市場メカニズムによって導かれる外

的資源の配分は、「資源の平等」論が意図する資源配分の満たすべき基本的性質を満た

さない事を明らかにしたのがジョン・ローマーの研究である(Roemer (1985))。ローマー
はさらに「仮想的保険市場メカニズム」に取って代わるであろう「資源の平等」主義的

配分ルールが満たすべき最低限の条件を幾つかの公理として定式化し、これらの公理を

満たす配分ルールの割り当てる外的資源配分が常に「厚生の平等」基準を満たすもので

ある事を示した(Roemer (1986, 1987))。この定理によってローマーは、ドゥウォーキン
の提唱する包括的資源の平等論とは、ドゥウォーキンの当初の意図とは異なり、個人的

責任のない環境的要因に基づく不遇のみを社会的に補償する議論ではなく、不平等な帰結

を生み出す要因すべてを是正する議論、すなわち「厚生の平等」論に還元されてしまう事、

従って「個人的責任のない要因に基づく補償」という考え方――以下ではこれを「責任的

補償原理」6と称する事にする――と「資源の平等」論の不整合な組み合わせを明らかに

しようとした。以下の議論では、このローマーのドゥウォーキン批判の試みは基本的には

失敗に終わったと言うべきである事を明らかにする。 
ドゥウォーキンにおいて顕在する「責任的補償原理」というアイディアそれ自体

は継承しつつ、何が個人的責任要因であり、何が非責任要因であるかの選別に関する「ド

ゥウォーキンのカット」(Dworkin’s cut)、すなわち「選好」対「資源」という枠組みに
異論を唱え、「厚生の機会に対する平等」(Equality of Opportunity for Welfare)という代替
的な平等主義的分配論を提示したのがアーネソンである (Arneson (1989))。このアーネ
ソンを始祖とする「機会の平等」論を巡る論争については次の章で展開する。 
 ではそもそも「責任的補償原理」というアイディアそれ自体は論理的に整合的な

議論であると言えるのであろうか？この問題をミクロ経済理論の枠組みを用いて論じたの

がフロウベイ、ボッサール等に代表される「責任と補償」に関する経済理論である(Bossert 
(1995) and Fleurbaey (1994, 1995a,b), etc.)。彼らの議論は、以下で詳細に述べる様に、個

                                                   
5 このような平等主義的分配論を「要因選別的平等主義」(factor-selective egalitarian) として分類する事が出来よう。
(Fleurbaey (1995c)) 
6 この呼び方は、後藤･吉原(1997)に拠る。 
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人の責任性を配慮し、責任を負うべき要因にのみ基づく帰結はそのまま是認されるべきで

あるという「責任性の原理」と個人に責任のない要因にのみ基づく帰結は社会的是正の対

象になるという「補償の原理」とは両立不可能であり、従って「責任的補償原理」は論理

的に不整合である事を示そうとした。以下では彼らの不可能性定理は必ずしもドゥウォー

キンやアーネソン達が定めた「責任的補償原理」のエッセンスの論理的破綻を意味しない

のではないかという事を述べる。つまり、フロウベイ達の「責任性の原理」の定式化それ

自体の適切性がまずもって問われるべきである事を論じたいと思う。 
 
2. 2. 2. 2. ドゥウォーキンの「資源の平等」論と仮説的保険市場メカニズム 
 

それでは内的資源賦存の個人間格差が存在する下で、「包括的資源の平等」基

準を導出する外的資源の配分ルールについての議論を進めよう。その様な配分ルールと

してドゥウォーキンはある仮説的保険市場メカニズム(hypothetical insurance market)を
考え、このメカニズムから仮想的に導出される外的資源配分こそ、ハンディキャップの

ある個人に対して社会的にどれほど補償するかを決定する為の評価基準としての「包括

的資源の平等」基準となる、と考えた。 
仮想的保険市場モデルは以下の様な状況を想定する。いま個々人は自分の効用

関数、すなわち、生き方への嗜好性や野心の程度等々、について自覚しているが、自分

がいかなる資質水準を持って生まれてくるかについてはある種の「誕生くじ」によって

決定されるが故に、不確実性が存在すると仮定する。人々が内的資源に関して持ってい

る情報は、この社会での資質水準の客観的確率分布だけである。7 ここで、低水準の資
質やもしくは重度のハンディキャップのくじを引いてしまった個人の、その後の人生に

関する期待効用は、より低いものにならざるをえない。対して、優れた資質くじを引く

ことのできた個人の期待効用はより高いものになる。いま、すべての個人は等しい額の

貨幣を与えられていて、それを用いて外的資源（物的資本財や消費財等）を購入するこ

とができると同時に、ハンディキャップを持って生まれた場合への保険を購入すること

もできるとする。この条件付き債券市場を伴う市場経済において均衡が存在するならば、

その均衡において各個人は、「誕生くじ」の結果として自分に帰属する可能性のあるハ

ンディキャップ水準それぞれに対する補償金額が明記された保険契約を締結している

のである。この「誕生くじ」の設定とそれに対する保険契約の締結というストーリーは

仮想的な世界である。しかしこの仮想的世界の構成によって、現実のある特定の個人が

ある水準のハンディキャップを背負って存在している世界を、仮想的「誕生くじ」のも

                                                   
7 ローマー(1985)はこのような状況を、「薄い無知のヴェール」と名づけた。ロールズ(1971)は「正義の二原理」がいか
に社会契約として人々に同意され得るかを説明する為に、「無知のヴェール」を設定した。そこでは、個々人は自分の資

質水準ばかりでなく、自分の効用関数に関しても不確実性が存在する。ドゥウォーキンの設定が「薄い」と称されるの

は、このロールズの設定との比較ゆえにである。 
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たらし得る一つの帰結であると解釈する事が可能である。従って、仮想的世界での保険

契約均衡が、この現実の世界でハンディキャップのある個人にどれだけの外的資源によ

る補償を行うべきかという問題に関する解を示していると考える事が出来る。つまり、

現実の世界であるハンディキャップを被っている個人が、もし「誕生くじ」に対する仮

説的保険市場が存在したならば、このハンディキャップの可能性に対して購入したであ

ろう条件付き補償こそが、この現実の世界において、「包括的資源の平等」論に照らし

て公正な補償政策を定めるのである。 
ではなぜこの「誕生くじ」に対する仮想的保険市場の下での均衡配分が「包括

的資源の平等」基準の導出を意味すると言えるのであろうか？この問いに関連して、ド

ゥウォーキンは二種類の運(luck)概念、すなわちオプション･ラック(option luck)とブルー
ト・ラック(brute luck)、を動員する。オプション･ラックとは、ギャンブルの享受によ
って伴う帰結に関する概念である。他方、ブルート・ラックとはギャンブルを経由せず

に生ずるリスクに関する概念である。もし「誕生くじ」が公平なくじであり、全ての個

人がくじに対する確率分布を正しく知っている下で、「誕生くじ」に対する保険市場が

存在するならば、各個人が各内的資源くじに対してどれだけ保険を掛けるかもしくは掛

けないかに関りなく、くじの結果はオプション･ラックを意味する。他方、「誕生くじ」

に対する保険市場が存在しない下では、その帰結はブルート・ラックを含意する。従っ

て、仮想的保険市場メカニズムの導入は、内的資源分布の偶然性というブルート・ラッ

クの問題をオプション・ラックの問題に置き換える事を意味するわけである。 
従って、上記のような想定の下での保険市場均衡の帰結に対して、「資源の平

等」主義者がクレームをつけるべき根拠はもはや存在しない。第一に、このようなオプ

ション・ラックの帰結は、ドゥウォーキンに依れば、「誕生くじ」が公平なくじであり、

くじに対する保険市場が市場の機会均等性を正しく維持し続けている限り、公正である

と言わざるをえない。全ての個人は、くじに対する確率分布を正しく知っておりかつ己

の選好を熟知している限り、市場において自発的に締結した保険契約の帰結に対してそ

れぞれ責任を負うべき立場である。また、この仮想的保険市場では全ての個人は初期賦

存として均等な貨幣額を与えられており、従って、購入可能な保険契約に関する実質的

機会集合は等しい。このような設定の下では、もはやブルート・ラックを含意するよう

な事象は存在しない。なぜならば、この設定下で、もし個人間での保険契約に違いがあ

るとすれば、それは個人間の選好の違いを反映したもの以外に有り得ない。すなわち、

ある水準のハンディキャップへの保険金が個人 Aの方が個人Bより少ないのは、個人
Bに比して、個人 Aのリスク選好度の高さを反映するものであり、その様な選択の帰
結に対して、個人 Aは責任を負わなければならない。従って、「資源の平等」論に立脚
する限り、この帰結に対して社会的補償を要請する倫理的根拠は存在しない。 

このように、仮想的保険市場メカニズムは、ブルート・ラックに起因して生じ

うる格差をオプション・ラックに起因する格差に置き換えることができる。したがって、
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包括的な「資源の平等」基準は、仮想的保険市場の均衡配分として設定することができ

るというわけである。また、上記の議論より、この保険市場均衡下では、等しいハンデ

ィキャップ水準を背負う個々人がいつも等しい補償を受け取るとは限らず、この補償額

の格差は各個人のリスク選好の違いに起因した保険契約の内容に依存するという点に

も気付くであろう。 
 
3. 3. 3. 3. ローマーによる、ドゥウォーキンの「資源の平等」論批判 
 

ローマー (Roemer (1985, 1986, 1994, and 1996))はミクロ経済理論や公理的交渉
ゲームの理論の分析装置を用いて、上述のドゥウォーキンの議論を精確に分析し、いく

つかの批判的見解を示している。その批判の主要なポイントは、第一に、ドゥウォーキ

ンの仮想的保険市場はそもそも「資源の平等」基準を設定するのに不適切なメカニズム

ではないか、というものであり、第二に、そもそも「資源の平等」基準は、ドゥウォー

キンが言うように、本当に「厚生の平等」基準に取って変わる独立した基準であるのだ

ろうか、というものである。 
第一の問題に関して、以下の様な例で考えてみよう。今、二人の個人、AとB

からなる共同体で、外的資源として総計C のコーンがこの共同体に賦存しているとし
よう。二人の個人 AとBはそれぞれ基数的測定可能で個人間比較可能な効用関数 )(⋅v 及

び )(⋅w を有しているとする。但し、この二つの効用関数の間には 
任意の 0≥C に関して、 )(Cv > )(Cw  

という関係が成立しているとしよう。この効用関数の違いの根拠がいったい何であるかは

明らかにされていないものの、個人 AとBは、それぞれの効用関数 )(⋅v 及び )(⋅w の特性に

関して責任があるものとしよう。この経済環境では、資源の範疇に属する要素は外的資源

であるコーンだけである。資源が譲渡可能な外的資源だけである限り、「資源の平等」論に

基づく資源配分は直ちに、 )( 21 C,C ＝ 




 C,C

2
1

2
1

となる。その結果として個人Bの享受す

る効用水準は個人 Aのそれよりも低いものとなるが、この帰結における不平等は責任的
要因に基づいている故に、何ら社会的是正の対象にはならない。 
 次に、この個人 AとBの効用関数の効用生産性の違いは、実は二人の内的資源
であるエンドルフィンの賦存量の違いに起因している事が明らかになったとしよう。さ

らに二人の効用関数は単にコーンの消費に対する選好を表現するだけでなく、実はコー

ン消費とエンドルフィンの組み合わせに対する選好を表す共通の効用関数として書き

換えられる事が明らかになったとしよう。二人の個人 Aと Bが無自覚に消費していた
それぞれの内的資源であるエンドルフィンの賦存量を 1a と 2a で表し、それは 1a > 2a と
いう関係を満たすとしよう。さらにコーンとエンドルフィンの消費に対する選好を表現

する、二人の個人の共通の効用関数を )( ⋅⋅,u で表し、これは 



 7 

任意の 0≥C に関して、 )( 1a,Cu ＝ )(Cv , 及び, )( 2a,Cu ＝ )(Cw  

という性質を満たすものであるとしよう。これは明らかに )( 2a,Cu < )( 1a,Cu という性質を

任意の 0>C に関して満たす。この外的資源の平等配分における帰結(効用水準)の不平等は

今や二人の個人の互いに譲渡不可能な内的資源の不均等賦存に起因している事が明らかと

なり、従って「包括的資源の平等」論はさらなる外的資源の再分配を要請する。なぜなら

ば、この内的資源の不均等賦存は二人の個人の自発的意思の統制を超えた偶然的要因であ

るからである。 

外的資源の再分配政策の内容を決定する為に、ここで仮想的にエンドルフィンの

賦存量に関する「誕生くじ」を設定し、さらにドゥウォーキン流仮想的保険市場を設定し

よう。今、この二人の個人は互いに等しい効用関数 )( ⋅⋅,u を持っている事を知っているが、

内的資源 1a と 2a のいずれが自分に帰属する事になるのかについて不確実であるとし
よう。いま、コーンは消費財であり、貨幣としても利用されていると考え、初期におい

てそれぞれの個人に C2/1 のコーンを分配するものとする。二人の個人はそのコーンを

貨幣として、「誕生くじ」の結果に対する保険契約を締結する事を考える。その時に、

任意の個人の保険契約に関する意思決定問題は、 

21 C,C
max )]()([

2
1

2211 a,Cua,Cu +  .t.s  CCC =+ 21 . 

