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 本稿は、京都生命倫理研究会、科学研究費補助金プロジェクト「応用倫理学各分野の基本

的諸概念に関する規範倫理学的及びメタ倫理学的研究」（代表：坂井昭宏北海道大学教授）、

京都大学PASTAプロジェクトの三者共催で行なわれた2005年 9月 25日の研究会（於：京都大

学文学部）での口頭報告「二重結果説のメタ倫理学的考察」 ― 以下、「報告」としてこれを

指示する ― の基本論証部分を1、本号所収の別稿 ― 以下「別稿」と略記する ― と共に、

その後の考察からも補って一つの主張として纏めたものである。本稿では、「前稿」を前提と

しつつ、主として現代カトリック思想における「二重結果説」をめぐる諸議論の批判的考察

のかたちで論を展開したい。 

 

 

一 二重結果説 

 

 この「報告」で我々は、「倫理」の諸形態の最基層に、基本対立型として「自己善の倫理」

と「善き世界の倫理」とが在ることを主張した。我々は、いわゆる「二重結果説」をめぐる

錯綜した諸議論2から、この基本対立型を取り出すことができると考える。 

 「二重結果説」とは、「前稿」で述べたように、「行為について、それが悪しき結果と良き

結果との二重の結果を引き起こす場合、一定の条件を満たすなら、悪しき結果をも引き起こ

すものであっても、その行為を「適切」（清水） ― ここは「正当(justified)」と「弁明可

能(excusable)」との二解釈がある ― とできる、とするものである。」この「説」は、カト

リックの「道徳神学」に出来するものとして、歴史的にトマス・アクィナスにまで遡りうる

とされているが、近世カトリック思想における展開の後、１９世紀中葉に J.P.Gury が

Compendium Theologiae Moralis,1850:5th ed.1874)で定式化したものが現在の議論の基本と

なっている(cf.Mangan 1949-59)。J.M.Boyle,Jr.による英語での簡潔な要約で示すと、邦訳

                                                  
1 この「考察」では、手がかりとして清水哲郎・立岩真也両氏間の論争の検討をも行ったが、この部分は次

の独立の論稿として纏めた。安彦一恵「「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に関する規範倫理学的及びメタ倫理学的研究・平成 17 年度研究成果報告書』所収）。

以下、「前稿」でこれを指示する。 
2 本稿はもっぱら現代の「道徳神学」的諸議論を考察するが、「哲学」的諸議論に関してはWoodward 2001 が
基本文献である。また、日本ではもっぱら生命倫理学のなかで論及されているが、その代表的なものとして、

久保田顕二「二重結果の原則と人格の尊重 ― クインの諸説をめぐって ― 」『生命・環境・科学技術倫理研

究 Ⅰ』千葉大学、1997 を挙げておく。 
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するなら、そこで「条件」として次の四つが挙げられている。 

 

(1) 行為者の目的(end)は道徳的に許容可能なものでなければならない。 

(2) 原因は、善であるか、あるいは、少なくとも善悪無記(indifferent)でなければならな

い。 

(3) 善い結果(effect)は直接的でなければならない。 

(4) その原因を措定する(positing)重大な理由が存在しなければならない。1 (2001-8) 

 

の四つである。 

 完全を期して、次にJ.T.Manganによる（第５版からの）多少詳細な英語訳をさらに邦訳し

て挙げておく。 

 

原理 二つの、一方は善であり、他方は悪である結果が帰結されるものであっても、道徳

的に善であるか、あるいは無記である原因［行為］2であるならば、それを実行することは

合法である。ただし、比例的に(proportionally)重大な理由が存在し、行為者の究極の目

的が善であり、かつ、悪い結果が善い結果の手段となってはいないのでなければならない。

この原理に対する理由は、このような行為は、それが悪い結果の意図からのみ出てくる場

合、あるいは、その原因そのもののまさに実行から出てくる場合、あるいはまた悪い結果

を予見すること(foreseeing)から出てくる場合にのみ不法でありうるということである。

しかし行為は、次の表題(headings)のいずれかの下では不法ではない。／第一に、意図さ

れた目的の説明に基づくときは不法ではない。目的は善であるからである。第二に、原因

そのもののまさに実行からは、行為は不法ではない。その原因は、仮定において、善であ

るか少なくとも無記であるからである。第三に、悪い結果を予見する［に留まる］という

説明に基づいては不法でない。仮定により、悪い結果は意図されてはおらず、単に許され

ているだけであるからである。そして第四に、その悪い結果を許すだけの比例的に重大な

理由が存在するとき、行為は不法でない。／……／ 

1. 行為創始者(author)の究極目的は善でなければならない。すなわち行為創始者は、悪い

結果を意図することは許されない。なぜなら、そうでなければ、彼は何か悪いことを意図

し、したがって罪を犯すことになるであろうからである。したがってまた、彼はいかなる

仕方でも、悪い結果に同意することを許されていない。 

2. 結果の原因そのものは、善であるか少なくとも無記でなければならない。すなわち、一

つの行為として原因は、いかなる法に反してもならない。その理由は明らかである。とい

うのも、もし原因がそれ自身(in itself)、自ずと(of itself)悪であるなら、それは行為

                                                  
1 これは「前稿」で挙げた清水のものと内容的に基本的に同じであるが、第一条件と第二条件の順が逆にな

っている。 
2 引用文中の［ ］内は、以下においても本稿筆者の加筆である。 
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を過ちとして有責のものとするからである。 

3. 悪い結果は、善い結果の手段であってはならない。その理由は、もし原因が直接に悪い

結果を産み出し、善い結果を産み出すとしても悪い結果を手段としてのみであるなら、そ

の善は、悪を意志することによって求められることになるからである。そして、いかに僅

かであっても、そこから善が出てくるようにと悪をなすことは決して合法ではない。････

それゆえ、人は、誰かの生命を救うためである場合であっても、決して嘘を付くことを許

されない。 

4. 原因を実行するための比例的に重大な理由が存在していて、行為の創始者は、いかなる

徳によっても、その行為を取り止めるよう義務づけられてはいないのでなければならない。

というのも、我々が、我々自身に比例的に重大な損失を与えることなしにそうすることが

できるとき、自然的平衡は我々に、悪を回避し、害が我々の隣人にもたらされることを防

ぐよう義務づけているからである。 

  さらに、これらのケースにおいて、行為のより重大な理由が必要である。原因が悪い結

果に近くなればなる程、その悪い結果が原因から生じるという可能性が高くなる。そして

行為創始者は、それ自身で見られた行為を遂行するのに、より少ない正しさをもつことに

なる。(60f.) 

 

 「二重結果説」は、少なくともこの「近代的」かたちにおいては、カトリックの道徳的教

説を世俗道徳としても可能なものとすべくやむをえない場合に一定の悪をもたらすことを許

容するために、その条件を提示するものであった。しかしそれでも、たとえば上に例示され

ている虚言の禁止など、伝統的な絶対的規則（いわゆる「道徳的絶対(moral absolutes)） ― 

一切の例外を認めない規則 ― をなお含むものであった。これに対して、第二次大戦後、い

わゆる生命倫理問題などの新たな問題に直面して、あるいは世俗道徳の変化に適応すべく、

いわゆる「修正主義者(revisionist)」 ― L.Janssens,J.Fuchs,R.McCormick等1 ― によっ

て、いわば大幅な緩和が説かれることにもなった。そこで出てきたのが、上の第四条件を重

視するかたちの「比例主義(proportionalism)」（清水氏の訳では「相応性論」）である。 

 逆に、これに対抗するかたちで保守派2の側からは、これを「帰結主義」（あるいはさらに

「功利主義」）とも呼びつつ、絶対的規則が強調されることになる。そしてまた、こうした対

抗には批判が加えられ、同時に反批判がなされることになる。我々は、そうした諸議論が、

                                                  
1 これを含めて、「道徳神学」の戦後の主傾向については、簡単には、J.A.Varacalli,et al.,eds.,Catholic Social 
Thought, Social Science, and Social Policy: An Encyclopedia, Scarecow Press,2006 所収の項目"Moral  
Theology: A Survey"を参照。この「項目」では「彼自身、比例主義者ではないが、それが関心を払っている

ことに共感的であった」と記述されているが、C.Curran を修正主義者に付け加えてもいいかもしれない。ま

た、同様これに従って、T.O'Connell をも付け加えておく。さらに、これはこの項目では言及がないが

B.Schüller,P.Knauer をも挙げておく。 
2 同上書を参考に、「新自然法理論」のG.Grisez,J.Finnis,J.Boyle,W.E.May と、ヨハネ・パウロ Ⅱ世の回勅

