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高等教育におけるアファーマティブ

アクションの

活動を違法とする州憲法の修正がなされた︒この修正条項の違憲性が問
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ルフォルニア州において人種や性別に基づき優遇を与えるすぺての政府

二︑バッキー最高裁判決とやむにやまれざる政府利益

連邦最高裁は︑この上訴を受理しなかった︒また︑同年︑第五控訴裁判

︵2︶
条︶に反するものでなく︑合憲とする︒これに対して上訴がなされたが︑
︵3︶

四︑多様性の確保の文脈の判例の展開とやむにやまれざる政府利益

所は︑人種に基づく一切のアファーマティブ・アクションは厳格審査に

ニシテイに基づく多様な学生集団の形成は︑修正一四条の厳格審査の下
︵5︶
で許容されるやむにやまれざる政府利益でないと判示した︒そして︑連

れざる政府利益を目的としているかについて審査したが︑人種又はエス

審査を適用した︒そこで︑当該裁判所は︑それを正当化するやむにやま

様な学生集団の形成を目的とするアファーマティブ・アクションに厳格
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五︑高等教育におけるアファーマティブ・アクションの根拠づけ

服するとしたアダランド判決に従い︑人種又はエスニシテイに基づく多

利益

題となったが︑第九控訴裁判所は︑この条項を平等保護条項︵修正一四

根拠づけと厳格審査
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・アクションは︑後退を余儀なくされている︒例えぽ一九九六年に︑カ
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今日︑アメリカの政治の保守化とそれに対応する司法の保守化によ
り︑人種の統合や人種間の実質的機会の平等を目指すアファーマティブ
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●

三︑過去の差別の是正の文脈の判例の展開とやむにやまれざる政府

一、

邦最高裁は︑この判決に対する上訴を受理しなかった︒これは︑司法に

なかった︒白人男性であるバッキーは︑この医学部の特別選考施策を︑

六％の特別枠選抜規定を設定していたため︑二年続けて入学を許可され

︵6︶

おけるアファーマティブ・アクションに対する寛容度の低下を意味し

修正一四条︵平等保護条項︶等に違反して︑人種を理由に不合格にした

る判決を求めて提訴した︒

ものであるとして︑この特別施策の差し止め及び医学部への入学を命ず

た︒

このような状況下では︑アファーマティブ・アクションの合憲性は︑

それが︑やむにやまれざる政府利益を目的として︑その目的を達成する

やまれざる政府利益とは何であるか︑それをどの程度立証すべきかを明

に対して何らかの考慮を払うことを禁止する州最高裁の判断を破棄し

学を命ずる州最高裁の判断を支持したが︑大学が入学者選考過程で人種

連邦最高裁はデイビス校の特別選考制度は違法であり︑バッキーの入

らかにし︑次にそれを達成する狭く限定された手段とは何か︑その手段

た︒その判決において注目される優先処遇の厳格審査とやむにやまれざ

手段が狭く策定されているかにかかる︒したがって︑小稿では︑まず︑

をどの程度立証すべきかを明らかにすることが重要となる︒小稿では︑

る州の利益に関するパウエル裁判官の法廷意見の要点はこうである︒

人種・エスニック的身分に基づく入学における人種割当制は︑隔絶さ

前者に焦点をあてる︒

やむにやまれざる政府利益とは︑どんな利益であるかにつき︑学説は

れ孤立した少数者に対する差別でないが︑人種差別である以上︑厳格審

査に服する︒確かに︑平等保護条項は沿革的には黒人奴隷解放という目

ほとんど言及してこなかった︒それから一連の最高裁判例は︑その利益
を判定する一般的基準を定立しなかった︒しかし︑アファーマティブ・

った︒今日においては︑白人多数派と言っても様々な少数派からなるの

的を持っていたが︑時代の推移とともに︑その適用は普遍的なものとな

やまれざる政府利益となるか理解し得ることになろう︒そこで︑まず︑

であり︑どの集団に優先権を与えるかを決定する一貫した憲法原則を見

アクションに関する判例を検討することによって︑どんな利益がやむに

高等教育に関するアファーマティブ・アクションに関する重要な最高裁

いだすことは不可能である︒従って︑どんな人種差別も本来的に違憲の

疑いがあるものであり︑厳格審査に服する︒

判例を検討することによって︑やむにやまれざる政府利益を一応明らか
にする︒

大学側は︑白人多数派に対する差別が︑その目的において敵対的なも

には違憲の疑いのあるものにならず︑厳格審査は妥当しないと反論す

のでなく︑少数派の実質的平等を図る適性のものであるとみられる場合
高等教育におけるアファーマティブ・アクションに関する判例で︑最

る︒この反論を前提とする﹁多数派﹂・﹁少数派﹂という枠組み自体︑多

二︑バッキー最高裁判決とやむにやまれざる政府利益

も重要な判例は︑バッキー最高裁判決である︒バッキi事件において

数派は少数派が政治過程において連合して一時的に形成されるものにす

︵7︶

は︑カリフォルニア大学デイビス校医学部が︑マイノリティのために一

一
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救済を与えることは︑少数派に︑責任のない者の犠牲の下に無限定の利

る損害は極めて広範にわたり︑あいまいであるので︑この損害に対して

会的差別の結果を是正することに関しては︑過去の社会的差別の結果た

まれざる州の利益を目的とするものではない︒また︑少数派に対する社

る者を全学生集団の中に一定比率を確保するものであるなら︑やむにや

要素としてではなく︑全面的に人種を理由に︑特定の少数派集団に属す

じた︑この領域における少数派の過小代表を是正することは︑人種を一

領域において少数派が伝統的に差別による不利益を受けていたために生

次に︑やむにやまれざる州の利益に関し︑まず︑医学校・医者という

である︒このように教育的多様性の見地からすると︑人種的要素と非人

入試制度は︑人種のみでなく常に非人種的要因を考慮する必要があるの

学は人種を厳格なクオータの基礎として用いてはならない︒人種優先的

的多様性と人種的比例配分との間に必然的関係がないのであるから︑大

合格枠全部に対して競争し合う機会を否定してはならない︒結局︑教育

は︑受験生が少数派であろうが︑非少数派であろうが︑入学定員ないし

学政策は各受験生を個人として扱う必要がある︒したがって︑入学政策

性の諸要素を考慮しうるほど柔軟でなけれぽならない︒基本的には︑入

入学政策は︑特定の資格を有する受験生に応じて︑あらゆる適当な多様

つのプラス要因としてのみ考慮しうる︒教育的多様性を促進するための

アード・カレッジ等の大学が行っているように︑入試において人種を一

益を与えることとなり不当である︒したがって︑かかる救済を受ける利

種要素を適切に考慮した入学政策は︑多様な学生の思想の活発な交換と

ぎないのであるから︑その反論は妥当でない︒

益はやむにやまれざる州の利益ではない︒しかし︑当該医学校が憲法又

するものであるから︑やむにやまれざる利益を目的とするものといえ

それに基づいて養成される指導者による国の活性化と効果的統治に貢献

を行ったということが︑立法的︑司法的あるいは行政的に認定されたな

る︒しかし︑当該医学校の人種的割当制は人種のみを基準とするもので

は制定法違反の特定の少数派集団に対する違法な差別ないし違憲の差別

らぽ︑損害の範囲が限定されるとともに︑その損害の救済を受ける被害

あるから︑やむにやまれざる利益を目的とするものといえない︒

以上より︑厳格審査が妥当するが︑大学は︑その入学政策がやむにや

者の法的権利が認められるので︑責任のない者の犠牲で救済するにつ
き︑やむにやまれざる州の利益があるといえる︒それから︑学生集団の

多様性を促進するよりも︑それを阻害する︒したがって︑人種は︑受験

る︒もっとも︑人種的多様性のみに重点を置いた特別入学施策は︑真の

って認められる高等教育機関の目的であり︑やむにやまれざる利益であ

要素として考慮する適切に考案された入学施策は認めなかった︒しかし

いかなる考慮をもすることを全面的に禁止し︑人種を入学決定に際し一

は承認される︒しかし︑州裁判所が大学に対し︑志願者の人種について

て︑大学の特別入学施策を修正一四条により無効とした州裁判所の判断

まれざる利益を目的とするものであることを立証しなかった︒したがっ

者の出身地・才能・生活体験のような他の教育の多様性を促進する属性

人種を一要素としては考慮するぺきであったのに︑受験生の人種につい

構成の多様性の達成に関し︑この達成は︑学問の自由︵修正一条︶によ

とともに総合的に評価される必要がある︒したがって︑大学は︑ハーヴ
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て一切の考慮をも大学に対して禁止した点は︑不当であり︑この点は破

