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 本研究は、「倫理性」概念の検討を基本課題としたものであった。本稿は、３年間の研究期

間の終期において、これまでの個別研究を、若干の補完をも行ないつつこの基本課題の観点

から集約し、同時に、次の研究への橋渡しとして、いくつかの論点提起を行なうものである。 

 従来、規範倫理的立場として、「義務論」「帰結主義」という分類をすることが一般的であ

った。「はじめに」で述べたように本研究は、これを批判的に検討するなかで、いわば代案と

して、新たな基本対立型として「自己善の倫理」「善き世界の倫理」を措定したことを中心的

成果とする。 

 「自己善の倫理」とは「自分が道徳的に善であることに定位する倫理」、「善き世界の倫理」

とは「世界（人々）が道徳外的意味で善であることに定位する倫理」である。後者がそもそ

も「倫理」であるのは、それが単に「道徳的外的意味で善」（たとえば「幸福」）であること

に価値を置いているからではなく、人々がその状態に在ることを自分として求めるからであ

る。その「求める」というところに倫理性が在る。これは倫理性を、「善」の実現への「手段」

として了解することをも含意する1。これに対して、前者はそうした倫理性それ自身を ― 「道

徳外的意味での善」を「目的」とすることなく、したがって、それに応じてこれとは異なっ

た内容をもって ― 「目的」とするものだと言うことができるが、しかしながら、それに尽

きる訳ではない。その論証が本研究のポイントの一つであるのだが、その倫理性によって、

その倫理性の善とは別の「自己善」を一種外的な「目的」として求めるものでもある。した

がって両者は、一方は「自己」、他方は「世界」（人々＝他者）へと向かう相互に異なった方

向性をもっているのである。（なお、その場に応じて「倫理（性）」「道徳（性）」という両様

の言葉を用いるが、この別には意味はない。同義であると了解して頂いて構わない。） 

 

 

一 行為嚮導性への定位 

 

 では、（そもそも）なにゆえに代案の提示が必然的であったのか。「帰結主義」「義務論」に

ついての検討の要点を示すことから議論を始めたい。 

 「帰結主義」の方から検討から始めるとして、我々はなによりも、規範的倫理理論（規範

                                                  
1 このいわば手段的道徳観は、安彦「二つの「合理性」概念 ― J･McDowell 的「道徳的実在論」の批判的

検討」（『哲学』第 50 号、1999 年）以降、筆者が鮮明にしてきた主張である。前研究との関連で言うなら、

これはまさしくリベラリズム的倫理観でもある。 
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倫理学）は人々に対して、「何を為すべきか」「どう行為すべきか」といった問いに回答を与

えるかたちで、その行為を導くものでなければならないと考える。しかるに「帰結主義」は

多く、事実上は、行為の事後的判定の理論として了解されてきた。（これに対して「義務論」

は ― 特に“日本的”に「結果説」に対する「動機説」と重ねられて理解されるとき1 ― ほ

とんど定義的に行為の事前的判定の理論として了解されてきた。しかしこれでは、帰結主義

vs.義務論は、単なる事後主義vs.事前主義に切り詰められてしまう。また、これでは、ロス

の「義務論」は ― その「正」観念がその中核に在ると理解する限り ― 明瞭に（逆の）事

後主義に分類されてしまうことになる。） 

 Singer,M.G.2は、（帰結主義の代表である）「功利主義」に即して、それはどの「帰結」を

有意化するのか、「在りうる(probable)帰結」か「実際の(actual)帰結」か、あるいは「意図

された(intended)帰結」か、と問い、多くは ― 決して多数派ではないが3 ― 「実際の帰結」

に即して、その善の最大化を主張するものを「功利主義」として了解しているとする。そし

て、論理的な批判として、「実際の帰結」は常に一つであるから、他との比較において「最大」

ということがそもそも成り立たないので、この了解は無意味であるとする。と同時に、「行為

嚮導的(action-guiding)」であることを重視して、そもそも規範理論は、したがって功利主

義も、事後的な（実際の）帰結ではなく、事前的な「意図」に即して、行為者が最大限の善

という帰結の実現を意図しているか、という点で行為を判定するものでなければならない、

と説く。 

 我々は、この点ではSingerに全面的に賛成する。そうするとして我々は次に、この「意図」

として、上の「意図された帰結」だけでなく、「在りうる帰結」をもその内容としたい。これ

については、『岩波 哲学辭典』の記述が手掛りとして有用である。短縮版である『小辭典（増

補版）』の方から引用するが、項目「動機説」「結果説」でそれぞれ次のように記されている。 

  

動機説： 

結果説の反対。行為の動機を唯一又は主要な道徳的判断の対象とする説。 

１）主観的動機説。狭義の動機..即ち目的観念（＝意図）さへ正しければ、手段や結果は

問はぬといふ立場。 

                                                  
1 この「動機説」「結果説」という言い方は、特に後者の「結果説」について日本発のものであるのではなか

ろうかと（現在でも）見ている。筆者の確認できた範囲では、（日本における）「結果説」の初出は大日本百

科辭典編輯所編『哲學大辭典』同文館（初版：明治 45 年、大正 7 年：修正第３版、昭和 3 年：同第 8 版。

筆者が参照できたのは昭和 3 年のものである）の大島正徳の論稿「動機論-結果論」である。（戦前の『岩波 哲
學辭典』大正 11 年 の錦田義富論稿では「動機説-結果説」と表記されている。）これが「日本発」であると

言うのは、そこに欧語として英語では"Consequentism" ― Anscombe による造語の"consequentialism"（帰

結主義）とは別である ― が付されているが、英語辞書にはこの語が記載されておらず、おそらく「結果説」

の翻訳語として作られたものであろうからである。 
2 "Actual Consequence Utilitarianism",in: Pettit,P.,ed.,Consequentialism,Dartmouth,1993. 
3 ただし、Slote,M.,"Consequentailaism",in: Becker,L,C.,et al.,Encyclopedia of Ethics,vol.1.,St.James 
Press,1992 は、「今日では、帰結主義に関する多数派が、その教説の予期可能主義ヴァージョンよりも現実

［実際］主義ヴァージョンを選んでいるように思える」(304)と記している。 
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２）志向説(Intentionalism)。動機即志向と見、志向こそ道徳的価値の対象とする説。従

って志向されたる限り、手段や結果も問題となる（結果説の(2)に近い）。以上は主として

心理的事実的意義を主として結果説と対立せるもの。 

３）倫理的価値的意味より結果説に対立するカントの心術道徳。カントによれば或目的を

設定し、それの実現を道徳と見れば、道徳は畢竟その目的の手段となり、相対主義、他律

に陥らざるを得ぬ。道徳の自己目的性、絶対性を保つものは自律主義の他にない。(106) 

 

結果説： 

動機説の反対。行為の結果を唯一又は主要な道徳的判断の対象とする説。 

１）意識、動機又は志向に関係なく、行為を通して実現された結果のみを問題にする説。 

２）志向的必然的結果を主要対象とし、非志向的偶然的結果は問わぬもの（動機説の(2)

に近い）。 

 結果の価値を以て行為の道徳的価値とする時道徳的価値は手段価値、功利的価値となり

道徳の自律性を失はしめる。(349) 

 

これで言うなら我々は、結果説の２）の「志向的必然的結果」に近いものを含むものとして ― 

（まずは）拙稿「「倫理性」の二つのかたち（一） ― Ｗ・Ｄ・ロス倫理学のメタ倫理学的検

討 ― 」『dialogica』1第 9号、2006年（以下「前稿１」と略記）に用語法を合わせて ― 「意

図」を了解する。つまり、「必然的」なものに限定するが、意識においてその「志向」内容と

して、そう「必然的」に生起すると予期されている(expected)ものも「意図」（内容）を構成

すると了解する。（"intention"にはもともと「志向」という意味も在る。）功利主義とは、「志

向」において予期される（世界の）諸状態のうちの最善を目指して行為すべきであるという

教説なのである。本稿では用語法を再構成するために別言するが、我々は、功利主義の現実

主義（実際主義）(actualism)を退けてexpectabilism ― 以前にはintentionalismとも呼ん

だが、それを直截に換言するなら"expectationalism"とでもなるであろう。本稿では、これ

との区別においても"expectabilism"を考えている。その理由は次章で述べる ― を採用しな

ければならないのである。 

 

 

二 予期可能主義(expectabilism) 

 

 ここで言う「必然的結果」とは、行為との間に（因果的）法則性が在るもののことである。

これに対して「偶然的結果」とは、行為の結果ではあるが、行為との間に法則性が存在しな

いもののことである。法則性が成立していないので、その結果が生起するとは予期されず、

                                                  

l ） 
1 『dialogica』滋賀大学教育学部倫理学・哲学研究室（electronic jour-
nal：http://www.edu.shiga-u.ac.jp/dept/e_ph/dia.htm
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したがって、その結果は「志向」内容をなさないのである。しかしながら我々は、ここはも