状Veritatis splendor,1993 を挙げておく。また、加えて、「徳のトマス主義的理念への復帰」の動きとして、 
「哲学者」ではあるが A.MacIntyre を挙げてもいいかもしれない。さらに、以下の議論の都合上、M. 
Rhonheimer をも挙げておく。 
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結局のところ、二つの基底的な次元で相違する倫理観の対立に帰着することになると考えて

いるのである。以下、諸議論から論点を取り出しつつ、このことを論証して行きたい。 

 

 

二 第二条件をめぐって 

 

 修正主義と保守派の間で見解を分かつ最大のポイントは、「二重結果説」との関連で言うな

ら、理論的には（一独立条件としての）「第二条件」に在る。これについて、冒頭にも引用し

たBoyleは、第二条件を「因果的系列を開始する(initiate)ことは、その善い結果・悪い結果

から独立に道徳的に許容可能でなければならない」と（再）定式化して、それについて次の

ように述べている。 

 

 アクィナスの行為理論に言及して PDE［二重結果原理］を一つの正当化原理として説明

する上記の説明は、また、PDEの第二条件を次のように調節する(accommodate)こともでき

る。つまり、因果的系列を開始することは、その善い結果・悪い結果から独立に、道徳的

に許容可能でなければならない、という趣旨のものへ。この「原因を措定すること」が当

の悪い結果、あるいは他の悪い結果から独立に不許可であると規定されうるなら、人はそ

の因果的系列を開始することにおいて正当でないのである。 

  ［しかしながら、］この条件が、いかなる結果への言及もなしに、因果的系列を開始する

ことの道徳性を規定することが可能であると述べている限りでは、それは、行為に関する

アクィナスの見解と不整合である。というより、その限りでは、それはまた混乱してもい

る。なぜなら、原因と結果とは相関的なものであり、「原因を措定すること」が不道徳であ

るのは、それが、産み出すことを許されないなんらかの結果を産み出す限りにおいてであ

るからである。 

 第二条件についてのこうした仕方の理解は、厳密に言うなら、それを余計なものとして

しまう。或る行為が許容可能でないのであるなら、その行為を為すことは悪いことを意図

することを含むであろう。そしてこれは、第一条件によって禁止されているところである。

(2001-11) 

 

 行為とはそもそも、何かを「目的」としてその実現を「意図」してなされるものであり、

そしてその実行が「原因」としてこの「目的」を結果として産み出すべきものであるのなら、

第二条件は実は第一条件と同じことを述べているに過ぎない、という訳である。しかしなが

ら、「この点までは、正当化原理としてPDEを扱う私の試みは、根本的に修正主義的であるよ

うに見えるであろう」(12)としつつ、Boyleは「しかしながら」として次のように続ける。 

 

 PDE の伝統的定式化がもつこの剰余性は、しかしながら、決議論的企図を考慮するなら
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理解可能なものとなる。PDE はその企図のために使用されることを意図されており、スコ

ラ学者が慣習として行っている区別もまたそうである。アクィナスに従ってスコラ学者は

次のように考えている。行為の道徳的性格は、目的(end)、行為の対象(object)、行為が遂

行される状況(circumstances)によって規定されている、と。したがって、第一条件は、不

道徳な企図(purpose)のために為される行為を排除すると見なされうる。第二条件は、内在

的に(intrinsically)不道徳な行為 ― その対象を産み出すことが不許可である行為 ― 

の排除を、第三条件は、善い目的への不道徳な手段の排除 ― 第二条件によって常にカヴ

ァーされてはいない排除 ― を指定していると見なされる。 

 より具体的に言うなら、第一条件は、たとえば、酔わせるために誰かに金を渡すことを

排除する。第二条件は、教訓として誰かにしらふの価値を分からせるために、自分自身を

酔わせることを、そして第三条件は、誰かに教訓を教えるために、その誰かを酔わせるべ

く金を渡すことを排除する。第一のケースにおいて、「原因を措定すること」は許容可能で

ある。また、善い結果への悪い手段は存在していない。しかし、目標(aim)は悪である。第

二のケースにおいて、目標は善であるが、措定された原因 ― 自分自身を酔わせること ― 

は悪である。第三のケースにおいて、原因の措定がそうであるように、行為の最終目的も

善であるが、媒介的(intermediate)手段は悪である ― すなわち、人を酔わせることだか

らである。(12) 

 

 ここで言われている「対象(object=objectum,obiectum)」とは、スコラ哲学全般において

キー・タームとなるものであるが、論者（解釈者）によって、その理解は微妙に異なる。し

たがって、本稿でも各論者の ― 行為論の文脈における ― 「対象」理解に言及するが、こ

こで、いわばそれら各論者の理解に汎通的に妥当するかたちで、かつ ― 哲学史的に見るな

ら、これはトマスがアリストテレスの用語法（『デ・アニマ』参照）を援用して、自らの行為

論にも導入したものであるが、そのフォローはここでは措いて ― 今日的に言うなら、次の

ように言えよう。「あなたは何をしているのか」という問いに対する答えを与えることができ

る。「対象」とは、一つの存在(entity)として、この答え（「何」）を一義的に規定するもので

ある。行為という事態を或る一定の行為として（記述できるかたちで）いわば単一化するこ

とを可能にするものであるとも言えよう。上のBoyleの例では、「行為そのもの」を「自分自

身を酔わせること」と記述することを可能にするものが「対象」である。Boyleが「内在的に

不道徳な行為」として、第二条件が禁止するとするものは、「原因」として、この「対象」（自

分自身が酔うということ）を一つの結果として産み出す行為（自分自身を酔わせること）で

ある。 

 そうであるとして、Boyleによるなら、三つのケースとも「行為」は不当であるのだが、 ― 

いま第四条件は捨象して考えるとして ― 「酔わせるために誰かに金を渡す」という行為は、

「誰かに金を渡すこと」自身は悪でないので第二条件をクリアし、また、その結果の「誰か
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に金が渡る」という（方の）善い結果は「直接的」1であるので、第三条件をクリアする。し

たがって、それが不当だとするなら、それは「誰かを酔わせる」という「目的」からみた行

為規定によってであって、それは第一条件が必要だということである。また、「教訓として誰

かにしらふの価値を分からせるために、自分自身を酔わせる」という行為は、その「目的」

は善であって第一条件をクリアする。また、「教訓が分かる」という善い結果は ― なんらか

の（悪い）結果（明示されてはいないが、たとえば第三のケースにおけるような「人が酔う」

という結果）を介してではなく ― 「直接的」であって第三条件はクリアする。したがって、

それが不当だとするなら、それは「自分自身を酔わせる」という「原因（行為）」としてであ

って、それは第二条件が必要だということである。さらに、「誰かに教訓を教えるために、そ

の誰かを酔わせるべく金を渡す」という行為は、その目的は善であって第一条件をクリアす

る。また「金を渡す」ということ自身は善であって第二条件をクリアする。それが不当だと

するなら、目的実現が「人が酔う」という悪い結果を媒介としているからである。つまり、

第三条件が必要だということである。 ― こうBoyleは考える訳である。 

 ポイントは第二のケースである。二重結果説として二つの、一方は善、他方は悪という二

つの結果が在るとするなら、ここにおける善い結果は「教訓が分かる」であり、悪い結果は

「自分が酔う」ということである。しかしBoyleによるならおそらく、前者は後者（そのもの）

を介してではない。我々からしても、厳密には前者の「人が教訓を得ること」は、「私が酔っ

ているのを見ること」によって実現されるものであって、この「酔っているのを見る」とい

う結果は（善とは言えないとしても）悪ではない、と言うことは可能である。それゆえ、こ

の行為が悪であるとするなら、それは、 ― 第二条件の下で ― 「教訓を与えよう」という

（善き）「意図」から独立したものとしての「自分を酔わせる」という「原因」措定行為の悪

に即してである。 

 したがって、逆の「道徳的に許容可能」な場合について、 

 

  したがって、PDE は、正当化の原理として理解されることができる。最も短いかたちで

は、それは次の仕方で述べられうる。或る行為を着手する(undertake)ことは、その着手が

少なくとも一つの状態を産み出し、かつ、この状態が着手される行為に内在的であるなら、

その行為は道徳的に不許可となるであろう、と人が知っている場合であっても、(1)その状

態が着手される行為に内在的ではない ― つまり意図されたものではない ― 、(2)その行

為を着手することの重大な理由が存在する、という場合に、かつ、その場合に限って道徳

的に許容可能となる。(12) 

 

とBoyleは纏めることになるのだが、この事例で言うと、「教訓として誰かにしらふの価値を

                                                  
1 Boyle（等）が言う「直接的」は、必ずしも今日使われるものと同じではない。トマスの用語法では以下の

ような意味で使われている。「直接的に意志的なることは、積極的に意志的なることともいわれ、間接的に意

志的なることは消極的に意志的なることともいわれる。」（高田／村上訳『神学大全』（創文社）第９巻、訳注

495） 
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分からせるために、自分自身を酔わせる」という行為を「道徳的に許容可能でない」と判定