第三に︑修正一四条制定当時の古典的解釈によれぽ︑同条の趣旨は黒

かかるパウエル判事の意見には︑問題が多い︒まず︑パウエル判事

すべての個人の平等を保障することになったので︑人種に基づく取り扱

る国家に変容した時点で︑この解釈が放榔され︑人種や民族の別なく︑

人集団を保護することにあったが︑合衆国が多くのマイノリティから成

は︑やむにやまれざる利益の判定の際︑人種的割当制を問題にしている

い自体︑本質的に違憲の疑いがあり︑それゆえに厳格審査が要請される

棄する︒

ようにみえるが︑人種的割当制は︑厳格審査における手段審査におい

とする︒しかし︑社会的・経済的・政治的実権を未だに握っている白人

は問題である︒また現在においても︑過去の差別の結果︑黒人等のマイ

て︑やむにやまれざる利益を達成する手段として狭く策定されているか

次に︑パウエル判事は︑大学のような非統治機関が︑過去の差別を是

ノリティが白人と比べると相対的に社会的に不利益な立場におかれてい

を隔絶され孤立した少数者と同列におき︑マイノリティと位置づけるの

正するための積極的行為を自発的に採用するについては︑いずれかの統

る以上︑すべての個人を形式的に平等に扱うことは︑実質的には︑かえ

どうかの問題であろう︒

治機関︵司法部︑行政部又は立法部︶が過去の差別の存在を有権的に認

式的にマジョリティを不利に扱うことが出発点の平等をマジョリティで

って黒人等のマイノリティを不利益に扱うことになるのである︒逆に形

確かに過去の差別の救済である以上︑過去の差別の認定は必要であろ

あるかマイノリティであるかを問わず個人に保障することになる︒更

定して初めて許容されると主張するが︑この主張は是認できるか︒

う︒しかし︑その認定主体を統治機関に限定し特定の過去の差別行為を

もっとも︑個人主義的観点からするならぽ︑被差別集団の権利として

に︑判例の展開からすると人種敵対的な差別が違憲の疑いがあるとさ

ションを柔軟に実施することを妨げる︒過去の差別の是正の必要性から

の平等権を認めることはできないであろう︒しかし︑フスの言うよう

厳格に有権的に認定することを救済の要件とすることは︑統治機関以外

すると︑統治機関以外の機関が一定の証拠・資料に基づきその認定をす

に︑それを根拠づけることは不可能ではあるまい︒すなわち︑平等保護

れ︑厳格審査が要請された経緯があるにもかかわらず︑それを時代的背

る以上︑人種に基づくアファーマティブ・アクションの自主的実施を認

条項は黒人のような特有のアイデンディティを持ち︑また︑政治過程に

の機関の人種に基づくアファーマティブ・アクションの自主的実施を相

めるべきである︒大学は信頼に値する高等教育機関であり︑その判断は

おいて阻害され︑更に恒常的に社会的劣位に置かれてきた社会集団であ

景を越えた普遍的なものと見ることはできない︒

尊重されるべきである︒この大学が一定の資料に基づき過去の差別行為

る特に恵まれない集団を保護することを目的としている︒したがって︑

当困難にする︒これは︑余りにも人種に基づくアファーマティブ・アク

を認定する以上︑その認定は統治機関の場合と同様に扱われるべきであ

平等保護条項は人種を考慮して黒人を優遇することを禁止するどころか

︵8︶

る︒
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統的な個人主義的平等観と大いに対立する︒そこで︑この対立を調整

的アプローチは︑可能だとしても個人の能力に応じた平等を強調する伝

その促進を目指しているともいえるのである︒しかし︑このような集団

やまれざる政府利益の内容とその立証の程度を解明する︒

る過去の差別の是正の文脈の判例を検討することによって︑更にやむに

題となる︒そこで︑高等教育に関するものではないが︑判例の主流であ

益は何か︑その立証の程度はどの程度かを明らかにすることが重要な課

最高裁は︑厳格審査の下で︑種々の人種に基づくアファーマティブ・

る政府利益

三︑過去の差別の是正の文脈の判例の展開とやむにやまれざ

し︑平等保護条項を個人の平等権を保障するものと把握するが︑個人の
利益と集団の利益との密接不可分性を考慮して︑個人の平等権を実質的
に保障するためには集団間の平等が不可欠であると見るべきである︒こ

遇のより黒人集団と白人集団との事実上の不平等を是正することが肯定

アクションを無効としてきたが︑自主的なアファーマティブ・アクショ

の立場からすると︑各黒人の平等権を実質的に保障するためには優先処

される︒いずれにしても︑パウエル判事は︑長期にわたる悲惨な黒人差

ンが過去の差別の救済ということを目的とすることは︑許容されるとし

ント判決において相対的多数意見を書いた︒ワイガソト事件の争点は︑

︵10︶

討したが︑パッキi判決の八年後の一九八六年︑パウエル判事はワイガ

この点について︑バッキー事件におけるパウエル判事の意見は既に検

てきた︒

別の歴史的痕跡を軽視し︑また︑黒人の黒人集団への密接な関係に目を
つぶって︑平等保護条項を個人主義的理念のみによって機械的解釈する
ものであり︑妥当でない︒少なくとも︑優先処遇に対しては違憲の推定
を弱める厳格審査で柔軟に対応すべきである︒

このように︑パウエル判事の意見には問題があるが︑判例法上重要な

是正というやむにやまれざる利益は立法的・行政的又は司法的に認定さ

クションを厳格審査に服させた点である︒第二点は︑差別行為の結果の

レイオフ規定が取りかわされた︒そのため︑勤続年制度にしたがってい

勤続年数の少ないマイノリティ教員の割合が減少しないよう工夫された

ミネソタ州ジャクソン市の教育委員会と教員組合の団体交渉の結果︑

こうである︒

れる必要があるとした点である︒第三点は人種を一要素として適切に考

れぽレイオフされなかった白人教師がレイオフされた︒そこで︑人種に

点を︑三点指摘できる︒第一点は︑人種に基づくアファーマティブ・ア

慮する高等教育における学生の多様性の確保をやむにやまれざる利益で

基づいて白人教師を差別するレイオフ規定の合憲性が︑問題となった︒

る差別にあたるとし︑厳格審査を適用して違憲とした︒なぜならぽ︑社

相対的多数意見は︑このような人種による優遇措置も違憲の疑いがあ

あるとした点である︒
︵9︶

は︑すべて︑厳格審査に服するという判例は確立したので︑人種に基づ

会的差別の結果を是正するために学生にマイノリティの役割モデルを提

アダランド判決により︑人種に基づくアファーマティブ・アクション

くアファーマティブ・アクションを正当化するやむにやまれざる政府利
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を適用して当該市条例を違憲とした︒なぜなら︑この基準の下では︑リ

