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２０１２年５月２６日 

 

日本に着いたばかりのところで、記者クラブに駆けつけていただいた。土曜昼

下がりだったが、やはりサンデル教授、たくさんの参加が得られた。 

会見を通じて、サンデル教授のコミュニタリアニズム（共同体主義）の目指す

ところが、かなり明らかになった。自由、個人、市場といった価値観だけでは、

われわれの民主主義は維持できない。今回は特に「市場の限界」に重点を置いて

論じた。市場主義によって、市場価値が優先し、他の価値が追いやられるようで

は、民主主義は衰退する。貧富の格差が社会を完全に分断するところまでいった

ら、民主主義はもたない。教授はそう論じている。 

では、民主主義の立て直しに何が必要なのか。教授が持ち出すのは、共同体の

中で人々が共有する「善」の意識だ。繰り返し出てくる「公共善」という言葉は

それを指す。 

だが「公共善」と言っても、漠として分からない。そこで必要となるのが公の

場での議論である。会見冒頭から言っているように、教授の出版と講演活動の目

的は、議論を促すことにある。われわれは、教授に促される議論を通じ、共有す

る「善」とは、なんであるか、何が許されて、何が許されないかを、あらためて

探り出していくことになる。 

 

 

 司会：会田弘継 日本記者クラブ理事（共同通信論説委員長兼編集委員室長） 

 通訳：西村好美、渡辺奈緒子（サイマル・インターナショナル） 

 

日本記者クラブ Youtube チャンネル  

http://www.youtube.com/watch?v=E-zCA34ePko&feature=plcp  
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司会（会田弘継理事・共同通信論説委員長兼編

集委員室長） きょうはハーバード大学のマイケ

ル・サンデル教授をお迎えして、アメリカとほぼ

同時出版されました『それをお金で買いますか：

市場主義の限界』。英語の題名は『What Money 

Can’t Buy』についてお話を伺います。 

教授は 2年前に『これからの「正義」の話をし

よう』、原題『Justice』を出版され、日本では数

十万部のベストセラーになりました。 

サンデル教授は、５月２８日に東京国際フォー

ラムで 5,000 人を迎えて特別講義をなさるとい

うことです。そのほか九州でも講演をされるとい

うことです。 

 

マイケル・サンデル ハーバード大学教授 ま

た日本に来ることができて、とてもうれしく思っ

ています。 

今回は出版した『それをお金で買いますか』の

中では非常に単純な問題提起をしています。少な

くとも質問のほうは単純ですが、答えるのはなか

なか複雑で、難しいかもしれません。市場におけ

るお金の役割は何かということを中心テーマに

据えています。 

今日ではますます、お金で買えないものはほと

んどなくなってきているということです。この私

の本の中では、お金で何が買えるのか、そういう

例を多々挙げています。 

そこで、やはり疑問が出てきます。市場が「公

共善」のためになっていることと、そうではない

場合ということです。この 30 年間振り返ってみ

ますと、多くの社会は変わってきています。我々

は、いわば市場経済から市場社会に変わってきて

いるということです。その違いは次のとおりです。 

市場経済というのは道具です。非常に貴重な、

そして効果的な道具ではあり、生産活動を組織し、

運営していくための道具です。ところが、市場社

会とは、それとは違います。市場社会というのは、

すべてのものが売り物になるという社会です。市

場社会というのは、いわば生活のありようで、市

場での価値というのが暮らしのあらゆるところ、

隅々までかかわってきているということです。通

常、市場の価値では仕切れないようなものでさえ

市場で価値がついてしまう。個人的な関係、社会

におけるさまざまな関係。健康、教育、そして環

境にどう対処していくのか。司法の分野、犯罪に

かかわる正義とか、国家安全保障とか、市民生活、

ますますこういった領域、我々の暮らしに直接か

かわる領域が、市場の価値でいわば取り仕切られ

てしまっているという状況がみられます。 

その危険性は、市場価値によって、市民的な価

値観なども含めて、ほかの重要な価値観が、締め

出されてしまう、浸食されてしまうという危険性

です。例えば責任感、共通の善のための責任感と

いったようなものが失われてしまうということ

が懸念されます。こういうことを皆様の質問に答

える形で後ほど議論したいと思いますが、ここで

は単にこう申しあげましょう。 

この新しい本ですが、道徳・倫理上のジレンマ

をここでも取り上げている。これは正義と同じで

す。いわゆる倫理・道徳上のジレンマ、哲学的な

ジレンマをこの本でも扱っているということで

す。我々の日常生活で直面するような、そのよう

な問題を扱っているということです。特に我々が

公的な生活、市民としての公の生活でいろいろぶ

つかる、さまざまな問題を取り上げているという

ことです。これが『これからの「正義」の話をし

よう』という本と、この新しい本の共通点であり

ます。非常に難しい、哲学的なジレンマを取り扱

っているということです。そして、公の場で議論

をし、こういう難しい倫理・道徳上の問題につい

てお互いに語り合おうと、それを目指しています。 

『これからの「正義」の話をしよう』と違うと

ころは、特に今回はお金にかかわる、そして市場

にかかわる倫理・道徳的な問題を取り上げている

ということです。ですから、今後とも皆さんとの

対話、会話を持ちたい。『これからの「正義」の

話をしよう』で始まった日本の皆様との対話を続

けたいと思っています。 

これは私にとって大変名誉なことだと思って

いますが、5 月 28 日に東京国際フォーラムで、

この新しい本についての講演をさせていただき

ます。この本に関する講義という形はとりますが、

これは双方向の会話、意見交換の場にしたいと考

えています。ですから、聴衆とのやりとりを私は

期待しています。5,000 人が相手でも、それでも

聴衆の皆さんの意見を聞きたいと思っています。

一人一人、彼らの意見に耳を傾けたいと思ってい

ます。私がお金や市場について提起する問題につ

いての意見を聞きたいと思います。 

もしうまくいけば、この東京国際フォーラムの

イベントは最大規模の双方向の哲学の講義、これ

まで持たれた対話、私が参加したもので最大級の

ものになるでしょう。ですから、いわば実験でも

ありますが、私は非常に期待をしています。特に

聴衆とのやりとり、意見交換、そして議論に大き

く期待をしています。いろんな議論ができればと
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思っています。私も学びたいと思っていますので。 