する根拠となっている「自分を酔わせること」そのものの悪が何故に言えるのか、というこ

とがポイントとなる。厳密に言うなら、それは一応「悪」であるとしても、その際の「目的」

＝「教訓を与えること」の「善」にも拘らず「不当」と断定できるのか、ということである。

もっと常識に合う事例を挙るなら、医療行為などはほとんどこの「悪」を含むものである。

個体の生命を救うために（病んだ）臓器を摘出するといった（手術）行為は、「臓器を取り出

す」（身体に傷をつける）という「悪」を含んでいる。 

 確かに、「目的」の実現や、そのための「手段」行為の実行と区別して「行為そのもの」（「原

因」）が想定され、そしてトマス的伝統に従ってそこに「対象」というものを措定しつつ、そ

の「対象」から「行為そのもの」の善悪が規定されている。しかし、Boyle自身認めるように、

「行為そのもの」という側面を取り出すことができるとしても、それはそもそも行為であっ

て、そこから「一つの状態」を結果するものである。そして、それが悪である場合も在りう

る。たとえば手術において「身体が傷つけられること」がそうである。Boyleはここで、この

結果が意図されているかそうでないかという区別を導入し、「身体が傷つけられる」というこ

とが「意図」された事柄ではない場合 ― 二重結果説においては通常、その場合その結果は

「副次的結果(side effect)」とされる ― 、その悪い結果をもたらすとしても「行為」（「手

術」）は「道徳的に許容可能となる」としつつ、そこに「行為」を、かつ悪い（副次的）結果

から切り離して、たとえば「患者の身体にメスを入れる」として措定して、その善（あるい

は、善悪無記）の可能性を確保しようとしている。 

 しかし、そうした考え方は余りに技巧的だとも言いうる。これに対して、端的に「目的」

の実現としての善（生命の救済）と、それを実現するための手段の実行としての悪（身体が

傷つけられること）とを比較考量して全体として行為（手術）を評価するという行き方も在

りうる。この行き方を採ることは、Boyle 自身その可能性を指摘しているように「修正主義

的」に、「第二条件」を非有意化することを意味するが、この行き方のなかで説かれてくるの

が修正主義者達の「比例的善の原理」である。 

 

 

三 「比例的善の原理」 

 

 まさしく帰結主義（と等価）である場合、「比例主義」は、第四条件のみを有意化し、かつ

元の第四条件そのものにも変更を加えて、或る行為について、その結果の善悪（のみ）の比

較で、善が悪を上回る場合、悪を帰結するとしても行為は許される、とするものとなる。単

純には、今日、こう説くものとして「比例主義」は了解されている。 

 「修正主義」の立場に立つMajority Reportの 

 

自分の、あるいは他人の生命を奪うことが罪であるのは、生命が神の排他的支配の下にあ
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るからではなく、より高い秩序の善への問いが存在しない限りでそれは正しい理性に反し

ているからである。［しかし、］共同体の善のために或る生命を犠牲にすることは許されて

いる(licit)。共同体のために死刑で或る生命を奪うことは許されている。 

 

という一節が「絶対的に決定的である」として、W.E.May は、ここから一つの原理を取り出

しつつ次のように述べる。 

 

この一節で示されている原理に従うなら、人間の生命（あるいは他の人間的善）を破壊す

ることも、そうすることがより大きな善のために必要であるなら、道徳的に許容可能であ

る。私はこれを"Caiaphas"原理［1］と呼ぶ。修正主義的神学者達は、今日、これを「選好

原理」あるいは「比例的善の原理」として言及する。(2003-143f.) 

  

そしてMayは、この原理を主題的に論じて、こう述べる。 

 

この原理が主張するところは、道徳判断がなされるべきなのは、選択の様々な選択肢によ

って約束される「非道徳的善・悪」の比較的評価によってであり、非道徳的悪に対する非

道徳的善のより大きいバランスないしは比例を約束する選択肢は、それが道徳的に正しい

行為あるいは行為の種類であるが故に選択されるべきものである、ということである。こ

の原理は、比例的により大きい非道徳的善のために非道徳的悪を為す熟慮的意図を正当化

するのである。(152) 

 

これは、「帰結主義」が行為を正として規定するところと同じであり、「比例主義」はまさし

く「帰結主義」とも換言できる訳である。 

 個々の行為について単独に、それがトータルとして悪を上回る善を帰結することをもって

正しいとするものとして「比例的善の原理」が（したがって帰結主義が）（粗雑に）理解され

る場合も在る。ここでは「選択肢」を語ることによって、そうした理解を超えて（正当に）、

一定の状況下で可能な行為選択肢間で、トータルとしての善悪の総計が最も善であるもの、

あるいは最も少なく悪であるものを選択することをもって正とするのが「比例的善の原理」

であると理解されている。 

 行為は「原因」として、そこから世界の（善悪の）事態の変化が始まるものとして考えら

れている。したがって、行為者は「行為創始者(author)」とも記されている。（伝統的な概念

で言えば、したがって、「原因」は「自己原因(causa sui)」である。）しかし、一人の行為者

の行為が世界の事態変化のすべてを生起させるわけではない。その者が行為しなくても、何

                                                  
1 例えば「ヨハネによる福音書」18,12-14 参照：「……はイエスを捕えて縛り、まず、アンナスのところへ連

れて行った。彼が、その年の大祭司カイアファのしゅうとだったからである。一人の人間が［すべての］民

の代わりに死ぬ方が好都合だと、ユダヤ人たちに助言したのは、このカイアファであった。」（『聖書 新共同

訳』日本聖書教会,1988） 
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らかの事態変化は生起していく。したがって、厳密には、行為選択肢には非行為（不作為）

も含まれているはずである。厳密には「比例的善の原理」とは、不作為という選択肢も含め

て、実行可能な諸行為間について、それらがそれぞれ結果する事態の善悪を比較して、その

最善を結果するものを選択することを説くものである。 

 

 

四 保守派による比例主義批判 

 

 以上に確認したものとしていわば中立的に「比例的善の原理」を理解した上で、May はそ

れに対する批判を展開する。批判点の第一は、そもそもの「比例」という観念である。これ

についてMayは様々な善の間の比較がそもそも不可能であると説く。 

 

ここに在る乗り越え不可能な問題は……当の諸善（人間の生命そのもの、健康、真理の知

識、美の鑑賞、友人関係といった）を相互に比較する、あるいはこれらの諸善の個別的事

例（たとえば、メアリー・スミスの生命とピーター・ジョーンズの生命）を重み付けする、

あるいは測定する、あるいはまた「共約化する(commensurate)」ことのできる曖昧でない、

あるいは同質の尺度が存在しえない、ということである。これらの諸善はいずれも絶対的

ではない ― 唯一、神、Summum Bonumだけが絶対である ― が、それぞれのものは、真実

には、人間的人格がもつ価格の付けられない善であり、そのようなものとして、価格を与

えられるものではなく評価(prize)されるべき善であり、人間的人格の計算不可能な善さに

参与する善である。／……恣意的でない仕方では、人はどの人間的善が「より大きい」あ

るいは「より小さい」と決定することはできない。諸善はすべて、比較不可能なかたちで

善であり、人間の繁栄(flourishing)と幸福(well-being)の切り詰め不可能な諸側面である。

同じことが、人間的人格のこれらの基礎的諸善の個別の事例についても真である。ジェー

ン・スミスの生命はジョン・ジョーンズの生命より「より大きい善」であるか否かを誰が

判断できようか。(153) 

 

 May は、これらの基本的批判に対する比例主義者達の修正案についても、すべて退ける。

こうした「比例的善の原理」批判は、神学の外で「功利主義」に対して批判されているとこ

ろと同じである。しかし、功利主義は、たとえば「効用の個人間比較」の不可能性を受容し

た上でもさらに論を展開している。そして、（非-功利主義的に）帰結主義を ― 或る種

tuistic に ― 特定の相手にとっての最善を求めるものに限定することもできる。この場合

は、その者が善と認めるものに即して原理的に「比較」が可能である。 

 しかしながら、保守派にとっては、実は「比較不可能性」ということは主要な論点ではな

い。Mayは、（「比例的善の原理」と同義である）「選好原理」を批判するB.Kielyの主張を紹

介している。 
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Kielyが強調するのは、この原理は、自己－規定的選択としての人間行為の反省的あるいは

内在的諸帰結を重大に考察しえていない、ということである。Kielyが記しているように、

我々は、我々がすることを自由に選択する行為によって、自分達自身を我々が実際在る人

格となるようにするのである。悪を為すことを選択するなら、たとえそれがなんらかの言

われるところの「より大きな善」のためであっても、我々は我々自身を悪を為す者となるよ

うにするのである。(155) 