ッチモンド市は人種を意識した救済手段を用いる場合︑その手段がやむ

供する利益は十分にやむにやまれざる利益といえるほどの目的ではない
からである︒教育委員会は社会的差別の効果を是正する試みとして︑マ

の企業の救済意図に重要性を見いださなかったし︑単に救済目的が良性

にやまれざる利益を目的とし︑その目的を達成する手段は狭く策定され

優遇を許容するのでなく︑その範囲を越えて教育委員会が優遇措置をす

のもの又は正当なものと証拠上の強い基礎なく詳説するだけでは︑やま

イノリティの学生に役割モデルを提供する利益を有していない︒黒人の

ることを許容する︒したがって︑役割モデル理論は救済措置の根拠とし

れざる利益の立証にとってほとんど全くといっていいほど意味がないと

たものであることを十分に立証する強固な証拠を提出する必要がある

て適当でない︒社会的差別の是正ということは︑人種に基づく優遇措置

判示した︒また︑全建設産業における過去の差別に関する市議会議員の

生徒にとって黒人教師は重要な役割モデルになるという理論︵役割モデ

を正当化する基礎として余りにも暖昧すぎる︒もっとも︑公共団体は証

証言はリッチモンド市の建設産業における明らかな過去の差別を立証す

が︑そうしなかったからである︒最高裁は︑市議会のマイノリティ所有

拠によりその過去の差別を認定し︑人種に基づくアファーマティブ・ア

る証明力をほとんど有しないとする︒全国の建設産業においてマイノリ

ル理論︶は︑理論的歯止めがなく︑理論的に正当な救済目的の範囲内で

クションが必要であるということに証拠上強固な証拠を持つならば︑人

ティ企業に対して過去において差別があったとする連邦議会の判断は︑

上の問題を精密に検討した︒このクロソン事件では︑バージニア州リッ

︵12︶
このワイガソト判決の三年後の一九八九年のクロソン判決はこの証拠

ノリティ所有の企業の市との請負契約は︑市との請負契約の全体の○・

ド市において人種的マイノリティが市の人口の五〇％を占めるが︑マイ

別を立証する証拠価値は極めて限られたものであるとする︒リッチモソ

リッチモンド市の建設産業におけるマイノリティ企業に対する過去の差

種に基づくアファーマティブ・アクションを策定できることを明らかに
︵11︶

チモンド市と請負契約をする元請負人が︑下請契約の少なくとも三〇％

六七％を占めるにすぎないが︑その不均衡は︑マイノリティ所有の企業

した︒

をマイノリティ所有の企業︵ζbd国︶に割り当てなけれぽならないとする

が元請負人としての適格性を有することが少ないことを考慮すれぽ︑そ

︵13︶

市条例の平等保護違反が問題となった︒この条例はマイノリティ所有の

れほど問題とする必要はないとする︒

︵15︶

企業にたいする過去の差別に対する救済として︑市の公共計画に基づく

このような証拠上の制約があるが︑市自体がマイノリティ企業に対し

て差別した場合に救済が限定される訳ではない︒相対的多数意見を書い

建設事業にマイノリティ所有の企業のより広範な参加を促進しようとす
るものである︒

たオコーナi判事は︑憲法はリッチモンド市が相当な証拠に基づく証明

により市自体の過去の差別のみならず︑市の立法権限の範囲内において

最高裁は︑地方公共団体のアファーマティブ・アクションに厳格審査
︵14︶
基準を適用する点につき初めて多数意見を構成した︒そして︑その基準

一6一

い手がなす人種排除のシステムにおいて受動的な関与者になってきたこ

するために財政権限を行使しうる︒かくして︑市が地方の建設産業の担

四条が要請するほど詳細に私的差別を明らかにすれば︑私的差別を救済

チモンド市は市の調達契約に関して立法権限を有し︑もし︑市が修正一

私的差別の効果をも是正することを許容することを明らかにした︒リッ

て︑政府がこの不法行為の要件︵損害・因果関係・義務違反︶を充足す

ことを立証して︑政府の法的義務違反を立証しなけれぽならない︒そし

別が一応の証拠によってほぼ憲法違反あるいは制定法違反の事件になる

との間の因果関係を立証する必要がある︒また︑政府は過去の自己の差

差別から生じたことを立証して︑過去の差別の痕跡と過去の政府の差別

この補償的正義論を徹底すると︑アファーマティブ・アクションによ

る場合に︑政府が実施するアファーマティブ・アクショソはやむにやま

かったのは︑市自体の過去の差別の証拠が不十分であったのみならず︑

る利益は特定の差別の犠牲者のみに与えられ︑それによる不利益は特定

とを証明できるならぽ︑市がそのようなシステムを廃止する積極的な手

リッチモンド市の建設産業のどの建設業者による憲法違反ないし制定法

の差別行為をなした不法行為者のみが負担すべきことになる︒しかし︑

れざる利益を目的とするものと言える︒

違反となる︑ほぼ一応証拠のある事件が存在しなかったからである︒ま

判例においては︑この理論は修正されて用いられている︒最高裁は︑修

段を取り得ることは明らかであるとする︒しかし︑市の立証が成功しな

た︑市が請負をさせる場合︑市の側に人種差別の直接の証拠はなかった

正一四条を根拠にして制定された公民権法第七編の文脈で︑アファーマ

を援用して被害者の損害賠償請求権ないし原状回復請求権を優先処遇を

論的は︒通常︑契約関係にない差別者と被害者との関係に不法行為理論

た被害者︵典型的には黒人︶に対する補償措置である︒この構成は︑理

マティブ・アクショソは差別者︵白人︶の故意・過失により損害を被っ

法行為的構成︶に立つものである︒この正義論に立脚すると︑アファー

このような最高裁の立場は︑基本的には個人主義的補償的正義論︵不

ド・バンガードとクリーブランド市当局の間に交わされた︑昇進の半数

ンガード判決は︑黒人とヒスパニックの消防士団体であるクリープラン

・アクションが︑直接の差別の被害者以外に優遇措置を与えるからとい
︵18︶
って︑右第七編は︑これを禁ずるものでないと判示した︒それから︑パ

組合員の二九％をマイノリティにすることを命令したアファーマティブ

の雇用差別を解消するために裁判所が人種差別をしてきた板金工組合に

であることを要しないと判示してきた︒すなわち︑板金工判決は︑長年

ティブ・アクションによって救済を受ける受益者は差別の実際の犠牲者

し︑あるいは︑市の元請負人が下請けのマイノリティ企業に対して差別
︵16︶
してきた事を示すどんな証拠も存在しなかったとする︒

受ける権利と位置づけるものと考え得る︒この立場に立つと︑人種に基

をマイノリティに割り当てるという任意のアファーマティブ・アクショ

容されるとする︒それから︑ワイガソト判決における同意意見において︑

︵19︶

ンは︑実際の差別の犠牲者以外の者に利益を与えるものであっても︑許

づくアファーマティブ・アクションを実施する政府は特定の場合におけ
︵17︶
る人種差別という不法行為による損害を立証しなけれぽならない︒政府
は︑救済対象たる過去の差別の痕跡が社会的差別ではなく過去の政府の
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オコーナー判事は︑厳格審査の下で許容されるアファーマティブ・アク