以上をもちまして、皆様の質問を喜んでお受け

したいと思います。 

≪質疑応答≫ 

司会 どうもありがとうございました。では、

いまのお話を伺って、これから質疑に入りたいと

思います。 

司会者の特権で 1つお聞きしたいのですが、皆

さんご存じのように、サンデルさんはコミュニタ

リアンというか、アメリカではそういう思想の系

譜に属する人で、大変著名な先生であるわけです

けれども、ハーバードの熱気のある授業を我々も

テレビでみました。日本での大きな 5,000 人の集

会の前に、前回も東大などいくつかの大学で集会

をされたと思います。そういう活動を通して何を

目指しているのか。何か新しい思想を人々に植え

つけて、新しい社会をつくりたいと思っているの

か。そういうことなのか。何か目的を持って一生

懸命講演活動をされているのではないかと思い

ますが、目的は何なんでしょうか。 

民主的な議論の技術 

サンデル ご質問ありがとうございます。まず、

私の主たる目的ですが、新しい種類の市民教育と

いうのを増進したいと思っているのです。市民教

育、それも公の場での議論に基づいた市民教育で

す。大きな哲学的な問題、重要な問題、我々の日

常の暮らしで重要な問題について議論をする。そ

のようなことを通じて市民教育をしたいと思っ

ています。 

アメリカの社会及び世界じゅうの国々におい

て、非常に飢えがあるのではないか。つまり、公

の場で議論をしたいという、そのような渇きを覚

えているのではないかと思います。重要な問題に

関しての議論をしたいという渇きを覚えている

のではないかと思います。 

私は政治哲学の教授です。多くの場合、哲学と

いうのは抽象的であり、そしてなかなか難しいも

のであります。抽象的で難しいからこそ、人々は

忘れがちなのです。つまり、有名な哲学者が書物

に残したこと、偉大な思想、そういった思想とい

うのは重要なのです。本当にそれは我々の暮らし

にとって重要なものなのです。意味があるものな

のです。しかし、それを忘れがちなのです。 

我々はみんな市民として、みんな自分自身の意

見を持っています。例えば政治の世界の中の問題

についても、どういったものが一体公正なのかと

いうことに関しても、どういったものが正義で、

どういったものが正義ではないということに関

して、それぞれ意見を持っています。 

また、共通善というのが何を必要としているか

というのも知っております。そして我々みんな、

必ずしも同じ意見ではない。意見が対立する場合

もしばしばあります。 

ですから、私の目的というのは、できるだけ奨

励し、挑発をして、インスピレーションを与えて

いくことです。これは、対象は学生だけではない

のです。一般市民にそのような奨励や、挑発や、

インスピレーションを与えたいと思っています。

一般の人たちが倫理的な、そして政治的な信念を

一般の議論の場に持ち出してもらいたいのです。

そうすることによって民主的な暮らし、民主的な

生活が、こういうような重要な問題に対処し始め

ることができると思います。つまり、市民が言葉

を声に出して自分の信念を語ることをためらわ

ないようにしたいのです。そうすることによって

習慣づくりができるのではないかと思います。一

緒に考える、一緒に物事を合理的に考える。意見

の対立があったとしても、議論をし、一緒に考え

るということをやっていきたいと思います。それ

も礼節を保った形で、そしてお互いに尊敬の念を

持ちながら、そのような議論をしたいと思います。 

つまり、意見の不一致を避けようとするのでは

なくて、つまり、ときには意見が衝突する、とき

にはそれを避けようとしがちではありますけれ

ども、そうではなくて、意見が違ったとしてもオ

ープンな、そして誠実な、公の場の議論に取り組

もうということ。その技術というのは重要な技術

だと思っています。やはり民主主義が健全である

ためには、このような技術が欠かせないと思って

います。 

政治哲学の教授として私が特に関心を持って

いるのは、民主的な暮らしであります。ですから

私の目的というのは、私がすべての答えを持ち合

わせるのだということを講義するのではなくて、

お説教をするのではなくて、生徒たち、そして市

民の方々に技術を磨いてもらいたいということ

です。民主的な議論をするという技術を磨いても

らいたい。それが私の目的です。 

 

司会 では皆さん、いま先生がおっしゃったよ

うに、Too shy to voice your opinion というか、

恥ずかしがらずに、ちゅうちょせずに先生に聞い

てください。どうぞ。 
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質問 先生の『Justice』という本を読んで大

変楽しませていただきました。 

いまのお答えに関して 1 つお聞きしたいので

すが、日本の社会というのは非常にコレクティブ

ハーモニーを重視する社会ですので、先生がおっ

しゃったように、パブリックディベートというの

がなかなか起こりにくいと私は思うのです。特に、

あるイシューに関して違った意見を戦わせると

いうことは、日本人はどうしてもちゅうちょする。

なぜならば、それは It could be divisive、そ

れは社会を分けるような結果をもたらすから。し

たがって日本人は本能的になかなかそういうイ

シューに関して違った意見を戦わせようとはし

ないわけです。それは非常にいい面があると同時

に、しかしながらいろいろと問題点もあると私は

思うのです。そういう社会に対して先生はどうい

うアドバイスをいただけますか。 

日本人も議論できる 

サンデル 私はアドバイスをしようとは思いま

せん。そのかわりに、皆さんをいわば招待しよう

と思います。招待というのは、皆さんに呼びかけ

て、私とともに、そしてほかの人たちとともに参

加していただいて、合理的な議論をもとに、大き

な哲学的な問題について一緒に考えましょう、そ

こに参加してくださいということです。そして、

我々が共有する公的な生活に何か変化をもたら

しましょう。これは正義の問題もありますし、あ

るいはお金や市場が社会の中でどういう役割を

担うべきか、といったような問題もありますし、

「共通善」の意味に関する議論ということもある

でしょう。 

私の本、『これからの「正義」の話をしよう』

が初めて出版されたときに、これは 2年ほど前に

なりますが、私は 2度ほど東大で講義をする機会

がありました。聴衆の中にはもちろん学生もいま

したし、一般の市民の方々もいらっしゃいました。

何人かの方がこうおっしゃいました。「日本の聴

衆は、あなたがハーバード大学でなれているよう

な聴衆とは全然違いますよ」というアドバイスを

事前に受けたのです。日本の聴衆、聞き手は、積

極的に議論に参加するはずありませんよ、と前も

って聞かされていました。私はこういいました。

「では、試してみましょうよ。やってみましょう

よ」と。単に一方的に講義をするのではなく、私

としては、ぜひ参加者にも議論にかかわってほし

いと思っているのです。ですから、マイクを聴衆

のあちこちに置いて、そして講義の一番最初に挑

発的な問題提起をしました。「本当にそうです

か？ あなたたちは議論に参加をしないと聞き

ましたけれども、そんなにシャイなのですか？ 

それとも、そうではなく積極的に参加してくれま

すか？」と聞いたところ、ほとんど全員が、やり

ますよ、参加しますよと手を挙げてくれました。 

なぜそんなことを事前に聞かされていたのか

と、彼らのほうから逆に聞かれたのです。日本人

は熱心ではない、積極的に参加したくないと思っ

ているなどということは全然ない、と。ちょうど

安田講堂の後ろのほうにいた若い男性がこうい

いました。「我々はぜひ議論に参加したい、そう

思っていますよ」といってくれました。「我々は

新しい世代なのですから。そして我々はぜひ議論

に、特に大きな哲学的な問題の議論に参加したい、

かかわりたい、もう準備はできていますよ」とい

ってくれました。 

その後の経験からいっても、日本に何度も参っ

ておりますが、日本人も非常に熱心に、積極的に

参加しようという気運がある。聴衆の皆さんも積

極的に熱心に、エネルギッシュに、そして違う意

見もどんどんいってくれます。だからといって不

調和、対立が起こるということでは全然ありませ

んでした。意見をいってくれるときに、お互いに

対して尊敬の念を持って、そして民主主義社会に

おける一市民として礼儀正しく議論をされてい

ました。 

ですから、私は皆さんにお説教するつもりは全

然ありません。私の意見を押しつけようとも思っ

ていません。皆さんに呼びかけたいのです。ぜひ

参加してくださいということです。 

私も非常に感謝をしています。皆さんからお答

えをいただければ非常にうれしく思います。やは

り答えの持つ力の理由の 1つ、これは飢えといっ

てもいいような、積極的にぜひ一緒に議論をした

いという熱意をその背後に感じるからです。もち

ろん、尊敬の念も持ちつつ、敬意も払いつつ、お

互いに違う意見を言い合うということ。そしてそ

の理由を理性的に議論の中で語る、そういう熱意

がみられるからです。 

 

質問 どうもありがとうございました。日本人

は議論したがらないというのはたしかにちょっ

と一般化のし過ぎで、私なんか議論大好きです。 

先生のこの本は、これから読ませていただくの

ですけれども、医療とか教育、そういう分野に市

場主義が入り込み過ぎていると。それは私も感じ

ます。しかし、では、先生、どうしたらいいのか

という質問なのです。担い手は国なのか、公共セ
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クターなのか。それは、そういうところが担うと