う少し精確に考える必要が在ると見ている。問題は「予期」である。これには「予期されて

いる(expected)」の他に「予期可能である(expectable)」という概念 ― これらはそれぞれ

「予見されている(foreseen)」「予見可能である(foreseeable)」に対応する ― も在る。そ

してこれらは、法則性が存在論的概念であるのに対していわば意識の（志向）様態に関わる

概念である。前者が行為者当人が「予期」していることを意味するのに対して、後者は、別

の者が ― 法則性に基づいて ― 「予期」しているにも拘らず当人は「予期」していないと

いう事態を意味する。 

 「功利主義」は最善の帰結をもたらす行為をすべしと説くものであるが、それはまず、何

であれ最善の帰結を目指して ― 行為が最善を生み出すことを念じて ― 行為せよと説くも

のではない。それであれば、むしろ「動機説」に分類されることになるであろう。あくまで、

諸行為選択肢とそれぞれ（予見において）結び付いている諸結果（状態）のうちの最善を目

指して、それと結びついている行為を為すべきであると説くものである。この「結び付いて

いる」ということは「知」の事柄である。したがって「功利主義」は一面で ― 「動機説」

（の或るヴァージョン）が「主意主義」であるのに対して ― 「主知主義」である。ここか

ら見るなら、Singerの「意図された帰結」に加えて「在りうる帰結」をも有意化すると言う

のは厳密でない。この「意図された帰結」を別個のものとして措定するならそれはむしろ「動

機説」であって、正確には、両者は「帰結が（最善となることが）在りうる（probable＝見

込まれる1）行為を選択して、その帰結を意図して」というかたちで一体化することになる。 

 しかしながら、問題なのはこの「見込み」である。それは当人にとっての「見込み」であ

るのか、当人にとっては意識されていないが、他の者が意識していて当人にも意識可能では

あるものも含むのか。ここに、expected=foreseen を有意化するのか、それに加えてexpec- 

table=foreseeable をも有意化するのか、という二ヴァージョンが成立しうるのである。こ

こから見るなら、シジウィックは、このうちの前者であろう。これに対して、Ｍ・ウェーバ

ーの言う「責任倫理」は後者である。（あるいはさらに、そもそも予見不可能な帰結をも引き

受ける一種の ― やはり「結果」をもたらそう（と行為）するというニュアンスが強く在る

ので、あくまで「一種の」である。これに対してムアは端的である ― 「現実主義」である。） 

 この区分を含むなら、功利主義全体は次の諸ヴァージョンに区別可能である。 

 

１）（狭義に）意図された帰結だけに即して行為は判定されるべきである。（「前稿１」とは違

って本稿では、狭義にこれを意図主義(intentionalism)と呼ぶ。これは、実質的には ― い

わば「つもり-主義」として ― 「動機説」である。2） 

                                                  
1 この意識論的様態性は存在論的な「……という傾向に在る(tend to)」にいわば対応する。言うまでもない

ことであろうが、古典的功利主義のベンサムは、行為のこの「傾向性(tendency)」を有意化している。その

限りで、ベンサムにおいては actualism と expectabilism とを区別する必要がそれほどないということに

もなる。 
2 これは安彦「「安楽死」をめぐる清水・立岩論争のメタ倫理学的考察」『応用倫理学各分野の基本的諸概念
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２）予見として志向されている（つまり広義の意図された）帰結に即して行為は判定される

べきである。（予期主義（これはおそらく造語となるであろうが、expectationalism)） 

３）これに加えて予見されうる帰結にも即して行為は判定されるべきである。（予期可能主義

(expectabilism)） 

４）（予見性から独立に）実際の帰結に即して行為は判定されるべきである。（現実主義

(actualism)） 

 

言うまでもなくこれは、功利主義だけでなく、帰結主義一般に妥当する区別である。 

 このうち我々は、３）を優位化すべきであると考える。 

 

 

三 「義務論」とは何か？ 

 

 「帰結主義」に対して「義務論」の方は曖昧である。「動機説」として了解するならかなり

限定されてくるが、それは「義務論」の一部ではあっても、その全体ではない。しかるに「義

務論」全体の意味は曖昧であって、ネガティヴに「行為を（現実的）帰結とは別のものに即

して評価する説」としか規定できないところである。 

 ここで、「義務論(deontology)」とは「義務に関する理論」であると誤解されるかもしれな

い。たしかに、語源的に見て、この語がベンサムによって導入された当初においては、その

ような「義務に関する理論」の意であった。しかし今日では、「帰結主義」に対する一つの基

本的規範理論（類型）を意味する。これは、関連はするが「義務に関する理論」とは別であ

る。では、今日的意味における「義務論」概念はどのようにして成立してきたのか。その成

立過程から、或る程度限定された意味を探ることができるかもしれない。 

 これについては、Louden,R.B.,"Toward a Genealogy of 'Deontology',in: Journal of the 

                                                                                                                                                
に関する規範倫理学的及びメタ倫理学的研究』（平成 16-17 年度科学研究費補助金研究成果報告書（代表：北

海道大学・坂井昭宏））でも触れたところであるが、「意図」には「つもり」という意味も在る ― すなわち、

「……する意図で」が「……するつもりで」に換言可能である ― 。本文で「（狭義に）意図された帰結」と

いうのは、この「つもり」において、その内容として意識されているものである。換言するなら、『小辭典（増

補版）』「動機説」項目で言われているように「目的」（内容）である。しかし「つもり」でもって、いわば意

識上の様態の事柄として、たとえば「親切のつもりで」という場合のように、行為の際の「心情」が意味さ

れもする。これを有意化するのが「動機説」だとも見ることができるが、しかし「動機」にしても、 ― ま
さしく「主観的動機説」として ― 内容的な「……を（目的として）実現するために」という側面も在る。

「つもり」にも同様の内容的側面が在る。そもそも「善き心情・つもり」に一切内容が伴わないということ

はない。必ず何かを目指してはいるのである。しかしそれは、いわば何であっても構わない。たとえば「（目

的として）痛みを取り去るために（行為として）殺す」というときのその「痛みを取り去る」でも構わない。

動機説であるなら、そこに ― 慈悲殺として ― 善意が在るならその行為は正としうるが、これは、「痛みの

消失」という帰結を目的としてはいるのであるが、 ― 「目的論」とは言いうるかもしれないが ― 「帰結

主義」とは言い難い。（単に形式的にではなく実質的に）「帰結主義」であるためには、その「殺人」の行為

の少なくとも予期される帰結の全て（すなわち、「痛みの消失」に加えて「死」をも）行為評価の対象とする

ものでなければならないであろう。同じ評価を下すとしても、 ― 単に「痛みの消失」を目指しているから、

ではなく ― 「死」の悪を上回って「痛みの消失」の善が在るからであるとするのでなければならないであ

ろう。 
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History of Philosophy,24,1996. が好便である。かれは、 

 

『オックスフォード・英語辞典』に採録された「義務論」という用語の最初の出現は、『ウ

ェストミンスター・レヴュー』掲載のジェレミー・ベンサムの1826年の或る論稿からのも

のである。(573) 

 

として、用語そのものの起源を確定しつつ、しかし今日的意味の「義務論」概念（言葉では

ない）の一つの起源をカントのうちに見ている。こう記されている。 

 

帰結主義に対するカントの多くの批判 ― すなわち、善意志が「善であるのは、それが帰

結する、あるいは成し遂げるところのものの故ではない」という彼の立場……(573) 

 

 しかしながら、 

 

19世紀と20世紀の初めを通じて、「義務論」は、そもそも道徳的義務に関するなんらかの

特定の規範理論を指示するものではなく、単に、「義務の学」一般を指示していた。(579) 

 

として、ベンサム的用法の存続を確認しつつ、改めて今日的意味での「義務論」概念の起点

を求めて、 

 

Friedrich Paulsenの倫理教科書（1889年）が我々の［起源を求める］企図にとって重要

である。それは、この教科書が道徳的義務に関する結果に基礎を置く理論を指示するため

の「目的論的」という用語の最初の適用を含むだけではなく、同時にそこに、目的論／義

務論という区分として後に論争対象となってくるものに非常に近いかたちで、二つの競合

的アプローチ間の区別が見出されるからである。(583) 

 

として、19世紀末ドイツにそれを探り出している。そして用語としての、この「目的論」に

対立する意味での「義務論」の最初の使用をJ.H.Muirheadに確認するB.Harmanに異議を唱

えつつ、C.D.Broadの方が先［1930年］であると述べる(585)。 

 ここから明らかなように、言葉として明示的には「義務論」は「目的論」との対比におい

て概念化されてきたものである。（言葉としての「帰結主義」が最初に出てくるは、上の

Anscombe の 1958 年の論稿（"Modern Moral Philosophy"）においてである。）ここからして

も、義務論は帰結主義の事後主義に対する事前主義ではない。「目的論」も事前主義であるか

らである。しかしながら、その反「目的論」の含意が曖昧なのである。 

 実際の所、これは現在でもそのままである。そもそも「義務論」とは空虚な概念であるの

かもしれない。たとえば『岩波 哲学・思想事典』の宇都宮芳明執筆の項目「義務」では、「義
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務論」の代表者としてカントとロスが挙げられている ― これは常識ではある ― が、そも

そもこの両者は大きく異なる主張を展開している。カントの場合「動機説」と換言可能であ

るが、ロスの場合、少なくともその「正(right)」規定に即して「義務論」を取り出す場合、

カントとは違ってそれは「動機」の事柄でないと明確に述べられている。また、先に述べた

ように、その「正」規定は或る種「現実主義」である。1 （ここから見るなら、「動機説」の

方が内容をもった概念であるとも言いうる。） 

 この現状に即して、語「義務論」の多様な用法を取り出して、それを（単に）類型化する

という試みもなされている。J.Schroth,"Forschungsprojekt Deontologische Ethik"  

( http://wwwuser.gwdg.de/~sophia/schroth/deontolo.htm, last modified:2007.08.12.) 