 

すなわち、行為選択において自らをどういう人間にするのかという観点が欠落していると、

比例主義は批判されるのである。そして、一つの「対象」の現実化として、「一つの悪しき状

態」が行為に「内在的」なものとなる場合、行為は ― 結果の善悪とは独立に ― 「内在的

に不道徳な行為」となる、と説く Boyle（等）の考え方の趣旨も、ここにこそ在ると見るこ

ともできる。 

 

 

五 L.Janssensの神学的主張 

 

 しかしながら、比例主義は自らを一つのカトリック的「道徳神学」として展開している。

そういうものとして、行為そのものの、したがって行為者の善を説くものでもある。次に、

議論の歴史的展開に即して、少しく詳しく見ていきた。まず、B.Schüller,P.Knauer,J.Fuchs

等と共に初期の比例主義者と位置づけられている L.Janssens ― 共にヨーロッパの神学者

であって、したがって、アメリカにおいて「比例主義のヨーロッパ的起源(Roots)」（B.Hoose

の著書のタイトルの一部）と言われるときもある ― の主張を、エポックメーキングである

とも言いうる論稿"Ontic Evil and Moral Evil",in:C.E.Curran/R.A.McCormick,eds.,Rea- 

dings in Moral Theology No.1: Moral Norms and Catholic Tradition, Paulist Press, 1979

（初出は ouvain Studies,4-2,1972）に（方法的に）議論の一つの起点を置き、それに即し

て「比例主義」の初発のかたちを確認しておきたい

L

                                                 

1。カトリック思想家として、その最大の

権威であるトマス・アクィナスに拠りつつ議論が展開されている。 

 Janssensはまず、「伝統的用語法」を用いて、「行為」というものについて、次のように把

握する。 

 

 
1 McCormick,"Moral Theology 1940-1989: An Overview",in: The Historical Development of Fundamental  
Moral Theology in the United States, Paulist Press, 1999（初出はTheological Studies 43,44,1982,83）は、

「伝統的諸観念を明瞭にしているにすぎないとの装いのもとで、原理における革命を成し遂げている」とい

うG.Grisez の評価を引用しつつ、P.Knauer の 1965 年の論稿に始点を見ている。また、G.Kelly の 1951 年

の論稿に「この思考形態の一般的かたちを見て取ることができる」ともしている。(53) 
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トマスは、人間的行為1の諸要素を記述するための多くのタームを、intentio［意図］と

electio［選択］というタームに還元し、それについて我々に、精確な定義を残している。

「intentioは目的に、それが手段の射程内に在る限りで向かう努力である。electioは、意

志が手段に、それが目的の達成に影響を及ぼす限りで集中することである。」両概念の質料

的意味(sense)は同じものである。それらは行為全体、つまり目的と手段の観念を含んでい

るからである。しかしそれらは、形相的には全く異なる。intentioは、行為の構造の絶対

的要素、すなわち目的そのものに直接に向かっている。この目的そのものは、手段が意志

される理由であり、したがって行為の原理である（finis as principium actionis humanae）。

そして、行為を種別化する(specify)形相的要素である。他方electioは、その行為に相関

的な要素、つまり以下のような手段である ― それ自身の定義において、手段は目的への

関係を指し示す ― 。すなわち、単にその目的が達成されるに至るまで有用である、とい

うような（finis as terminus actionis humanae）。(1979-45) 

 目的はterminus、すなわち、行為によって実現されるはずであるところのものであるの

で、ダイナミックな出来事は、意志の内的行為に限定されることができない。行為は、目

的を結果するために為されるはずである。行為することは、実在と触れるかたちで活動的

であるはずである……。意志の内的行為には、この活動的な接触が欠けている。我々の意

志は、他の能力という媒体と行為者としての我々の身体性とに依拠しなければならない。

それらが実在との実在的な接触を結果することを可能にしているからである。この故に、

我々の行為は意志の内的行為（interior actus voluntatis）であるだけでなく、同時に外

的出来事（actus exterior）である。／……意志の内的行為は形相的要素であり、他方、

外的行為は質料的要素である。……formaが実在の種別化された存在を規定するように、意

志の内的行為の目的は、人間的行為の具体的総体性を種別化する（finis dat speciem actui 

humano）。(46f.) 

 

すなわちJanssensは、まず行為（というもの）の構造について、それは、「全体」としては、

1. 意志が「目的(end)」を実現するために、その下で「手段」を選び、それを実行するとい

うかたちで行われる、2. 或る「目的」を「意図」して、その実現のために手段を「選択」す

るという心的（内的）過程をもつとともに、その選択を物理的活動（「外的行為」）として実

行して、それが目的事態の実現を結果するという物理的（外的）過程をももつ ― これは、

物理的事態として見るなら出来事（系列）である ― 、と考えるのである。 

 これに引き続いてJanssensは、人間を「死に至らしめること(killing)」などに即して、

行為の善悪について、トマス解釈を含みつつ、次のように語る。 

 

                                                  
1 これ（actus humanus）は、トマス行為論のテクニカル・タームの一つである。彼は、これを意志・理性

に発するものとして、動物の行動とも共通である（単なる）「人間の行為(actus hominis)」と区別する。藤本

温「〈Actus Humanus〉について ― トマス・アクィナスの行為論 ― 」『中世哲学研究』第 17 号、1998 参
照。 
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トマスが見るところでは、質料的出来事そのものとして（secundum speciem naturae）考

察された外的行為は、一つの抽象であって、それに対して道徳的評価が適用できないもの

である。この対象－出来事は、それが意志の内的行為の内部で一つの目的に向けられる限

りで、具体的な人間的行為となる。［そして］この具体的総体性のみが、道徳的意味をもつ。

その行為の邪悪さ(malice)・善さを種別化するのは、意志の内的行為の目的である。……

質料的－出来事（actus secundum speciem naturae）としての人間のkillingは……様々な

理由から為されうる。たとえば、正義の行使［死刑の執行］……として、あるいは復讐の

感情の満足のものとして。両方のケースは共通に同じ質料的行為をもつ……が、我々がそ

れらを道徳的観点から吟味するなら、非常に異なった諸行為が発見される。……なぜなら、

第一のケースにおいては有徳的行為が見出されるのに対して、第二のケースでは汚染され

た(vitiated)行為が見られるであろうからである。……／一見すると、トマスは自己矛盾

しているように見える。トマスは、一方では、species moris ― 行為の善さ・邪悪さ

(malice) ― は目的、意志の内的行為の対象(object)によって規定される、と述べ、他方

では、外的行為のs ecies morisはその対象が理性と調和しているか否か（secundum ra-

tionem or praeter rationem）という事実に依存している、と記している。これによって

彼は、外的行為の道徳性はそれ自身によって、意志の内的行為の主題あるいは目的から切

り離された要素として、評価されうると語っているのではないであろうか。［しかし］我々

は、トマスが直ちに続けて、この問いに次のように答えているのを忘れてはならない。「し

かしながら、意志の内的行為は外的行為の

p

形相的要素である。というのは、意志そのもの

は、身体という媒体を通して行為するのであるが、外的行為が道徳性と関わるのは、それ

が意志から生じるかぎりにおいてであるからである。……このことから帰結するのは、

species morisは形相的には（意志の内的行為の）目的に依存し、質料的には、外的行為の

対象に依存する、ということである。(49f.) 