うまくいかないというのは日本人が嫌というほ

ど経験済みなのです。 

私個人は、市場主義を残して、それをより適切

な方向に働くように、マネーというインセンティ

ブがより適切な方向に働くように、政策なり制度

なりをつくっていくのが正しいと思うのですが。 

読書に報酬は正しいか 

サンデル 私の見方ですけれども、いまの議論

というのは、市場がやるべきか、政府がやるべき

か、どっちか片側だというものではないのだと思

うのです。我々が、我々の暮らしのそれぞれの側

面をみて、市場は、そして市場のインセンティブ

は、「共通善」に貢献できる部分はどこであり、

逆に市場が入ってくることによって非市場的な

価値が損なわれてしまう可能性があるか、どうい

ったものを維持し続けなければいけないかとい

うことを考えなければいけないでしょう。 

教育の例を申しあげたいと思います。多くのア

メリカの大きな都市におきまして、公立学校がい

ま非常に苦しんでいます。生徒の数がとても多い。

特に貧しい、いろいろ不利な状況が整った環境か

ら来た子どもたちが多くて、そしてなかなか学力

という意味でもモチベーションが十分ないとい

うことで、非常に苦労しています。多くの学校が

いま、現金というインセンティブを使っていい成

績をとらせようという、そういった実験を試みて

います。テストでいい点をとればインセンティブ

が与えられるわけです。例えば小さな子どもたち

に、本を 1冊読めば 2ドルあげますよというよう

な金銭的なインセンティブを提供したりしてい

るのです。実際にこのようなキャッシュのインセ

ンティブは、ニューヨークやシカゴ、ワシントン、

ダラスなどで行われています。 

こういった実験の結果はどうであったか。まち

まちです。よかったり悪かったりです。例えばニ

ューヨークでは、このキャッシュのインセンティ

ブでもテストの成績は上がりませんでした。ダラ

スでは、2ドル上げるということによって、子ど

もたちは確かに本を読むことはふえましたけれ

ども、しかし同時に、なるべく短い、そんなに分

厚くない本を読むという傾向が高まりました。 

そこで、本当の質問として聞かなければいけな

いのは、学習に対してのどういった姿勢を私たち

は子どもたちに教えたいのかということです。例

えば金銭的なインセンティブを与えることによ

って、子どもたち、学生たちが、本を読むという、

読書という行為、これをおもしろくない仕事とみ

なすことにならないか。そういったリスクはない

のかということを考えなければいけません。本当

であればそうではないのに、お金のために読むと

いう見方、そういうようなことを学校で学習して

しまったら、危険が伴うと思います。つまり、金

銭的なインセンティブによって、本当にあるべき

学習への愛情、学習をしたいという気持ちが締め

出されてしまう可能性がないかということを考

えなければいけません。 

ここで、2 つの質問があります。1 つではなく

2つあります。 

まず 1つ目は経済効率性。これがうまく機能す

るかという経済効率性の問題が 1つ目。もう 1つ

の質問というのは、姿勢とか価値観とか、それが

もう 1つの問題になるのです。 

この政策がうまく機能するというのはどうい

うことなのか。我々の最終目標は何なのか。つま

り、学生が読む本の数を最大化するのが私たちの

最終目標なのか。それとも本当の目標というのは、

子どもたちにある姿勢を植えつけるということ

なのかということなのです。学習に対しての姿勢

を植えつけるということが本当の求めている目

的なのか。つまり、読書を楽しむという姿勢、そ

れを子どもたちに植えつけることが本当の目的

であるのだったら、金銭的なインセンティブを与

えることによって、この最終的な大事な価値観と

いうものが締め出されてしまう可能性はないか、

損なわれてしまわないかという質問。この質問を

解いていかなければいけないのだと思います。 

つまり、キャッシュのインセンティブを使うか

使わないかということを考えた際には、これを考

えなければいけません。教育というような分野で

のインセンティブ、こういった質問に答えていか

なければいけません。 

ほかにも事例があれば議論したいと思います

けれども、いまのでお答えになりましたでしょう

か。つまり、この問題というのは、ただ単に市場

か政府かという、2つに 1つという問題ではなく

て、どっちをとるかではなくて、価値観とか、姿

勢とか、複雑な、お金のインセンティブと、それ

と同時に我々が大事と思っています非常に内在

的な姿勢との複雑に絡み合う関係に関する答え

を解いていかなければいけないのだと思います。 

がれき受け入れは正義か 

質問 ありがとうございます。英語で質問させ

てください。下手な英語でありますが。私の質問
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は、正義についてです。 

いま、日本で何が起こっているかということな

のですが、特に東北地方で、大量の瓦れきが積み

重なっています。地震と津波によって生じた瓦れ

きです。問題は、どのように瓦れきを撤去してい

くか、なくしていくか、素早く処理をしていくか

という問題です。都道府県や自治体の中には、大

量の瓦れきを受け入れるとしても数十年かかる、

トータルで 19 年ぐらいかかるという説がありま

す。自治体としては受け入れられないといってい

るところもあります。なぜならば、放射性物質が

混ざっているかもしれない、そういう恐れがある

ということです。ただ、政府の基準としては、土

の中で毎時 8,000 ベクレルということになって

います。ただ、ほとんどの人はこれを信じない。

政府はもう信頼を失っているというところがあ

りますので。 

私の質問は、これは正義か不正義かということ

です。東北地方の外の自治体が瓦れきを受け入れ

ない、というのは正義といえるのか、それとも正

義とはいえないのか。放射性物質の問題があると

いうこと、政府に対する信頼が失われているとい

うことも踏まえて。 

サンデル では、私のほうからちょっと質問し

てもいいですか。この問題といいましょうか、そ

もそもの提案というのは、瓦れきを東北地方の外

で振り分けて、例えば土の中に埋めるとか、そう

いうことをするわけですか。 

質問 焼却して、残った残滓は土の中に埋める

ということが、いま提案されています。 

サンデル それでは、この瓦れきを受け入れた

自治体に補償はあるのでしょうか。 

質問 いえ、補償はありません。自主的に、あ

くまでも任意にということです。 

サンデル そうしますと、非常に興味深い、そ

して難しい問題が出てきますね。お答えとしては、

だれが瓦れきを受け入れるべきか。その答えは、

一部は、いわゆる責任の共有、国家としての共同

体としての責任ということにもかかわってきま

す。さらに、瓦れきを受け入れる側の自治体に果

たして補償を与えてしかるべきなのか。そして補

償はどういう形をとるべきなのかという問題も

出てくるかと思います。これは非常に難しい、厄

介なジレンマだと思います。補償を与えるかどう

か、これは非常に難しい問題です。 

考え方としては、犠牲、負担を広く共有すると

いう考え方は、国家共同体という強い意識から生

まれるものでしょう。我々は運命共同体なのだか

ら一緒に負担をしていく、そしてリスクも一緒に

引き受けていく、それが根本的な考え方だと思い

ます。いわゆる共同体としての責任の共有という

考え方の基本にあるのはそういうことでしょう。 

報償拒んだスイスの町 

さて、果たして受け入れた自治体に補償を与え

るべきか。これは難しい問題です。 

ちょっとここで、あるエピソードをご紹介して

よろしいでしょうか。似たようなジレンマなので

すが。実は本の中に例として挙げています。これ

はスイスの例なのですが、もう数年前のことにな

ります。必ずしもこれが答えになるということを

申しあげているわけではありませんよ。 

さて、スイスには原子力発電所がありました。

放射性廃棄物が生まれていました。どこかで放射

性廃棄物を処分しなければならない、処分場をみ

つけなければならない。どの自治体も、自分の裏

庭では受け入れたくないということでした。土の

中深く、政府の基準をもとに埋められるとしても

受け入れたくないということでした。 

政府は、地質層からみて最も安全な場所を探そ

うとしておりました。ただ、それには自治体の合

意、承認が必要でした。山の中の、ある小さな町

が最も可能性がありそうだということになりま

した。調査が、決定が行われる前に行われました。

この町の住民に対して調査を行いました。もし、

あなたの町が選ばれたとするならば承認してい

ただけますか。原子力の放射性廃棄物の処理施設

を受け入れますかと聞いたら、51％がイエスと答

えました。 

2番目の質問が聞かれました。それでは、議会

のほうであなたの町を処分場の場所として選ん

だとして、住民一人一人に毎年一定の金額を与え

たとするならば受け入れていただけますかとい

う質問がされました。では、どのくらいのパーセ

ンテージの人が同意したと思いますか。80％です

か？どなたかほかにご意見はありませんか。何％

ぐらいが、それならイエスと答えたでしょう。 

皆さん、80％ぐらいになったと、あるいは 90％

ぐらいになった、高いパーセンテージになったと

思うでしょうね。例えば 1人当たり毎年 6,000 ユ

ーロぐらい払われるとするならば。と思うでしょ

う。実はそうではなく、逆に減ったのです。半分

に減ったのです。51％から 25％に減っていたの

です。ここがおもしろいところです。 

なぜならば、前提として、標準的な経済モデル

に対する、いわばこれはチャレンジだからです。
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何かお金を与えれば、みんな、やろう、やろうと、