は、その最も網羅的なものであろう。彼は、「義務論的倫理の理解がいかに不明瞭であるかは、

最良には、諸文献において義務論的理論に典型的であるとして挙げられる全てのテーゼを可

能な限りで完全に見渡すことによって明瞭化される」として、次のように「義務論」の内容

として語られている鍵概念を列挙している。（必要上、安彦の方で記号を付す。） 

 

a) それ自身において悪である行為 

b) 直覚主義、明証性 

c) 多元主義 

d) 一応の義務 

e) 絶対主義 

f) 心情倫理、意図 

g) 意図 対 予見、二重結果説 

h) 為すことと為さぬこと、殺すことと死ぬにまかせること 

i) 消極的義務 対 積極的義務 

j) 善に対する正の優先 

k) 義務倫理 

l) 価値を尊重すること 対 価値を促進すること（honoring vs.promoting values） 

m) 人格の尊敬 

n) 不可侵の権利 

o) 優先(Prӓrogation)（prerogatives,options） 

p) 制約（constraints） 

q) 行為者-相関性 対 行為者-中立性 

 

以下、このリスト項目を援用しつつ「義務論」について検討を加えていきたい。 

 

                                                  
1 この点を含んで、本稿のロスに関わる部分については「前稿１」を参照して頂きたい。 
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四 反・功利主義（一）― 議論の起点 ― 

 

 「帰結主義」＝「功利主義」ではないが、少なくとも後者は前者の典型である。ここから、

いわば非-功利主義として、「功利主義」を批判する議論のうちに非-帰結主義＝「義務論」を

限定化・明示化する試みを読み取ることができる。 

 単に義務に適う（適った）行為をもって正とする立場を「義務論」とするなら、（現実主義

ヴァージョンのものではない）「功利主義」でも或る種の「義務」適合性を重視する。すなわ

ち「最大多数の最大幸福（の実現）」という義務（「功利原理」）への適合性である。しかしこ

れは、極めて抽象的な義務である。この抽象性を批判して具体的諸義務を説く在り方が「義

務論」の候補として考えうる。ロスはいくつかの、それ自身は自明な基本的義務を「一応の

（諸）義務」として提示している（d)参照）。この具体的諸義務に従うことの有意化として「義

務論」を規定することが可能である。また、功利主義が「功利原理」という単一の義務しか

有意化しないのに対して、複数の義務を提示するのが「義務論」であるとも規定可能である

（c)参照）。また、「義務倫理」（k)参照）として、そうした個別的義務を提示し、それへの服

従を重視するのが「義務論」であるとも言いうる。 

 しかしながらこれに対しては、「規則功利主義」でもって反論することができる。これは言

うまでもなく、功利主義の基本型である「行為功利主義」がその都度の個々の行為について、

その「功利原理」適合性を問うのに対して、一般的に従うならそうでない場合よりも「功利

原理」適合性が高い（諸）規則を有意化する。そして、そうした規則として実質上、ロスが

挙げるものと大差ない諸義務を確定することができる。しかしながら、規則功利主義が諸具

体義務を「功利原理」から導出しようとするのに対して、「義務論」はそれを退けて、各義務

を直観的に自明のものとして措定しているとは言いうる（b)参照）。また、功利主義が「功利

原理」として積極的義務を説く、あるいは少なくとも積極的義務・消極的義務の別に無差別

的であるのに対して、消極的義務 ― 「十戒」はそうである ― を優先させるのが義務論で

あるとも言いうる（i)参照）。1） 

 カントの用語を用いて言うなら、いわば「適法性(Legalitӓt)」としては、結局「功利主義」

「義務論」は同じものに帰着するとも言いうる。「義務論」を別概念として取り出すためには

やはり、（道徳法則への単なる外的な服従の「適法性」に対する）「道徳性(Moralitӓt)」に定

位して「動機」を重視すべきなのではなかろうか。しかしながら「功利主義」であっても、

「現実主義」を採らない場合、「功利原理」（という義務）に対してそれを「尊重」するとい

うことは別に退けなくても構わないところである。換言するなら、「功利主義」そのものには

いわば「適法主義」といった含意は含まれていない。 

 また、「功利原理」を ― 「最大多数」を無視して ― 「最大幸福」を説くものとして了解

                                                  
1 ちなみに、「消極的功利主義」というのが在る。しかし、その場合の「消極的」は、ネガティヴな帰結（悪・

苦痛）の回避（という積極的行為）に定位するという意であって、「○○しない」（という意味での消極性の）

義務を有意化するものではない。ここで言う「消極的」は後者のものである。 
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する場合、そこに（もたらされる幸福の）不平等が容認されることになるとして、それを禁

じる「正（義）」が上位制約として課されると説かれることも在る（j)参照）。しかしこれが、

被差別者＝弱者定位的であるとするなら、すでにベンサムが「功利原理」から一種の弱者有

意化を導出している。（ただしこれは、すべての不平等性を除去するものではない。）これも、

決定的に「義務論」を種別化するものではないと考える。 

 

 

五 反・功利主義（二） ― 議論の展開 ― 

 

 規則功利主義を含んで功利主義は結局「功利原理」への違反（に違反する諸義務）を排除

するのに対して、たとえ「功利原理」に反することになる場合でも従わなければならない義

務が存在するとも説きうる（n)o)p)参照）。また、このことのいわば別側面でもあるが、諸具

体義務について、特に行為功利主義の場合、それが「功利原理」に反する場合には「例外」

として違反が認められるのに対して、「義務論」では義務遵守は絶対的なものとして説かれる

とも言いうる（e)参照）。 

 先の「動機説」規定で言って、２）を功利主義として、それに対して１）として義務論を

規定することも可能である。上の f)g)はこれに関わるところである。そもそも Anscombe の

「帰結主義」批判はそのようなものである。彼女は、 

 

しかしながら私はこう考える。厳密な道徳的あるいは法的議論のためには、「意図」という

用語のもとに、行為の確実あるいは在りうると予見される諸帰結の全てを含めるのが最良

である、と。なぜなら我々は、我々の行為のいかなる予見された悪しき諸帰結に対しても、

我々はそれらに対する欲求を、それら自身としても、最終目標への手段としても感じなか

ったという弁解によって、責任を回避することはできないからである。我々の自発的行為

の欲求された諸結果に伴うこのような欲求されなかった随伴諸結果は、明らかに我々によ

って選択あるいは意志されているのである。(The Methods of Ethics,7th ed.,Macmillan, 

1966,p.202) 

 

と、行為の「最終目標」（として実現される結果）と「予見された」「随伴諸結果」との差別

を批判するシジウィックを逆批判して、 

 

今している考察の視点からは、シジウィックに関して最も重要なことは、意図に関する彼

の定義であった。彼は意図を、人は自分の自発的行為のすべての予見される帰結を意図す

ると言われなければならない、というように定義する。この定義は明らかに正しくない。

……予見した何かに関する人の責任にとって、目的としてであれ目的への手段としてであ

れ人がそれへの欲求を感じなかったということは、いかなる相違もなさないという［シジ
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ウィックの］テーゼ。意図の言語をより正しく用いるなら、このテーゼは次のように述べ

られうる。人が予見できる行為の結果に関する人の責任にとって、彼がそれを意図しない

ということは何等の相違もなさない、と。("Modern Moral Philosophy",in: Ethics,Reli- 

gion and Politics,Blackwell,1981,p.34f.) 

 

と説き、そうした「定義」をする立場を表わす用語として ― 今日の一般的用法はそれとは

かなり異なるが ― 「帰結主義」という用語を導入している。 

 これは今日の、特に「生命倫理」をめぐる議論においては主論点ともなっているところで

あるが、そこでは特殊に上のh)も一論点となっている。また、「意図された結果」と「随伴的

諸結果」の別に定位した「二重結果説」（g)参照）が説かれてもいる1。 

 

 

六 反・功利主義（三） ― 議論のさらなる展開（１） ― 

 

 近年の功利主義批判の基調の一つは、上の q)の線に在る。これはいわゆる「常識道徳

(commonsense morality)」の主張とも重なるものである。我々の常識的道徳観では、たとえ

ば慈善にしても、自分に身近な者へのそれを有意化する。これに対して功利主義は、正・不

正が問題となる行為の相手について、― impartialism として ― それが行為者にとってど

のような者であるのかを非有意化する。 

 また、これと別ではあるが、大きく重なるかたちで、行為／行為者の「統合性」「アイデン

ティティ」を重視して功利主義を批判する議論が展開されている。その最も知られたものは、

Ｂ・ウィリアムズの、論稿"A Critique of Utilitarianism",in: J.J.C.Smart/B.Williams 

eds,Utilitarianism:For and Against,Cambridge University Press,1973. における「ジム

のケース」と呼ばれているものの議論である。探検の途中で、軍隊が原住民20人を射殺しよ

うとしている現場に遭遇したジムは、指令官から「あなたがこのうちの１人を射殺するなら、

残りの19人は解放しよう」という申し出を受ける。この場合ジムはどうすべきかという仮想

ケースを設定して、結果の最善を求める功利主義からすればその申し出を受け入れてしまう

ことになるとして、ウィリアムズは次のように述べる。 

 

世界に対する我々の道徳的関係は、一部はそのような感情［道徳的感情］と、我々が「そ

れと共に生きること」ができるもの・できないものに関する感覚とによって与えられる。

それゆえ、こうした感情を純粋に功利主義的観点から、すなわち、我々の道徳的自己の外

で生起しているものと見なすに至ることは、自分の道徳的アイデンティティの感覚を喪失

することである。最も字義通りの意味で、人の統合性を喪失することである。この点で、

                                                  
1 前段落のアンスコムの主張の解明を含んで「前稿１」を参照して頂きたい。 
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功利主義は人をその道徳的感情から疎外している。(103) ／ それ［功利主義の要求］は、

彼の行為・彼の決定が、彼が最も緊密にそれと同一化している企図・態度から生じる行為・

決定と見なされるべき範囲を無視することである。そのようにしてそれ［そうした要求］

は、最も字義通りの意味において、彼の統合性に対する攻撃である。(116f.) 