で与えられる。ここで、 1C は個人 AまたはBが、 1a というくじを引いたときに、保険
金支払いもしくは受給の後に消費できるコーンの量である。同様に、 2C は個人 Aまた
はBが、 2a というくじを引いた時に、保険金支払いもしくは受給の後に消費できるコ
ーンの量である。いま、効用関数 )( ⋅⋅,u はコーン消費に関して単調増加であり、かつ強

凹で連続微分可能な関数であるとする。さらに、分析の見通しをよくする為に以下の様

な性質を満たすとしよう: 

任意の 0≥C に関して、 )( 2
2

1 a,Cu
a
a

= )( 1
2

1 a,C
a
au . 

このような経済環境での保険市場均衡において、それが内点解であると仮定すれば、任

意の個人の上述の最適化問題の一階条件は、 )( 11 a,CuC = )( 22 a,CuC が成立することで

ある。(但し、 )( ⋅⋅,uC は )( ⋅⋅,u の 0>C に関する偏微分係数を表す。) それゆえ、強凹かつ

連続微分可能な性質と、上述の仮定により、最適な保険契約は 

12
2

1 CC
a
a

=  

という性質を満たさなければならない。よって保険契約の履行の結果、外的資源の配分

は 1C > C
2
1 > 2C という特徴を持ち、より不遇な内的資源賦存の境遇故に再分配政策に

よって正の外的資源による補償を受けるべき立場にある個人Bはむしろ再分配の結果、
それ以前の平等な外的資源分配の状況よりも状態が悪化している。これは「資源の平等」



 8 

論が目標とすべき帰結としての資源配分とは言えない。この例を通して、ローマーは、

ドゥウォーキンが「資源の平等」論を提唱する動機として位置づけていた「責任的補償

原理」と、「資源の平等」論が目的とする「内的資源の欠損に対するより多くの外的資

源の割り当てによる補償」という帰結としての資源配分の特性とは両立し得ない事を明

らかにしようとしているのである。しかし以上の議論はドゥウォーキン流仮想的保険市

場メカニズムによっては両立出来ない事を示したに過ぎない。それ以外のどんなメカニ

ズムを考えたとしても、「責任的補償原理」と「資源の平等」論の目的とが両立不可能

である事を示さんとするのが、以下の第二の試みである。 
第二の問題点に関しては、ローマー (Roemer (1986, 1987))が、経済環境下の公理

的交渉ゲーム理論の枠組みを用いて、「資源の平等」政策が満たすべき必要条件を４つの公

理として定義した後、この４つの公理をすべて満たす資源配分ルールは唯一、「厚生の平

等」基準を実行するものだけであることを証明した。以下、経済環境下の公理的交渉ゲー

ムのモデルを定義する。n人から構成される社会を考え、それを集合N で記述する事にし
よう。この社会での経済問題は純粋交換経済の下でのある与えられた資源のn人の個々人へ
の配分問題であり、各個人の消費選好は基数的に測定可能で個人間比較可能な効用関数に

よって表されるものとする。今、この社会で認識されている財の種類がm個ある場合に、

このm種類の財に対する効用関数のクラスを )(mU で表し、それは m
+R 上の実数値効用関数

であって、強単調増加、連続、かつ凹性を有し、さらに )0(u ＝0である様な全ての関数の
集合であると仮定する。ここで一つの経済環境は財の種類、財の総賦存、効用関数のプロ

ファイル、以上４つの組み合わせによって定義され、e＝ nu,,uxm L1;; として記述され

る。但し、 x ∈ m
+R であり、かつ、任意の i ∈ N に関して、 iu ∈ )(mU であるとする。8 こ

のように定義された、m種類の財のある経済環境のクラスは )(Σm で記述される。さらにΣ＝

m∪ )(Σm であるとする。ある経済環境 e ∈ )(Σm における効用可能性集合は、 

                                                   
8 例えば、先の２人の共同体でのコーンとエンドルフィンの例における経済環境はここでは以下の様に記述

される:  

BA u,ua,a,C );(;3 21  

但し、 Au , Bu ∈ )3(U , かつ 

任意の 0≥C に関して、 Au )0( 1 ,a,C ＝ Au )( 21 a,a,C ＝ )( 1a,Cu  

及び Bu )0( 2a,,C ＝ Bu )( 21 a,a,C ＝ )( 2a,Cu  
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)(eA :={ Ni
iu ∈)( ∈ n

+R | Ni
ix ∈∃ )( ∈ n

+R , ∑
∈ Ni

ix ≤ x , )( ii xu ＝ iu ( ∀ i ∈ N )} 

によって定義される。効用関数の仮定より、効用可能性集合 )(eA は、強包括的(strictly 

comprehensive)で、原点0 ∈ n
+R を含む閉凸集合となる。 

配分ルール(もしくは配分メカニズム)は各経済環境 e ∈ Σ に対して実行可能配分
集合 )(eZ のある非空部分集合を割り当てる対応F である。9ここでは、考察すべき配分ル
ールは以下の条件を満たすものに限定する: 
Axiom Axiom Axiom Axiom ΣD :::: 配分ルールF は、任意の経済環境e ∈ Σ に対して、以下の２つの性質を
持つ対応である: 

本質的一価性本質的一価性本質的一価性本質的一価性 (Essential single-valuedness): ∀ Ni
ix ∈)( , Ni

ix̂ ∈)( ∈ F ( e ),  

iu )( ix ＝ iu )( ix̂  ( ∀ i ∈ N ), 

及び、 
全対応全対応全対応全対応 (Full correspondence): ∀ Ni

ix ∈)( , Ni
ix̂ ∈)( ∈ )(eZ ,  

[ Ni
ix ∈)( ∈ F ( e ) & iu )( ix ＝ iu )( ix̂  ( ∀ i ∈ N )] ⇒ Ni

ix̂ ∈)( ∈ F ( e ) . 
 

この条件によって、配分ルールは、自然な性質を満たす経済環境全てに関して、

実行可能な資源配分の非空部分集合を指定するものであり、かつ、その集合のどの要素

を選出しても各個人が獲得する効用水準は変わらないものとなる。 

この配分ルールが「資源の平等」的配分ルールである限り最低限満たすべき条

件としてローマーが定式化した４つの公理とは、「パレート最適性」10、「経済的対称性」
11、「資源単調性」12、および「次元間の資源配分の整合性」である。ローマーは「経済

                                                   
9 ここでは議論の簡単化の為に、配分ルールの定義域として考える経済環境は全て強単調の効用関数プロファイルをも
つ、従ってそこから導出される効用可能性集合は強包括的になるものだけに限っている。ローマーのオリジナルの議論 
(Roemer (1988,1996))では、それ以外に弱単調の効用関数プロファイルをもつ、従ってそこから導出される効用可能性
集合は弱包括的になるようなより広い経済環境のクラスをもルールの定義域として考察している。 
10 パレート最適性パレート最適性パレート最適性パレート最適性 (PO) (PO) (PO) (PO) (Pareto Optimality): ∀ e ∈ Σ, Ni

ix̂ ∈)( ∈ F ( e ) はパレート効率的配分である. 

11 経済的対象性経済的対象性経済的対象性経済的対象性 (Sy) (Sy) (Sy) (Sy) (Ecomomic Symmetry) : : : : ∀ e＝ nu,,uxm L1;; ∈ Σ,  

[ iu ＝ ju  ( ∀ i , j ∈ N ) ⇒ ( )nx,,nx L ∈ F ( e )]. 
この公理は以下の様な内容を持つ：配分ルールは、全員が同一の効用関数を持つならば、全員に等しい外的資源を配分

しなければならない。 

12資源単調性資源単調性資源単調性資源単調性 (RMON) (RMON) (RMON) (RMON) (Resource Monotonicity): ∀ e＝ nu,,uxm L1;; , 'e ＝ nu,,u'xm L1;; ∈ Σ, 

[ x ≥ 'x ⇒ )(eFµ ≥ )( 'eFµ ], 

但し )(eFµ :＝ Ni
ii eFu ∈)))(((  & )(eF i

はF がeの下で個人 iに割り当てた財ベクトルの集合. 

この公理は以下の様な内容を持つ：配分ルールは、外的資源の賦存量が増加するという形で経済環境が変化したならば、
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的対称性」と「資源単調性」は「資源の平等」を目的とする配分ルールが当然満たすべ

き必要条件であると位置づけた。他方、「次元間の資源配分の整合性」は、ドゥウォー

キンの仮想的保険市場メカニズムが引き起こしてしまう上記の例――よりハンディキ

ャップの大きい個人が資源配分政策によって状態がさらに悪化する――の状況を引き

起こさない配分ルールを要請するものとして定義された。そもそもなぜこのような状況

が生じてしまうのかについて、ローマーは、配分ルールが整合性(consistency)の条件を
満たさない事――仮説的保険市場メカニズムの下では、エンドルフィンが隠れた内定資

源として人々の効用生産に影響を与えていた事が発見される以前と以後とで指定され

る配分が変わってしまう―― が元凶であると考えた。しかしながら、そもそもいかな
る内的資源が人々の効用生産に影響しているかを常に完全に社会が認識する事は極め

て情報コストの要する事であって、むしろ事後的に内的資源が発見されたとしてもルー

ルの指定する外的資源配分の値を変えずに済むように予め設計されておく方が望まし

い。この様な動機にもとづいて提唱された公理は以下の様に定式化される: 

次元間の資源配分の整合性次元間の資源配分の整合性次元間の資源配分の整合性次元間の資源配分の整合性 (CONRAD) (Consistency of Resource Allocation across Dimension) 13:  

環境 'e ＝ nu,,uy,xlm L1);(;+ ∈ Σ かつ、 iu ∈ )( lm+U  ( ∀ i ∈ N ) において

Ni
ii ŷ,x̂ ∈)( ∈ F ( 'e ) であるとする。但し、各個人は、財ベクトル yに対してその構成要素のう

ち高々1種類の財に対して正の効用を得るにすぎない。今m次元上の財空間で定義される効用
関数で、以下の様なものを考える: 

∀ x ∈ m
+R , i*u ( x ) = iu ( x , iŷ ) ( ∀ i ∈ N ). 