確率は上がるだろう、5割だったのが 8割になる

だろう。それが標準的な経済モデルの前提です。

それが崩されたわけです。 

なぜ逆に下がったのか。2つの可能性のある理

由が考えられます。 

1つは、お金を与えるといったのは、逆に危険

なのではないかと住民が感じてしまったという

こともあり得ます。ところが、実際にはこの理由

ではなかったのです。というのも、世論調査の中

で危険性についても聞いていました。危険度につ

いての推定は、金銭的な報酬を与えるかどうかに

かかわらず一定ということを前提にしていたか

らです。それでもなぜ半分に下がったのか。お金

を与えると聞いた途端に、同意する人が半分に減

ってしまったのか。 

もともと51％がイエスと答えていたときには、

彼らは犠牲を払う用意があったのです。犠牲を払

っていいと。これはやはり共同体としての責任の

共有である、共同責任だと感じていたからです。

地域社会、共同体全体に対する自分の責任だと。

共通善に対する自分の貢献だと考えていたわけ

です。ところが、お金が与えられる、報酬がある

と聞くと態度を変えたわけです。態度を変えた人

に聞いてみました。なぜ変えたのですか。そうす

ると、賄賂なんかもらいたくない、お金なんか要

らないということでした。 

そもそもは共通善の問題だったのです。それで

人々は喜んで犠牲を払ってくれるということで

した。ところが、お金を与えるということになる

と、これは金銭的な取引になってしまうわけです。

例えば 6,000 ユーロ、1人当たりということにな

れば。ならば、やらない。家族をそんな危険にお

金のためにさらすつもりはないという態度でし

た。 

ですから、このエピソードでわかるように、と

きに応じてお金という要素を取り入れますと、と

りわけ個々人に対する支払いということを導入

しますと、ほかの価値観を締め出してしまう、あ

るいは浸食してしまう。例えば共通善に対するコ

ミットメントということを変えてしまう。犠牲と

いう意味そのものを変えてしまうからです。この

ことを覚えておかなければなりません。これもや

はり市場でのインセンティブが、ほかの価値観を

締め出してしまうという、また 1つの例でありま

す。市民的な価値ということを締め出してしまう

ということの 1つの例でもあります。 

この例が、だからといって皆さんのためのお答

えになるといっているわけではありませんよ。そ

こは誤解しないでください。ただ、これが示唆し

ているのは、どのように放射性廃棄物あるいは放

射性物質がありそうな瓦れきを配分していくの

か。そのときには責任感、強い共同体に対する責

任感ということも維持しておく必要があるとい

うことです。もし何らかの金銭的な報酬が与えら

れるとするならば、個人個人への支払いという形

はとらないほうがいいかもしれないということ

です。賄賂のように受け取られる懸念もあります

ので。そうではなく、共同体全体に対する貢献、

報酬という形にすれば、全体として犠牲を払って

くださっているのですから、これだけのことをし

ましょう、という形にしたほうがいいと思われま

す。これでお答えになりましたでしょうか。 

漂流がれきの処理コストは 

司会 いまの先生がお話になったのは、新著の

中にまさにその章がありまして、「核廃棄物処理

場」というテーマで取り上げられています。お読

みになるとわかるのですが、お金の場合には受け

入れるインセンティブが下がっていくけれども、

公共建築物など、例えば体育館とか、サイクリン

グコースとか、そういうものにすると受け入れら

れやすい、というふうに結論が出ているようです。

日本ではまさにそのことを知ってかどうか、箱も

ので行われたわけで、そういう場合は別の意識が

生まれてくるということが描かれていて、おもし

ろいところの 1つだなと思いました。補足です。 

 

質問 司会者の方から先ほどサンデル先生を

現代の孔子様のようなものだというご紹介があ

りましたけれども、それでは孔子様を生んだ中国

について。中国は金がすべての世の中だと聞いて

おります。先生はいままで中国に行かれてこうい

うお話をされたのかどうか。あるいは初めてであ

る、これからであれば、中国ではどういうお話を

されるでしょうか。 

サンデル 私は中国に行ったことがございま

す。何回か行ったことがございます。大学でも、

中国全土でさまざまな各地で、大学でお話をして

きました。中国の学生たち、中国の聴衆の方々に、

きょう話したような同じような質問を問いかけ

てきました。正義に関してとか、またお金と市場

の役割についてとか。 

そこでわかってきたのは、非常に活発な議論が

あるのです。学生同士の活発な議論がありました。

市場の役割について議論がありました。また、市
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場が共通善に貢献できるところはどこかとか、市

場が入るべきではない分野はどこかとか。 

ですから、この新しい本で取り上げている問題

というのは、私はためらいなく中国の聴衆の方々

にも問いかけてきまして、彼らも非常に意欲的に

議論に参加をしてくれました。喜んで、議論に積

極的に参加をしていました。 

 