 

 リベラリズムの自己観を批判してそこで想定される自己を「負荷なき自己」（いわば「薄い

自己」）と呼ぶ「共同体主義」（サンデル）のいわば「厚い自己」観を、好便なので援用して

説明するなら、こういうことである。以下の議論のためにやや敷衍して説明を加える。人の

自己とは本来「厚い」ものであって、その「一部」は「どのように自分の人生を生きるのか」

という「企図・態度」的ファクターを含む。これを換言して「理想」と言ってもいいが、そ

うした「理想」への「コミット(commitment)」を含む。そして、人の自己が層をもつとして、

その核心に「道徳的自己」が在るとして、その層においても「理想」への「コミット」が含

まれている。このケースで言うなら、通常はそこに「人を殺さない」ということが含まれる。

そもそも「自己」とはそうしたコミットを含んで一つの統合体であり、その統合性を維持す

るというかたちで自己を同定（アイデンティファイ）しているのである。しかるに功利主義

は、この「理想」に違反させるかたちで「申し出」への同意を要求するのである。そういう

ものとして功利主義は、 ― たとえ「最善」の帰結を求める一つの道徳説ではあるとしても ― 

人の「統合性」「アイデンティティ」を無視しているのである。 

 上に「常識道徳の主張とも重なる」と述べた。「常識道徳」は身近な者への（特別の）配慮

を有意化するのであるが、ウィリアムズの主張とまさしく重ねるなら、それは、その「身近

な者」（たとえば家族・友人）との関係（を一つの「理想」として重んじること）が人の「厚

い自己」の内容を構成しているからである。 

 このウィリアムズや、それと似た多くの批判には功利主義の側に定位した反論も在る。詳

しくはBlustein,J.,Care and Commitment,Oxford University Press,1991. を（直接）見て

いただくとして、これをも参考にして簡単に言うなら、その反論は端的に以下のようなもの

である。功利主義者はまさしく功利原理に ― それを理想として ― コミットしている。し

たがって、ジムの場合、指令官の「申し出」に応じないことの方が「統合性」「アイデンティ

ティ」の喪失となる。これに対しては当然反批判も在り、それも簡単に言うなら、そこで前

提となっている自己は ― コミットする功利原理の抽象性に対応するかたちで ― 「薄い」

ものである、という批判である。 

 この反批判にも再批判が可能である。なぜ「薄い自己」であってはならないのか、という

かたちで。そうすると、再々反論として出てくるのは、おそらく、それは貧しいものだとい

うものであろう。しかしながら、我々からするなら、それは論を道徳論から人間論といった

ものに移動させることである1。実際、自己論の観点で、この「人間性」といったものを ― 「道

                                                  
1 大庭健に対する筆者の批判の要点もここに在る。大庭／安彦／永井編『なぜ悪いことをしてはいけないの

か』ナカニシヤ出版、2000 年 所収の安彦第二論稿参照。 
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徳性」に対して ― 有意化するかたちで「称賛すべき不道徳性」といったことが語られても

いる。たとえばSlote,Good and Virtues,Claredon Press,1989,p.99.を参照して頂きたい。

また、Wolf,S.は、"Moral Saint",in: Journal of Philosophy,79-8,1982.で、「道徳的によ

り善くあることは常により善いことであるのか否か」(438)と問うている。いわば、道徳性を

絶対条件として人間性を考えるのは貧しいものであって、人にはそれとはまた別の価値も在

ると説かれてもいる。 

 しかしながら他方、ジムのケースのような場合、「申し出」の拒否は必ずしも人間性に定位

したものではないとも考えられる。なんといっても「申し出」は自分（ジム）が一人を殺す

ことを含むからである。しかし、かといって、「申し出」に応じることが直ちに「不道徳」と

いうことになるわけでもないであろう。ここを我々は、むしろ（相互に）異なった倫理観が

在るのではなかろうか、と考えていきたい。 

 

 

七 功利主義－反・功利主義の新しい規定 ― 議論のさらなる展開（２） ― 

 

 そう考えていくとして、その相違はどのようなものであるのか。これを究明していくにつ

いて、功利主義の、したがって反・功利主義の新たな観点からの規定をここで参照すること

が有効である。それはＰ・ペティットの議論である（l)参照）。いわば（「正」に対する）「善」

の基底性を功利主義が説いているとして、そうした「価値論(axiology)」の帰結主義に対し

て、端的にそれとは別の立脚点に立つものとして義務論を了解することも可能であるが1、彼

はなお「価値」に即して、その「価値」への異なったスタンスとして、功利主義系の「促進」

と、反・功利主義系の「尊重」とを区別している。（以下、参照は、"The Consequentialist 

Perspective",in: Baron.M.W./Pettit.P./Slote.M.,Three Methods of Ethics,Blackwell, 

1997.からのものである。） 

 Ｂ・ラッセルとクエーカー教徒とは共に「平和主義者」であるが、前者は第一次大戦時に

は参戦に反対したが第二次大戦時には賛成、後者は両方で反対、という違いに即して、ペテ

ィットは「平和」という価値に対する二つのスタンスを取り出している。こう述べられてい

る。 

 

或る平和主義者達は、どの国にとっても最も重要なのは、平和を促進するためにできるこ

との全てをすることである、と語っている。バートランド・ラッセルはこの態度の好適な

事例であった。彼のこの態度は、第一次大戦におけるイギリスの参戦に反対せしめた……。

                                                  
1 拙稿「「人間中心主義vs.非-人間中心主義」再論」（以下「別稿」と略記）『dialogica』no.11,2008.第 7 章で

は、「価値論」に対して「態度-理論(attitude theory)」を対置し、この後者の線上で功利主義を特徴づけた。

表面的に見るなら、これはこの本文部分と矛盾した印象を与えるであろう。しかし、「別稿」ではより基底的

なレヴェルで、そのレヴェルでのいわば種差に即して功利主義を特徴づけたのであり、本稿の以下の議論も

そのことの論証を一つの核心として含んでいる。 
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しかしその態度は……第二次大戦におけるイギリスの参戦には賛成せしめた。彼の態度は、

平和を愛することは……平和の促進が求めるところの全てをすることを意味していた。そ

して、そのことは、平和をもたらすこと(the cause)に対して何も為さない戦争を避けるこ

とを意味していたが、……同時に、長期に渡る平和の見込みに本当に必要だと思える戦争

の場合は、 ― 気が進まなくても ― それを遂行することを含んでいる。 

  他の平和主義者達はこれとは別の見解を採っている。第一次大戦時にラッセルと共に［戦

争反対の理由で］拘束された多くのクエーカー教徒達は、彼が第二次大戦に与える用意の

在った支持にショックを受けた。彼らも、第二次大戦におけるイギリスの参戦は世界の平

和のチャンスを増やすであろう、参戦しなければ対抗勢力をもたないヒトラーが暴れ回る

［すなわち平和を破壊する］であろう、とおそらく考えたであろう。だが彼らは、平和を

愛する国は、平和を体現する(instantiate)べきであって、必ずしも平和を促進すべきでは

ない、という見解を採った。(126) 

 

すなわち、ラッセル、クエーカー教徒は共に「平和」（状態）を価値としたのであるが、前者

が「世界」においてその状態が ― 「促進」によって ― 増加することを求めたのに対して、

後者は自らがその状態に在ることを求めたのである。 

 この場合 ― 幸福あるいは快ではなく ― 平和という善が問題となっているのであるが、

いわば平和主義的功利主義であるなら明らかにラッセルに就くであろう。これに対して非-

功利主義は、価値（平和）は、いわば対象的な「促進」の事柄ではなく、自らがその行為に

おいて実行すべきところのものであると考えるのである。ペティットは、そこに「促進」と

は別の「尊重(honor)」という態度を措定している。上の「ジムのケース」で言うなら、同じ

「殺人を犯さない」ということを価値としてもっていても、指令官の「申し出」に応じる者

はその価値の「促進」に、拒否する者は「尊重」に定位していると言いうる。すなわち、前

者は「殺人の数がより少ない世界」を求め、後者は「自分が殺人を犯さないこと」を求めて

いるのである。ペティットの議論はもっと詳細なものだが、我々としては、ここに大きく異

なる倫理の二タイプを確認できれば十分である。 

 Schrothは、「尊重」の態度をもって ― 上のリストから見る限り ― 「義務論」を規定す

る途を見ていると言いうるが、しかし、これは果たして「義務論」であるであろうか。我々

は、なぜ「促進」ではなく「尊重」の態度を採るのかと問うていくなら、それはもはや別の

倫理的立場として措定した方がいいと考える。最後にこれを論じるとして、本章では倫理の

二タイプの別の存在を確認しておけばいい。 

 

 

八 「行為」（そのもの）をめぐって 

 

 ここで基底的なところから疑問を呈することができる。「ジムのケース」において、「申し
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出」を受け入れる場合のジム（自身の）の行為は「一人を殺害すること」、受け入れない場合