ノリティに対して差別したことを立証することを要しない︒ジョンソン

立証は実際厳格に要求されず︑州は救済をする場合︑州が実際に︑マイ

為者の行為との間の因果関係を証明する必要があるが︑この因果関係の

件とすることは︑州の自発的な差別是正措置を不当に阻害するものであ

ションは特定の場合の明らかな差別を救済するものに限定されないこと
︵20︶
に一定の合意が最高裁判事間に形成されたと述べた︒

裁判長は︑こう述ぺた︒人種的アファーマティブ・アクションの受益者

り︑妥当でない︒そこで︑州は公民権法第七編の下においては︑十分に

判決で同意意見を書いたオコーナi判事は︑かかる州の差別を補償の要

は︑通常︑実際差別を受けた者ではなく︑その者の相続人ないし子孫で

統計に基づき人種的不均衡を示し︑人種差別を一応証明する必要がある

また︑控訴審のレベルであるが︑ウットマi判決において︑ポズナi

ある︒これらの者にとって︑アファーマティブ・アクショソによる利益

とする︒人種差別に基づく人種間の不平等の是正の必要性からすると︑

このように︑最高裁は︑補償的正義論に立脚して不法行為的構成をと

︵24︶

は︑もっけの幸いであり︑その正当化は︑補償の観念以外に求められな

当該因果関係の要件はこのように緩和されてしかるべきである︒

確かに︑ポズナー裁判長が︑述べるように︑その正当化は︑厳格な補

るが︑過去の差別の救済の重要性に鑑み︑補償の範囲を拡げるべくその

︵21︶

けれぽならない︒

償の観念に求めることはできない︒しかし︑その補償は実質的には個人

理論に修正を加えている︒

拠上の基礎を要求し︑アファーマティブ・アクションの展開を制限す

とはいえ︑最高裁は基本的にはやむにやまれざる利益の主張に強い証

主義的観念に基づくものではなく︑集団主義的観念に基づくものである
︵22︶

い︒この点からすると︑その正当化は︑拡大された補償の観念に求める

る︒クロソン事件において︑リッチモソド市は︑その地方の建設産業に

から︑その補償の観念も集団主義的観念を反映して︑拡大せざるをえな

ことができるといえよう︒

おける過去の差別を是正するという特定の利益を主張したが︑その主張
︵25︶
した利益は︑原理上やむにやまれざる利益であるが︑リッチモンド市は
︵26︶
その利益が︑強い証拠上の基礎を有することを立証しなかった︒このた

また︑人種的アファーマティブ・アクションによって不利益を受ける

る︒この点につき︑ワイガント判決において︑パウエル判事は︑人種差

め︑リッチモンド市のアファーマティブ・アクションは︑憲法上是認さ

のは︑差別行為を行った州ではなく︑差別行為を行わなかった白人であ

別是正政策の実施により責任にない者が一定の不利益を負担することを

れなかった︒

︵23︶

の動機に基づかないことを確保するよう機能する︒この点は︑判例より

るとされる人種的アファーマティブ・アクションが︑実際︑不快な違憲

この厳格審査の証拠上の要件は︑主として︑正当な政府目的を達成す

強いられてもよいと述べた︒かかる責任にない白人も間接的に人種差別
に基づく利益を享受しているのであるから︑そのような負担は不当とは
言えない︒

更に︑補償的正義論によると︑補償される損害と責任を有する不法行
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を審査するのでなく︑その目的が違法な口実に過ぎないかどうか明らか

あるやむにやまれざる利益のテストは単に主張された政府目的の重要性

憲の動機を明らかにする方法である︒すなわち︑厳格審査の構成要素で

前に︑エリィによって指摘されていた︒エリィによると︑厳格審査は違

に拡げることは︑市の救済動機の主張の信愚性を大いにゆるがすもので

示唆する︒このようにリッチモンド市が︑雑に人種的優遇の対象を過剰

は︑おそらく︑市の目的が実際過去の差別の救済でないであろうことを

種集団を差別の証拠がないのに手当たりしだい救済対象に取り込むこと

彼らが市の調達契約の人種的割当制の対象となっている︒そのように人

手段とみる︒オコーナー判事によると︑厳格審査によって人種分類が正

多数意見を書いたオコーナi判事は︑厳格審査を違憲の動機を暴露する

最高裁はこの見解を採用した︒この点についてクロソン判決の相対的

る︒四人の判事は︑これらの人口構成および議席構成に鑑み︑政治的多

五〇％を占め︑市議会の全議員九人のうち五人を占めていたからであ

ぜなら︑クロソンケースにおいては︑黒人はリッチモソド市の人口の約

制が人種政治的動機に基づいて策定されたと見ているように思える︒な

︵30︶

にするものである︒そこにおいては︑政府の動機の信用性がテストされ

あるとされる︒少なくとも︑四人の判事は︑市の調達契約の人種的割当

当であるか探索的に探求されなけれぽ︑ある人種分類が良性のものない

数派︵黒人︶が︑より容易に真実性が保証されない仮定ないし不完全な

︵27︶

るのであるとされる︒

し救済的なものであり︑他の人種分類が︑実際︑黒人等を人種的に劣等

事実に基づいて︑政治的少数派︵白人︶に不利益な政策を策定する恐れ

人種分類を厳格審査に服させる最高裁のやむにやまれざる利益の立証

利益テストの証拠上の要件の機能は︑人種分類が人種政治・不当な人種

要するに︑クロソン判決は︑厳格な目的審査であるやむにやまれざる

︵31︶

のものとみる不当な見方ないし不当な人種政治的要因によって動機づけ

を懸念した︒

についての証拠上の要件は︑不快な人種差別の動機を探るものとして機

的偏見ないし人種的ステレオタイプに基づくことつまり違憲の動機に基

︵28︶

られているかを判断する方法は︑全くないとされる︒

能する︒クロソン事件において︑リッチモンド市が市の調達契約の人種

このような過去の差別の救済の文脈の判例の展開からすると︑やむに

づくことを暴露する点にあるとしたのである︒

事実を認定をするにたる証拠を提出しなかった︒そこで︑オコーナー判

当化するほど重要性があるかどうか②主張された利益が証拠上本物であ

的割当制の基礎としてその地方の建設産業における特定の過去の差別の

事はその認定がなされなかった場合︑人種分類はステレオタイプないし
︵29︶
人種政治の形態の所産にすぎないとした︒最高裁は︑︑直接に市議会の動

るとみられるか否かにかかる︒

のどの領域においてもスペイン語系︑東洋系︑インデアン︑エスキモ

がやむにやまれざる政府利益としたが︑それ以後の判例が多様性の利益

次にバッキー判決は︑高等教育機関における学生集団の多様性の利益

やまれざる政府利益であるか否かは︑①その利益が実質上人種分類を正

機を問題とした︒そして︑最高裁によると︑リッチモンド市の建設産業

ー︑アリューシャンの住民に対する過去の差別が全く存在しないのに︑
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をやむにやまれざる政府利益との関係でどう位置づけられたかを検討す
る︒