もし i*u ( 0 )＝ 0  ( ∀ i ∈ N ) ならば i*u ∈ )(mU となり、許容可能な経済環境 *e ＝
n** u,,uxm L1;; が定義される。このとき、もし )( *eA ＝ )( 'eA ならば、 Ni

ix̂ ∈)( ∈ F ( *e )

とならねばならない。 
 
 以上の 4つの公理を全て満たす「資源の平等」主義的配分ルールは以下に示す
ような特徴を持つ: 
定理定理定理定理 ((Roemer (1986, 1988))(Roemer (1986, 1988))(Roemer (1986, 1988))(Roemer (1986, 1988))): パレート最適性パレート最適性パレート最適性パレート最適性 (PO), 経済的対称性経済的対称性経済的対称性経済的対称性 (Sy), 資源単調性資源単調性資源単調性資源単調性(RMON), 

                                                                                                                                                     
いずれの個人の効用水準も悪化しないように配分しなければならない。 
13この公理は以下の様な内容を持つ：外的資源と内的資源が存在する経済環境における個々人の効用可能性集合が、 外
的資源だけが存在する経済環境における個々人の効用可能性集合と等しい場合には、より大きい財の次元を持つ前者の

下で配分ルールによって指定される配分から内的資源の財ベクトルを取り払う形で構成される配分が、より小さい財次

元を持つ後者の下で、配分ルールによって指定されなければならない。 
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及び、次元間の資源配分の整合性次元間の資源配分の整合性次元間の資源配分の整合性次元間の資源配分の整合性 (CONRAD) を満たす唯一の配分ルール F が存在し、それは
全ての個人に等しい効用水準を保証するパレート効率的配分を常に割り当てるものである。 
 

この結果は、「資源の平等」主義的配分を実行するルールならば最低限満たすべき４つ

の必要条件によって公理的に特徴づけられるルールは「厚生の平等」的配分を実行する

ものだけである事を示している。ドゥウォーキンによれば、「資源の平等」と「厚生の

平等」論とは、前者が「責任的補償原理」を満たすが後者は満たさないという点で、互

いに相容れない原理であると位置づけられたわけだが、ローマーの定理は、4つの公理
が確かに「資源の平等」の最小限の理念を適切に把握していると見做せる限りにおいて、

ドゥウォーキンのフレームワークを根本的に批判する結果を意味していると言えよう。 
この 4つの公理は全て帰結主義的な公理であり、「責任的補償原理」の理念を

反映する条件は一つもないが、ローマーの見解に基づけば、「責任的補償原理」に基づ

くドゥウォーキン流「資源の平等」論もまたこれらの公理を満たさなければならないと

いう事になる。しかし「経済的対称性 (Sy)」を除く他の 3公理はいずれも「資源の平
等」の必要条件としては強すぎる要求14か、もしくは本質的に無関係な要求15である様

に思われる。「責任的補償原理」に基づく「資源の平等」主義的配分ルールもまたこれ

ら 3公理を満たさなければならないという、倫理的根拠は必ずしも明瞭ではない。16し

かも以下で見るように、3公理の中には本質的に「責任的補償原理」に基づく「資源の
平等」論と相容れない性質を伴いうる条件も含まれているようにみえる。 
 CONRADがそれに相当する。17この事を見る為に、先のコーンとエンドルフィ

ンの経済の例を用いよう。注 7で示したように、この例で定義される経済は 

'e ＝ BA u,ua,a,C );(;3 21  

で記述される。他方、エンドルフィンが隠された、 'e の還元経済(reduced economy)は、 

                                                   
14 RMON及び CONRADがそれに相当する。 
15 POがそれに相当する。 
16 Roemer (1994; chap. 7)では、4つの公理に対する批判に答える形で、それぞれの公理を別のもっともらしい公理に置
き換えるといかなるルールが導出されるかについての検討を行っている｡ 
17 以下の議論のエッセンスはスキャンロン(Scanlon (1986))の CONRAD批判と本質的に同タイプのものである。尚､ロ
ーマー自身、Roemer (1994; chap. 7; pp.178-9)において、このスキャンロンの CONRAD批判を受け入れる形で、エン
ドルフィンの存在の発見によってハンディキャップのある個人の状態が却って悪くなる事を防ぐ為のより純粋な公理、
｢倒錯防止｣(PP) (Perversity Prevention)を導入し､ PO, Sy, RMON, PPの 4公理を満たす配分ルールはもはや｢厚生の
平等｣基準を満たすものにならない事を論じている｡ 以下､2人の経済モデル上で PPの定義を与える: 

倒錯防止倒錯防止倒錯防止倒錯防止 (PP) (PP) (PP) (PP) (Perversity Prevention): 任意のu , v ∈ 2+mU で、以下の 2つの性質を持つものを考える: 

(1) mx +∈∀ R , +∈∀ Ry , )0( ,y,xu = )0( y,,xv , 
(2) ∈∀ z +R , )0( z,,xu = )00( ,,xu = )00( ,,xv = )0( ,z,xv . 
ここで v,ub,a,xme ),(;2+= , ba ≥ , *v*,uxm*e ;;= ,但し 

mx +∈∀ R , )0()( ,a,xux*u = & )0()( b,,xvx*v = であるとしよう。このとき、

))(( 2 eFv ≥ ))(( 2 *eF*v とならねばならない。 
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*e ＝ w,vC ;;1  

で記述される。 'e と *e との関係は確かに CONRADの前提条件を満たすものであり、従
って、F ( 'e )＝ F ( *e )が要請される。すでに明らかな様に、仮想的保険市場メカニズム
はこの要請を満たさない。だが、個人 Aと個人Bの効用関数の違いがエンドルフィン
という隠れた内的資源の違いに起因するのではなく、個人 Aに比して個人Bが常に享
楽的な生活を選択し続ける事で「出費のかかる選好」を発達させてきたが故である場合

もまた、環境は 

**e ＝ 'w,'vC ;;1  但し 'v ＝ v , 'w ＝w  

と表現され、これも環境 'e の還元経済(reduced economy)となる。このとき、 'e と **e と

の関係が CONRADの前提条件を満たす事も容易に確認できる為、F ( 'e )＝F ( **e )とな
らねばならない。この事は、CONRADが配分ルールに対して、個人Bの効用欠損の原
因が彼のハンディキャップである場合か、彼が自発的に「出費のかかる選好」を発達さ

せてきた結果であるかに無関心である事を要求している事を意味する。以上より、

CONRADは、配分ルールに「責任的補償原理」の理念を放棄する事を要求する、「資源
の平等」論にとっては極めて強い条件であり､ルールに限りなく厚生主義的な性質を賦

課する公理であるように思われる｡実際､ローマー (Roemer (1988))自身が証明している
ように、CONRADと以下で定義される「交渉問題における厚生主義」公理とは同値で
ある事が示される18: 
交渉問題における厚生主義交渉問題における厚生主義交渉問題における厚生主義交渉問題における厚生主義(W) (Welfarism): ∀ e , 'e ∈ Σ, [ )(eA ＝ )( 'eA ⇒ )(eFµ ≥ )( 'eFµ ]. 

 

こうして見てくると、ローマーの一見パラドキシカルな帰結は、実は公理それ自体に結

果が「厚生の平等」を導出せざるを得ないようになる仕組みが隠されており､また、責

任的補償原理」の理念に基づくドゥウォーキン流「資源の平等」論は事実上、分析の最

初から考察の対象より外されてしまっている事に気付くであろう｡その意味で、ローマ

ーのドゥウォーキン批判の第二点目は失敗に終わっていると言ってよいだろう｡ 
 
4. ｢責任的補償原理｣ ――｢自然報酬の原理｣と｢補償の原理｣による定式化―― 
 

ローマーは、ドゥウォーキンの「資源の平等」論によって導かれるであろう帰結

の特徴に対して批判的分析を展開してきた(Roemer (1985,1986))が、「資源の平等」論の理
論的背景であって、ドゥウォーキン以後のアーネソン(Arneson (1989))やコーヘン(Cohen 

                                                   
18 正確には、 

WWWW ⇒ CONRADCONRADCONRADCONRAD    かつ､ Axiom Axiom Axiom Axiom ΣD ∩  CONRAD CONRAD CONRAD CONRAD ⇒  W W W W    
が成立する。ここでは Axiom Axiom Axiom Axiom ΣD を満たす配分ルールを仮定している為､WWWW と CONRADCONRADCONRADCONRAD の同値性が言える｡ 
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(1989,1993))らの平等主義的哲学に継承された｢責任的補償原理｣自体は、ここ 15年来の分
配的正義論における注目すべき成果であると評価している(Roemer (1996;chap.8))。他方､
この｢責任的補償原理｣自体を公理群として定式化し､この原理の論理的整合性、並びに､こ

の原理によって正当化され得る配分ルールの特徴づけを、ミクロ経済理論の枠組みにおい

て行ったのが､フロウベイ(Fleurbaey(1994,1995a,b))、ボッサール(Bossert (1995))、フロウ
ベイ＆マニキュエ(Fleurbaey and Maniquet (1996,1999a,b))等に代表される研究である｡
これらの諸研究では、まず帰結ないしは社会状態に影響を与える個人的諸要因を責任的要

因(responsible factors)と非責任要因(non-responsible factors)に分別できる事を仮定する19。

その上で、｢責任的補償原理」を二つの独立した原理に分解する｡第一は、｢自然報酬の原理 
(principle of natural reward)｣(Fleurbaey (1995b))と呼ぶもので､これは以下の様に定義さ
れる:もし何らかの｢自然報酬機構｣が存在するならば、それは出来る限り自由に機能させる
べきであり､個人は適切な意思決定を行う事、ないしは好ましい特徴を持つ事によって､そ

の機構から利益を得るべきである｡この原理に基づくと、責任的要因に関する個人の意思決

定に起因する帰結の全てを彼は甘受しなければならない、と言われる｡他方､第二の原理は

｢補償の原理(principle of compensation)｣(Fleurbaey (1995b))と呼ぶもので､これは非責任
的特質の格差による帰結への影響は外的資源によって相殺されるべき事を主張する｡かく

してこれらの諸研究は、我々がこれまで｢責任的補償原理｣と称して来たアプローチはこれ

ら互いに独立な２つの原理の共働によって定式化されるべき事、そして２つの原理が独立

であるという事はこれらが本来互いに両立可能な主張であるかどうか自体、自明ではない

事に注意を促した｡ 実際、｢自然報酬の原理｣と｢補償の原理｣が一般に両立不可能である事
を、これらの諸研究は、様々な経済問題の文脈において数理的に証明した。20 

第一のフロウベイ(Fleurbaey(1994,1995a))に代表される研究は、純粋交換経済に
おいて、効用の損失として体現される､ ハンディキャップによる消費生活上の影響を貨幣
による補償によって相殺する為の資源配分問題を定式化し､その問題の文脈で上記２つの

原理を幾つかの公理群として定式化し､両原理の両立可能性について分析した｡ 第二のボ
ッサール(Bossert (1995))に代表される研究は、所得再分配モデルを定式化し､人々がそれぞ
れの事前的所得に対して部分的にしか責任がないときに適用されるファースト･ベスト再

分配ルールが上記の２原理を満たす為の条件を明らかにしようとした｡ 第３のフロウベイ
＆マニキュエ(Fleurbaey and Maniquet (1996,1999a))に代表される研究は、生産経済にお
いて､個々人に非責任的なスキル(skill)の格差が存在する下での資源配分問題を取り上げ､
その問題の文脈で上記２つの原理の両立可能性について分析した｡21 

                                                   
19 後に詳細に見るように､Fleurbaey(1994,1995a,b)及び Fleurbaey and Maniquet (1996,1999a)等の研究では、ドゥウ
ォーキンのカット(Dworkin’s cut)と同様､個人の選好が責任要因、個人のハンディキャップレベルないしはスキルレベル
を非責任要因として仮定している。他方､Bossert (1995)等の研究では責任要因、非責任要因それぞれの内容は特定化さ
れていない｡ 
20 これらの諸研究についてのより包括的なサーベイ論文としては、Fleurbaey and Maniquet (1999b)を見よ｡ 
21 以上３つのアプローチのうち､第１､第３の研究は、ドゥウォーキン(Dworkin (1981b))の｢野心対ハンディキャップ｣、
「野心対タレント」の構図を反映したものと考える事も出来よう｡ 



 14 

 
4.1  4.1  4.1  4.1  拡張された純粋交換経済における責任と補償のミクロ経済理論 

純粋交換経済における、ハンディキャップによる効用の損失を貨幣による補償に

よって相殺する資源配分問題において、フロウベイ(Fleurbaey(1994,1995a))は｢自然報酬の
原理｣と｢補償の原理｣を、この問題の文脈で定義される配分ルールの性質に関する２つの公

理として定式化した｡22２つの公理とは、第一に、任意の２個人の間で偶然的要因が等しい

ならば、資源が平等に分配されることを要請する、「等しい障害に対する資源の平等」

(EREH)の公理であり、第二に、 任意の２個人の間で、主観的選好が等しいならば、等し
い厚生水準が達成されることを要請する、「等しい選好に対する厚生の平等」(EWEP)の公
理である。以下にその内容を簡単に紹介しよう。 

ある一つの社会は集合 N = }1{ n,,L で表される個々人から構成されているとしよ

う。任意の個人 iは移転不可能な内的資源、すなわちハンディキャップ iy と、 +R × Y上
で定義される選好順序 iR をもつ。ただし、 +R は移転可能な外的資源に対する個人の消費

可能空間をあらわし、Yは存在しうるハンディキャップ水準 iy からなる集合を表す。社会
には、ある固定された量の移転可能な外的資源ω ∈ ++R が賦存する。いま、y = )( 1 ny,,y L

を個々人のハンディキャップ水準のプロファイル、R = )( 1 nR,,R L を個々人の選好のプロ

ファイルを表すものとする。23 注記すべきは、個々人のハンディキャップ水準は、彼らの

責任が及ばない要因であり、他方、選好は、個々人の責任が及ぶ要因であると仮定されて

いる点である。ここで、ある一つの経済環境はプロファイル e = )( ω,R,y,N によって定義

される。その普遍集合をDとしよう。 
社会の問題は、外的資源を個々人に分配する事である。すると、任意の環境 eに賦

存する財ωの実行可能配分集合は、 )(eZ : = { x ∈ n
+R | ∑

∈ Ni
ix ＝ω }として定義される。こ

のとき、配分ルールは関数φ : D → n
+R であり、それは任意の経済環境e ∈ Dに対して、あ

る実行可能配分φ )(e = x ∈ )(eZ を指定するものである。24今、 )(eiφ はこのルールによっ

て個人 iに割り当てられる外的資源を表している。 
｢自然報酬の原理｣と｢補償の原理｣に関する２つの公理はそれぞれ以下の様に定式

化されている: 

等しいハンディキャップに対する等しい資源等しいハンディキャップに対する等しい資源等しいハンディキャップに対する等しい資源等しいハンディキャップに対する等しい資源 (ERE (ERE (ERE (EREH) H) H) H) (Equal Resource for Equal Handicap)::::    

De ∈∀ , Nj,i ∈∀ , ⇒= ji yy[ )()( ee ji φφ = ]. 