は「殺人を犯さないこと」と通常は了解されているのだが、ここを、前者を「19人を解放さ

せること」、後者を「20 人を死に至らしめること」と了解することも可能なのではなかろう

か。いま、この状況を記録したフィルムでも見るように、事態を客観的に見るなら、後者の

場合、その場面へのジムの遭遇 － 指令官によるジムへの申し出 － ジムによる拒否 － 20

人の死といった系列が進行している。ここから言うなら、ジムの行為は「拒否をもって 20

人の死を結果させる行為」として記述することも可能なのであるが、常識の見方では、その

ジムの行為を「拒否（－殺人を犯さないこと）」としてのみ記述している。それは果たして何

に根拠をもっているのか。これはSchrothが挙げるa)に関わるところであるが、これで言う

ならジムの行為は、「それ自身は（殺人の）悪を回避するが、結果として20人の死をもたら

す行為」ということにもなる。反・功利主義系では、この「それ自身」の確保が必須要件に

なってくるとも言いうる。それはどのようになされうるのか。 

 客観的に見るなら、世界において ― その変化として ― 事態が進行していっているのだ

が、主体による行為はそこにどのような位置を占めているのか。こう問うなら、ここでダン

トーの「基礎行為(basic action)」概念が想起されるかもしれない。大雑把に言って、行為

（系列）は行為者の身体運動によって始まるのだが、その身体の動きのみによって成り立つ

局面を取り出すことができるのではなかろうか。このケースの場合、それは「申し出の拒否

（という発声行為）」であって、それがそのものとして正・不正の評価の対象とできるのでは

なかろうか。 

 こう語られるかもしれないが、しかし、果たしてそうであろうか。「基礎行為」は倫理的評

価の対象となりうるであろうか。「ジムのケース」の場合「（端的な）殺人」が絡んでいて、

それが冷静な分析の妨げとなってくるとも考えられるので、ここで事例を変えたいと思う。

たとえば臓器移植というケースを想定して欲しい。そこで問題となってくる外科医の行為は、

「基礎行為」としては、「ドナーから臓器を取り出す」という行為である。しかしながら、（臓

器摘出の時点で時間を止めるとして、すでに）そこで、臓器移植を待っているレシピエント

の存在、たとえば脳死者の存在、両者の関連づけ（コーディネート（連絡）行為の既存在）

といった内容の「状況」が成立しているとき、そして担当の外科医がそのことを知っている

とき、外科医の行為はやはり「臓器移植（系列の部分を為す）行為」であるのではなかろう

か。そして行為は、そういう行為として、患者を救う正しい行為であると判定されるのでは

なかろうか。ここからするなら、部分を取り出すかたちで「摘出行為」（そのもの）を措定し

てその正・不正を論じるのはナンセンスである。それはそもそも、行為者の「志向」を無視

した外部からの恣意的切断である。 

 「ジムのケース」についても、「申し出」を受け入れる＝１人を殺害することを、それだけ

に即して不正だとすることは、このナンセンスを語ることになってしまう。反・功利主義系

では「行為それ自身」というものを有意化しようとするのであるが、その試みは退けられな

ければならないということになる。少なくとも功利主義系ではそう主張される。 
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 これに対して反・功利主義系からの反論がなされてもいる。筆者の方で重要だと考えられ

るものだけを敷衍して取り出すと、次のようにでもなる。 

(8･0) 「行為」が倫理的評価の対象となるのは、「行為それ自身」 ― これはたとえばＪ・

ベネット等によって「行為そのもの(act itself)」1とも呼ばれている ― においてである。 

(8･1) 「行為そのもの」は、決して（「基礎行為」のように）物理的（切断）に（よって）

措定されるものではなく、そもそも「行為」として行為者がもつ「意図」との関係をもつ

ものである。 

(8･2) しかし、功利主義系が言うような「目的」（上の例では「患者救済」）によって「行

為」が規定されるのではない。この「目的」に対して言うなら「手段」のレヴェルに近接

的(proximate)「目的」が在る。「行為そのもの」は、これの実現を求める「近接的意図」

（「基礎的意図」）と共にそれとして同定されるのである。 

 ここは反・功利主義系のいわば真意（だけ）を ― ここでは論証抜きに2 ― かつ好意的

に取り出すために「よって」に対する「と共に」という言い廻しを用いたが、行為の物理

的系列が在るとして、そのまま物理的部分として「基礎行為」が切り出しうるのではなく、

あくまで或る「近接的意図」と相関的に「行為そのもの」が措定される。しかし「意図」

は、「究極目的」（＝いわば「究極的意図」）のもとに、その別に即して様々なものとして存

在するのではない。もしそうであるなら、その様々な「意図」によって物理的には同一の

「基礎行為」に対応する様々な「行為そのもの」が存立することになる。あくまで「基礎

行為」と「近接的意図」とは一義的な対応性をもつのであって、その両面をもつものとし

て「行為そのもの」が存在するのである。 

 では、この一義（的対応）性は何に根拠をもつのか。反・功利主義系では、それは「状

況」であると考える。その「状況」によって、そのなかに在る行為は、（物理的に言う）単

なる「基礎行為」であることを脱して「行為そのもの」として一意的に定まってくるので

ある。たとえば物理的には（単に）（同じ）酒を飲む行為であるものは、「状況」によって、

それが居酒屋であるときは「酒を楽しむ」行為であるが、試飲会であるときは「酒を試飲

する」という行為であり、（神前）結婚式であるときは「固めの酒を飲む」行為である。そ

して、それらがそうであるのは、何のために飲酒するのかとは独立に、試飲会での飲酒の

場合たとえば「憂さを晴らす」こと等が（さらなる）目的として在るとしてもそれとは独

立に「試飲」行為であり、同時に ― 行為者が「状況」を認識しているかぎり ― 「試飲」

するという「意図」が成立している。 

  もっとシヴィアな状況で言うと、同じく（「基礎行為」として）相手に対して武器を振る

う行為であっても、侵入してきた敵に自分が立ち向かっているという「状況」が在るとき

は ― 「行為そのもの」として ― 「防御」行為であり、そうでない多くの場合において

                                                  
1 Bennett,J.,The Act itself, Oxford University Press,1995. 
2 詳しくは安彦「「倫理性」の二つのかたち（二） ― 二重結果説をめぐる「道徳神学」的諸議論のメタ倫理

学的検討 ― 」『dialogica』第 9 号、2006 年（以下「前稿２」と略記）を参照して頂きたい。 
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は「殺傷」「殺人(murder)」行為である。後者について功利主義系が言うように、まず物理

的に"killing"という振舞いがあって、そこに殺害の「意図」が付け加わって初めて「殺人」

行為となるというのではない。 

(8･3) しかしながら、「状況」が同一であっても異なった行為がなされうるとも言いうるの

ではなかろうか。たとえば、記述をもう少し厳密にするとして試飲会では、「（味を吟味し

ながら）少量飲む」のが普通であるが、人によっては「ガブ飲み」する者もいるであろう。

やはり、「目的」の別によって同一状況下でも別様の「行為そのもの」が在るのではなかろ

うか。だが、そうではない。「状況」が試飲会であるとき、そこに存在する「行為そのもの」

は一つの「試飲行為」だけである。試飲会の場では「少量飲む」のが適切であり、「ガブ飲

み」は不適切である、つまり、「行為そのもの」は同時に、それに応じて、「状況」への適

切・不適切として評価的に正しいもの・不正なものとしても存在しているのだが、試飲会

においては、少量飲んでいるときそれは「正しい試飲行為」、ガブ飲みするのは「不正な試

飲行為」であって、「行為そのもの」としては一つの「試飲行為」が在るだけなのである。 

 

 反・功利主義系からはこう主張されうるのであるが、(8･3)は一つの問題を含む。試飲会に

おいて「ガブ飲み」する者の行為（そのもの）は、果たしてそれもまた「行為そのもの」と

して「試飲」行為なのであろうか。反・功利主義系はこれを同時に「不適切な試飲行為」と

評価するのであるが、それは ― 適切・不適切以前に ― そもそも「試飲行為」ではなく、

言うとするなら「痛飲行為」であるのではなかろうか。そしてそれは、「自分を酔った状態に

もたらす」という「目的」を実現するための行為であって、それゆえに「痛飲行為」である

のではなかろうか。そしてそうであるなら、それは直ちに「不正」ということにはならない

のではなかろうか。1 

 この批判に対しては、反・功利主義系は次のように反論することができるであろう。「試飲

会」において大方の人々は「少量飲む」という行為を行なっている。その人達から見るなら、

「ガブ飲み」行為は端的に「不適切な試飲行為」として直観され、そしてそういうものとし

て記述されるであろう。それはすでに（「不適切」という）規範的成分をもった記述である。

しかしながら、事実的記述と規範的記述とは切り離せないものである。というか直観的事態

の（二次的）分節化として初めて事実的・規範的の別が出てくるのであって、原初的に成立

しているのはやはり「不適切な試飲行為」である。さらに、この大方の人達の行為が言って

みれば「慣習」として成り立っているとして、慣習はいわば自体的に在るものではなく、人々

の意識の事実として存立しているのであって、「意図」の方も、 ― 同じく意識内の事態とし

て ― そもそも「痛飲行為」という記述を不成立とするかたちで「少量飲みつつ試飲しよう」

という「意図」として存在している。したがって、「ガブ飲み行為」を目にすることが在ると

しても、それはいわば「大量に飲んで試飲しよう」という意図をもった行為として ― 「痛

                                                  
1 ロスに対しても、行為の正・不正の判定以前にそもそもの行為の同定がどのようになされるのかという批

判が可能である。詳しくは「前稿１」参照。 
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飲行為」といったものではなく ― あくまで「不適切な試飲行為」なのである。 