質問 先ほどの瓦れきの話に似ているのです

けれども、昨年の東日本大震災で非常に大量の瓦

れきが太平洋に押し流され、その一部については

北米大陸、あるいはいずれは太平洋の島嶼国にも

押し寄せるだろうということが予測されており

ます。その一隻の漁船については、あれはたしか

アメリカかカナダの海軍が大砲で沈めましたけ

れども、今後そのような瓦れきによって処理の費

用が生じる、もしくは損害が生じるといったとき

に、日本側にどれぐらいの責任があるのか。私は

その責任はないとは思わないのですけれども、そ

れが非常に多額、大量になったときに、それは

100％日本の責任なのかということについて、自

分の中で答えがあまり出ないので、お考えをお聞

かせください。 

サンデル 私は、どの程度コストが分担されて

いるのかわかりませんが、ご存じですか。これま

でのところはどうなっていますか。事実として分

担されてきているのでしょうか。私ちょっとそこ

は詳しいことは知りませんので、コストをどちら

が負担あるいは分担しているのかわかりません

が、思うに、今回の震災ですが、日本の中でも救

援あるいは復興のためにいろいろな拠出がされ

た、そして世界じゅうからも支援が集まった。そ

れは当然そうあるべきでありました。ただ、震災

の結果、瓦れきが海を越えて太平洋の向こう側に

流れ着くかもしれない。これはやはり共有される

べき責任ということになるのではないでしょう

か。 

ただ、詳細についてどのように分担するか、そ

ういう仕組みについてはちょっと私にはわかり

かねます。私、十分事実については承知しており

ませんので。ただ、原理原則でいうならば、やは

り共有されるべきではないでしょうか。コストは

分担されるべきではないでしょうか。とりわけ、

豊かな国々同士の間ならば。貧しい国が相手とい

うことならば、もし瓦れきが漂着してしまったと

いうことがあったとするならば、負担する能力が

あるかどうか、支払い能力があるかどうかによっ

て状況を考えるべきではないでしょうか。 

若者に投票させるには 

質問 ようこそ、また日本においでくださいま

してありがとうございます。2つ質問があります。 

まず 1つ目。日本においては、お年寄りは投票

に行きますけれども、若い人たちはなかなか投票

に行かないので、政治家はお年寄り向けの政策を

とりがちなのですけれども、若い人たちがどうや

ったら民主主義にコミットを持つことができる

か。 

シルバーデモクラシーといいますか、お年寄り

の民主主義について、どうお考えでしょうか。お

年寄りは選挙に行きますけれども、若い人たちは

投票に行かない。 

サンデル 若い人たちが投票しないというこ

と。つまり、お年寄りと若い人の間では投票率が

違うということですね。お年寄りのほうが投票率

が高いということですね。 

質問は、なぜこうなるかということですか、そ

れともどうしたらいいかということですか。 

質問 若い人たちがなぜ政治に関心がないの

か。伺いたいのは、どうやったら若い人たちが投

票するモチベーションを持つことができるか。 

サンデル どうやって若い人たちに動機づけ

ができるかというのが質問ですね。わかりました。

ちょっと理解を確認させていただきました。 

この本のトピックからご想像できると思いま

すけれども、若い人にお金を払って投票してくれ

というつもりはありません。そんなことを提案す

るつもりは決してございません。しかし、全員に

投票を義務づけている国というのも世界の中に

はいくつかあるのです。ただ、アメリカではそう

ではありません。アメリカでは、確かに若い人た

ちの投票率は低いのです。お年寄りよりも若い人

のほうが低いというのはアメリカも同じです。 

若い人たちに投票場に行かせる動機を与える

一番いい方法というのは、彼らに対して、政党が

提供している選択というのは若い人たちの将来

にとってとても大事な選択なのだということを

教えなければいけません。ただし、説得力を持た

せるためには、それが真実でなければいけないと

いうことです。 

若い人たちがなかなか投票場に足を運ばない

理由の 1つとして、これは少なくともアメリカで

そうなのですけれども、果たしてそれが日本でも

そうかどうかは教えていただきたいところです

が、しばしば若い人たちは、信じていないのです。

つまり、主要政党が提供している選択肢が本当の
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問題をとらえていないと思っているのです。自分

たちに本当に大事な問題に対応してくれていな

いと若い人たちは思うのです。ですから、いら立

ちがあります。 

多くの民主国家において、政治に対してのいら

立ちがあります。そのいら立ちの中心は何にある

のかといいますと、やはり政治の政党が本当に大

事な問題に対応してくれていないのだという、そ

の不満です。だからこそ多くの若い人たちが投票

しないのだと思います。 

もし、これが理由で投票していないというので

あれば、政治システム、政党システムは方法を探

っていかなければいけないでしょう。つまり、大

事な問題にこたえていく、その方法を探っていか

なければいけません。 

どうお思いですか、あなたは。私の説明に同意

されますか。それとも違う説明が日本の場合には

あるとお考えですか。 

世代間の正義 

質問 とても難しいですが、たとえば、投票権

が 2票欲しいと。これは正義とお考えでないかも

しれませんけれども。 

サンデル 若い人たちが 2票持つべきだと。し

かし、先ほど、1票持っていたって、それも投票

に行かないとおっしゃいましたよね。2票持つべ

きだとおっしゃるのですか？ 

質問 では、子どもを持っている人たちは子ど

もの分も投票していい、というのはどうでしょう

か。子どもの数と同じだけ投票権が与えられると

いうのは。 

サンデル つまり、親御さんに、子ども何人い

るかによって、それだけの票数をあげるというこ

とですね。しかし何の根拠があるのでしょうか。

つまり、将来にとっての利害関係がそれだけ強い

からというのが根拠になるのですか？ 

質問 子どもたちは自分たちで投票できない

わけですから、今日の政治で、その悪影響を受け

る可能性があるのは子どもたち、若い人たちであ

るわけです。親としては子どもを守りたい。若い

人たちを支持したいと考えるわけですから。 

サンデル あなたが提起している本当の大き

な問題はこれだと思います。現代政治の大きなチ

ャレンジの 1つが、世代間の正義の問題だと思い

ます。社会の持つ資源のうち、どのくらいの比率

で古い世代に資源を配分すべきなのか。もうすで

に退職をした人々で、人生、ずっと一生をささげ

てきた、いまは退職をした人たち、医療費あるい

は年金という形でどこまで配分すべきなのか。そ

して片や、教育とか雇用の機会といったような若

者のための新しい機会を生み出すためにどのく

らいの配分をすべきなのか、という議論です。こ

れは大きな課題です。いま、我々の社会がぶつか

っている大きな課題であります。 

なぜならば、いま、公的資金が非常に限られて

いる時代にありますので、ときには競争になって

しまうからです。社会保障支出、年金支出にお金

を使うのか、それとも教育費、若者のためのさま

ざまな機会をつくり出すために支出をすべきな

のか、という争いになってしまいます。特に人口

構成をみてみますと、ますます高齢化が進んでい

る時代にありますので、現役労働力も減ってきて

いる。すなわち、退職者 1人当たりを支える現役

労働者の数が減ってきている時代にあります。 

こういう問題に我々は直面しておりますので、

政治的にこういう問題を議論しておかなければ

なりません。根本的な問題提起がなされます。社

会契約という問題です。この現在の若い世代が退

職するころに、同じくらいのふんだんな資源の配

分があり得るのか、給付があり得るのか。そのた

めにいまからどう積み立てたらいいのか。現在の

若者たちにどういう教育を与えるべきなのか。さ

まざまな問題があります。 

そこで認識しなければならないのは、これは

我々にとって中心的な課題である現代社会の中

心的な課題だということです。ですから、政治的

な議論がオープンに持たれるべきですし、お互い

に敬意を払いつつ、お互いに腹蔵なく、正直に議

論しなければなりません。そして世代間の新しい

社会契約ということにやがては結びついていく

ような議論をしなければなりません。正直に、直

截的に議論をいましておかなければ、やがて緊張

を生みます。世代間で争いの種になります。です

からこそ、先ほど、大きな問題、課題だと申しあ

げたわけです。あなたがおっしゃったことが提起

するのは。 

質問 ありがとうございます。もう 1つよろし

いでしょうか。記者クラブというシステムをどう

思いますか。といいますのも、フリーランスの記

者さんたちから、よく批判を受けるからです。 

サンデル 私、外から来た人間ですので、何が

争点になっているのか、私自身はわかっておりま

せん。申しわけありませんが。 
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先住民問題をどう考える 

質問 アメリカの建国の歴史の中で、原住民の

アメリカンインディアンに対して、いまの国家が

どのような処遇をしているか。これはアメリカが

生まれる原点の深い傷を背負っていると思いま

す。聞くところによれば、200 万人ぐらいのイン

ディアンが――失礼な言い方ですけれども――

まだ生きていて、ある範囲の中で生活していると

いうことであります。 

アメリカの歴史の中で取り残された汚点、何か

解決しなければならない部分だと感じています。

一般のいまのアメリカ人の意識の中で、アメリカ

のインディアンという存在に対してどのように

対処し処遇をしているか、どのような議論が行わ

れているか、お伺いしたいと思います。 

サンデル 歴史的に、アメリカの先住民の取り

扱いというのは確かに汚点です。アメリカのいま

までの歴史、経験の中の汚点だと思います。本当

に大きな不正議、過ちが犯されてきました、先住

民に対して。白人、入植をした人たちが土地を支

配し、占領していったわけです。17、18 世紀に

そういったことが行われました。これは事実です。

今日でも、その歴史と我々は戦って、難しい問題

だということで取り組んでいます。これはまだ解

決が全面にされたわけではありません。確かにそ

うです。 

 