等しい選好に対する等しい厚生等しい選好に対する等しい厚生等しい選好に対する等しい厚生等しい選好に対する等しい厚生 (EWEP) (EWEP) (EWEP) (EWEP) (Equal Welfare for Equal Preference)::::    

                                                   
22 フロウベイと同様の純粋交換経済で類似の分析を行った文献として Iturbe and Nieto (1996)がある。 
23ドゥウォーキン流「資源の平等」論に対するローマーの議論(Roemer (1985,1986))と異なり､ここでは個人の選好順序
は序数的にのみ測定可能で、個人間比較不可能な効用関数で表現できるだけであるとされている。 
24 以下では Fleurbaey(1995a)の定式に従って、配分ルールは一価関数として定義し､公理もそれに沿って記述される｡
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De ∈∀ , Nj,i ∈∀ , ),)(())(([ jjiiiji y,eIy,eRR φφ⇒=  

or ),)(()0(0)( jjiii y,eRy,&e φφ = or )y),e((R)y,(&)e iiijj φφ 00( = ]. 

EREH は、非責任要因に関する相違を資源の補償的分配の必要条件とする要請である。非責

任要因に関して相違がない場合には、資源の格差的補償はなされないことを意味する。他

方、EWEP は、非責任要因に関する相違のみが存在することを資源の補償的分配の十分条件

とする要請であり、責任的要因に関する相違がない場合には、各人の主観的厚生上の帰結

的格差が解消するまで、補償的分配がなされなければならないことを意味する。フロウベ

イはこれら両公理が矛盾する事を示した: 

命題命題命題命題    (Fleurbaey(1994,1995a)): EREHEREHEREHEREH と EWEPEWEPEWEPEWEP とを共に満たす配分ルールφは存在しない｡ 
 

証明: }4321{ ,,,N = の社会において、外的資源が 21 yy = ＝１及び、 43 yy = ＝３でありかつ、

選好が 31 RR = 及び、 42 RR = であるような環境で､ 選好 31 RR = は )( y,xu ＝ x＋ yによって、

42 RR = は )( y,x'u ＝ x＋2 yによって表されるとする｡さらにω＝５とする。このとき EREH と
EWEP を適応すると、実行可能配分が存在しなくなり､結果が得られる｡ Q.E.D. 

 

フロウベイの分析の目的は、この不可能性定理を出発点として、２つの公理が両立可能と

なるまで各々の要請を弱めること、そして、両立可能となった弱められた２つの公理をみ

たす配分ルールのクラスを特定化することにあった。以下がその第一ステップである: 

EREH*: EREH*: EREH*: EREH*: De ∈∀ , [ Nj,i ∈∀ , ji yy = ] ⇒ [ Nj,i ∈∀ , )()( ee ji φφ = ]. 

EWEP*: EWEP*: EWEP*: EWEP*: De ∈∀ , [ Nj,i ∈∀ , iR = jR ] ⇒ [ Nj,i ∈∀ , ))(())(( jjiii y,eIy,e φφ , 

or ),)(()0(0)( jjiii y,eRy,&e φφ = or )y),e((R)y,(&)e iiijj φφ 00( = ]. 

 
EREH*と EWEP*とを共に満たす配分ルールの例は以下の議論でいくつか与えられる｡ 
 フロウベイは上記の 2 つの公理をさらに以下の様に弱めた。今、ある外的資源

y~ ∈ Y及び、選好R~が社会の参照水準としてそれぞれ与えられたとしよう。そのとき、 

y~ ----EREH*: EREH*: EREH*: EREH*: De ∈∀ ,[ Ni ∈∀ , y~yi = ] ⇒ [ Nj,i ∈∀ , )()( ee ji φφ = ]. 

R~ ----EWEP*: EWEP*: EWEP*: EWEP*: De ∈∀ ,[ Ni ∈∀ , R~Ri = ] ⇒ [ Nj,i ∈∀ , ))(())(( jjii y,eI~y,e φφ , 

                                                                                                                                                     
しかしながら、Fleurbaey(1994)の定式の様に配分ルールを対応として定式化しても､以下の議論の本質に影響はない｡ 
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))(()0(0)( jjii y,eR~y,&e φφ = , or ))(()0(0)( iijj y,eR~y,&e φφ = ]. 

 
y~ -EREH＊とは、すべての社会構成員のハンディキャップが、社会が何らかのプロセスを経
て――それがいかなるプロセスであるのか､という問題はここでは問わない――選択した

ある参照水準 y~と偶々一致するならば、任意の２人の個人に配分される資源は等しくなら
なければならないことを要請する公理である。これはもはや｢自然報酬の原理｣の要請とし

て位置づけられるべきものではないように思われる。なぜならば、｢自然報酬の原理｣は、

個々人の主観的選好の違い、従って責任要因の格差に対して配分ルールが無関心である事

を要請するものであるが、y~ -EREH＊ は全員の内的資源が、参照水準に一致しないとはいえ、
偶々等しい場合でさえ､責任要因の格差に対する配分ルールの無関心性を必ずしも要求し

ないからである｡ 

他方､R~ -EWEP＊とは、すべての社会構成員の選好が、社会が何らかのプロセスを
経て――それがいかなるプロセスであるのか､という問題はここでは問わない――選択し

たある参照選好R~と等しいならば、任意の２人の個人の厚生水準は等しくならなければな
らないことを要請する公理である。この公理は、全員が参照選好R~を持つ場合には、ある
個人の効用欠損がその個人の非責任要因に起因すると認める事を意味する。従って、全員

の選好が偶々一致していたものの、それが参照選好に等しくない場合におけるある個人の

効用欠損は彼の非責任要因に起因すると同定されるとは限らない事を意味するが､これが

「補償の原理」として如何なる意味を有するかは自明ではない｡ 

フロウベイは、以上の公理群と、厚生経済学における代表的な衡平基準――｢無羨

望｣基準と｢平等=等価｣基準――との論理的関係を分析した｡この経済モデルにおける｢無羨

望｣基準は以下の様に定義されよう: 

定義定義定義定義(Roemer (1985),Fleurbaey (1994)):配分ルール NEφ が無羨望配分ルール無羨望配分ルール無羨望配分ルール無羨望配分ルールであるのは以下の

ときである: Nj,i ∈∀ , De ∈∀ , ( NE
iφ )(e , iy ) iI ( NE

jφ )(e , jy ). 

明らかに NEφ はそれがwell-definedであるならば、EREHとEWEPとを共に満たす(Fleurbaey 

(1994))。しかしながら、Pazner and Schmeidler (1974)が労働スキルの異なる生産経済で

効率的な無羨望配分が存在しない事を示した議論と類似の方法で、この経済でも NEφ は一

般に well-defined でない事を確認できる｡従って､フロウベイは｢無羨望｣基準を弱めた 4つ

の配分ルールを提唱する。それらは、バランスされた最小羨望(Balanced and Minimal Envy)

配分ルール(Fleurbaey(1994))、羨望強度ミニ・マックス(Minimax Envy Intensity)配分ル

ール(Fleurbaey(1994))、最小全員一致支配(Minimal Unanimous Domination)配分ルール
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(Fleurbaey(1994),Iturbe and Nieto (1996))、及び、 R~ -条件付き平等( R~ -Conditional 
Equality)配分ルール(Fleurbaey(1995a))である。 

 バランスされた最小羨望配分ルールの定義の為に、配分の集合B )(e を以下に定義
しよう: x ∈ B )(e であるのは Ni ∈∀ , 

＃{ Nj ∈ |( ix , iy ) jI ( jx , jy )}＝＃{ Nj ∈ |( ix , iy ) iI ( jx , jy )}. 

また、 )( x,eE :=＃{ NNj,i ×∈)( |( jx , jy ) iP ( ix , iy )}とする。このとき、 

定義定義定義定義(Fleurbaey(1994)): 配分ルール BMEφ がバランスされた最小羨望バランスされた最小羨望バランスされた最小羨望バランスされた最小羨望(Balanced and Minimal 

Envy)配分ルール配分ルール配分ルール配分ルールであるのは以下のときである:  

De ∈∀ , BMEφ )(e ∈ B )(e & ∀ x ∈ B )(e , ))(( e,eE BMEφ ≥ )( x,eE . 

 

羨望強度ミニ・マックス配分ルールは以下に定義される: 

定義定義定義定義(Fleurbaey(1994)): 配分ルール MEIφ が羨望強度ミニ・マックス羨望強度ミニ・マックス羨望強度ミニ・マックス羨望強度ミニ・マックス(Minimax Envy Intensity)

配分ルール配分ルール配分ルール配分ルールであるのは以下のときである: De ∈∀ , ∀ x ∈ )(eZ , 

Ni∈
max )( x,eEIi ≥

Ni∈
max ))(( e,eEI MEI

i φ , 

但し )( x,eEIi :=min {δ ∈ R | ∀ Nj ∈ ,( ix +δ , iy ) iR ( jx , jy )}. 

 

最小全員一致支配配分ルールの定義の為に、 m
iI :={G ⊆ N |#G＝m , Gi ∈ }とし

よう: 

定義定義定義定義(Fleurbaey(1994),Iturbe and Nieto (1996)): 配分ルール MUDφ が最小全員一致支配最小全員一致支配最小全員一致支配最小全員一致支配

(Minimal Unanimous Domination)配分ルール配分ルール配分ルール配分ルールであるのは以下のときである: 

De ∈∀ , ∃ m ∈ }1{ n,,L , 







∈∀∈∃∈∃∈∃∈∀<∀
∈∃∈∀∈∀∈∀

)()()( )(
))(())((            )(

iikjj
p

i

j
MUD
jki

MUD
i

m
i

y,xPy,x,Gk,Nj,IG,Ni,eZx,mpii
y,eIy,e,Gk,Nj,IG,Nii φφ
. 

 

これら３つのルールに関しては、以下の様な性質がある:  

1. バランスされた最小羨望配分ルールは、EREH＊と EWEP＊とを共に満たすルールである
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(Fleurbaey(1994))。 

2. 羨望強度ミニ・マックス配分ルールもまた、EREH＊と EWEP＊とを共に満たすルールである

(Fleurbaey(1994))。 

3. 最小全員一致支配配分ルールは、EREH と EWEP＊とを共に満たすルールである

(Fleurbaey(1994),Iturbe and Nieto (1996))。 

これらのルールはいずれも各経済環境における個人の主観的選好プロファイルを情報的基

礎として定義される「弱い無羨望」基準であるという点で、極めて厚生主義的性質を有す

るものである｡ 

一方、R~ -条件付き平等配分ルールは、必ずしも個人の主観的選好情報と関連づけ
て定義されるとは限らない、ある参照すべき選好関係R~――――――――それがいかなるプロセスの下
で導出されたかについては問わない――――――――    による評価に基づく無羨望配分を要請するもの

である: 

定義定義定義定義(Fleurbaey(1995a)): 配分ルール CER~φ が R~ -条件付き平等条件付き平等条件付き平等条件付き平等( R~ -Conditional Equality)配分配分配分配分

ルールルールルールルールであるのは以下のときである: De ∈∀ , Nj,i ∈∀ ,  

))(())(( jjii y,eI~y,e φφ , or 

))(()0(0)( jjii y,eR~y,&e φφ = , or ))(()0(0)( iijj y,eR~y,&e φφ = .25 

R~ -条件付き平等配分ルール CER~φ は EREHとR~ -EWEP＊とを伴に満たすルールである｡ 

 次に、この経済モデルにおける｢平等=等価｣基準は以下の様に定義される: 

定義定義定義定義(Fleurbaey(1995a)): 配分ルール EEy~φ が y~ -平等平等平等平等====等価等価等価等価( y~ -egalitarian equivalent)配分ル配分ル配分ル配分ル

ールールールールであるのは以下のときである: De ∈∀ , ∃ x~ ∈ +R , Ni ∈∀ ,  

)())(( EEy y~,x~Iy,e ii
~
iφ , or [ )(eEEy~

iφ = 0 & )()0( y~,x~Ry, ii ].26 

y~ -平等=等価配分ルール EEy~φ は y~ -EREH＊と EWEPとを伴に満たすルールである｡ 

 厚生経済学における代表的な衡平配分ルール――無羨望配分ルールと平等=等価
配分ルール――にとって馴染み深い､衡平性に関する別の視点に基づく評価原理をここで

導入しよう : 任意の環境 e = )( ω,R,y,N ∈ Dが与えられた時､配分ルールφによって
x ∈ )(eZ が割り当てられていたとしよう｡このとき、社会N の部分集合Gの下で構成され

                                                   
25 このルールが well-definedである事は、Fleurbaey(1995a)において証明されている｡ 
26 このルールが well-definedである事も、Fleurbaey(1995a)において証明されている｡ 
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る人口還元経済を Ge := )( ∑
∈ Gi

iGG x,R,y,G ､但し GiiG yy ∈= )( かつ NiiG RR ∈= )( ､で定義し

よう｡このとき、以下の公理を定める: 
整合性整合性整合性整合性 (CON) (CON) (CON) (CON)(Consistency; Thomson (1988)): De ∈∀ , NG ⊆∀ , 

)(eGφ =φ ( Ge ), 但し )(eGφ := Gii e ∈))((φ . 