四︑多様性の確保の文脈の判例の展開とやむにやまれざる政

︵35︶

って得られる大学の利益は︑厳格審査の下におけるやむにやまれざる利

益である﹂と判示した︒州裁判所では︑まず︑デロソデ判決は︑﹁．ハッキ

ー判決においてパウエル判事が打ち立てた基準に適合するロースクール

の入学手続が連邦憲法に違反しない﹂ということに基づいて選抜要因と

学手続を許容した︒次ぎに︑マクドナルド判決は︑パッキi判決を援用

府利益
多様性の利益に基づいてアファーマティブ・アクションを正当化す

して学生の多様性を促進する医学校の目的はその入学手続において﹁人

︵36︶

して︑部分的に﹁エスニック的マイノリティの地位﹂を考慮する当該入

る︑バッキー判決におけるパウエル判事の意見は︑一定程度先例として

種を考慮することを許容するやむにやまれざる州の利益﹂であるとす
︵37︶

の機能を果たした︒最高裁は︑パウエル判事の意見を引用し︑その意見

る︒

しかし︑パウエル判事が一人で書いた意見に対して︑四人の判事が部

に同調したことがある︒ワイガソト判決におけるオコーナー判事は︑同
意意見において︑パウエル判事の意見を引用し︑﹁人種的多様性を促進

分的に同意するとともに︑四人の判事が部分的に反対したので︑パウエ

ル判事の意見は︑多数意見とはいえず︑先例としての地位を確立しなか

する州の利益は︑少なくとも︑高等教育の文脈においては︑その利益を
促進するため人種的要素を考慮することを支えるに足りるやむにやまれ

った︒

︵32︶

ざる利益であるとみられてきた﹂と述べた︒それから︑メトロ放送局判

ての価値があるかどうか検討せず︑多様性に基づくアファーマティブ・

そのため︑その後︑最高裁は︑直接︑パウエル判事の意見が先例とし

べたものではないが︑パウエル判事の意見を引用し︑﹁活発な思想の交

アクショソの合憲性について間接的に論じるにすぎなかった︒

決は︑中間審査基準を適用したから︑やむにやまれざる利益に関して述

換に資する多様な学生集団の形成は︑人種を考慮した大学の入学施策の

のなかには︑パウエル判事の意見を援用して︑多様性の利益をやむにや

目的として合憲である﹂とする︒さらに︑連邦の下級裁判所や州裁判所

利益を促進するに際し人種を考慮するに足りるやむにやまれざる利益で

を促進する州の利益は︑少なくとも︑高等教育の文脈においては︑その

ワイガント判決で同意意見を書いたオコーナー判事は︑人種的多様性

︵33︶

まれざる利益であるとするものがある︒すなわち︑連邦の下級裁判所で

あることを認めた︒しかし︑クロソソ判決で相対的多数意見を書いたオ

メトロ放送局判決の五対四の多数意見は︑中間審査基準を適用して︑マ

する救済の場合以外︑決して認められないという前提に立つ︒その後︑

コーナー判事は︑人種分類に基づく政府の決定は︑過去の不法行為に対

︵38︶

は︑まず︑一審判決たるホップウッド判決は﹁現行法のもとで︑多様性
の目的は︑それ自体で︑十分に︑厳格審査のやむにやまれざる政府利益
︵34︶

の要件を充足する﹂とする︒次ぎに︑一審判決たるディビス判決は︑バ

ッキi判決を援用して﹁民族的に多様な学生集団を入学させることによ
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活発な思想の交換に資する多様な学生集団の形成が︑人種を考慮した大

ウエル判事の違見を援用して放送の多様性の意義を説いた︒すなわち︑

要な政府利益と位置づけているにすぎないが︑バッキー判決におけるパ

放送の多様性という利益をやむにやまれざる政府利益としてではなく重

関連しているから︑マイノリティ放送局に対するライセンス取得の際の
︵39︶
優遇措置を定める連邦通信局の規定は合憲であるとした︒多数意見は︑

が実質的に放送の多様性という重要な政府目的を達成するのに実質的に

を優遇する免許政策の合憲性を審査した︒そして︑多数意見はその政策

連邦議会の意図を反映した連邦通信局︵岡OO︶のマイノリティ放送局

イノリティ所有の︑ラジオ・テレビの地方放送局を増加させようとする

とは︑学問の自由︵修正一条︶によって認められる高等教育機関の目的

及しなかった︒

格審査の要件であるやむにやまれざる政府利益を充足するかについて言

ぽならないとされる︒しかし︑オコーナー判事は︑どんな政府目的が厳

種政策はやむにやまれざる政府利益を促進するため狭く策定されなけれ

かすたれない差別の痕跡に対処すべく人種政策を展開する場合︑その人

当でない︒政府はマイノリティ集団に対する差別行為に基づく︑なかな

によると︑厳格審査が理論上厳格であるが︑実際︑決定的になるのは妥

送局判決の先例を変更した︒五対四の多数意見を書いたオコーナー判事

を厳格審査に服させず︑中間審査に服させた点においてのみ︑メトロ放

あるし︑メトロ放送局判決が連邦通信局の人種を考慮した放送免許政策

以上の判例の展開からすると︑学生集団の構成の多様性を達成するこ

︵43︶

︵42︶

学の入学施策の目的として合憲と認められるのと全く同様に︑電波にお
︵40︶
ける見解と情報の多様性は重要な修正一条の価値に奉仕するとする︒

差別の痕跡を是正する利益のみである︒放送における見解の多様性を富

用いることを許容するにすぎない︒そのやむにやまれざる利益は︑人種

た︒厳格審査の下では︑やむにやまれざる利益のみが政府が人種分類を

やむにやまれざる利益に該当する可能性は否定されていない︒

た︒また︑メトロ放送局判決が重要な政府利益と認めた放送の多様性が

エル判事の意見は︑最高裁によって明白に肯定も否定もされてこなかっ

であり︑やむにやまれざる利益であるとするパッキー判決におけるパゥ

ませる利益がやむにやまれざる利益でないことは︑明白である︒放送に

アダランド判決後︑連邦控訴裁判所レベルで︑やむにやまれざる利益
︵44V
に関して︑対照的な判決がでた︒その判決は︑ホップウッド判決とウイ

しかし︑オコーナi判事は︑次のように精力的に反対意見を展開し

おける見解の多様性を富ませる利益は︑無定形でありすぎ︑余りにも実

トッマi判決である︒

メトロ放送局判決の五年後の一九九五年のアダランド判決は︑厳格審

人種差別を受けたとして︑テキサス大学ロースクールを訴えた︒その入

は︑テキサス大学ロースクールの入学手続により平等保護条項に反する

ホップウッド事件においては︑四人の︑不合格になった白人の受験生

︵45︶

質的内容を有さないのであり︑余りにも人種分類を用いる正当な基礎と
︵41︶

査基準は人種分類が連邦・州・地方公共団体のいずれによってなされる

学手続は︑受験生を学部の平均点とロースクールの入学試験の点数から

関連が無さすぎると︒

かにかかわらず︑すべての人種分類の合憲性審査のための適切な基準で
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受験者の受験データは︑三〇人分を一ブロックにした後︑各ブロックは