質問 こんにちは。お会いできて大変うれしい

です。前回の来日からかなり時間がたっていらっ

しゃると思うのですけれども、日本に来られた今

回の目的は何でしょうか。 

サンデル ご質問どうもありがとうございま

す。前回日本に来てから 6カ月ぐらいたっており

ますでしょうか。今回の訪日で期待しているのは、

5,000人の聴衆の皆さんと東京国際フォーラムで

いろいろ話をする、渡り合う機会を持てるという

ことです。これは壮大な実験だと思います。本当

に双方向の実質的な議論ができるかどうか。聴衆

が積極的に参加をしてできるかどうか。5,000 人

が相手であってもできるかどうか。ですから、私、

非常にいま興奮を覚えています。これまで何度も

日本に来ておりますが、5,000 人を相手に一度に

話をしたということはありませんでしたので。し

かも、本当の意味での議論、例えばお金とか市場

とか民主主義というテーマについて、そして民主

主義がいまどういう課題を抱えているのか。こう

いう問題については皆さんそれぞれ強い意見を

持っているはずです。異論がある、反論したいと

いう人も多いと思います。ですから、私、非常に

関心を持っています。意味ある実質的な議論が建

設的な形で行えるかどうか、非常に楽しみにして

います。5,000 人という規模の聴衆相手であって

も、私は実は楽観しています。できると思ってい

ます。ただ、本当にできるのかどうか、楽しみに

しています。 

パトカーに広告 

司会 先生のほうから本についての質問を少

し欲しいというリクエストもあったようなので、

少し尋ねさせていただきます。この本の中で私が

ちょっとおもしろいなと思ったのは、いまいろん

な公共の乗り物とか、あるいは建物でもそうです

が、広告があふれ返っている。日本でもそうです

ね。電車に広告をたくさんつけたり。どんどん電

車の外を広告の媒体として売ってしまう。そうい

う中の話の 1つとして、パトカーに宣伝をつけて

いいかどうかという話が出てきます。 

僕は、ある程度まではいいのではないかと、こ

の議論をみて思ったわけです。もちろん、お巡り

さんがミッキーマウスの格好をして突然登場し

たり、あるいはパトカーに全面にギラギラの宣伝

がついていたりしたらまずいでしょうが。ボンネ

ットにマクドナルドのＭぐらいはついていても

いいのかと。 

そのときの議論の 1つとして、法の執行の威厳

とか権威、それが必要なのではないかという人も

いる。だから、広告をパトロールカーにつけるの

はまずいのではないかという議論です。ただ、ど

の辺で線を引くのかということを考えなければ

いけない。そういう形でパトロールカーがふえる

可能性があるわけです。宣伝をつけてくれれば、

パトロールカーを寄附しましょう。そうすれば、

法の執行の威厳もあるけれども、実際の法の執行

がよく行われるようになる。もし法の執行がよく

行われるのが威厳を保つことよりも重要だと判

断すれば、宣伝もいいのではないかと。 

私の質問は、そういうときにどういうことを基

準にしたらいいのか。どういう基準で判断をすべ

きだと先生は考えるか。その判断の基準になるの

はどういうエレメントがあるのか。そういうこと

をちょっと聞きたいなと思いました。 

サンデル ありがとうございます。パトカーの

広告というのは日本では行われていますか。そん

な提案はされていますか。 

司会 いえ、されていません。 

サンデル なぜこのジレンマが生まれるかと



 

11 
 

いいますと、アメリカ、そしてほかの国もそうで

しょうけれども、企業によるスポンサーシップが

ついたパトカーがあったり、もしくは消防車とか、

消火栓とか、スクールバスとか、学校の教室の中

の広告とか、そういったものがあるのです。です

から、そこで浮上する問題としては、いま、まさ

におっしゃっていただきましたけれども、どこに

線を引くかということだと思います。どういう原

則を持って線を引くかということが問題だと思

います。 

先ほど威厳の話をされました。いわゆる公的サ

ービスの威厳の話、公務の威厳の話、この原則。

つまり、公の分野の威厳。これは、これこそが線

を引く原則であるべきだと思うのです、商業的な

広告をしてもいいかどうかの。 

私が最も危険だと思う分野というのは、学校で

の商業的な広告、これが一番危険だと思います。

といいますのは、学校の目的というのは、消費者

を教育するというのが目的ではないのです。市民

を教育する、市民を啓蒙するのが学校の目的です。

市民を啓蒙教育するためには、ある一定的な距離

が必要になります。商業主義からの距離を持たな

ければ、そのような啓蒙教育ができません。これ

が 1つの例でしょう。 

商業的な価値がどこから入ってきて、我々の暮

らしのすべてを埋めつくすようになってしまい

ますと、公の領域、公の空間の威厳というものが

損なわれる可能性がありますので、これはそれぞ

れの社会が自分で判断を下していかなければい

けない問題だと思います。 

商業的広告というのがあまりにも広がったの

で、こういうような質問をしなければならなくな

ってきました。 

ちょっと過激と思われる例を申しあげます。広

告主の一部はいま、人の額のうえの広告スペース

を買うようになってきています。1 つの例では、

ある女性。1万ドルを払うから、永久にとれない

タトゥーを、会社のロゴを額に入れ墨を入れさせ

てくれといわれました。これはパトカーの屋根に

マクドナルドのサインをつけるよりももっと悪

いのではないかと思いますが。 

オキュパイ運動 

質問 2 つ簡単に質問させてください。先ほど

中国で学生たちと対話をされたといいました。マ

ルクス主義の考え方、社会のシステムの見方とか

というのは、まだ有効ではないかと思われるのも

あるのですが、中国でそういう話は出なかったか

ということと、先生ご自身はいまのマルクス主義

の評価というのをどう考えているか、それが一点。 

もう 1 つ、資本主義の問題。アメリカで 99％

はプアだということでウォールストリート街の

デモがありました。このことの持つ意味と評価を

教えていただければと思います。 

サンデル 私の印象では、教義（ドクトリン）

としてのマルクシズム、これはもう中国でもあま

り人気を博していないと思います。人気がないと

思います。ですから、全然私自身は目にしません

でした。特に強い影響力をいまでも行使している

とはみてとれませんでした。 

逆に、中国は近年ではいわゆる市場原理主義、

市場に根差した考え方を非常に熱心に追求する

ようになってきているかと思います。あまりにも

追求しているということで、政府でさえもいま非

常に心配しているようです。経済成長の代償とい

うことで格差が広がっている、それを心配してい

るようです。 

さて、オキュパイ・ウォールストリートですが、

この運動はかなり注目を浴びました。すなわち格

差が広がっているということに注意を喚起した

わけです。そして広くいら立ちを持つ人たちに声

を与えたといえるでしょう。ウォールストリート

の銀行、あるいは投資企業たちが金融危機のとき

に税金を使って救済されてしまったと。多くの人

たちは、救済がなされたけれども、十分な説明責

任が問われなかった、銀行に対して、あるいはウ

ォールストリート全体に対して税金を使ったわ

けですから、納税者に対する説明責任が求められ

なかったのではないかということに不満がある。

その後、多くの規制が設けられましたが、だから

といって根本的に大き過ぎて破綻させられない

という以前からのありようを変えたわけではな

いということです。ですから、オキュパイの運動、

1％対 99％という運動は、こういういら立ちに目

を向けさせたということがあるかと思います。 

こういう懸念は、実はオキュパイの運動を超え

て大きな問題となっているかと思いますが、しか

し、政府がとった金融危機後の規制措置によって

十分対処し切れていない。まだまだ政府はやるこ

とがあるのではないかと思っています。 

大きくて破綻させられないと思われているよ

うな金融機関に対する規制を、やはり一部変えて

いくべきではないかと思います。 

根本的に納税者に対し税金を使って、助成金を

ウォールストリートに出す、大銀行に出すという

のは非常にアンフェアな面があると思うのです。
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こういう銀行が破綻すれば、確かに大きな利益を

上げていたとしても、そういう利益は株主とか経

営陣の手にしか入らないわけですから。救済措置

に対してつけられた条件ということをめぐって

は、いまでも広く国民の間では怒りが残っている

と思うのです。 

 