 
この公理はルールの人口変化に関する安定性を要請する条件である｡衡平配分ルールの性

能をチェックする際に、今日の厚生経済学においてしばしば適用される公理であるが､この

整合性(CON)を満たす配分ルールで、EWEP＊と EREH＊とを伴に満たすものは残念ながら
存在しない(Fleurbaey(1995a))。しかし、フロウベイは｢自然報酬の原理｣と｢補償の原理｣を

体現する公理をそれぞれR~ -EWEP＊と y~ -EREH＊に弱める事で、以下の可能性定理を導き

出した: 

定理定理定理定理(Fleurbaey(1995a)): R~ -条件付き平等配分ルール CER~φ は EREHEREHEREHEREH＊＊＊＊とR~ ----EWEPEWEPEWEPEWEP＊＊＊＊、及び CONCONCONCON

を満たす唯一の配分ルールである｡ y~ -平等=等価配分ルール EEy~φ は y~ ----EREHEREHEREHEREH＊＊＊＊と EWEPEWEPEWEPEWEP＊＊＊＊、及

び CONCONCONCONを満たす唯一の配分ルールである｡ 
 
 これらの研究は、｢責任的補償原理｣を通じて、個人の消費空間に分割不可能で移

転不可能な内的資源の次元を含んだ拡張された資源配分問題において、伝統的な二つの衡

平配分基準――｢無羨望｣基準と｢平等=等価｣基準――の示すパフォーマンスの特徴分けを
行う事に貢献して来た｡第一に、これはドゥウォーキンが自らの｢資源の平等｣論を｢無羨望｣

基準に基づいて正当化しようとした試みの正しさを示すものと言えようが､｢責任的補償原

理｣は、それが｢自然報酬の原理｣と｢補償の原理｣をそれぞれ表す 2つの公理の共働として定
式化され得る限りにおいて､｢無羨望｣基準と密接な関係がある｡しかし、この環境において

無羨望配分ルールは一般に well-defined でないという欠点があった。他方､｢平等=等価｣基
準は｢自然報酬の原理｣と｢補償の原理｣の主張をかなり弱めた 2公理と関係づけられる｡とり
わけ、それは｢補償の原理｣をかなり強い定式(EWEP)で満たすが､｢自然報酬の原理｣の観点
で魅力的性質を備えているとは言い難い｡また、ある社会的な参照選好による評価に基づく

｢無羨望｣配分を割り当てるルール CER~φ は、むしろ｢自然報酬の原理｣をかなり強い定式

(EREH)で満たすが､｢補償の原理｣の観点で魅力的性質を備えているとは言い難い｡ 
 
4.2.4.2.4.2.4.2. ｢責任的補償原理｣への所得再分配モデルによるアプローチ 
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 ボッサールに代表される｢責任的補償原理｣への第二の所得再分配アプローチ27は、

数学的には第一の拡張された純粋交換経済モデルの特殊ケースとして、解釈可能である｡28

今、3.3.1.節において定義された、拡張された消費空間 +R × Y上で定義される選好順序 iR
が連続で強単調増加な効用関数 iu によって表現されると仮定しよう。さらにこの効用関数
は以下の様な準線形タイプとして表現されるものとしよう: 

Ni ∈∀ , )( iii y,xu ＝ ix ＋ )( ii yv . 
さらに今、関数 )( ii yv の個人間の違いは責任的要因に関するあるパラメーター iw の大きさ
の違いとして表現でき、 

Ni ∈∀ , )( iii y,xu ＝ ix ＋ )( ii y,wv  
となるとしよう。ボッサールはこの関数 )( ii y,wv を全ての個人に共通に与えられた、事前

所得関数 )( ii y,wf (pre-income function)として定義した。定式より明らかに、個人の事前
所得は、彼自身の責任的要因のパラメーター iw と非責任要因のパラメーター iy の組み合わ
せだけで、決定される。また、 ix は社会による貨幣移転を表すから、結局、 )( iii y,xu の値

は個人の事後所得(post-income)の大きさを表現する事になる。今、 0=ω と仮定しよう。

そのとき 0=∑
∈ Ni

ix となるので、事後的所得プロファイル Niiii y,xu ∈))(( は事前的所得の再

分配によって得られたものである事が解る。ところで各個人の事後所得プロファイルを規

定する事前所得プロファイル及び貨幣移転プロファイルとは、溯れば、責任的要因パラメ

ーター及び非責任要因パラメーターのプロファイルに依存して決定されている。かくして、

事後的所得プロファイル Niiii y,xu ∈))(( を定める再分配ルール(redistribution rule)が以下

の様な性質を持つ関数F : nW × nY → n
+R として定義される:  

∀ )( y,w := ))(( Niii y,w ∈ ∈ nW × nY , 

F )( y,w = Niiii y,xu ∈))(( & ∑
∈ Ni

i y,wF )( = ∑
∈ Ni

ii y,wf )( . 

ボッサール等が責任的補償原理を適応しようとするのがまさにこの所得再分配ルールF で
ある。 
 所得再分配問題の文脈において、再分配ルールF が満たすべき｢自然報酬の原理｣
は以下の様な定式化が従う: 
責任的要因からの独立責任的要因からの独立責任的要因からの独立責任的要因からの独立 (IRF) (IRF) (IRF) (IRF)(Independence of Responsible Factors; Bossert (1995)): 

∀ )( y,w , )( y,'w ∈ nW × nY , F )( y,w = F )( y,'w . 

                                                   
27 代表的文献として Bossert (1995), Bossert and Fluerbaey (1996), Iturbe (1997), Sprumont (1997), Bossert, 
Fleurbaey, and Van de gaer (1999) が挙げられる｡ 
28 第一のアプローチと第二のアプローチを数学的に結び付ける以下の議論は Fluerbaey and Maniquet (1999b)に負う
ている。 
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等しいハンディキャップに対する等しい所得移転等しいハンディキャップに対する等しい所得移転等しいハンディキャップに対する等しい所得移転等しいハンディキャップに対する等しい所得移転 (ETEH) (ETEH) (ETEH) (ETEH)(Equal Transfer for Equal 

Handicap; Bossert and Fleurbaey (1996)): ∀ )( y,w ∈ nW × nY , Nj,i ∈∀ , 

⇒= ji yy[ iF )( y,w － )( ii y,wf ＝ jF )( y,w － )( jj y,wf ]. 

一様なハンディキャップに対する等しい所得移転一様なハンディキャップに対する等しい所得移転一様なハンディキャップに対する等しい所得移転一様なハンディキャップに対する等しい所得移転 (ETUH) (ETUH) (ETUH) (ETUH)(Equal Transfer for Uniform 

Handicap; Bossert (1995)): ∀ )( y,w ∈ nW × nY ,  

[ Nj,i ∈∀ , ji yy = ] ⇒ [ Ni ∈∀ , iF )( y,w = )( ii y,wf ]. 

参照ハンディキャップに対する等しい所得移転参照ハンディキャップに対する等しい所得移転参照ハンディキャップに対する等しい所得移転参照ハンディキャップに対する等しい所得移転 (ETRH) (ETRH) (ETRH) (ETRH)(Equal Transfer for Reference 

Handicap; Bossert and Fleurbaey (1996)): ∀ )( y,w ∈ nW × nY ,  

[ Ni ∈∀ , y~yi = ] ⇒ [ Ni ∈∀ , iF )( y,w = )( ii y,wf ]. 

 
 他方、所得再分配問題の文脈において、再分配ルールF が満たすべき｢補償の原理｣
は以下の様な定式化が従う: 
ハンディキャップに関する社会的連帯ハンディキャップに関する社会的連帯ハンディキャップに関する社会的連帯ハンディキャップに関する社会的連帯 (GS) (GS) (GS) (GS)(Group Solidarity in Handicaps; Bossert (1995)): 

∀ )( y,w , )( 'y,w ∈ nW × nY , Nj,i ∈∀ , iF )( y,w － iF )( 'y,w ＝ jF )( y,w － jF )( 'y,w . 

等しい責任要因に対する等しい所得等しい責任要因に対する等しい所得等しい責任要因に対する等しい所得等しい責任要因に対する等しい所得(EIER)(EIER)(EIER)(EIER)(Equal Income for Equal Responsible Factor; 
Bossert and Fleurbaey (1996)): 

∀ )( y,w ∈ nW × nY , Nj,i ∈∀ , [ iw = jw ⇒ iF )( y,w = jF )( y,w ]. 

一様な責任要因に対する等しい所得一様な責任要因に対する等しい所得一様な責任要因に対する等しい所得一様な責任要因に対する等しい所得(EIUR)(EIUR)(EIUR)(EIUR)(Equal Income for Uniform Responsible Factor; 
Bossert (1995)): 

∀ )( y,w ∈ nW × nY , [ Nj,i ∈∀ , iw = jw ] ⇒ [ Nj,i ∈∀ , iF )( y,w = jF )( y,w ]. 

参照責任要因に対する等しい所得参照責任要因に対する等しい所得参照責任要因に対する等しい所得参照責任要因に対する等しい所得(EIRR)(EIRR)(EIRR)(EIRR)(Equal Income for Reference Responsible Factor; 
Bossert and Fleurbaey (1996)): 

∀ )( y,w ∈ nW × nY , [ Ni ∈∀ , iw = w~ ] ⇒ [ Nj,i ∈∀ , iF )( y,w = jF )( y,w ]. 

 
 責任的補償原理に関る２つの原理を体現した公理間の関係は、3.3.1.と類似なもの
となるのは、ここで考える経済問題が、3.3.1.における拡張された純粋交換経済の特殊ケー
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スである事からも自明である。29 しかしここでの経済問題が所得再分配問題である事を考
慮すると、｢自然報酬の原理｣として IRF が、他方、｢補償の原理｣として GS が、それぞれ
の原理を体現した最も自然な要請の様に見える。ボッサールの課題は、これらの公理を満

たす再分配ルールの可能性を探る事であった(Bossert (1995))。この点を見る為に、事前的
所得関数 f に関する、以下の様な特殊ケースを定義しよう: 
定義(Bossert (1995)):事前的所得関数 +→× RYWf : がW とY に関して加法分離可能加法分離可能加法分離可能加法分離可能である

のは以下の場合である:関数 R→Wg : 及び R→Yh : が存在して、 
∀ )( y,w ∈ YW × , )()()( yhwgy,wf += . 

 
事前的所得関数が加法分離可能であれば、｢責任補償原理｣に適う再分配ルールは, 
以下の様に容易に定義できる: 

定義(Bossert (1995)):再分配ルール 0F : nW × nY → n
+R は、以下の性質を持つものとする: 

∀ )( y,w ∈ nW × nY , Ni ∈∀ , 0
iF )( y,w :＝ )( iwg ＋ ∑

∈ Nj
jyh

n
)(1 . 