が裁量にかかる者の合否を決定する手続も人種によって異なる︒白人の

低く︑黒人とメキシコ系アメリカ人の受験者に有利である︒更に︑合否

外の有色人種の受験者より黒人とメキシコ系アメリカ人の受験者の方が

数的境界は︑白人の受験者及び黒人とメキシコ系アメリカ人の受験者以

合格者と認められる者︑合否が裁量にかかる者に分類する︒各分類の指

計算された指数に基づいて三つに分類する︒合格者と認められる者︑不

正当化することは︑人種的ステレオタイプを促進することになり︑修正

づいて選抜するより合理的とはいえない︒人種の考慮を多様性によって

して︑人種を基準にして学生を選抜するのは︑体の大きさや血液型に基

は︑修正一四条の下において︑やむにやまれざる利益でないとした︒そ

を達成するためにロースクールが人種又はエスニシテイを考慮すること

については先例として拘束性を有しないとしたうえで︑多様な学生集団

控訴裁判所はバッキー判決におけるパウエル判事の意見は︑本件の争点

遇施策を違憲であるとしたが︑地裁とは︑違憲の理由を異にした︒第五

︵49︶

一五人の委員からなる入学委員会の三人の委員によって審査される︒各

所は最近の判例を検討して︑最高裁は︑人種分類を正当化する唯一のや

一四条が排除しようとした害悪をもたらすとした︒更に︑第五控訴裁判

て︑二票又は三票を得た受験生は入学を許可される︒これに対して︑合

むにやまれざる州の利益として過去の不法行為の救済という利益がある

審査員は独立して審査して︑通常︑九票から＝票の票を投じる︒そし

否が裁量にかかる者に分類される黒人とメキシコ系アメリカ人の受験者

と判示してきたと結論づけた︒

このような黒人とメキシコ系アメリカ人の受験者を優遇する入学施策

判事の意見をあげる︒しかし︑クロソソ判決は︑調達契約の人種的割当

に厳格に限定されるべきであるというクロソン判決におけるオコーナー

第五控訴裁判所はこの結論を出すため︑まず︑人種分類は救済のため

︵50︶

は︑三人の委員からなる特別の小委員会によって審査される︒その小委
︵46︶
員会は︑各受験生を吟味し︑共同して事実上最終的な入学決定をする︒

は︑アメリカのような多様性を有する国家において法が機能する実社会

制を問題としたのであり︑学生集団の多様性の確保等を目的とする優先

種的・エスニック的に多様な集団から生じる利益の獲得は︑人種優遇政

服させたが︑バッキー判決におけるパウエル判事の意見に依拠して︑人

益として人種差別の痕跡の是正のみが認められてきたとするメトロ放送
︵52︶
判決におけるオコーナー判事の少数意見を引用し︑その意見がアダラン

次に︑現代において︑差別目的を正当化するやむにやまれざる州の利

︵51︶

に適応し得る学生を養成するのに不可欠な学生集団の経歴と経験の多様

入学を問題とする本件と事案を異にする︒

策を正当化するやむにやまれざる利益とした︒しかし︑当該入学手続

ド判決において認められたとする︒そして︑アダランド判決におけるト

︵47︶

性を達成することにもある︒地方裁判所は︑この優遇政策を厳格審査に

は︑この利益を達成するために狭く策定されていないから︑当該優遇施

ーマス判事の同意意見は︑多様性の確保を目的とするアファーマティブ

︵48︶

・アクションは厳格審査の下においては合憲とされないことを示唆して

策は違憲であるとした︒

この地裁の判決に対して控訴がなされたが︑第五控訴裁判所も当該優
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ない︒したがって︑第五控訴裁判所が︑パッキー判決後の教育に関する

するものではない︒それからトーマス判事は︑そのような示唆をしてい

府の請負計画に関するものであり︑高等教育機関における優先入学に関

し︑またマイノリティ企業の下請契約の締結の機会を増やそうとする政

を目的とするアファーマティブ・アクションの合憲性を判断していない

いるとする︒しかし︑アダランド判決は︑厳格審査により多様性の確保

人が入学を許可され︑そのうち︑実際︑三一人が入学したのに︑一九九

慮しない入試手続に変えた︒そのため一九九六年においては六五人の黒

受験生の合否を決定していたが︑その判決後はその入試手続を人種を考

ウッド判決前においては入学試験の点数に人種等の人的特性を加味して

ノリティの学生が多かったテキサス大学のロー・スクールでは︑ホップ

付したが︑一九九七年においては二人しか納付していない︒また︑マイ

が納付したにすぎない︒黒人の場合は一九九六年においては一一人が納

︵53︶

最高裁の先例は︑救済的でない州の利益が決して人種分類を正当化しな

七年においては一一人しか入学を許可されなかった︒

このように先例の解釈に問題のある控訴審の判決に対する上訴を認めな

入学に対して影響力を持ったホップウッド判決の二ヵ月後︑第七控訴裁

テキサス州においてこのようにマイノリティの学生の高等教育機関の

︵54︶

いとしているのは︑先例の理解として正しくない︒ところが︑最高裁は

かった︒このため︑厳格審査の下では人種的に多様な学生集団から生じ

判所のウットマー判決は︑どんな非救済的利益もやむにやまれざる州の

要素を加味して受験生の合否を決定した︒テキサス・テッチ大学のロi

均点に受験生の社会経済的地位・家族の系譜・居住地域等の人種中立的

受験生の合否を決めた︒すなわち︑受験者の入学試験の点数と学部の平

ンターは︑一九九七年の入学手続において︑人種中立的な基準によって

ノリティの学生を優遇する政策は︑禁止されたのでハウストン・ローセ

ィの学生を優遇する政策は違法であると通達した︒この通達によりマイ

ス州の司法長官はハウストン大学とテキサス・テッチ大学にマイノリテ

の被収容者のうちほぼ七〇％が若年黒人である状況の下で当該キャンプ

理の必要性からその採用を正当化した︒更に︑当該キャンプの二〇〇人

対して︑州は人種を採用にあたって一要素として考慮したが︑刑務所管

用したので︑それにより原告の平等権が侵害されたと主張した︒これに

局はその成績が四二番目の黒人を黒人であるということで所長補佐に採

はそれぞれ上位三番目︑六番目︑八番目であったが︑イリノイ州の矯正

ノイ州の矯正基礎訓練キャンプの所長補佐の採用試験を受け︑その成績

とした︒ウットマi事件においては︑原告である三人の白人職員はイリ

︵55︶

る利益を含めて︑どんな非救済的利益もやむにやまれざる州の利益とし

利益として認められないという第五控訴裁判所の立場を排斥して︑刑務

・スクールでは︑一九九七年においては︑マイノリティの受験者総数が

当局に幾人かの黒人が配置されなければ︑黒人の被収容者は厳しい執行

︵57︶

て認められないというホップウッド判決の有権解釈は維持されることに

職員の多様性を図る人種を考慮した刑務所の所長補佐の採用試験を合憲

減少した︒それから︑メキシコ系アメリカ人の学生は一九九六年におい

人等の実施する矯正計画に基づいて行動する見込みがないと思われるか

︵56︶

なった︒ナショナル・ロー・ジャーナルによると︑この判決後︑テキサ

ては五四人が入学保証金を納付したのに︑一九九七年においては壬二人
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ら︑黒人の所長補佐が必要とされると主張した︒三人の裁判官によって

構成される合議制の裁判所の全員一致の意見を書いたポズナー裁判長
は︑この刑務職員の管理職員の多様性に基づく利益をやむにやまれざる
州の利益として認め︑厳格審査の下で︑当該人種を考慮した州の黒人採
︵58︶

五︑高等教育におけるアファーマティブ・アクションの根拠
づけ

類を正当化するが︑過去の差別の是正が唯一のやむにやまれざる州の利

をした︒第一点は︑過去の差別の救済という目的が最も一般的に人種分

この判決は︑厳格審査基準の適用に関し次の二点において重要な指摘

償的正義論によって根拠づけることができる︒マジョリィティである白

の立場からしても高等教育におけるアファーマティプ・アクションを補

不法行為的構成をとる補償的正義論によって根拠づけているから︑判例

討すべきである︒判例の主流は︑アファーマティブ・アクション一般を

高等教育におけるアファーマティブ・アクションの根拠づけは︑判例
︵61︶
の展開を踏まえながら︑道徳的見地ないし正義論及び憲法的見地から検

益とするホップウッド判決の判示を否認し︑過去の差別の是正の場合の

人が主導権を握る高等教育機関がマイノリティ特に黒人を直接的又間接

用を支持した︒

みが公務員が政策決定の際に適法に人種を考慮しうるのではないとした

的に不当に差別し︑不法行為をなした場合︑白人が補償をなすのは︑道

︵59︶

点である︒第二点は︑やむにやまれざる州の利益である刑務所における

徳の要請するところであり︑公正という確立した観念に適合する︒憲法
︵63︶
の見地からすると︑グッドウィソ・リュが指摘するように︑修正一四条

は州立大学に意図的な不快な差別政策を回避する義務を課すだけでな
︵64︶
く︑過去の差別の痕跡を除去する義務をも課すといえる︒グッドウィン

︵62︶

管理職員の多様性に基づく刑務所管理の必要性を伝統的な刑務所の実証
︵60︶
的研究や専門家の証言等の証拠により認めた点である︒

判決において高等教育における学生集団の多様性をやむにやまれざる州

・リュによると︑この過去の差別の痕跡を除去する義務は︑種々の雇用

以上の判例の展開からすると︑少なくとも厳格審査の下で︑バッキー

の利益であるとしたパウエル判事の意見は︑最高裁の多数意見によって

差別事件や学校における差別事件で人種優遇を十分に正当化するもので

︵目㊤◎Q刈︶糟Zo答ゴ

排斥されておらず︑先例としての価値を不安定であるが有しているとい
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中立的な政策を採用し実施しただけでは︑州が過去の人種分離制度を完
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ら㊤℃