質問 先生、市場主義を心配なさっているとい

うか、行き過ぎが問題だというのは、僕も非常に

そう思うのですが。1つ、サブプライムローン以

前のアメリカの過剰消費というのは、僕は高く評

価していまして、あれのおかげで中国もテイクオ

フできたし、ＢＲＩＣＳも育ってきて、十数億人

の人間が食べられるようになったのではないか

なと思うのですが。かといって、市場主義という

のが暴走するというのは何とかしなければいけ

ないとも思うのです。一方で民主主義というのも

結構暴走するなという気が僕はしていまして、ギ

リシャなんかをみていてもそうですし、アラブな

んかもそうなのかなとか思いつつあります。日本

もちょっと病気になっているなと思います。 

先生は民主主義の暴走というのはあまり心配

しないのでしょうか。もし心配するなら、そっち

のほうはどういうふうになるのかなということ。

同時にもう 1つ、市場主義のウオッチャーとして

民主主義があって、民主主義の暴走のウオッチャ

ーとして何かマーケットメカニズムがあって、と

いうような世界も描けるかと思うのですが、そう

いう考え方について何かコメントいただければ

と思います。 

市場と民主主義のバランス 

サンデル どうやったら市場の価値観と民主

主義の価値観のバランスをとるかというのは、

我々が直面している中心的な問題です。これこそ

が新しく出た本の中心にある質問です。この本の

中で、お金と市場の広がりが我々の暮らしのあら

ゆる側面に及んでいるということを強調してい

ます。そこで、その中で提案されているのは、我々

が一緒に考えなければいけない、それも公の場で

一緒に考えなければいけないということです。つ

まり、市場が「共通善」に貢献できる分野と、そ

うでないところはどこかということを一緒に考

えましょうと提案しているのです。 

市場が我々の暮らしのすべてを支配するよう

になりますと、我々の暮らしの中で唯一の価値観

というのは市場の価値だけではなく、例えば家族

の価値とか、共同体（コミュニティー）の価値と

か、もしくは保健、教育、そして市民の価値とい

うのもあるわけです。ですから、このような非市

場的な価値が浸食を受ける可能性があります。お

金と市場というのがそういうような分野に入り

込んでしまったら浸食を受けてしまいます。 

それからまた、民主主義の健全性の心配もしな

ければいけないでしょう。健全な民主主義が必要

とする要件の 1つとして、まず貧富の格差があま

り大きくてはならないということがあります。富

める人とそうでない人が全く切り離されて別々

の暮らしをするというのは、あってはならないの

です。 

最近、格差は広がりました。そして、お金によ

ってもっともっと買えるものがふえてきました。

そうなりますとどんなリスクがあるかといいま

すと、お金持ちとそうでない人たちが別々の暮ら

し、全く切り離された暮らしをするようになる。

そうなりますと、「共通善」にとってダメージが

加えられます。つまり、市民の共有というものが

失われてしまいます。もちろん、必ずしも完全な

平等でなければいけないということを市場は求

めているわけではないのですけれども、違った背

景を持っている人たち、お金持ちも、そうではな

い人たちも、普通の暮らしの中で共通の経験を共

有できなければいけません。そしてお互いに出会

う場所がなければいけないのです。普通の暮らし

をしている中で、お金持ちとそうでない人たちが

交われなければいけないのです。 

つまり、いろいろな階層に住んでいる人たちが、

いろんな場で、お互いに交われることがなければ、

お互いの同胞として、お互い市民同士として、共

同体の、社会の結束性というものが失われてしま

います。結束性が損なわれてしまいます。それが

私の懸念の 1つなのです。今日の民主主義の私が

持っている懸念はそこです。これだけ格差が広が

っている中で、そしてお金がどんどんいろいろな

ところを支配するようになりますと、こういうリ

スクはないのかどうか。つまり、お金持ちとそう

でない人たちが別々の暮らしをしてしまって、自

分たちのことを、お互いの同じ共同体に住む市民

同士という見方をしなくなるのではないかとい

うことが心配なのです。そのことを私がこの本の

中に書いています。このリスクというのは、もち

ろん、その社会によって度合いは違うかもしれま

せんが、みていかなければいけないリスクだと思

います。経済成長と市場が発展しますと、一般的

にはやはり格差が広がる傾向にあるからです。 
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若者は議論を 

質問 初めまして。きょうはありがとうござい

ます。青山学院大学に通っている学生会員です。 

先ほども出たのですけれども、若い人が投票に

行かないとか、政治にあまり興味を持たないとい

うことの１つの原因として、意見を発表したり、

あるいは議論をする場所が、いまの大学の授業や

環境には、少ないのではないかなというのを個人

的に感じています。その 1つの改善点として、ま

ずは自分の周りの友達を集めていろいろなテー

マで議論をしてみようということで、サンデル先

生の著作をテーマのテキストにして使おうと思

っています。そのときのアドバイスをいただける

とうれしいです。よろしくお願いします。 

 

サンデル まず、どうもありがとうございます。

本当に頑張っていただいているということで、と

てもうれしく思いました。お仲間の学生の方たち

とともに、そういう議論の場をつくろうと、ある

いはつくっていらっしゃるということ、それで私

の正義についての本が土台になっているという

ことを聞いて大変うれしく思います。 

私のアドバイスをとおっしゃいましたが、1つ

いえることは、何か新しいテーマ、新しい資料を

議論のために欲しいということならば、この新し

い本がいい材料、いい教材になると思いますよ。

さらにいろいろなジレンマ、いろいろな問題提起

をしておりますので、参考になると思います。 

それは横に置いておいて、もっとまじめにお話

をいたしますと、議論のための場をつくる、特に

難しい問題、深刻な問題について議論をする、こ

れは若者たちにモチベーションを与える。そして

市民となるための、いわば育成の場として使うこ

ともできると思うのです。もし若者たちがいろい

ろな主要政党が出してくる政策が、これはあまり

自分たちにはかかわりないと思うならば、もっと

よいものをかわりに出していく、提案するという

こともできるかと思います。そういうことによっ

て変化が生まれてきます。本当にすばらしい運動

だと思います。すばらしい努力だと思います。あ

りがとうございます。 

 

質問 本を読ませていただきました。ただ、最

初の冒頭のご発言を伺いまして、聞きたい質問が

あります。市場社会の最終の形はどうなるのでし

ょうか。自由市場システムによってハイジャック

されて、そして完全に市民価値というのが損なわ

れてしまう、破壊されてしまうのでしょうか。そ

れとも、市場主義というのは、自由放任、市場に

任せるが、それが自分でいろいろ調整し、自分で

是正をするという機能を持っているのではない

でしょうか。例えば羽田に向かう高速道路にたく

さん広告があったときに、みんなそれがみにくい

からやめろといって撤去されました。例えば、お

でこにタトゥーをつけた人がいて、それはよくな

い、醜いということになれば、自然に是正される

わけです。このシステムの中には自制機能がつい

ているわけです。自然に是正されていくわけです。 

市場経済の教義というのは、自由でオープンで

ある。つまり、何でも自由にできる。どんな活動

も市場の中でできるというわけですから、自由に

やらせるというのが 1 つかもしれません。ただ、

先ほど、議論をしましょう、さまざまな市民価値

について議論しようとおっしゃいました。それは

とても大事だと思います。それも、どっちにしろ

自然に生まれると思うのです。自由に任せれば、

そういった議論も生まれてくると思うのですけ

れども、いかがでしょうか。 

自由市場が許されない場合 

サンデル 公の議論というのは自然には生ま

れません。これは醸成しなければいけません。奨

励しなければ生まれません。最初の質問にお答え

する形で申しあげれば、それが私の目標の 1つな

のです。 

私はいまのご発言に必ずしも同感ではありま

せん。自由市場主義を暮らしのすべての側面に導

入をするということ、拡大を許すということは、

実質的に自己自制ができないと思います。市場が

どこでは許されるけれども、どこでは許されない

かということは、我々が決めていかなければいけ

ないのだと思います。 

例を申しあげましょう。全く純粋な市場原理を

適用して、個々人はみんな一人一人、ほかの自由

意志を持っている人たちとどんな取引をやって

もいいということになったら、例えば自由市場シ

ステムの中で投票権も売ったらどうでしょうか

ということになります。投票権の売買ができるこ

とになります。同じ論理を適用して、多くの人た

ちが投票に行かない理由、つまり自分の投票権を

使っていないわけですから、むだにするのではな

くて売ったらどうかということになります。だれ

か買いたい人がいるかもしれない。では自由市場

で売ったらどうか。買いたい人がきっといるでし

ょう。 

ですから、純粋な自由市場の原理を適用すると、
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投票権を売ってもいいことになってしまいます。