 

「対象」によって、行為は、「質料的」には同じkillingとして記述されうると共に、「形相

的」には相互に異なった、したがって一方は悪 ― この場合は「殺人(murder)」と ― 、他

方は善 ― この場合はたとえば「処刑」と ― としても（いわば加重的に）記述されうるの

である。 

 しかしながら、killingであっても悪は悪である。これを言い表すために、Janssensは ― 

「道徳的悪」と区別して ― 「存在的(ontic)悪」という術語を導入する。これはまた、「前

道徳的(premoral)悪」とも呼ばれている。Janssensは、防衛の任に在る者が自己防衛におい

て相手をkillする場合 ― これは、トマス自身が挙げている例であり、また、それに関する

議論が「二重結果説」の起源であるとされているところである ― に即して、トマスが説く

ところとして次のように述べる。 

 

トマスに従うなら、存在的悪を引き起こす(cause)行為をそれ自身として意志することが許
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されている。一定の条件が現在し、この行為自身がより高い目的、たとえば重大な攻撃に

よって共通の善を危険にする者をkillする公的権威の権利に奉仕する限りで。(59) 

 

すなわちJanssensは、善である「目的」のためであるなら、手段として一定の「存在的悪」

を引き起こすことが許される、とするのである。 

 しかしながらこのことは、「目的」が善であるなら、いかなる手段的行為も許される、とい

うことではない。許される手段的行為は一定の制約の内に在る。それが、「比例」ということ

である。こう述べられている。 

 

そのまさに定義の説明において、手段は目的に関係しており、したがって、この目的に十

全に比例的（debita proportio）でなければならない、とトマスは指摘している。彼が言

うには、真に人間的行為であるためには、行為は意志から発するのでなければならない。

このことが含意するのは、行為する主体は、目的……と手段とに関する理性的な知をもつ

ということである。……外的行為は、それが目的との比例にある限りで……、つまり目的

を結果するのに適切である限りでのみ手段でありうるということである。(53) 

 

逆に言うなら、「比例」にないときは「手段」行為は許されないことになるが、その例として

Janssens は、困っている人を財を与えて助けるために盗みを働くことを挙げている(54)。そ

こでは、困っている人を助けるということに対して盗みが「比例」の関係にないのである。

Janssensによるなら、トマスは「他方では、外的行為のspecies morisはその対象が理性と

調和しているか否か（secundum rationem or praeter rationem）という事実に依存している、

と記している」ということであったが、このこともこの「比例」ということで説明されるこ

とになる。 

 

 

六 L.Janssensの神学的主張・続き 

 

 しかしながらまた、一定の「目的」の下でそれに「比例した」手段を ― 一定の「質料的

対象」を意識しつつ ― 意志して或る行為を実行するとしても、実際にはその「意志」を外

れた結果が出現することも在りうる。この場合に即してJanssensは、（今度は「防衛の任に

在る者」ではなく）自己防衛であっても敵をkillすることを「意図」することまでは許され

ていない民間人が敵に対するケース ― 厳密に言うなら、「二重結果説」の起源とされるのは、

このケース（の方）に関するトマスの議論である ― に即して、トマスの説くところとして

次のように述べる。 

 

自己防衛の行為において攻撃者の死は、「偶然に(per accidens)」、「意図の外において
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(praeter intentionem)」生じる何かでなければならない。人が種別的に攻撃者をkillする

ことを意図するなら、自己保存はその唯一の意図の地位を失う。その場合、もう一つの種

別的に意図された目標がその行為に入ってきており……、その結果、行為はそれ自体とし

て(per se)殺人という意味をもっている……。他方、自分自身の生命の安全が行為者の唯

一の目的……であるなら、その行為の意味(sense)は自己防衛であり、またそれ以外ではな

い。攻撃者が、自己防衛の実力を伴った行為の結果としてkillされるなら、その者の死は、

「意図の外において」「偶然に」のみ生じているのである。したがって、意志による人の内

的行為の目的は、決して別の人の死であるべきではない。というのも、そうであるなら、

彼の行為「自体」が一つの殺人の行為となるであろうからである。(58) 

 

Janssensによるなら、自己防衛において人（民間人）は自己の生命の安全を「目的」として

一定の実力を行使するのであるが、その実力行使が正当であるためには、「目的」と「十全に

比例的」でなければならない、具体的には ― たとえば敵が木刀で武装しているとして ― 木

刀で応戦するのでなければならない。そこで ― 相手の死の蓋然性が高い ― 真剣を用いて

はならない1。そして、この（目的－手段の）「比例」関係は、客観的なものであって、手段

行為の際に何か（相手の死）を意図しているか否かとは独立である。「比例」は、「［理論的］

理性」の事柄として、いわば客観的な関係なのである。しかし、木刀で応戦しても、それで

死が結果する蓋然性は低いが、それでも「偶然に」死を引き起こすことは在りえる。その場

合、まさしく「偶然」として、そのkillingは正当となる。すなわち、結果としてkillingが

生じる場合、それはあくまで「偶然に」生じたのでなければならないのである。しかし厳密

には、その場合さらに、死が意図されていない ― 死が意図されている場合は、自己防衛に

加えて、その「種」とは別の目標が措定されている ― のでなければならない。木刀で応戦

するという、killingを結果する蓋然性の低い行為であっても、 ― 「偶然に」はkillingが

結果することが在るのであるが ― その低い確率のもとでkillingを「意図」していてはなら

ない（刑法のタームを用いるなら、これは「未必の故意(dolus eventualis)」の禁止とも言

いうるであろう）。 

 この辺りの議論は微妙である。したがってJanssensは、近接した別の主張との差異を明示

化してもいる。「［敵の死という］存在的悪を引き起こす、あるいは許容することにおいて我々

はいつ、あるいはいかなる程度において正当化されるか」と改めて問い(66)、次のように論

を展開している。 

 

この問いに、より多くの結果をもつ行為という原理の光の下で回答しようとする著述家達

もまた、「十全に比例的」という観念に訴える。彼らが出発点に置くこの原理の一つは、直

接的に意図された善い結果は、間接的に意志された悪い結果に「十全な比例」をもたなけ

                                                  
1 この例は、藤本 2003 から借りた。 
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ればならない、というものである。直接的結果は、悪い間接的結果と少なくとも釣合い

(counter-balance)をもたなければならないのである。Manganは、この原理はトマス的なも

のであると主張している。彼は、自己防衛に関するトマスの記述(article)、「自己防衛に

おいて人をkillすることを意図することは許されないことである(illicitum est quod 

homo intendat occidere hominem ut seipsum defendat)」に言及している。Manganが断言

するところでは、意図すること(intendere)は、目的と手段との両方を含む。それらの両方

とも、直接的に意図されており、したがって、道徳的に善でなければならない。トマスに

よるなら意図することは目的と手段とに当てはまる、と主張するとき、Manganは正しい。

しかし、彼が目的と手段とをあたかも両方とも等しく意図の直接的対象であるかのように

並置するとき、彼の断言はもはや役立つものではないであろう。トマスによるなら、目的

はただ自分自身によって(absolute secundum se)意図され、そして目的は理由であり、意

志することの原因は手段である。換言するなら、目的は形相的要素であり、手段あるいは

外的行為は質料的要素である。言うとするなら(Well)、質料的要素として手段あるいは外

的行為は善く秩序立てられた質料(materia bene disposita)でなければならない。あるい

は目的に対して十分な(due)比例になければならない。従って、トマスの見解では、十分な

比例は、一つの、しかし構成された(composed)行為における内在的な要求である。それは、

手段と目的との間の、行為の質料的要素と形相的要素との間の十分な比例である。他方、

多くの諸結果をもった行為の原理は、直接的結果と間接的結果との間の十分な比例を要求

する。(67f.) 

 

 事態は込み入っているのであるが、ここでManganの説くところとして示される「比例的」

ということは、様々な「結果」の善・悪間の「比例」である。それに対してJanssensが ― ト

マスの説くところとして ― 言う「比例的」とは、厳密に言って、行為の「目的」（の善）と

その「目的」実現への手段行為（の悪）との「比例」である。保守派は、前者の意味での「比

例」を有意化するものを「比例主義」と呼んでいるのであるが、この限りではJanssensは「比

例主義」でない、と見ることができる。そうであるとして、Janssensはこのこと（だけ）を

問題としているのではない。さらに、非明示的にだが「二重結果説」そのものに言及し、そ

れとの差異をも語っている。 

 

いくつかの結果をもった行為の道徳的評価に関するもう一つの（最も重要な）原理による

なら、行為はそれ自身で善であるか、少なくとも無記でなければならない。換言するなら、

善い目的を達成するために悪い手段を用いることは、決して許されない。この原理は、外

的行為（手段）は目的あるいは諸結果のいかなる考慮もなしにそれ自身で道徳的に評価さ

れうる、と想定している。……［しかし］トマスに従うなら、道徳的評価が可能なのは、

目的と手段とから成る一つの全体として考慮された具体的行為に関してのみである。(68) 
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すなわち、「二重結果説」の第二条件が問題となっているのであるが、Janssens は、「原因」

（という（手段的）行為）を、それだけ切り離して道徳的に評価することはできない、とす

るのである。そして、それは確かに前道徳的には悪であるが、そうであっても善い「目的」

との比例的関係においては許容されるものだと説くのである。 

 しかしながら、防衛の任に在る者が「意志して」敵をkillするときはどうなるのか。この

場合はたとえば、敵をkillすることを「目的」として、その手段として「真剣で応戦する」

という行為を行っているのではないのか。これに関してJanssensは議論をさらに進め、同様

トマスに即して「究極目的」－「媒介的・近接的目的」－「手段行為」というかたちで全体

行為を構造化する。 

 

しかしながらトマスが言うには、一定の条件の下では、意志の内的目的として存在的悪を

意図することであっても正でありうる。その目的が究極目的としてではなく、より高い目

的に対する媒介的・近接的目的(finis medius et proximus)としてのみ意志されているの

であるなら。(69) 

 