定理定理定理定理(Bossert (1995)): (1) 再分配ルール F が IRFIRFIRFIRFと EIUREIUREIUREIURとを満たす為の必要十分条件は、事

前的所得関数 f が加法分離可能であり、かつ F ＝ 0F である事である。 

(2) 再分配ルール F が GSGSGSGSと ETUHETUHETUHETUHとを満たす為の必要十分条件は、事前的所得関数 f が加法

分離可能であり、かつ F ＝ 0F である事である。 
 
事前的所得関数が加法分離可能であるのは極めて特殊なケースであるので、上記の定理は

｢責任的補償原理｣の要請を満たす所得再分配ルールの不可能性を意味しよう。 
 Bossert (1995)によるこの不可能性定理への解消策として、ボッサール＆フロウベ
イは、拡張された純粋交換経済における貨幣補償問題で提唱したルールに類似した、｢弱め

られた無羨望｣的基準に基づく再分配ルール―― w~ ----条件付き平等主義的再分配ルール条件付き平等主義的再分配ルール条件付き平等主義的再分配ルール条件付き平等主義的再分配ルール
CEw~F  ( w~ -Conditionally Egalitarian redistribution rule) ――と、｢平等=等価｣基準に基づ

く再分配ルール―― y~ ----平等平等平等平等 ====等価再分配ルール等価再分配ルール等価再分配ルール等価再分配ルール EEy~F ( y~ -Egalitarian-Equivalent 

redistribution rule) ――とをそれぞれ定義した(Bossert and Fleurbaey (1996))。 CEw~F と

EEy~F はそれぞれ、前節の拡張された純粋交換経済における配分ルール CER~φ と EEy~φ とを、

選好が準線形効用関数からなる環境に即して書き換える事で定義できる。従って、これら

のルールに関して得られる公理的特徴づけも前節と自ずと類似したものとなるが、この単

純化された環境の下では整合性公理の助けなくして、公理化に成功できる点に利点がある: 
                                                   
29 例えば、ETEHと EIERは両立不可能である。 
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定理定理定理定理(Bossert and Fleurbaey (1996)): (1) 再分配ルールF が GSGSGSGSと ETRHETRHETRHETRHとを満たす為の必要
十分条件は、 F ＝ EEy~F である事である。 
(2) 再分配ルール F が IRFIRFIRFIRFと EIRREIRREIRREIRRとを満たす為の必要十分条件は、F ＝ CEw~F である事であ

る。 
 
 この様に、所得再分配アプローチは、そのモデルが前節 3.3.1.で考察した経済環境
を準線形効用関数だけからなるクラスに限定した経済モデルと数学的に同じ構造を持つが

故に、そこから導出される結果も、前節 3.3.1.の拡張された純粋交換経済での貨幣補償問題
の解と基本的に同じ構造を持っている。従って、この節のアプローチから得られた帰結が、

前節の一般的帰結の単なる一特殊ケースとして位置づけられるだけではなく、それ自体と

して固有の意義を持つ為には、ここで展開されているモデルが確かに、｢責任的補償原理｣

の観点から分析する上で重要な、所得再分配問題のエッセンスを適切に表現していると確

認されねばならないだろう。だが、この点に関しては、以下の様な否定的な評価にならざ

るをえない。 
 第一に、所得の獲得は一般に生産過程を伴うものと考えるのが自然であろう。従

って、事前的所得関数を定義する際には、生産に固有の経済的特徴をモデルに反映すべき

であろう。つまり、人は所得の獲得過程において、代替的関係にある余暇と所得の選択問

題に直面しているのであって、これは個人の責任的要因である選択変数、すなわち労働時

間の存在──それによって人の所得額が可変的となる──を意味する。とりわけ、個々人

が政府の再分配政策を予想して、労働時間の選択問題を決定する様なゲーム的状況におい

て、この事は重要である。しかしボッサール達のモデルでは、個人の責任的要因として定

義されているパラメーターは、個人の選択変数ではない。つまり一つの経済環境の下では

個人の責任的要因は固定されており、従って適用され得る再分配ルールから独立に、事前

的所得が決定される構造になっている。これは所得再分配問題の文脈で当然注意を払わな

ければならない特徴を捨像する、行き過ぎた単純化である。つまり所得再分配政策に伴う、

政府と個々人との間のゲーム的状況を分析の対象から排除している。第二に、ある個人の

事前的所得はその個人のみの責任的及び非責任的要因だけで決定される構造になっており、

所得と余暇の選択問題に伴いうる、個人間のゲーム的状況を分析の対象から排除している。

しかし、ある個人の選択は他の個人の選択状況に依存して変わり得る。例えば、市場にお

ける個人の意思決定を見れば、各個人は市場価格によって定まる己の予算制約の下で意思

決定を行うが、市場価格は他者の選択に関する要約された情報である事を考えればよい。

この様に、彼らのモデルは自由な意思決定の相互依存性という、所得再分配問題の文脈で

当然注意を払わなければならない特徴を捨像する、行き過ぎた単純化であると言えよう。

以上より、この種のモデルでは、所得再分配問題における個人の選択の責任性の重要さを

把握するのに、極めて不適当であると言ってよい。最も、このような行き過ぎた単純化に

もかかわらず、｢責任補償原理｣に適う所得再分配ルールの構成は依然として極めて困難で
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ある(Bossert (1995))という不可能性の文脈で理解すれば、これらの分析の意義も一定、明
らかであると言えよう。 
 
4.3.4.3.4.3.4.3.  労働スキルに格差のある生産経済での資源配分問題 
 ｢責任的補償原理｣への第三のアプローチは、フロウベイ＆マニキュエ(Fleurbaey 
and Maniquet (1996,1999a)によって為され30、労働スキルに格差のある協同的生産経済

(cooperative production economies)での資源配分問題を設定する。ここでは、第一のアプ
ローチと同様、個人の消費に関する選好順序の特性は責任的要因と見なされ、社会的補償

の対象とならない。対して、生産における個々人の単位時間当たり労働量を規定する労働

スキルの個人間格差は個人の責任的要因ではなく環境的・偶然的要因と見做されている。

従って、スキルの格差に起因する不均等は社会的是正の対象と見做される。31  
 ここで考える経済環境は以下の様なものである。生産技術を全員で共有し、各個

人が労働を提供する事で協同である財を産出する社会を考える。この社会における個人の

全体集合を有限集合 N とし、# N ＝ nとする。この社会における一つの労働スキルのプロ

ファイルを s := Niis ∈)( ∈ n
+R で記述する事にする。 iR は 3.3.1.節と同様、任意の個人 iの消

費に関する選好順序を意味するが、ここではその定義域である消費空間は X := +× R]0[ x,
である。ここで、空間 ]0[ x, は、任意の個人の選択可能な労働時間の集合を意味し、 x は全
ての個人に共通に与えられている、選択可能な労働時間の上限である。他方、空間 +R は、

生産された財の消費空間を表す。任意の個人 iの消費ベクトルは一般に、 iz ＝ )( ii y,x ∈ X
によって記述される。X 上の選好順序 iR は、労働時間に対して単調減少、生産される財の
消費に対して強単調増加であると仮定される。その様な性質を共有する選好順序のプロフ

ァイルR := NiiR ∈)( が一つ与えられている。この社会で共有される生産技術は生産関数 
f : +R → +R  但し、 ∀ x ∈ +R , )(xf ＝ y  

で表され、この f は強単調増加な凹関数であるとする。かくして、一つの経済環境は e :＝
)( f,R,s,N として定義され、その許容なクラスをEで表す事にする。 

 ある経済環境 e＝ )( f,R,s,N ∈ Eの下での実行可能配分は消費ベクトルの組み合

わせ z := Niiz ∈)( ＝ Niii y,x ∈)( ∈ nX であって、 ∑
∈ Ni

iy ≤ f 




 ∑

∈ Ni
ii xs を満たすものである。

                                                   
30 関連する文献では他に、Bossert, Fleurbaey, and Van de gaer (1999), Fleurbaey and Maniquet (1997), Gaspart 
(1998), Maniquet (1998)がある。また、同じ協同的生産経済での資源配分問題において、より高水準の労働スキルを持
つ個人のより多くの便益の享受は正当と見做すロック＆ノージック流の自己所有権 (self-ownership) の立場を反映さ
せた配分ルールの議論は、Moulin and Roemer (1989), Roemer and Silvestre (1989,1993), Moulin (1990), Yoshihara 
(1998)等で行われている。この後者の系列の研究に関する邦文での紹介論文としては、例えば、吉原(1999)を見よ。ロ
ック＆ノージック流の自己所有権の立場の議論は、「責任的補償原理」とは正反対の立場である様に見えるが、
Fleurbaey and Maniquet (1999a)や Gaspart (1998)はロック流自己所有権を配慮する配分ルールを、彼らの定義すると
ころの｢自然報酬の原理｣と｢補償の原理｣の観点から公理的に特徴づける事が出来る事を示している。 
31 ドゥウォーキンは、ハンディキャップと選好の場合の責任性と補償の問題と同様の尤もらしさで、タレント(talent)
や労働スキルと個人的野心等の選好とを個人的責任性の観点で分別する事は出来ないと考えていたが(Dworkin 
(1981b))、以下のアプローチは、当面この問題を考察に入れないで議論を進めている。 
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環境 eの下での実行可能配分の集合を )(eZ で記す事にする。また、配分ルールは対応ϕ で
あって、これは各経済環境 e ∈ Eに対して、実行可能配分の非空部分集合を割り当てるもの
である。 
 労働スキルに格差のある協同的生産経済における配分ルールに課せられる、｢自然

報酬の原理｣の観点からの公理として以下のようなものが考えらてきた： 
等しいスキル間での無羨望等しいスキル間での無羨望等しいスキル間での無羨望等しいスキル間での無羨望 (NEES) (NEES) (NEES) (NEES)(No-Envy among Equally Skilled: Fleurbaey and 
Maniquet (1996)): ∀ e＝ )( f,R,s,N ∈ E , ∀ z ∈ )(eϕ , Nj,i ∈∀ , 

[ is = js ⇒ iz iR jz & jz jR iz ]. 

等しいスキル間での非優越等しいスキル間での非優越等しいスキル間での非優越等しいスキル間での非優越 (NDES) (NDES) (NDES) (NDES)(No-Domination among Equally Skilled: Fleurbaey and 
Maniquet (1996)): ∀ e＝ )( f,R,s,N ∈ E , ∀ z ∈ )(eϕ , Nj,i ∈∀ , 

[ is = js ⇒ iz ≫ jz or jz ≫ iz  or iz ＝ jz ]. 

一様なスキル間での無羨望一様なスキル間での無羨望一様なスキル間での無羨望一様なスキル間での無羨望 (NEUS) (NEUS) (NEUS) (NEUS)(No-Envy among Uniformly Skilled: Fleurbaey and 
Maniquet (1996)): ∀ e＝ )( f,R,s,N ∈ E , ∀ z ∈ )(eϕ , 

[ Nj,i ∈∀ , is = js ] ⇒ [ Nj,i ∈∀ , iz iR jz & jz jR iz ]. 

ゼロスキル間での無羨望ゼロスキル間での無羨望ゼロスキル間での無羨望ゼロスキル間での無羨望 (NEZS) (NEZS) (NEZS) (NEZS)(No-Envy among Zero-Skilled: Fleurbaey and Maniquet 
(1999b)): ∀ e＝ )( f,R,s,N ∈ E , ∀ z ∈ )(eϕ , Nj,i ∈∀ , 

[ is = js = 0 ] ⇒ [ Nj,i ∈∀ , iz iR jz & jz jR iz ]. 