 しかしながら、ガブ飲みしている当人にとってはどうなのであろうか。その者にとっては

自分のその行為はやはり「痛飲行為」なのではなかろうか。ここでも、その者が「慣習」の

世界で育ってきた限りでは、試飲会では少量飲むに留めるべきだという規範意識が在って、

それが自分の行為を「不適切な試飲行為」としても意識せしめはするであろう。そこでさら

に罪の意識が成立しているかもしれない。しかしそうではあっても、少なくとも一面ではや

はり「痛飲行為だ」という自己行為同定が成立していると考えられる。1 

 本章のここまでの議論は、現代カトリック道徳神学内の革新派・保守派の議論対立 ― こ

れについては「前稿２」を参照して頂きたい ― を意識して提示したものである。言うまで

もなく、功利主義系は前者に、反・功利主義系は後者に対応する。この「道徳神学」内では、

上の臓器移植が大きな対立点となっている。物理的に「臓器摘出」行為として同定可能な「基

礎行為」を、革新派は「移植行為（の一部）」、保守派は「傷害行為」として同定する。そし

て後者は、「行為そのもの」として「傷害行為」が存立しているのであって、それはそれ自体

において（不正として）評価可能であるとするのである。 

 しかしながら、 ― このケースの場合ではこう了解することがかなり一般的となっている

であろうが ― より基底的なレヴェルで当の臓器移植が是か否かという対立が在って、それ

が異なった「行為そのもの」規定をもたらしていると了解可能である。「状況」認識が「行為

そのもの」を一義的に規定するのだと反・功利主義系が言うのであれば、そもそもの「状況」

認識が一意的でないのであって、この基底的対立は、換言するなら、「状況」認識のその相違

でもある。 

 「ジムのケース」も、事態の内容は異なるのだが、構造は同じである。しかし、我々はな

お、「申し出」を受け入れることは「１人を殺害すること」であると了解しがちである。「１

人を殺害する」という「行為そのもの」が成立すると了解しがちである。だが、構造は「臓

器移植」のケースと同じである。「ジムのケース」においては、換言すれば「状況」認識がな

お一方向に固定しがちなのではあるが ― したがって、功利主義系が「申し出」を受け入れ

るとき、「殺人を犯すことを敢えて行なって19人を救うべきだ」と語られることにもなる ― 、

しかしそれでも、完全に一意化される訳ではない。 

 「状況」認識の相違は単なる状況認識の相違ではない。反・功利主義系は「行為そのもの」

の倫理的規定性を言っているが、それは、すでに「状況」認識のうちにも在る。そして、功

利主義系の主張を一つの倫理的主張として容認するなら、 ― 「臓器移植」のケースと同様 ― 

「ジムのケース」においても、まさしく基底的な倫理的主張間の相違が在るのである。では、

それはどのような相違なのか。我々は最後に、この問いをもって、 ― 予め見通しを述べる

                                                  
1 逆から言って我々は、「行為そのもの」の別様の同定が、少なくとも仮想的状態として成立しているのでな

ければ、そもそも「規範意識」が成立しないと考える。ここで示した反・功利主義系の主張はマクダウエル

にも妥当するものだと見ているが、安彦「二つの「合理性」概念 ― J･McDowell的「道徳実在論」の批判的

検討［詳細版］」『dialogica』第 7.91 号,1999. 第 7 章 註(7) では、この規範意識説明の困難性を彼の議論の

なかに確認・批判した。 
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ことになるが ― そこに二つの異なった基本倫理型を確認していきたい。 

 本章の趣旨は、「行為そのもの」に定位するもの（反・功利主義）として「義務論」を確保

するという行き方の検討であった。そして、「行為そのもの」が一定の前提の上で語られるも

のであることを確認した訳であるが、我々は、この基底的倫理型としては、この「前提」レ

ヴェルのものとして、「義務論」はもはや「義務論」の枠には収まり難いものとなると考える。

そして「功利主義」、したがって「帰結主義」の方も、単に「帰結」を有意化する立場として

は十分に規定できないものとなると考える。それは、「義務論」の場合と同様、もはや「功利

主義」「帰結主義」としては括り切れないものであるかもしれない。新たな基本対立型を語る

所以である。 

 

 

九 「自己善の倫理」と「善き世界の倫理」 

 

 前章の最後に、功利主義系、反・功利主義系が同じ「状況」においても見解を異にするこ

とには、「前提」として、そもそもの「状況」認識の相違が在り、そしてそれは「倫理性」成

分をもった相違であると述べた。我々は最後に、この「倫理性」を ― 功利主義系、反・功

利主義系が、あるいは「帰結主義」「義務論」もそこからの一定の帰結として出てくることに

なる ― 基本対立型として解明したいと考える。 

 それはどのようなものか。その「状況」認識の相違において、たとえば臓器移植のケース

において一方では「移植行為」（であって正である）、他方では「傷害行為」（であって不正で

ある）という意見対立が、また「ジムのケース」においては一方では「19 人の解放」（であ

って正である）、他方では「１人の殺害」（であって不正である）という意見対立が、何に基

づいて生じているのか。我々は端的に、そこで「状況」について、行為者のいわば視線が「他

者」に向かっているのか「自己」に向かっているのかという基本的な相違が在ると考える。

この一方の「他者をどう扱うのか」、他方の「自己が何を為すのか」という相互に異なった視

点から、それぞれ「こうすべきだ」という相互に異なった「倫理」が措定されてくるのであ

る。いわば「他者志向的倫理」と「自己志向的倫理」とである。 

 「ジムのケース」で説明するならこういうことである。このケースの「状況」において、

「他者」は拘束されている20人であり、言うまでもなく「自己」はジム当人である。この「他

者」の20人について、ジムの行為（「申し出」の受け入れ・拒否）によって分かれてくるの

は、20人全員の死と、１人の死＋19人の生存とである。このどちらが望ましい状態であるの

かと問うなら、それは端的に後者である。したがって、ジムとして為すべきなのは「申し出」

の受け入れ＝１人の殺害である。他方、この「状況」における「自己」について、当人（ジ

ム）の行為の別として分かれてくるのはジムが「申し出」を受け入れて１人を殺害すること

と、拒否して１人を殺害しないこととである。どちらが望ましいのかと問うならそれは明ら

かに後者である。したがって、ジムとしてなすべきなのは「申し出」の拒否＝１人を殺害し
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ないことである。 

 「人を殺すべきではない」という義務が在る。この義務への適合性だけを見るなら、単純

に「自己志向的倫理」はそれを有意化する「義務論」であり、「他者志向的倫理」はそれとは

別のものだということになる。しかし他方、「最大善の実現」という義務も在りうる。ジムの

ケースで言うなら、19 人の生存が「最大善」である。この観点から見るなら、「他者志向的

倫理」の方が義務に適うことになる。さらに、ペティットの行為の「価値」についてのhonoring 

vs.promotingで言うなら、（私によって）１人（１回）の殺害が行なわれることと、（軍隊に

よって）20人（20回）の殺害が行なわれることとで、前者が（逆の）「最小悪」である。こ

こから見るなら、そもそもの当の「人を殺すべきではない」という義務について、ジムによ

る１人の殺害の方が義務違反を最小にするのであって、こちらの方が「義務」を ― 義務違

反を最小にするというかたちで、「義務」履行という「価値」を ― より「促進」しているこ

とになる。「申し出」の拒否＝「ジムが１人を殺さないこと」が出てくるのは、あくまでジム

当人を有意化する場合であって、この「自己」を有意化することは「義務論」そのものの含

意ではない、と我々は見ている。1 

 この「義務論」について言えることは、また「徳倫理」についても言えるかもしれない。

「ジムのケース」について、「徳倫理」もまた「申し出」の拒否を導きがちである。「前稿１」

（第７章）では、ロスに即して、「徳倫理」を「自己善の倫理」の一形態として位置づけた。

しかし現在では、 ― これは主要には「徳倫理」そのものの概念規定に依存するのだが ― も

う少し厳密に考えなければならないと思っている。本稿では、その「拒否」は「徳倫理」そ

のものからではなく、あくまで「自己」を有意化する（ヴァージョンの）「徳倫理」から帰

結するものであると（とりあえず）しておきたい。したがって我々は、義務論vs.帰結主義に

代えて必ずしも「徳倫理vs.帰結主義」を有意化するのではない。 

 しかしながら、同じことが、さらに「功利主義」についても言えるかもしれない。「功利主

義」であっても、その「功利原理」的行為について、「自己」を有意化するヴァージョンとそ

うでないヴァージョンとの区別が出てくるのではなかろうか。一般に「功利主義」は ― ウ

ェーバーの倫理論と重ねて言うなら ― 「責任倫理」として、自ら悪を犯してでも世界（の

最善）を志向する倫理だと了解されがちであるが、必ずしもそうではないのではなかろうか。

こう問うとして、議論のために、ここで「ジムのケース」を変形して、ジムが怖がりであっ

                                                  
1 ここで言う「最大善」は（端的には功利主義が言う「幸福」といった）「最大の道徳外的善」ではない。こ

れは或る意味でペティットに対する ― 彼が「価値の促進」として功利主義を規定しようとする限りで ― 批
判でもあるのだが、彼は（これに対して）行為そのものの「（道徳的）善」に即して、その同じものに対する

二つの態度の別を問題としている。価値として「平和」が挙げられていて、確かにこれには、価値の「道徳

的」と「道徳外的」との二義性が在る（「平和的に行為する」という場合のそれと「平和を享受する」という

場合のそれとの二義性である）。これに対して、本論のように「ジムのケース」に当てはめる場合措定される

（道徳的）価値は「人を殺さないこと」である。これと重なりはするが、これに対応する「道徳外的価値」

は「人が生きていること」であって、この両者は必ずしも同じ価値事態の二義性ではない。したがってまた、

功利主義そのものからするなら、そこで定位されているのは「人の生（命）」（という「道徳外的価値」）であ

って、厳密に言うなら、「人の殺害を１人に留めること」はその「価値」をより多く実現するための手段であ

って、これを目的とする反・功利主義系の主張とはそもそも擦れ違いになっている。 
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て、勇敢なサム（としておこう）を供として連れてきていて、指令官が「お前たちが１人を