 Janssensは同時に、「防衛の任に在ること」をこの「一定の条件」ということの充足 ― そ

れは「状況」としてトマスによって語られてもいる ― の具体例として規定してもいる。こ

の「防衛の任に在ること」は換言するなら、端的には「共同体の善」の保持を「究極目的」

としてもつことである。それに対して「敵をkillすること」は、それを実現するための「媒

介的目的」となる。そしてこの場合は、いわば一段高次のレヴェルで、「媒介的目的」が「究

極目的」の下に従属させられ、行為は全体行為として許容されるものとなるのである。しか

しこの場合、媒介目的の悪と究極目的の善とが比較されているとも見なしうる。その限りで、

Janssensはまさしく「比例主義」だと見ることも可能となる。 

 

 

七 W.E.Mayの Janssens批判 

 

 四で触れたMayは、すでに早い段階から、個別にこのJanssensを対象として批判を行って

もいる（"Aquinas and Janssens on the Moral Meaning of Human Acts",in: The Thomist 

48,1984）。その批判の中心は、Janssensのトマス解釈を突くことである。学説史的に見るな

ら、「中世思想における人間的行為の構造・道徳性に関する二つの学派」の一つとしてアンセ

ルムス－アベラールの系統を挙げ、その延長上にトマスを位置づけるJanssensに対して、ト

マスのテキスト（解釈）に即してそれが誤った解釈だとして批判している。我々の関心は学

説史にはなく、また、トマス解釈としての妥当性を論じうる立場に我々はないが、この「二

つの学派」の対比は我々からしても重要なので、May による学説史的整理の部分を見ておき

たい。こう述べられている。 

 66



 

第一は、ペテルス・ロンバルドゥスと、彼から影響を受けたその後に続く神学者達によっ

て擁護されたものである。それは、人間的行為の道徳性を規定することにおける選択行為

の対象の重要性を強調し、対象は「それ自身で（in se）、行為者への言及なしに[1]」道徳

的に評価されうる、と考えた。他方は、カンタベリーのアンセルムスによって語られ、ア

ベラールによって展開されたものである。それは、目的へと秩序づけることによって行為

に道徳的意味を与えることにおいて、人間的主体が果たす役割を強調した。Janssensが主

張するところでは、アクィナスによって採用され、体系的に述べられたのは、第二の見方

であった。(1984-572f.) 

 

 May によるなら、このトマス理解が誤っているのであるが、それはトマス解釈の誤りから

来るとして、彼は自らのトマス解釈を対置する。我々からするなら、解釈のポイントは「外

的行為」に関するものである。それについて、こう述べられている。 

 

 聖トマスにとって……外的行為は第一に、そして何よりも自発的なものである。つまり、

意志された行為である。そしてそういうものとして、すでに道徳的宇宙の中に在る。外的

行為は、物理的パフォーマンスあるいは質料的出来事を含むが、しかし、それと等置され

うるものではない。なぜか。外的行為がそのように等置されえないのは、それが、主体に

よって意志されるものとして、道徳的善さ・悪さ ― 外的行為は、それ自身の固有の対象

によって種別化されたものとして、これをすでにもっている ― の理由によって道徳的に

善か悪かである意志をもつ行為する人格にすでに関係しているからである。(580f.) 

 

 焦点が当てられているのは「対象」である。それについて続けてこう述べられる。 

 

 さらに言うなら、外的行為を種別化するこの固有の対象は、質料的出来事、そこから外

的行為が構成される質料（materia ex qua）ではない。そうではなくて、外的行為が関わ

っている知性的に理解された主題的質料（the materia circa quam）である。このことが

意味するところをトマスは次のように説明している。彼が記すところでは、人間的行為は、

自然の世界のなかに在って、自然によってその形相を与えられ、その形相を通して種を与

えられる「事物」のようなものではない。人間的行為は、人間的知性から出てくるものと

して、人間的理性 ― それが人間的行為を測る、あるいは統制する ― によってその形相

を与えられ、その形相を通して種を与えられる。この知性的に構成された「形相」が、外

的行為の「対象」なのである。(581) 

 

                                                  
1 この部分は Janssens のものであるが、May は、ここはT.Belmans に従って「行為者によって心のうちで

抱かれて彼の選択を動機づける偶然的目的への言及なしに」とすべきであると注記している(572,n.26)。 
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「外的行為」といっても、「人間的行為」である場合、それがそもそも何であるか（「種」）は

すでに行為者の理性的規定を受けたものであり、そういうものとして、それ自身で（すでに）

善・悪（あるいは無記）であるのである。 

 しかし、そうであるなら、「目的」はどうなるのか。Janssens は基本的に、この「目的」

の善として「行為」の善を規定していた。これについては次のように述べられる。 

 

トマスに、Janssensが端的に無視していて、Janssensのアクィナス解釈とは調停不可能な

数節が在る。そこでトマスは、人間的行為の第一の善さは外的行為の対象から出てくると

主張している……。実際トマスは明示的に、Janssensのトマス解釈と反対になるかたちで

次のように説いている。善い目的の理由によって人間的行為がもつ善さ……は、人間的行

為の善さのさらなる源泉であって、それは、「人間的行為に内附的(inherent)［1］あるい

は内在的(intrinsic)な絶対的善さ」に付け加えられたものである、と。／……［このいわ

ば第一次的源泉は、］目的から独立に人間的行為の道徳的種別化を与えるものである。

(582f.) 

 

 

八 W.E.Mayの Janssens批判・続き 

 

 では、両種の「善」はどういう関係にあるのか。再びトマスが引用される。 

 

目的から来る種別的な相違はより一般的である。このような目的へと本質的に秩序づけら

れた対象から来る相違は、それとの関連で種別的(specific)である。」（『神学大全』Prima 

Secundae,18,7）(588) 

 

そして、具体的に説明される。 

 

このように、慈善(beneficence)の道徳的に善なる目的によって種別化される全体としての

行為は、施しを与えること(almsgiving)の行為としてより特定的に種別化されるのである。

(588) 

 

 我々からしても、「対象」は、さらに「意図」との関係において問題とすべきものである。

これについてはこう述べられている。 

 

                                                  
1 この訳語は、（現代のメタ倫理学上の一論点である「価値」を論ずるという別の文脈においてであるが） ― 
通常こう訳出されることの多い「固有の」を避けて ― （ムア等が言う）「内在的(intrinsic)」との同義性を

表わすものとして、小泉仰氏によって採用されたものである。拙稿「自然の価値をめぐって」『応用倫理学の

新たな展開』（科学研究費成果報告書（研究代表者：佐藤康邦））1996 年 参照。 
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トマスは明らかに、人間的行為は行為者が意図する目的によって道徳的に種別化されると

説き、外的行為がその対象によって種別化されるように、意志の内的行為は行為者が意図

し、それに向かって外的行為が秩序づけられる目的によって種別化される、と記している。

トマスはさらにこう述べているのだが、そしてJanssensが自分の基本主張を支えるために

一貫してここに訴えているのだが、人間的行為の種はその目的によって形相的に与えられ、

外的行為の対象によって質料的に与えられる。(586) 

 

そして、確かにこうトマスは述べているが、ここは、正しく解釈されるためには、これが述

べられている「コンテクスト」に注意する必要が在る、それをJanssensは「無視している」

(587)、とされる。そして「コンテクスト」に即して、トマスが説いているところとして次の

ように述べられる。 

 

「対象から来る」道徳的に種別化する相違は、「それ自身で、目的から来る相違を規定しは

しない」。「逆も真である」。(587) 

 

具体例で言うなら、Janssensは「姦通を犯すために盗みを働く人は、盗人であるというより

姦通者である」(586)としているが、それは誤りで、正しくは、「姦通を犯すために盗みを働

く人は、一つの行為において二つの別々の道徳的悪、つまり窃盗と姦通の両方を犯している

のである」(587)と語られる。 

 Mayによるなら、したがって、この二つの道徳的「種」は、当然一つの「目的」から来るも

のではなく、（他人の財産を同意なく我が物とすることという悪い行為である）「窃盗」の「種」

は、その「目的」とは独立に存在するものである。しかしながら、それは道徳的種として（つ

まり、「他人の財産を同意なく我が物とする」という悪い行為、つまり「窃盗」として）、単

なる「質料的出来事」ではない（言うところの、materia ex quaではなくmateria circa quam

として）。そして、そういうものとして、そこに別種の「目的」性が在るとも言いうる。ここ

でMayは、同様トマスに即して、「目的」をいわば格上げして、行為に「類(genus)」を与える

ものとして、そこに、（下位の）「種」を与えるものとして、別の（下位的）目的性を措定す

る。こう述べられている。 

 