これらの公理は以下の様に正当化される。｢自然報酬の原理｣は、内的資源(ここでは労働ス
キル)に格差がない限り、各個人の選好によって各個人の帰結が左右される事を排除する事
を要請する。換言すれば、スキルが等しい個人間での帰結に対する機会の均等化を要請し

たい。スキルが等しい個人間での機会の等しさとは各個人の予算集合の等しさとして定義

できようが、それは効率的価格の存在を前提した議論であって、価格情報を必ずしも用い

るとは限らない非パレート効率的な、配分ルール一般に関して何も語る事が出来ない。故

に、予算集合の均等性の要求の代わりに、より一般的な無羨望性の要求を機会の平等性と

して意味付けると言うわけである。 
 しかしながら、無羨望性の要求は、基本的に選好プロファイルの性質によって、

帰結が影響される事を許容する。フロウベイ＆マニキュエ(Fleurbaey and Maniquet 
(1996,1999a,b)は、さらに選好プロファイルの変化に対して、配分ルールが無頓着である事
を要求する、通常は情報効率性の公理と位置づけられるマスキン単調性 (Maskin 
Monotonicity; Maskin (1977))を｢自然報酬の原理｣のより強い公理として位置づけた: 
マスキン単調性マスキン単調性マスキン単調性マスキン単調性 (MM) (MM) (MM) (MM)(Maskin Monotonicity; Maskin (1977)):  
∀ e＝ )( f,R,s,N , 'e = )( f,'R,s,N ∈ E , ∀ z ∈ )(eϕ , ∀ 'z ∈ )(eZ ,  
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[ Ni ∈∀ , iii 'zRz ⇒ iii 'z'Rz ] ⇒ 'z ∈ )( 'eϕ . 
このＭＭを｢自然報酬の原理｣のより強い公理として正当化する為に、フロウベイ＆マニキ

ュエ(Fleurbaey and Maniquet (1997))は、以下の弱い匿名性条件を満たすルールの下では、
MMは NEESを含意する事を示した:32 
等しい者への等しい取り扱い等しい者への等しい取り扱い等しい者への等しい取り扱い等しい者への等しい取り扱い(ETE)(ETE)(ETE)(ETE)(Equal Treatment for Equal):  

∀ e＝ )( f,R,s,N ∈ E , ∀ z ∈ )(eϕ , Ni ∈∀ , [ is = js & iR = jR ] ⇒ jii zIz . 

かくして、責任的要因に基づく格差に対する補償を要請しない事を主旨とした｢自然報酬の

原理｣は、情報効率性の公理に置き換えられた。 
 他方、｢補償の原理｣に対応する以下の公理(Fleurbaey and Maniquet (1996))は、拡
張された純粋交換経済におけるそれと基本的に同じである: 

等しい選好に対する等しい厚生等しい選好に対する等しい厚生等しい選好に対する等しい厚生等しい選好に対する等しい厚生 (EWEP) (EWEP) (EWEP) (EWEP) (Equal Welfare for Equal Preference)::::    

∀ e＝ )( f,R,s,N ∈ E , ∀ z ∈ )(eϕ , Nj,i ∈∀ , [ iR = jR ⇒ jii zIz ]. 

一様な選好に対する等しい厚生一様な選好に対する等しい厚生一様な選好に対する等しい厚生一様な選好に対する等しい厚生 (EWUP) (EWUP) (EWUP) (EWUP) (Equal Welfare for Uniform Preference)::::    

∀ e＝ )( f,R,s,N ∈ E , ∀ z ∈ )(eϕ ,[ Nj,i ∈∀ , iR = jR ] ⇒ [ Nj,i ∈∀ , jii zIz ]. 

一様な参照選好に対する等しい厚生一様な参照選好に対する等しい厚生一様な参照選好に対する等しい厚生一様な参照選好に対する等しい厚生  (EWURP) (EWURP) (EWURP) (EWURP) (Equal Welfare for Uniform Reference 

Preference):::: R~が参照水準として与えられている。このとき、 

∀ e = )( f,R,s,N ∈ E , ∀ z ∈ )(eϕ ,[ Ni ∈∀ , iR = R~ ] ⇒ [ Nj,i ∈∀ , jii zIz ]. 

 これら基本的な｢補償の原理｣の三公理に加え、フロウベイ＆マニキュエ

(Fleurbaey and Maniquet (1999a))は、以下の様に、スキルの変化による帰結への影響の同
方向性を要求する公理を提唱した: 
スキル変化に対する連帯性スキル変化に対する連帯性スキル変化に対する連帯性スキル変化に対する連帯性 (SS) (SS) (SS) (SS) (Skill Solidarity; Fleurbaey and Maniquet (1999a)): 
∀ e＝ )( f,R,s,N , 'e = )( f,R,'s,N ∈ E , ∀ z ∈ )(eϕ , ∀ 'z ∈ )( 'eϕ ,  

[ Ni ∈∀ , iii 'zRz ] or [ Ni ∈∀ , iii zR'z ]. 
 

フロウベイ＆マニキュエ(Fleurbaey and Maniquet (1999a))は、通常の意味での匿名性の
                                                   
32 この論理的包含関係を根拠にして、フロウベイ＆マニキュエはＭＭよりも論理的により強い情報効率性の公理――
｢支持価格独立性(SPI)｣ (Supporting Price Independence; Nagahisa (1991), Yoshihara (1998)), ｢パレート独立性 
(PI)｣ (Pareto Independence; Gaspart (1998), Yoshihara (1998)) ――をも｢自然報酬の原理｣を体現する公理として位
置づける。実際、ガスパートは、ロック流自己所有権に基づく配分ルールの典型として本来提供された、｢比例配分ルー
ル｣(Proportional rule; Roemer and Silvestre (1989,1993))を｢責任的補償原理｣の文脈で公理的に特徴づけた。そこ
では、厚生のある下限水準を全ての個人に保証する公理と SPIや PIによって、比例配分ルールを特徴づけている
(Gaspart (1998))。他方、吉原は、厚生のある上限を全ての個人に課する公理と SPIや PIを採用して、同じ比例配分ル
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条件を配分ルールが満たす場合、SSは EWEPを含意する事を示して、この公理を｢補償の
原理｣に関するより強い要請として位置づけた。 
 労働スキルに格差がある生産経済において、｢自然的報酬の原理｣と｢補償の原理｣

の両立可能性に関する一般的メッセージは以下にして与えられた: 
定理定理定理定理 (Fleurbaey and Maniquet (1996)): 配分ルールϕ はパレート効率配分のある部分集合を
指定するものとする。このとき、NDESNDESNDESNDESと EWEPEWEPEWEPEWEPとを伴に満たすルールは存在しない。 
 
定理の証明を見れば明らかな様に、この不可能性の帰結は、生産関数が線形であったとし

ても成立する。線形な生産環境の下でのパレート効率配分の要請はそれ程強いとは言えな

いので、この事は、ルールにパレート効率性の要請を課しているが故に不可能性の帰結が

生じているとは言えない事を示している。 
 容易に確認できる様に、もし無羨望効率的配分ルール(No-envy and efficient 
allocation rule; Foley (1967))がこの環境で well-definedならば、そのルールは NEESと
EWEPを共に満たす。しかし、この環境では無羨望効率的配分ルールは well-definedでな
い(Pazner and Schmeidler (1978))。そこで、3.3.1.の、拡張された純粋交換経済での議論
と同様、フロウベイ＆マニキュエ(Fleurbaey and Maniquet (1996,1999a,b)は、無羨望基
準を弱めた基準と、平等=等価基準それぞれを定義して、｢自然的報酬の原理｣と｢補償の原
理｣のそれぞれのより弱い要請との関係を分析した。無羨望基準を弱めた基準を反映したル

ールが以下の R~ ----参照厚生等価予算ルールである。今、消費空間 X で定義される集合
)( p,s,zB を価格 pの下でスキル sの個人が消費 zにおいて享受する予算集合、また、消費

空間 X 上の消費ベクトル ))(( p,s,zB,Rm は、選好順序Rで評価した、予算集合 )( p,s,zB 内

における最大値を表すとしよう: 
定義定義定義定義(Fleurbaey and Maniquet (1996)): R~をある参照選好順序であるとしよう。このとき、配

分ルール RWEBR~ϕ が R~ ----参照厚生等価予算参照厚生等価予算参照厚生等価予算参照厚生等価予算 ( R~ -RWEBRWEBRWEBRWEB)( R~ ----Reference Welfare Equivalent 

Budget)であるとは: ∀ z ∈ )(eRWEBR~ϕ , ∃ p =( xp , yp )∈ 2
+R ,  

s.t. 価格 pは環境eにおける配分 zの支持価格 

& Nj,i ∈∀ , ))(( p,s,zB,R~m ii I~ ))(( p,s,zB,R~m jj . 

このR~ -RWEBルールは、参照選好順序を適切に選択する事によっては、均等所得ワルラス
配分ルール(EIW)(Equal Income Walrasian Rule; Pazner and Schmeidler (1978b)33)に、
もしくは均等便益配分ルール (EB)(Equal Benefit rule; Varian (1974), Roemer and 

                                                                                                                                                     
ールを情報効率性と分権的実行可能性の観点から特徴づけた(Yoshihara (1998,1999))。 
33 Pazner and Schmeidler (1978b)では、完全-所得-公平配分ルール(Full-Income-Fair allocation rule)と称されている。 
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Silvestre (1989)34)に一致する。しかし、これら 2つのルールに関しては、2人の選好が等
しいがスキルの異なる個人間の厚生比較をするに、EIW ではより高いスキルの個人がより

低い個人を羨望するのに対して、EBではより低いスキルの個人がより高いスキルの個人を
羨望するという問題がある。この事からも、R~ -RWEBルールは、｢補償の原理｣であるEWEP
を満たさないであろう事が予想されるが、実際、このルールは情報効率性に関する公理で

ある MMを満たすものの、｢補償の原理｣に関しては最も弱い要求しか満たさない。このル
ールの特徴は以下の様にまとめられている: 
定理定理定理定理(Fleurbaey and Maniquet (1996)): R~をある参照選好順序であるとしよう。また、配分ル
ールは全対応全対応全対応全対応35であり、パレート効率パレート効率パレート効率パレート効率配分の部分集合を指定するものとしよう。このとき、

R~ ----RWEBRWEBRWEBRWEBルールはMMMMMMMM, EWRPEWRPEWRPEWRP, 及び縮小独立縮小独立縮小独立縮小独立(CI)(CI)(CI)(CI)36を満たす、集合包含関係に関して最小の配

分ルールである。  
 

フロウベイ＆マニキュエ(Fleurbaey and Maniquet (1996)はまた、EWEP と
NEUS を伴に満たすパレート効率的配分を指定するルールとして以下のルールが
well-definedである事を示している: 

定義定義定義定義(Fleurbaey and Maniquet (1996)):配分ルール Xϕ は以下の様な性質を満たすものとする: 

∀ e＝ )( f,R,s,N ∈ E , ∀ z ∈ )(eXϕ , (1) zは eにおけるパレート効率配分である; 

(2) ∃ p =( xp , yp )∈ 2
+R , s.t. 価格 pは環境 eにおける配分 zの支持価格, 

& Ni ∈∀ , ))(( p,s,zB,RmIz kkiii , 但し kはスキル水準が eにおいて最低の個人である. 
 

また、EWUPと NEESを伴に満たすパレート効率的配分を指定するルールとして
以下のルールが well-definedである事を示している:  

定義定義定義定義(Fleurbaey and Maniquet (1996)):配分ルール Yϕ は以下の様な性質を満たすものとする: 

∀ e＝ )( f,R,s,N ∈ E , ∀ z ∈ )(eYϕ , (1) zは eにおけるパレート効率配分である; 

(2) ∃ p =( xp , yp )∈ 2
+R , s.t. 価格 pは環境 eにおける配分 zの支持価格, 

                                                   
34 Varian (1974)では、富-公平配分ルール(Wealth-Fair allocation rule) と称されている。 
35 注 10の定義を見よ。 
36 縮小独立縮小独立縮小独立縮小独立(CI) (CI) (CI) (CI) (Contraction Independence; Moulin (1990)):  
∀ e＝ )( f,R,s,N , 'e = )( g,R,s,N ∈ E , s.t. +∈∀ Rx , )()( xfxg ≤ , ∀ z ∈ )(eϕ , 

[ z ∈ )(e'Z ⇒ z ∈ )( 'eϕ ]. 
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& Nj,i ∈∀ , ))(( p,s,zB,R̂m ii Î ))(( p.s,zB,Rm jj , 

但し、 R̂は関数 )(zû :=
Ni∈

min { )(zui }によって表現されており、 

& iu は iR を以下の様にして表現するものである: 
)(zui ＝ r ⇔ )0( r,zIi  or )0( ,rzIi − . 

 
 次に、平等=等価基準に基づく配分ルールは、以下の様な解が提唱された: 

定義定義定義定義 (Fleurbaey and Maniquet (1999a)): 配分ルール EE0ϕ が平等 =等価配分ルール

(Egalitarian Equivalent rule) であるとは: ∀ e ∈ E , ∃ 0y ∈ +R , ∀ z ∈ )(0 eEEϕ , 

(1) zは eにおけるパレート効率配分である; (2) Ni ∈∀ , )0( 0y,Iz ii . 