殺すなら……」とジムに申し出ているということにしてみる。この場合、ジムはどうすべき

か。怖がりなジムは、「自分が申し出を実行するなら失敗してしまうおそれがある。ここはサ

ムに任せたほうが確実である」と考えるかもしれない。その場合、ジムは「最善」をより確

実に実現させるために、「申し出」の行為の実行をサムに委ねるかもしれない。しかし他方、

「責任」を引き受けて（恐怖を押えて）自ら実行することになるかもしれない。いずれも「功

利原理」の命じる「最善」の実現に定位しているのであるが、そこに二ヴァージョンを区別

することができるのである。 

 Blusteinが功利主義的統合性とでもいったものを ― 反論として語るのは ― この「自己」

を有意化するヴァージョンに即してであるかもしれない。しかしながら我々は、むしろ「自

己」を有意化しないのが功利主義の本意であると見ている。「他者志向的倫理」を功利主義か

ら取り出すのはこちらに定位してである。したがって厳密に言うなら、「他者志向」と言って

も、決して「他者志向する自己」を有意化する訳ではない。「他者志向」は他者に対する「愛」

であるとして前稿1に即して言うなら、我々は「愛」を、いわば「真正の愛」 ― この術語は

「真正の(genuine)利他主義」を意識して採用したものである ― として、「（自分が）愛する」

ことを非有意化するものとして提示したのである。 

 前稿に補完を加えて言うなら、この非有意化される「愛」は、「自己価値実現」性の「愛」

（愛する者として自己を価値化する愛）である。前稿ではこの上位概念として「価値実現」

性を挙げ、厳密に言ってここから「自己価値実現」性の成分を取り外して、特定のものをそ

れに「価値」を置いて愛するもの（たとえば「神への愛」）を別個措定した。「真正の愛」は

これをも排除するものである。「真正の愛」が功利主義（の自己非有意化ヴァージョン）の愛

であるとするなら、「行為者-中立性」という功利主義規定（q)参照）はこれと整合的である。

逆の「行為者-相関性」とは（行為者との特定の関係に在る）特定の他者を（愛の対象として）

有意化するものであるのだが、この特定化がどこから来るのかと問うなら、それは結局「自

己」である。他者達一般から特定の他者が有意化されるのは、自己との関係性においてであ

る。これに対して功利主義の他者志向は、他者一般への志向なのである。 

 しかし、 ― ここで誤解しないで欲しいのだが ― この他者志向は、他者達の状態が（ト

ータルで）「最善」となるという「理想」への志向ではない。そうであるなら、それもまた一

つの「価値実現道徳」となり、そういうものとして結局「自己」定位となる。そうではなく

て、あくまで他者達が「最善」であることを ― それを「価値」として（自己）措定するこ

となく ― 求めることであって、であるから、その動機は他者への愛である。帰結主義の一

つとしての特殊功利主義の場合は、関係者総体への愛として2、一種抽象的な「世界」状態に

                                                  
1 大庭／安彦／永井編『なぜ悪いことをしてはいけないのか』ナカニシヤ出版、2000 年 所収の安彦第一論

稿を参照して頂きたい。 
2 ただし、これはそう簡単には言えないところではあろう。功利主義がトータルとしての最善を目指すもの

だとして、それは（善の集計のために）相手を等しくカウントすることを必要とする。そこにはたとえば「正

義」「平等」といった要素が「愛」とは別のものとして加わっていると言えるかもしれない。しかしそう言う
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なら、複数の子供に対しても純粋な（正義などを含まない）愛は存在しないということになるかもしれない。

「別稿」では、この可能性を重く見て ― 複数の子供への愛も不可能とするものとして ― 愛の偏向性を語

った。（したがって、慎重を期すなら、「他者志向的倫理」からは、純粋な愛（愛だけのもの）は外すべきか

もしれない。ただし、こうした愛は換言するなら本能的愛とも言いうるのだが ― 次段落をも参照して欲し

い ― 、その「自然」（本能）によって、偏愛性がいわば予定調和的に（「平等」を含むかたちで）「最善」を

帰結することは在りえる。シジウィックは「最善の実現のためには、各個人がそれぞれ他者全員を平等に扱

うよりも、特定の近親者を有意化した方がいい」といった趣旨のことを語っているが、ひょっとしてそれは、

このことと関連するのであろうか。）したがって、「愛」も一定の統制の下に服すべきだということになるが、

しかしまた、その統制内容として ― いわば、どういう方向性で愛すべきかというかたちで ― 何が最善か

が与件として確定しているとして、その状態を志向することは純粋な愛であると言いうるであろう。いわば

動機においては純粋なのである。 
 我々は厳密には、この（「偏愛」性を含みうる）「真正の愛」が「最善」志向の統制に服しているものとし

て、「善き世界の倫理」を考えたい。ここで、「愛」が統制に服すことは一つの自己矛盾であって、統制に服

すならそれはもはや「愛」でなくなるのではなかろうかと言われるかもしれないが、それはそうではない。

「偏愛」といっても、それは「偏」を意識的に志向するものではない。特定の者に偏って愛するとしても、

それはいわば結果的にそうなるということである。意識的に特定化するのであるなら、その愛は ― その特

定化に結局「自己」が有意化されるゆえに ― 「真正の愛」ではなくなる。その偏向性はあくまで結果的な

ものである。そして、結果的にそうなるのは、いわば行為者に対する（愛の）対象の出現の偏向性によるも

のである。「真正の愛」とは、誰であれ出会われる者への ― それがどうような者であるのかの属性を無差別

化する ― 愛のことであるが、その「出会い」に偏りが在りえるのである。「統制」とは、この対象出現の偏

向性を ― 「最善」の実現へと ― 矯正するものである。この矯正の下で「愛」は（結果的）偏向性を免れ

ることになるのである。「真正の愛」は、この矯正されて出現する対象をまさしくそのままに愛する。「真正

の愛」は（対象に関しては）いわば受動的であるのである。したがって、それはまた、偏りのない出現対象

性であるから対象を愛するというものではない。無偏向性を「平等」と換言するなら、平等性が在るから愛

する ― そうであるのなら、それは「平等主義（的愛）」といったものとなる ― というのではない。その意

味で、上では「平等」を（愛とは）「別の」要素と述べたのである。そして「動機」の点から見るなら、「統

制」のない状態においても「統制」の状態においても、（出現）対象への「愛」は全く同じなのである。（ち

なみに、上記「別稿」で「そうした（「真正利他主義」の）在り方が倫理的に問題性を含まないかどうか ― た
とえば「公平性に欠ける」というかたちで ― は問えてくる」と述べたが、そこで言う「倫理」とはここで

言う「統制」に関わるものである。） 
 しかしながら、「統制」といっても様々な内容が在りうる。なぜ、それは「平等」という内容をもつのか。

こう問うなら、それ（自身）も「愛」に根拠をもつと（さらに）見ることができる。しかし正確に言うなら、

それは愛の経験である。いわば偏向性をもった第一次的な愛に対しては、（愛でもって対することから漏れて

いる）他者からの抗議が十分予想される。そうした経験を積むことによって ― あるいは、それを機縁とし

て（「対象的にこの愛で十分であろうか」と）想像力を働かせることによって ― 出て来るのが「他者達を等

しく扱う」という志向性である。それは一つの「理想」としていわば愛に対しては外的に提示されることも

可能である。しかし、そうした「理想」を引き受けることは、動機として「愛」ではない。平等の「統制」

に服すとしても、我々は、この「愛の経験」に基づくいわば内発的なかたちを、それが服従の動機として愛

をもつという理由で優位化したい。 
 ここでこの「動機性」について、少しく詳しく述べておきたい。行為嚮導性に定位する我々の議論前提か

らは、半ば定義的に「動機」こそ重要であるということになる。しかしそれは、第１章で挙げた「主観的動

機説」の言う「動機」ではない。功利主義において「最善」が「目的」として在ると言うとしても、それは、

「目的」がいわば特定の時間点において実現されるべきいわば「個体」として在って、したがってそこに至

る過程で出現することになる事態が非有意化されることになる、といったものではない。功利主義が措定す

る「最善」とは、或る行為が帰結する、その行為以降の世界の全状態の属性である。そこで「意図される目

的」状態と、それに至る「手段」的事態、および「随伴」的事態に分節化するとして、後二者の悪が第一の

善を上回るときは「最善」でないとされることになる。功利主義における「動機」性とは、この全般的な「世

界」事態の「最善」を目指そうというものである。 
 他方、この志向は一定の蓋然性をもって目指された「最善」から逸れる可能性をもつ。公平を期してここ

で「自己善の倫理」に加担するなら、そのカトリック・ヴァージョンにおいては、「であるから、最善を目指

して自ら行為選択をするのではなく、神を ― その善意を ― 信頼して、或る種盲目的にその命令である（諸）

規則に従った方がよい」とも語られてくる。奇妙なことに（!?）、この規則として「近親者を優位化せよ」が

在るとする場合、このカトリック的主張は上のシジウィックと一致することになる。しかしそれはまた、Ａ・

スミスの「神の見えざる手」観念を想起して考えるなら、いわゆる利己主義とも一致しえることになる。 
 「最善」を、しかし現実の「最善」に定位するかぎり、その「現実主義」ヴァージョンの功利主義とは何

であっても一致することにもなるということを、これは意味する。であるから「功利主義者の雨傘」（「功利

主義者の電気掃除機」）といったことが語られることにもなるのである ― たとえば、「行為者-相関的」志向
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定位しており ― したがって我々は「善き世界の倫理」と表記した ― 、そこに「理想」へ

の（自己）定位ではないのかという誤解の余地をもつことになるのだが、それは決してそう

ではない。これは、帰結主義の非-功利主義ヴァージョンから考える場合、より明らかとなる

かもしれない。自己を愛するヴァージョンは論外として、特定の他者（たとえば友人）を有

意化するものも帰結主義で在りうる。この帰結主義は功利主義と明確に対立するものとして、

むしろ反・功利主義系がこれを肯定的に見ていたところである。しかし我々は、この非-功利

主義ヴァージョンについては「別稿」では、「たとえば」としてイエスの「隣人愛」を具体例

として挙げた。それは誰であれ自分と遭遇してくる者への愛である。その他者の属性は完全

に非有意化されている。そういうものとして、それは「真正の愛」であって、非-功利主義ヴ

ァージョンの帰結主義については、こうした ― いわば「特定」性を（アノニマスな）「一定」

性へと還元する ― 在り方を「他者志向的倫理」の典型として想定している。我々は、「誰で

も」として「誰」が多数であっても ― アノニマスな多数者への愛として ― この在り方が

成立すると考える1。 

 「別稿」ではこれを「盲目的」（利他行動）とも呼んだが、生物学的に言うなら、いわば遺

伝子に操られて（「最善」な）世界への展開の一駒となっていることであるとも言いうる。「前

稿２」で詳述したように、これに即するかたちで、反・功利主義系の現代カトリック道徳神

学の「保守派」（J.Finnis）は功利主義（「革新派」）を、「人は、それを通して歴史がより多

くの量の善あるいは、より少ない量の悪を作り出す単なる水路(conduit)となるために、何で

あっても行い、何にでもなる用意をしている」として、人間を世界進行の歯車とするもので

あると批判している2。そしてこれに対して、みずからが何をなすべきかの「反省」が重要で

あると説く。(Moral absolutes: tradition, revision, and truth, The Catholic University 

of American Press,1991,p.20f.) 