える︒

以上のことを踏まえて︑次ぎに高等教育におけるアファーマティブ・
アクションの根拠づけを検討する︒
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裁判で憲法違反の認定をされるのを回避するためにアファーマティブ・

もかかわらず︑アファーマティブ・アクションを実施するのではなく︑

かが問題となる︒この場合︑公共団体は憲法違反の差別をしていないに

マティブ・アクションを実施する場合︑憲法上の義務に基づくのでない

を取り得る︒しかし︑公共団体が任意に又は合意判決に従ってアファー

得ない場合︑政府は明白に憲法上の利益に基づいて人種を考慮した措置

このように︑政府が差別行為の憲法違反を立証され︑その救済をせざる

別を救済しようという点ではなく︑アメリカ社会に定着した事実上の人

の差別を救済を目的とするアファーマティブ・アクションは︑過去の差

あり︑その点からすると︑補償的正義論は︑道徳基礎を有しない︒過去

責任のない者にアファーマティブ・アクションによる負担を課すもので

を実際の差別の被害者でなくともよいとし︑また︑実際の加害者でない

不法行為的構成をとりながら︑アファーマティブ・アクションの受益者

基礎を有するであろう︒しかし︑補償的正義論は︑道徳的基礎を有する

と︑確かに過去の差別の救済ということで救済することは堅固な道徳的

イン・リュは︑肯定的に解する︒すなわち︑グッドウィン・リュによる

アクショソを実施するのである︒憲法違反の存否が問題となる場合で

種的力ースト制度をなくそうとする点に道徳的基礎を有する︒したがっ

刈bこ㊤︶︒

も︑政府機関は憲法違反行為に密接した行為をなしており︑憲法違反行

て︑道徳的基礎の点で多様性に基づくアファーマティブ・アクションと

︷﹂°ω゜

為をなした場合と類似する︒したがって︑憲法違反が認定される場合に

過去の差別を救済を目的とするアファーマティブ・アクションとを区別

αO朝

擁護される憲法価値はこの類似する場合にも救済されると解するのが公

する理由はない︒

全に廃止したとするには十分でないとした︵聞O吋畠一〇〇

平である︒このように︑過去の差別を救済する場合には︑それを正当化

人種間の不平等状態が残存することに鑑み︑その不平等状態を是正すべ

単に人種差別を禁止するだけでは人種差別の痕跡なくすことができず︑

する憲法的基礎があるとされる︒かかるグッドウィン・リュの見解は︑

的差別と抑圧を促進するから︑その促進を抑制すぺく人種的理解を深め

の救済の場合に匹敵しうる道徳価値を有する︒人種的偏見や無知は人種

跡を永続化する信念や行動を是正するものとみられる場合︑過去の差別

特に︑教育における多様性が︑長期的にみて人種的力ースト制度の痕

︵65︶

く︑一定の要件の下で修正一四条が人種差別の救済の実質化を要請する

したがって︑多様性に基づくアファーマティブ・アクションは︑偏見

ることは︑道徳の要請するところである︒

以上から︑高等教育機関が憲法違反の差別行為又はそれに密接に関連

に基づく差別を是正する試みと理解される場合︑相似的でないにして

ものと見るものであり︑妥当である︒

した行為をした場合には︑それを救済する利益は道徳的・憲法的基礎を

も︑過去の差別を救済を目的とするアファーマティブ・アクショソと同

確かに︑個人主義的観点からすると︑不法行為の直接の加害者が責任

様の道徳基礎を有するとされる︒

︵66︶

有するものであり︑やむにやまれざる州の利益であるといえる︒

では︑高等教育も文脈で学生集団の多様性も︑過去の差別を救済する
利益と同様の道徳的基礎を有するであろうか︒この点につき︑グッドウ
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集団に対して共同不法行為的差別行為を行い︑その損害がいまだに残存

から問題がある︒しかし︑差別の実体は︑典型的には︑白人集団が黒人

を負わず︑また︑直接の被害者でない者に補償をするのは︑道徳の観点

説得力に欠けるとする︒

であろうという手段的主張であるから︑不法行為に基づく根拠づけより

基づく根拠づけは多様性の促進により種々の計画等がより良く機能する

ションと比べると︑脆弱であることは否めない︒ゲウイルツも多様性に

︵68︶

している以上︑白人集団構成員全体が加害者であり︑黒人集団構成員全

このように︑高等教育の文脈における学生集団の多様性は︑過去の差

では︑高等教育の文脈における学生集団の多様性は︑過去の差別を救

体が被害者であるから︑白人集団構成員全体が補償する義務があり︑他

るから︑直接の加害者でない者が責任を負い︑直接の被害者でない者が

済する利益と同様の憲法的基礎を有するであろうか︒この点につき︑グ

別を救済する利益と同様の道徳的基礎を有するとはいえないが︑人種的

補償を受けても︑不当でない︒かかる実質を反映して︑個人主義的不法

ッドゥィン・リュは︑肯定的に解する︒すなわち︑グッドウィン・リュ

方︑黒人集団構成員全体が補償を受ける権利があるのである︒したがっ

行為的構成が団体主義的に修正されているのであるから︑この修正され

は︑その基礎を修正一四条に求める︒すなわち︑その基礎は︑アメリカ

統合に資する社会的効用を有するといいうる︒

た不法行為的構成をとる過去の差別を救済するアファ！マティブ・アク

憲法の基礎にある中核的な民主主義的価値を表明する平等原理にある︒

て︑実質的には両集団間には不法行為に基づく権利義務関係が生じてい

ションは︑十分な道徳基礎を有するといえる︒

るために重要である︒この民主的政治制度の前提はアメリカ社会の構成

教育における多様性を促進するという任務は︑民主的政治制度を維持す

ンは︑現在の人種的偏見に基づく弊害を是正しようとするものであり︑

員の政治的平等である︒しかし︑この政治的平等を前提にしても︑マイ

これに対して︑教育上の多様性に基づくアファーマティブ・アクショ

社会的意義を有する︒ゲウイルツも︑教育における多様性の意義を認め

イノリティの利益を無視したり︑軽視したりする︒人種的偏見によって

会的効用を有するが︑過去の不法行為の償いという意味を持たない以

アクションは︑かかる人種統合を図る手段という面を持ち︑その点で社

重要である︒しかし︑教育における多様性に基づくアファーマティブ・

的多様性を維持しつつ人種間の相互理解に基づく人種統合を図るうえで

確かに︑教育政策として教育における多様性を推進することは︑人種

そうすると︑マイノリティの利益となる政策が政治過程においてアウト

おいて多数決によってマイノリティの利益を侵害する政策を決定する︒

害する動機に基づき多数派を構成し︑かかる多数派が民主的政治過程に

有しない集団である貧しい白人と豊かな白人がマイノリティを権利を侵

他方において人種的マイノリティに対する敵意以外に共通性をほとんど

社会経済的に共通性を多く有する集団︵黒人と貧乏な白人︶が分断され︑

ノリティに対する偏見が存在すると政治過程においてマジョリティがマ

る︒なぜなら︑多人種社会では︑教育における多様性により人種間交流
︵67︶
をし相互理解することを学ぶことは︑極めて重要であるからである︒

上︑その道徳的基礎は過去の差別の救済を図るアファーマティブ・アク
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せるパターソを生み出す試みである︒白人学生は大学入学前にほとんど