トマスの説くところでは、その対象によって種別化される外的行為、そして、そういうも

のとして、目的を意図する意志行為とは区別されるものとしての手段選択の意志行為の可

能的対象は、同時に、一つの目的であると、そしてそういうものとして、意図する意志の

対象であると見なされうる。(589) 

 

Mayは、J.M.Boyleを援用しつつ(589f.)、この「一つの目的」について、 
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トマスが説くところでは、選択された手段（その対象によって種別化された外的行為）も

また、一つの目的として主体に関係づけられうる。この目的は、意図する意志のより究極

的な目的とは区別されるものとして近接的(proximate)である。(590) 

 

とし、同時に、そうした（近接的）「目的」へのいわば近接的な「意図」を想定するのである。

ここから見るなら、「対象」は「近接的意図」においていわば志向されているものとも言いう

る。 

 Mayはこれを前提として、民間人による自己防衛を例として、Janssensとの違いを語る。 

 

トマスは、自己防衛の行為によって引き起こされるkillingは道徳的に正当化されると考え

ているが、それは、人が自分自身を守るために選択する手段は攻撃者のkillingを含む（こ

うJanssensはトマスに言わせようとしている）と言っているのではない。実際トマスが明

示的に述べているのは、攻撃者のkillingは人が選択したその行為の一つの結果であるとい

うことである。その行為のもう一つの結果は、自分自身の生命の保存である。しかるに、

自己保存という意図された結果に向かう一手段として選択され、自分自身の生命の保全と

いうさらなる目的への近接的な目的として意図された行為は、攻撃者のkillingではない。

killingではなくて、アクィナスが明示的に言っているように、選択された行為は［端的に］

「自己自身を守る行為」であるということである。他方、攻撃者の死あるいはその者の

killingは、この道徳的に種別化された行為の単なる一結果にすぎない。(593f.) 

 

ここで「単なる一結果」と言われるものは、別言すれば「副次的結果(side effect)」のこと

である。攻撃者に応戦することは、自己保存という「目的」の下で意図されたものとしては、

結果として相手の死が在るとしても、それは副次的結果であって、それ自身としては決して

killingではない、という訳である。そもそも「行為（そのもの）」は、「人間的行為」として

は、「意図」によって何（「種」）であるかが決まるのである。（この場合、Janssensが条件と

して課した「比例」ということは非有意化される。仮に、木刀で攻撃してくる相手に対して

真剣で対応しても、そこで相手の死が「意図」されていないのであれば、それは許容される

ことになる。ここでは死は蓋然性の高いものとなるが、おそらく、「偶然に＝付帯的に(per 

accidens)」ということは、Janssensのように確率論的な客観的事柄としてではなく、藤本氏

の論稿を参考にして言うなら(4f.)、「意図の外にあるものは倫理的評価にとって付帯的であ

る」（T.A.Cavanaugh）という意味で、いわば評価論的な事柄として理解されることになるの

であろう。） 

 したがって、その応戦の行為は、killing を結果するが、その（存在的）悪に比例する善

（「自分自身の生命の保存」）が在るから道徳的に正当化されるというのではなく、まさに自

己保存を目的とするものとして、いわばそこからの必然的手段である「防衛行為」として、

それ自身で道徳的に善なのである。 
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 May はまた、これも Janssens が取り上げている「自己防衛の任にあるものが攻撃者の

killingを意図する」ケースについて、Janssensのように（自己防衛の任に在るという）「状

況」が（比例的に）killing を正当化するというのではなく、その「状況」下に在ることは

そもそもその行為を別種の行為とすると考える。こう明言されている。 

 

重要な状況の故に、新しい種類の行為が意志されているのであって、［killingを意図する

としても］そこでは、道徳的無秩序が完全に不在である。(597) 

 

Janssensが言うように行為が全体的行為として問題とされ、その観点から、killingを意図

するという「存在的」悪 ― そもそも「意図」されているのであるなら、それは「道徳的無

秩序」として「道徳的悪」である ― がたとえば「共同の善」(591)の保持という善によって

「釣り合わされる」というのではないのである。トマスが言うように、 

 

外的行為を取り巻く諸状況は、時としては、「行為、つまり、それを種別化する対象によっ

て道徳的意義を与えられた外的行為の対象の原理的な条件へと入って来る」のであり、…

…「これが事実である限りで、諸状況は行為にその道徳的種を与えるのである」。……人間

的存在の［いわばそれ自身としては］道徳的に邪悪な(wicked)killingが、その新しい種別

化する対象によって、正当に犯罪者を死に至らしめる道徳的に善い行為へと変えられてい

るのである。(597f.) 

 

 しかしながら、そうだとしても、この場合は行為者に明瞭に存在するkillingの「意図」は

どうなるのか。現在では、多くの論者によって「欲求」という観点が導入されている1。そし

て、（広義では）「意図」はされていても「欲求」されているわけではない、という状態が想

定されている。確かに、たとえば兵士は相手の死を欲求してはいない ― なかにはそういう

兵士も居ようが、その場合はまた別扱いされている ― 。いわば「やむをえない」として相

手の死を意図するに留まっている。（「別稿」で示した『哲學小辭典』の言い方で言うなら、

「守ること」「相手の死」は共に「志向」されてはいても、前者と異なって後者は「動機」で

はない、とも換言しうる。）上記のRhonheimerはこうも述べている。 

 

伝統的徳倫理学の最も重要な主張の一つは、行為について、「欲求の正しさ」という基礎的

構造に依拠する基本的正しさの条件が存在し、それゆえ、それを選択することが常に不正

な欲求を含むものとして、行為の特定のタイプを記述することが可能である、ということ

である。(1994-20) 

                                                  
1 たとえばD.K.Chan,"Intention and Responsibility in Double Effect Cases",in: Ethical Theory and Moral 
Practices, vol.3, 2000 は明確に、従来の二重結果説を"DDEi"と呼んで、それとの区別において、「意図」に

代えて「欲求」を置く"DDEd"説を提唱している。 
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「防衛の任に在る者」の場合、相手のkillingを明瞭に意識しており、その意味では（広義

には）死を「意図」しているとは言いうるが、しかし死は決して「欲求」されてはいない。

その意味では「意図」されていない、という訳である。そして、この意味で死を「意図」し

ていないことが、その行為（たとえば祖国防衛行為）をまさしくその行為として正しい行為

とする要件なのである。 

 

 

九 総括 

 

 Janssensに対するMayの相違は、そもそもの行為の記述の仕方の相違であるようにも見え

る。実際Mayは次のようにも述べている。 

 

［Janssens は、］道徳的に評価的な言語で表現される形相的規範（これは例外の余地のな

いものである）と、記述的言語で表現される具体的な質料的規範（これは相対的であり、

より大きな善が在る場合には例外へと開かれている）との相違を議論しながら、明示的に、

レイプを禁止する規範は具体的な質料的規範であると説いている。彼も、この種の規範は

「有徳的に（原文のママ(sic)）例外の余地のないもの」であると語ってはいるが、それに

もかかわらず彼は、［質料的］規範が禁止するこの種の行為も、なんらかの比例的により大

きい存在的善が在る場合には、道徳的に善い行為となりうるし、またなるであろう、と考

えている。(601) 

 

つまり、「形相的規範」＝一般的規範は「道徳的絶対(moral absolutes)」であるが、「質料的

規範」＝具体的規範（たとえばレイプの禁止）はそうではない、とJanssensは考えているが、

自分はそうではない（たとえば「レイプの禁止」は絶対的である）、という訳である。質料的

規範のレヴェルで「道徳的絶対」が存在するという訳である。しかしながら問題は、Mayの議

論全体からするなら、この「レイプ」の例は厳密には、「レイプ」という記述が当てはまる（近

接的）意図の下での行為としては絶対的禁止の対象となるということであって、したがって、

その同じ外的行為が別の意図のもとではそもそも「レイプ」ではない、ということになって

しまうということである。というか、先に挙げた「すでに道徳的宇宙の中に在る」という件

から見るなら、Mayにとって、行為は ― 「自然的」出来事ではなく ― まさしく「人間的行

為」である限りで、そうした行為の意図性の下で、端的に「レイプ」かそうでないかの二種

類の行為として在るのであって、或る「意図」の下では、物理的（「質料的」）には暴力下で

の性交と記述可能であるであろう或る行為であっても、そもそも「レイプ」とはならないの

である。 

 しかしながら、この「レイプ」については、 ― だから反対のJanssensも躊躇うことにな
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るのだが ― 含意としては、暴力下での性交と物理的に記述される行為についてそもそも「レ

イプでない」と記述できる「意図」が存在しない、という含みが在る。そのことに即して、

具体的次元でも規範の絶対性が語られている可能性が在る。だが、Mayについて言うが、「。。

でない」と記述可能な事例も在るのであって、比例主義はそうしたケースに即して展開され

てきたのかもしれない。（実際、保守派も、『十戒』で説かれる「殺人の禁止」と整合化させ

るかたちで、神の命令に従ってイサクを殺そうとするアブラハムの行為を「殺人ではない」

行為としている。1）そして、生命倫理といったいわゆる応用倫理的事態において、そうした

ケースが多く出てきているのである。 

 

 

十 論争の第二ラウンド（一） ― P.Knauer等の議論 ― 

 

 修正主義・保守派の論戦は継続して展開している。そこでは、初期の、Janssensに対する

Mayの批判を超える部分も含まれている。次にまず、R.A.McCormickの"Some Early Reactions 

to Veritatis Splendor",in: John Paul Ⅱ and Moral Theology eds. by C.E.Curran/R.A. 