もしかしたらそれは自由な選択だと、個人の選択

だというかもしれませんけれども、私たちは今日、

それを許していないのです。 

つまり、その市場自由主義というのは、投票と

いうことに関しては許していないのです。なぜな

らば、もっと大事な自由というのが損なわれる可

能性があるからなのです。市民としての自由が損

なわれる可能性があるわけです。ですから、票を

売ってもいいことになると投票のシステムがだ

めになってしまいます。つまり、投票というのが

所有権になってしまうわけです。公共の責任では

なく、個人の所有権になってしまいます。 

では、次の例を申しあげましょう。純粋な市場

主義をすべてに当てはめた場合には、そうである

のだったら、例えば人間の肝臓とか腎臓とか、ど

うして自由に売買できないのでしょうか。例えば

腎臓を売ることを許さないのはなぜでしょうか。

貧しい人で、自分の家族に食べさせなければいけ

ないから、その人がなぜ自由に自分の臓器を売る

ことができないのだ。腎臓を売らせればいいでは

ないかと。もしくは、腎臓は 2個あるわけですか

ら、1 個だけではなくて、2 つとも売ったらどう

か。個人の自由意志に任せればいいではないか、

ほかに欲しい人がいるのだったら自由に買わせ

ればいいではないか、ということになりませんか。 

多くの社会においては今日、そのような自由市

場というのは、人間の臓器に関しては許しており

ません。純粋な市場主義の議論によると、市場主

義を導入すれば供給がふえる。供給がふえたら多

くの人たちが腎臓移植を受けることができると

いうことになりますけれども、許されていません。 

ですから、集団として我々が決定を下さなけれ

ばいけない事柄があります。市民の価値に基づい

て、倫理の価値に基づいて、人間の威厳に基づい

て市場主義を許さないという決断を私たちは下

していくわけです。 

物的な財に関しては市場を許すということは

あるでしょう。例えば、フラットパネルテレビと

か、トースターとか、車とか。こういうようなモ

ノに関してはいいでしょう。しかしながら、投票

権であったり、腎臓であったり、こういったもの

に関しては、つまり内部の制約だけではなく、

我々集団として、共同体として、すべて売買が許

される社会には住みたくないという決断を下す

ということがあり得るのだと思います。 

 

質問 ビル・ゲイツが大分前に書いていたので

すが、我々はアダム・スミスが理想とした社会を

みることになるのではないかということをいっ

ているのです。いわゆるインターネットの発達と

いうものがマーケットの領域を広げているので

はないかということを思うのです。アダム・スミ

スは、分業というのは市場の大きさによって規定

されるといっています。市場が大きくなって、い

ろいろな分業ができて、世界で何千人もの哲学教

授もいるし、その何倍ものジャーナリストもいる

わけです。ある程度ネット社会と市場の大きさと

いうのは関係があるのではないか。それはどうい

うふうにお考えでしょうか。ネット社会のおかげ

で市場はもっと利用しやすくなっているのでは

ないでしょうか。 

ネットでグローバルな議論も 

サンデル アダム・スミスは、市場原理を大学

教授の報酬にも当てはめるべきだと考えていた

のです。大学教授が固定給をもらうとするならば、

これは怠け者になるように促していると。という

ことで、講義、授業のときの学生の数に応じて報

酬を払うべきだと。確かにそれは魅力あるなと私

は思うのですけれども、だからといって同感はで

きかねます。なぜならば、教育、特に高等教育と

いうのは、ほかの価値観に裏打ちされてしかるべ

きだと思うからです。 

さて、インターネットの話が出ました。非常に

興味深い質問ですよね。どのような影響効果を例

えば高等教育に持つだろうか。実はハーバード大

学で行っている正義の授業で実験を試みました。

オンラインで、無償で、テレビで提供しました。

世界じゅうでみられるようにしました。これは実

験でした。どういうことが起こるのかみてみよう

ということでした。 

私は、当初、こういう状況になる、こういう結

果になるとは想像しておりませんでした。もう何

百万人もの世界じゅうの人々が、いろいろな言語

で話す人々が私の授業をみてくださるとは夢に

も思っていませんでした。そして、そこからいろ

いろなことを学んでいただいているようです。と

きには新しい大学のコース、授業が、これに刺激

されて生まれているという話も聞いています。で

すから、私にとっては驚異的な、予期もしなかっ

たような影響、効果だったと思います。インター

ネットで、オンラインで授業が受けられるという

こと 1つとってみても。 

将来はどうなるのでしょうか。オンラインの遠

隔の授業や学習が、1対 1の個人がじかに行う授
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業に置きかわっていくのでしょうか。そうはなら

ないと思うのですが、新しい 1つのツール、1つ

の道具として使われるようになっていくでしょ

う。すなわち、独創的な形で教育のあり方をもう

一度設計し直すということです。ですから、ＩＴ

の新しい技術を活用することによって、もっと独

創的な、例えば授業の方法ですとか、思考ですと

か、これまではできなかったような形でできるよ

うになる。そして、じかに授業する場合、例えば

教師と学生の間の関係とか、学生同士の関係とか、

スクリーンを通じては得られないようなものが、

実際の授業でもいろいろな独創的な工夫がなさ

れると思います。 

実はＮＨＫでテレビ会議の方式でいくつかの

大学、東京と上海とハーバードの大学を結んで、

公開の講義をやっています。私がスタジオにいて、

3 つのモニタースクリーンをみながら、3 つの国

の学生たちと議論をするのです。そして、異なる

国の学生同士が議論をするということもありま

す。それが今後の何か新しいグローバルなディス

クール、グローバルな論説・議論の始まりになる

かもしれません。正義とか、お金とか、市場とか、

共通善といったような議論がグローバルにでき

るようになるかもしれません。ちょっと考えてみ

ていただきたい。想像してください。グローバル

な教室がハイテク、ＩＴによって生まれるのです。

グローバルな議論ができるようになるのです。 

議論とか話し合いとか意見交換、いまここで行

っているようなものを、東京国際フォーラムで

5,000 人を相手にやることになります。5,000 人、

これは大きな実験と思うでしょう。確かにそうで

すが、ならば何百万人の人々が議論に参加できる

かもしれないという状況を考えてください。新し

い技術、ＩＴを駆使すれば、あるいはテレビ会議

などを通じてすれば、お互いに顔を突き合わせて、

スクリーンを通じてではありますけれども、議論

ができる。正義とか、市場とか、お金とかについ

て。1つの社会の中だけではなく、いろいろな社

会、いろいろな文化の壁を超えて議論ができると

いうことです。これは大きなチャンスだと思いま

す。孔子とかソクラテスなど、夢にも思わなかっ

たでしょう、こんなことができるとは。 

 

司会 ありがとうございました。サンデルさん

はいまおっしゃったことを、まさにここにメッセ

ージで記者クラブのために書いてくれました。

「日本の方々との対話をこれからも続けたい。正

義に関して、そして民主主義の将来に関しての議

論を続けたい」というふうに書いていただきまし

た。本日のお話しの中では Future of democracy

が抜けていましたけれども、まさにそのためにき

ょうもここに来てくださったのだと思います。そ

れでは皆さん、どうもありがとうございました。 

最後に記念品です。これは決してペイメントで

はありません。ありがとうございました。（拍手） 

（文責・編集部）

 