フロウベイ＆マニキュエ(Fleurbaey and Maniquet (1999b)は、平等=等価配分ルール EE0ϕ

が SSと NEZSとを満たすパレート効率的配分を指定するルールである事を示した。 
 以上の帰結は、労働スキルに格差がある協同的生産経済における、スキル格差に

起因する個人間の便益享受の格差を補償する資源配分問題でも、純粋交換経済と同様の｢自

然報酬の原理｣と｢補償の原理｣の矛盾が生じる事、さらに両原理を体現する公理を弱める事

によって、参照選好の下での無羨望配分を割り当てるルールと平等=等価配分ルールを特徴
づける事が可能である事を示している。また、前者が｢自然報酬の原理｣のより強い基準を

満たす一方、｢補償の原理｣に関しては極めて限定的な要請しか出来ない事、後者に関して

はちょうどその正反対の性質を有している事等なども、純粋交換経済における帰結に準じ

たものである。これらは、フロウベイ達の言うところの｢自然報酬の原理｣と｢補償の原理｣

が、ドゥウォーキン、アーネソン等の｢責任的補償原理｣の概念を的確に定式化し得ている

と評価できる限りにおいて、伝統的な二つの衡平配分ルール――無羨望配分ルールと平等=
等価配分ルール――を｢責任｣と｢補償｣という新たな視点から特徴づけした事に成功してい

ると評価できるであろう。しかし、以下で見るように、彼らの｢自然報酬の原理｣と｢補償の

原理｣の定式化は、ドゥウォーキン、アーネソン等の｢責任的補償原理｣を極めて帰結主義な

観点からのみ定式化したものであって、彼らの本来の概念を的確に定式化し得ているとは

言い難いと思われる。そして、ドゥウォーキン、アーネソン等の｢責任的補償原理｣により

適切と思われる定式化の下では、｢自然報酬の原理｣と｢補償の原理｣の矛盾というような状

況は必ずしも成立するとは限らないのである。 
 
4.4.4.4.4.4.4.4. 分配ルールに関する｢自然報酬の原理｣と｢補償の原理｣の定式化 
 まず最初に、｢責任(responsibility)｣についてもう少し詳細に見てみよう。フロウ
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ベイ(Fleurbaey (1995b,1998))は責任性に関する概念について幾つかの解釈の場合分けを
している。まず、何に対する責任か、という視点で、｢要因に対する責任｣(responsibility over 
factors)と｢帰結に対する責任｣(responsibility over outcome)という場合分けを行っている。
｢要因に対する責任｣は、個人的帰結を決定させたある要因の進化に対して個人に責任を負

わせるものである。対して、｢帰結に対する責任｣は個人が得た帰結そのものにダイレクト

に、如何なる要因がその帰結の理由になっているかに関心を払う事無く、責任を負わせる

ものである。｢厚生の平等｣を分配的正義の基準として拒否する立場にとっての当面の関心

は｢要因に対する責任｣に向けられよう。 
 第二に、フロウベイ(Fleurbaey (1995b, 1998))は何ゆえの責任かという視点で、｢統
制による責任｣ (responsibility by control)と｢委託による責任｣ (responsibility by 
delegation)という概念の区分を行っている。｢統制による責任｣は、個人がある変数に対し
て完全な統制下にあるとき、その変数の価値の決定に関してその個人に責任を負わせると

いうものである。この概念に基づけば、人がある要因に関して責任を負う度合いは、その

要因に対する個人の統制力の程度に依存する問題となる。｢統制による責任｣は、主に要因

に対して割り当てられると言える。他方、｢委託による責任｣は、ある個人がある変数によ

って得た帰結に対してその他の個人もしくは社会が何も資源を投入しないと決定した時、

その個人にその変数の価値に対して責任を負わせるものである。この概念は、変数に対し

て個人がどれほど統制力を有しているかという事と独立に、個人的責任を与えるものであ

る。｢委託による責任｣は、その変数の運命に対して、社会的介入によって、干渉しない事

を意味するわけでなく、その変数によってより良い帰結をもたらす事はその個人自身の手

に委ねるという考え方である。フロウベイによれば、｢委託による責任｣は要因に対しても

帰結に対してもいずれにも割れ当てられ得る。 
 フロウベイはさらに、｢委託による責任｣の概念においては、責任の性質はそれ自

身、自由(liberty)の定義そのものであり、その場合の自由とは意思の行使というよりは個人
の私的領域の存在により関連する概念であると述べる。｢委託による責任｣に基づく理論は

必ずしも選択、意思に関する個人的自由と無差別なものではない事を強調すべきであると

言うわけである。逆に、｢統制による責任｣においては、責任は自由の存在の帰結であり、

その場合の自由とは選択や意思に関する個人的自由と見做されるものである。 
 明らかに、ドゥウォーキンやアーネソンの責任性に関する議論は、｢統制による責

任｣概念に立脚したものと考えられる｡生得のハンディキャップを背負う個人と高価な嗜好

を持つ個人の例においてドゥウォーキンが、前者を自ら選択したわけでない苛酷な不運に

よって、ある一定の所得下で達成可能な効用水準が平均以下である個人と位置づけ､後者を

自らの選択において高価なシャンパンでなければ満足できない高価な嗜好を発達させて来

た結果として、ある一定の所得下で達成可能な効用水準が平均以下である個人と位置づけ

るとき、彼は｢統制による責任｣概念に基づく議論を展開していると言えよう｡また、責任と

補償の観点に基づく分配的正義論を｢資源の平等｣論として提唱する｢ドゥウォーキンのカ



 31 

ット｣を巡って、｢資源の平等｣論の様な、個人の選好形成を自己責任要因と位置づける議論

への批判を展開する際に､アーネソン(Arneson (1989))は、明らかに｢要因に対する統制に基
づく責任｣という概念的立場に立っている。すなわち、人々が己の選好を全体として己の統

制下で発展させてきたならば、その時に限り、その様な選好ゆえの厚生上の不遇に対して

補償する根拠はないであろう。しかし選好の形成が完全に個人の統制下で為される事は不

可能であって、それ故に責任と補償の観点に基づく平等分配論としては、｢資源の平等｣の

理論は成立しないとの立場に立つ。 
 個人の選好形成が責任要因であるか否かの論争にここではこれ以上立ち入らず､

当面、責任要因であるか否かは決着済みと仮定しよう。その場合､個人の選好が彼に帰結上

の不利益をもたらすと言う事は、それが個人の責任要因であると見做されようとそうでな

かろうと、いずれであっても、選好に基づく行為の選択の結果に関して言及する事を意味

しよう｡すなわち、選好に基づく行為の選択のプロセスの存在を仮定しているのである。今､

内的資源等の条件に個人間に格差がないとし、この選択行為のみが帰結に影響を及ぼし、

その結果、ある個人に不利益をもたらすものとしよう。このとき、個人の選好形成が完全

にその個人の統制下で為された責任的要因である以上､個人は自らの行為選択の帰結に基

づく不利益に対して自己責任があるということになる。他方､個人の選好形成が完全にその

個人の統制下で為されたものでないならば、個人は自らの行為選択の帰結に基づく不利益

に対して何らかの補償を請求する権利を有するかもしれないという事になる｡ポイントは、

いずれの立場の議論であっても、個人は己の行為選択のプロセスを認められている事が前

提になっていると言う事である｡ 実際、ドゥウォーキンの仮想的保険市場やオプション･ラ
ックのアイディアは、個々人に行為の選択の機会を与える事で、その帰結に対して責任を

負わせるという考え方を表明している。この意味で、｢責任的補償原理｣に基づく分配的正

義の理論は、帰結に至るプロセス、手続きにも関心をよせる枠組みになっているように思

われる。それ故に、｢責任的補償原理｣に基づく分配的正義の基準を実行する配分ルールは

個々人に行為の選択の機会を与える枠組みになっているか、少なくとも行為の選択という

プロセスに対する価値を評価するような公理によって特徴づけられるべきものでなかろう

か？ 
 この点に関して翻って見てみるに、ローマーのドゥウォーキン批判もフロウベイ、

ボッサール達の分析もいずれも帰結主義的な観点でのみ、配分ルールを評価している。ロ

ーマーのドゥウォーキン批判は｢資源の平等｣派ならば何であれ、受け入れるべき最低限の

必要条件を、専ら配分の帰結的特徴に関する公理として述べるに止まっているし、フロウ

ベイ、ボッサール達の分析も｢責任的補償原理｣の立場に立つ配分ルールならば、それがい

かなる手続き的特性を持っていようとに関りなく最低限満たすべき条件を、やはり配分の

帰結的特徴に関する公理として述べるに過ぎない。これに対する我々の反論は、｢責任的補

償原理｣を帰結主義的な公理によってのみ特徴づける事は、この議論に対する適正な評価を

導けないのではないか、と言うものである。 
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 例えば、協同的生産経済での資源配分問題における｢自然報酬の原理｣の公理とし

て導入された、｢等しいスキルに対する無羨望｣(NEES)を取り上げてみよう。｢無羨望｣配分
の決定は主観的選好プロファイルに依存する。スキルが等しい 2 人の個人間で多くのケー
スでは衡平な状況と見做される様な配分であっても、たまたま、ある個人がその奇怪な選

好順序の為にもう一人の個人を羨望している時、それは是正されるべき事を NEESは要求
する。しかし、各個人の選好の特性に対して、各々が責任を負わされる以上、なぜ彼が補

償を受けるのかは説得的ではない。 
また、｢補償の原理｣の公理として導入された｢等しい選好に対する等しい厚生｣

(EWEP)は、本当に｢責任的補償原理｣の理念に基づく要請といえるであろうか？例えば、配
分ルールがゲーム形式で与えられており、配分の決定はゲームの均衡によって定まるもの

としよう。このゲーム形式は、選好が等しい 2 人の間で選好が等しい時、二人がうまく同
じ戦略変数を選択する事によって、2人とも同じ厚生水準を享受できる状態がゲームの均衡
になるようにデザインされているとしよう。しかし例えそうであったとしても、選好プロ

ファイル如何では、2人の個人が享受する効用水準が異なるような均衡戦略がさらに別に存
在するケースがあり得る。このとき、このゲーム形式によって導かれる均衡配分の集合を

各選好プロファイルに対して対応づける社会選択対応を定義すれば、この対応は帰結的特

徴としてはゲーム形式として当初定義された配分ルールと同値である。明らかにこの社会

選択対応は EWEPを満たさない。この事を以って、ゲーム形式として当初定義された配分
ルールは｢責任的補償原理｣の理念に反するルールであると位置づけられるであろうか？ 

フロウベイ達のフレームワークでは確かにこの配分ルールは｢責任的補償原理｣の

理念に反すると言う事になる。だが、このルールの手続き的特徴を注意深く見てみれば、2
人の個人は選ぼうと思えば同じ厚生水準を享受できる状態を帰結として導く事が可能なが

ら、戦略の自由な選択の結果として厚生の不平等をもたらしたに過ぎない事が思い出せよ

う。ルールに EWEPを要請する事とは、このような均衡配分に対してルールが介入する事
を要請する事を意味しよう。しかしこれこそ｢責任的補償原理｣の理念に反する振る舞いで

はあるまいか？配分ルールをその帰結的特徴に関してのみ評価する限り、ごく自然な｢補償

の原理｣に関する要請と思えた EWEP も、配分ルールのその手続き的特徴を注意深く評価
する事によって、必ずしも｢責任的補償原理｣の理念と整合的な要請とは思えない場合が生

じうるのである。 
この点に関連して、フローベイ達の配分ルールが社会選択対応 (social choice 

correspondence)として定義されているのに対して 33、クラニッチ､後藤･吉原 
[Kranich(1994); Gotoh and Yoshihara (1999; 1999a); Yoshihara (2000)]等は、生産経
済での労働供給の選択の自由を各個人に保証し、産出された財の分配の仕方を指定する

分配ルール (distribution rule) を定義して、その衡平性を《責任と補償》原理の観点

                                                   
33 この点に関しては、所得再分配ルール[Bossert (1995), etc.,]も、労働スキル賦存の異なる協同生産経済での資源配分
ルール[Fleurbaey and Maniquet (1996;1999)]も同様である｡ 
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から分析している。分配ルールはゲーム形式 (game form)として定義される関数であり、
個人が選択の自由の行使の帰結に対する責任を負うことをより明示的に表現できる点

に特徴がある。分配ルールにおける《自然報酬の原理》をいかに定義するかは様々な議

論の余地があり得るが、一つはハンディキャップが等しい個人間ではより多い労働時間

供給に対してより多い財の分配を行うことを要請するというものである[Gotoh and 
Yoshihara (1999; 1999a); Yoshihara (2000)]。他方、《補償の原理》は等しい労働時間
を供給する個人間では等しい帰結を補償するものとなる[Kranich(1994), Gotoh and 
Yoshihara (1999; 1999a), Yoshihara (2000))]。このように定義された場合、両原理は
必ずしも相矛盾するものでは無いことが示される。 
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