多様性を確保するアファーマティブ・アクショソは︑この統合を生じさ

制度の維持に必要な基本的な価値を教え込む使命を有する︒学生集団の

協力を盛んにするように多様な学生集団を統合するために民主的な政治

安定と機能は多様な集団の協力にかかっているのなら︑公立大学はその

度に責任をもって参加し得る者を要請することである︒民主的な制度の

学が担う︒というは公立大学の中心目的は︑自治を理念とする民主的制

種間の政治的協力が生まれる︒この交流と協力を促進する任務は公立大

のに役立つ人種間の社会的交流を促進すべきである︒この交流により人

においてアメリカの歴史においてアメリカ社会に対する黒人等のマイノ

黒人は劣等な遺伝子を有しているという学説が出現した︒また︑歴史学

である︒ところが︑人種的偏見があると︑例えば︑遺伝子学において︑

最大限保障されるべきである︒学問の自由は真理の発見にとって不可欠

学問の府であるぺきであり︑そこにおいては教官や学生の学問の自由が

る国民を養成する任務を有する︒しかし︑公立大学は︑第一義的には︑

ることであるとする︒確かに︑公立大学は︑民主政治を支える主権者た

は︑自治を理念とする民主的制度に責任をもって参加し得る者を養成す

は問題があると言える︒グッドウィン・リュは︑公立大学の中心目的

様性を図るアファーマティブ・アクションを修正一四条で基礎づけるの

かかるグッドウィン・リュの見解は︑傾聴に値するが︑学生集団の多

他の人種の学生と種々の分野で交流を持たないし︑ある人種のマイノリ

リティの貢献は過小に評価されている︒

㌔フットされるためには︑人種間の協力を阻害する人種的偏見をなくす

ティ学生は他の人種のマイノリティ学生とほとんど接触を持たない︒か

び研究成果の相互的受容により︑人種的偏見は打破され︑真理探究は促

しかし︑大学における多様な人種集団間の意見や思想の伝達・受領及

計画的に多様な学習環境の形成を推進する施策を実施することに努めな

進される︒したがって︑学生集団の多様性を図るアファーマティブ・ア

かる状況において︑学生は誤った見方等をするようになるから︑大学が

かったら︑大学の卒業生もその誤った見方等を維持し︑その誤った見方

以上からすると︑高等教育における学生集団の多様性は過去の差別の

クションは修正一四条ではなく修正一条︵学問の自由︶で基礎づけるぺ

会を学生に提供する任務を有する︒この任務を果たすべく公立大学が学

救済ほど道徳性を有するとはいえないが︑人種統合という社会的効用を

等に立脚して公共的決定をなすことになる︒これを避けるため︑特に公

生集団の多様性を図るアファーマティブ・アクションの自発的な実施

有するし︑また修正一条︵学問の自由︶によって基礎づけられるから︑

きである︒

は︑人種間の相互理解を増進し︑人種的偏見に基づいて公共的決定がな

やむにやまれざる政府利益といえる︒したがって︑それは︑学生集団の

立大学はアメリカ国民を分裂させ続けている人種的ギャップを埋める機

されることの防止に寄与する︒そうだとするなら︑人種的偏見に基づい

多様性を図るアファーマティブ・アクショソを正当化し得る︒

しかし︑厳格審査の下では︑公立大学は︑単に学生集団の多様性がも

て公共的決定をすることを禁止する修正一四条によって︑かかるアファ
︵69︶
ーマティブ・アクションを憲法的に基礎づけることができる︑とする︒
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よりも容易に学生集団の多様性の必要性を立証し得る︒また︑治療や手

毎に異なるであろう︒多様で創造的な芸術活動の場である芸術大学・学
︵71︶
部は︑地球の客観的な法則性を探求する場である地球科学系大学・学部

ける学生集団の多様性の必要度は︑大学院と大学とでは異なるし︑学部

件を確立しなかったので︑その要件を明らかにしなけれぽならない︒
︵70︶
この点につき︑グッドウィン・リュが指摘するように︑高等教育にお

る証拠を提出する必要がある︒判例はこの点につき︑一定の証拠上の要

たらす利益を主張するだけでは足りず︑その利益を立証する信頼のおけ

ファーマティブ・アクションの目的が正当化される︒

その証言はその効果を立証するといえよう︒かかる証言によって当該ア

ションが学生に人種的多様性の効果をもたらしていると証言した場合︑

等と結合して︑学生の人種的多様性を確保するアファーマティブ・アク

生に人種的多様性の効果をもたらそうとするカリキュラムや特別の施設

いに尊重すべきと判示しているから︑学生と実際に接触する教員が︑学

種的多様性の効果を十分立証できない︒

い︒したがって︑現在の段階では︑かかる実証的研究によって学生の人

︵74︶

格審査の場合︑直ちに違憲とする態度を改め︑その審査の下でも︑アフ

る︒最高裁はアファーマティブ・アクションを厳格審査に服するが︑厳

アファーマティブ・アクションは︑現在︑存続の危機に立たされてい

六︑結び

そこで︑最高裁がアカデミックな問題に対して教員の専門的判断を大

術に関する医者の説明とそれに対する患者の同意ないし納得など両者の
人間関係が問題となる医学を学び研究する場である医学校や利害関係が
対立した人間関係等の法関係の処理ないし解明の場であるロー・スクー
ルの場合︑地球科学の大学院の場合より︑学生集団の多様性の必要性を
より説得的に立証し得る︒

次に︑学生集団の多様性の必要性の効果を立証する必要性があるが︑

する実証的研究は少ないが︑チャングの研究によると︑学生集団の多様

憲とする︒そこで︑アファーマティブ・アクションを正当化する場合︑

く策定された手段である場合には︑アファーマティブ・アクションを合

ァーマティブ・アクションがやむにやまれざる政府利益を目的とし︑狭

性は︑すべての学生に人種間交流を最も多くし︑人種問題の議論を最も

やむにやまれざる政府利益とは何かが問題となる︒

どの程度立証すべきか問題である︒最近の資料によると︑この効果に関

盛んにし︑それによって学生の発展がもたらされる可能性があるとされ
る︒しかし︑学生の人種的多様性と学生の発展等の効果との直接の因果

別の是正をやむにやまれざる政府利益とみ︑その立証に強い証拠上の基

この点につき︑判例の展開をみると︑判例の主流は︑特定の過去の差

︵72︶

関係を証明できず︑単に大学の新入生と上級生との相違からその効果を

礎を要求する︒一部の判例は︑多様性特に高等教育における多様性をや

︵73︶

推論できるにすぎない︒このように︑かかる実証的研究が少ないうえ︑

むにやまれざる政府利益とみる︒

かかる判例の展開を踏まえると︑アファーマティブ・アクションを正

その研究によると学生の人種的多様性の効果は直接的でないとされるか
ら︑当該実証的研究が学生の人種的多様性の効果を証明する力は強くな
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当化するためには︑判例の認めるやむにやまれざる政府利益の道徳的な
いし正義論的基礎及び・憲法的基礎とその証拠上の要件を明らかにする
必要がある︒

特定の過去の差別の是正の場合︑不法行為的構成で救済を根拠づけ︑

道徳的に基礎づけうる︒憲法的基礎づけについてはは少し問題はある
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