 しかし、ここで対置される「反省」は特殊な反省であって反省全般ではない。功利主義は

また、世界の最善を「管理者」のようにコントロールするものだとも批判されているが3、そ

                                                                                                                                                
（動機）は、（最善への）功利性をもつといった「動機功利主義」（Adams,R.M.）の提唱として ― が、我々

は他方では、功利主義のこの「雨傘」性を否定するかたちで基本倫理型を措定したいと考えている。実は上

のカトリック的主張はいわば基本部分ではなく、その基本部分はあくまで「自己善」である。「自己善」の実

現が「最善」と一致する可能性は在るが、「自己善の倫理」は、その近代的ヴァージョンにおいては明確に、

「最善」とは別のものとして「自己善」（への志向）を措定している。 
1 功利主義は一般に、帰結主義のなかで、自己を有意化する「利己主義」、他者を有意化する「利他主義」に

対して、自他非有意化的なものとも了解されている。ここから見るなら、「関係者総体」という言い方は、こ

れに対応するものであって必ずしも「他者」（のみ）に定位したものではない、とも言いうる。しかしここで

は、やや曖昧となるかもしれぬが、いわば「自己」をも「他者」（の単なる一人）とみなすものとして、この

自他非有意化的功利主義を（も）「他者志向」に含めておく。これに拘られるのなら、この言うとすれば in- 
differentism（これはいわゆる"non-tuism"を意識してもいる）に対して、しかし明瞭に帰結主義として文字

通り他者に志向するもののみに限定しても ― それをそもそも「功利主義」系と呼ぶことには拘ることなく 
― 構わない。その場合でも我々の議論の骨子はそのままである。 
2 前註と関連づけていうなら、この（おそらく近代的）批判は、先の「神学的功利主義」の部分とは矛盾す

る。これは、いわば「人を神の計画の「水路」とすること」であるからである。 
3 たとえば、「功利主義は、無数の他の存在者に即して統制できる(control to)ところの便益を分配する慈悲の

在る官僚として自分自身をみなす見解と結び付いている。……それが要求する正当化は、第一に管理的であ

る」と説くネイゲル（"War and Massacre”, in: Philosophy and Public Affairs,102,1972,p.137f.）を参照。 
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こには当然「反省」が伴われている。その場合、それは一つの「世界」への志向だと言うこ

ともできる。したがって、ここから見て、「他者志向的倫理」は当初の通り「善き世界の倫理」

と表記することが妥当となる。しかし、「他者志向的倫理」としては「世界設計」といったニ

ュアンスをもつのであってはならない。自ら「世界」（の最善）状態を規定するのであっては

ならない。ここはパターナリズムを排除するかたちで、自分で「世界」＝人々にとって最善

である状態を規定する（特定する）のであってはならない。所与の「世界」状態に対して、

その目的に対する手段として（のみ）その実現を「管理する」ものであるのでなければなら

ないであろう。1 しかし、そうであっても（何が手段として適合的かを考える）「反省」を含

むと言えば含む。Finnisは当然この種のものに対照するかたちで、あくまで自己の在り方に

ついて「反省」を説くのである。 

 この「反省」によって、人は同時に ― 「自己善の倫理」として ― 何が正しい行為であ

るのかを選択していくのだが、その「行為」の結果について、帰結主義的な結果とは別の結

果の概念を提示しつつ、Finnisは次のように述べている。 

 

なんらかの自由な選択が存在することを認めることは、選択と行為は移転的結果

(transitive effect)と非移転的結果(intransitive effect)の両方をもつことを認めるこ

とである。選択と行為の移転的結果は、私の選択された行動によって構成された状態と世

界におけるその諸帰結(results)である。非移転的結果は、自由な選択によって私はいやお

うなしに私自身を或る一定の種類の人格として構成する、ということである。サラミスの

レオンを抹殺するために他の四人と共に出発することよりも帰国することを選択すること

によってソクラテスは、或る一定の種類の人格として、人間の生命と法の規則とを尊敬す

る者として、自分自身を構成（あるいは再構成）し、確立（あるいは再確立）したのであ

る。(Fundamentals of Ethics,Georgetown University Press,1983,p.139) 

 

 いわゆる結果によって行為は世界に変化を与えていくのだが、同じく、しかし別様の結果

によって行為は自己を一定の者へと形成していくのである。前者が「移転的結果」と術語化

されるのに対して後者は「非移転的結果」と術語化されている。筆者の確認では、これは

K.Wojtyla（ヨハネ・パウロⅡ世）が ― 英語では訳書 he Acting Personで ― 導入したも

のである。しかし、術語化されたのはそうであるとして、概念としてはトマス（さらには

（makingに対するdoingを説く）アリストテレス）に起源が在るとしてC.Kaczorは次のように

述べている。 

T

                                                  
1 20-2 ページの註 2 と関連するが、この「最善の規定」から「最善の具体化」といったものを区別すること

ができる。何が最善か（の規定）は所与として、その上でそれを（その場合は自ら）具体化していくという

ことは十分在りうる。先に功利主義の主知主義性を説いたが、その「知」はもっぱらこの「具体化」に関わ

るものである。「規定」として自ら「最善」を問うことなく、所与としての「最善」の「具体化」を追究する

ということは、ウェーバーのタームで言うなら ― 「規定」が「価値合理的」だとして ― 「目的合理的」

ということでもある。 
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理性が意志において打ち立てる秩序。これは、後の哲学者達が人間の「非移転的な」活動

性（トマスの用語で言えば actio）と呼んでいるものの領域である。それは、外的出来事

における変化を必ずしももたらす活動性ではない。……最後に理性は、大工が粗木材を箱

や小屋に作るときと同じように、外的事物に秩序を導入することができる。これは、活動

性の移転的領域である。外的事態に変化をもたらすこと、トマスのラテン語で言えば

factioである。(Proportionalism and the Natural Law Tradition,The Catholic University 

of American Press,2002,p.51.) 

 

 ここからも或る程度読み取れるように、トマス（あるいはアリストテレス）では一定のア

イデンティティをもった者として自己を構成するという側面はないように思われる。アイデ

ンティティ・統合性というのは近代的観念であろう ― 上のFinnisの「或る一定の種類の人

格として……自分自身を構成（あるいは再構成）し、確立（あるいは再確立）した」という

ソクラテス像も近代的なソクラテス像であろう ― 。しかしその代わりに、明瞭に自己を善

なるもの（一般）として構成するという点が前面に出ている。そしてそれに応じて、（神の命

令である）客観的規則（「自然法」）を遵守するという面が強調されてもいる1。 

 ここから見るなら、そもそも（「反省」的に）なぜ自己を善なるものへと構成しようとする

のかと問えてくる。そしてその答えとして、自己の救済ということへの定位が見えてくる。

「自己善の追求」はそれ自身すでに一種の利己主義（「道徳的利己主義」）であるが、自己の

救済（たとえば死後「天国」へ行くこと）が究極的な目的として在るのなら、それはさらに

通常の利己主義の少なくとも一ヴァージョン（宗教的利己主義）である。唐突な関連づけか

もしれないが、「非移転的結果」はインド系（宗教）思想における「業」の観念を想起させる。

それはネガティヴな観念なのであって、業の消滅が目指されるのであるが、しかしそれは、

行為者にとって自身の以後の状態を規定する原因物である。これの如何によって以後の自身

の人生の幸・不幸が帰結されるのである。業の消滅は、いわばそのゼロ性において、究極の

幸福として解脱を帰結するものである。しかるに、自分の幸福を求めることは利己主義の最

も基本的な意味である。 

                                                  
1 「前稿２」で我々は、カトリック保守派の倫理を「型の倫理」とも呼んだ。それは、「状況」が一定の特定

的規定性をもって現出し、それに応じて一定の「型」の行為が ― 客観的諸規則に対応するかたちで ― 特
定化されてくることを説く倫理である。この点で、それは ― いわば、普遍・特殊・個別という場合の「特

殊主義」として ― 「個別主義(particularism)」とは明らかに異なる。これは、各（個別）「状況」毎にその

かたち(shape)が浮き立ってくるのであって、したがって（諸）「原理」への服従といったものでは行為を決

定できないと説くものである。また、「統合性(integrity)」を有意化する倫理とも異なる。これは、或る意味

で「状況」横断的に、自分の一貫性 ― 文学的表現で言えば「私らしさ」 ― を説くものである。これはま

た、自己の人生に物語(narrative)的構造性を与えることであるとも説かれている。（ちなみにこれは、「個別

主義」と両立可である。「状況」毎にそのかたちが浮き上がってくるとしても、そこに（一貫した）自己の色

といったものが付きうるからである。実際Ｊ・ダンシーは「私が語っている種類の記述は、一種の narrative
である」(Moral Reasons,Blackwell,1992,p.113)とも説いている。） 
 なお、「個別主義」については、ロス、ダンシーの主張を検討した安彦「倫理的個別主義批判（一） ― ロ
ス、ダンシーの個別主義 ― 」『dialogica』第 10 号,2007 年 を参照して頂きたい。 
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 近代的な自己統合性の志向には、こうした端的な利己主義の含意はない。しかしそれでも、

「道徳的利己主義」として、（行為の際の）志向が専ら自己に向いていることには変わりない。

これに対して「善き世界の倫理」は利他主義である。したがって我々は、単に倫理性の二基

本対立型を取り出したというだけではなく、同時に「善き世界の倫理」を優位化しているの

である。あるいは、その核心としてこれを取り出した功利主義について、 ― 一種パラドキ

シカルと思われるかもしれないが ― その方がより倫理的であるという一つの新しい意義づ

けを行なったのである。1 

 
1 但し、ここはさらなる議論展開が必要となる。その方向性について考察を始めてもいる。しかし本研究で

は、この挑発的とも思える言い方で一旦完結させることにしたい。 
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