McCormick,Paulist Press,1998（初出は1994年）から一つの論点を拾い上げておきたい。こ

の論稿は、保守派の回勅状Veritatis Splendorをめぐる諸議論を修正主義の立場から纏めた

ものであるが、一つのサーヴェイ論文ともなっている。「行為」というものについて、修正主

義の立場のP.Knauerの ― "Zu Grundbegriffen der Enzyklika 'Veritatis Splendor'",in: 

Stimmen der Zeit 212,1994 における ― 主張が紹介されている。 

 

この回勅状は比例主義のような目的的理論について、それは「特定の種類の行動の絶対的

禁止を定式化することは決して可能でない」と主張している、と述べている。［しかし］

Knauer は、「道徳的神学者はこのような記述に自分自身の実際の言明をほとんど認めない

であろう」と断言する。なぜか。それは、鍵となる論点が、行為者の目的あるいは企図（Ziel 

des Handelnden）［finis operantis］ではなく、行為そのものの目的を規定するもの、つ

まりその対象（Handlungsziel）［finis operis］に関わっているからである。 

 Knauer は次いで、行為の対象の観念に向い、［回勅状によるなら］対象とは意志がそれ

へと意識的に向かっているところのものであると指摘する。対象は必然的に意図されてい

るのである。出来事を写真に撮ることは、行為の対象を我々になんら教えない。たとえば、

                                                  
1 これについてMayは或る箇所では次のように述べている。「アクィナスの説くところでは、これらの［『十

戒』の］規範への見たところの例外は、真実には、人間の選択の異なった対象によって種別化された異なっ

た種類の人間的行為である。このように聖トマスにとって、アブラハムの、自分の息子のイサクを犠牲に供

せよという神の命令に服従するよう意志しているときの行為の対象は、「無垢の人のkilling」ではなく、「神

の正しい命令を実行すること」である。」(2003-172) この論理を単純に適用するなら、上の（通常）「レイプ」

（と記述される行為）であっても、或る別の「意図」のもとではそもそも「レイプ」ではない、とされるこ

とが可能となる。かつてのユーゴ内戦の際の「民族浄化」（のための暴力的性行為）といったことが想起させ

られる。 
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他の人にお金を渡すことは、借金の返済、……贈り物、贈賄等と様々な事でありうる。行

為の道徳性は、その行為において客観的に何が意志されているのかを規定することに先立

っては規定することができないのである。 

［しかし、］対象に付加して、我々が、道徳的正・不正に関する第二の規準として意図に

ついて語るのなら、それは、実際、それに対して第一の行為が関係づけられている第二の

行為の対象について言及していることになる。そのようにして、人は、姦通を犯すために

休暇旅行を行う。ここには二つの区別できる行為が在り、それぞれはそれ自身の対象

（Handlungsziel）、休暇旅行をすることと姦淫とをもつ。第一の行為（休暇旅行）が第二

の行為（姦通）を指し示さず、それだけで存立しているのなら、ここには付加的な意図（Ziel 

des Handelnden）は存在しない。スコラ的伝統は、各行為がその対象に付け加えて意図を

もつという誤った印象を与えた。(1998-21) 

 

 ここは切り詰められた記述で必ずしも理解し易い紹介になっていないが、Knauer自身の論

稿も参照して我々として理解するなら、これはこういうことである。まず「第一の行為」で

あるが、修正主義にとって（も）、それは言われるように物理的事態では決してない。あくま

で或る「対象」を「意図」するものとして行為である。しかし、それが悪である場合、それ

は、贈賄として「意図」されるから悪であるのではない。「スコラ的伝統」は、「対象」＝「行

為の目的」と「意図」＝「行為者の目的」とを区別し、したがって「対象」に対して「付加

的」に「意図」が存在すると了解されることになる言い方をしている。そこからは、行為は

まず物理的に確定され、次いで「意図」によっていわば善・悪の相によって確定される、と

了解されることになるが、それは間違いであって、人間的行為としては、端的に「意図」と

ともに ― 「対象」に即して ― 善い・悪い行為として、この例では端的に「贈賄」として

確定されるのである。 

 ここで、そのように「付加的」に意図を語るのなら、その場合、行為は（客観的にも）別

次元のものとなる。そして、「第一の行為」「第二の行為」ということが語りうるのは、この

次元においてである。しかしこの場合、行為が判定されるのは、「第一の行為」が何のために

為されるのか、という「第二の行為」の観点においてである。たとえば ― あまり良い例で

はないが ― 「贈賄によって相手を有罪に導く行為」としてである。そして、その判定は、

第一の行為の結果としての悪と第二の行為の結果としての善との両方を併せて考慮してなさ

れるのである。たとえば、「贈賄」としては悪であるが、その悪と、そもそもその相手が犯罪

者であるとして、「その犯罪者を贈賄によって有罪に導く」という善との比較によってである。

しかしながら、「行為」が何であるかはこの「第二の行為」の目的性に即して客観的に決まる。

この例で言うなら、「犯罪摘発の囮行為」とでもいったものとして。行為が「客観的」に（道

徳的に）善い行為であるのも、「付加的」な（何として行為するかという）主観的な「意図」

によってではなく、この比較上の「客観的」なトータルとしての善（の実現に忠実であるこ

と）によってである。そしてこの場合、言うところの「第一の行為」は、 ― 「意図」とし
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ては「間接的」対象として ― いわば脱評価化され、適切には（「贈賄」ではなく）「相手に

金を渡すこと」として記述されることになるのである。（もちろん、「第二の行為」として記

述される「目的」が存在していない場合も在りうる。たとえば端的な「贈賄」行為として。

その場合は、それはいわば直ちに悪と道徳的に判定されることになる。）すなわち、比例主義

が含意されているのだが、であるからKnauerの語るところとして、McCormickは次のように述

べるのである。 

 

上に述べた意味で釣り合う(commensurate)理由が存在しないときは、悪い結果あるいは加

害は直接的に悪であり、その行為のまさに対象を構成する。釣り合う理由が存在するとき

は、それが対象を構成するのであり、悪い結果は道徳的に間接的である。(22) 

 

また、McCormickによるなら、同じことをFuchsが ― "Das Problem Todsünde",in: Stimmen 

der Zeit 212,1994 において ― 次のようにより鮮明に説いている。 

 

行為の倫理的決定の対象は、それゆえ、基礎的（たとえば物理的）行為そのもの（その倫

理的重要性において言うなら、killing、偽であることを語ること、財産を奪うこと、性的

に刺激することといった）ではなく、基礎的行為(basic act)、特殊な状況、そして選択さ

れた、あるいは（多かれ少なかれ）予見可能な諸帰結から成る全体である。(23) 

 

したがって、より適切には行為は（全体的行為として）一つであって ― 分析的には第一・

第二と区別できるとしても ― 、それが善と悪との二種類の結果を帰結するのであって、行

為の評価はこの善・悪をトータルとして見てなされるのである。同時にこのことによって、

修正主義の主張は通常の意味での比例主義に近づくことになる。 

 Knauerは同時に「二重結果原理」を問題としている。まず、「その通常の定式化」として、

次の四条件が確認される。 

 

 人は、自分の行為の悪い結果を、以下の条件のもとでのみ許容あるいは引き起こしても

構わない。a) 行為はそれ自身では道徳的に悪でない。b) 悪い結果はそれ自身としては意

図されていない。c) 悪い結果は善い目的への手段ではない。d) 人は、悪い結果の許容あ

るいは引き起こしに関して、相応する(entsprechend)理由をもっている。」(1994-22)1 

 

 そして第一に、「この第一条件の明示的な定式化は余計である」として、その根拠として「そ

れがすでに、示したばかりの第四条件に含まれている」(23)ことが説かれる。第二には、第

四条件の「相応する」について 

                                                  
1 先に挙げたのとは第一と第二とが逆になっているのに注意して欲しい。 
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 人は、そもそも全ての行為について、不可避的に一つの「理由」をもっている。なぜな

ら人は、「善の観点の下で（sub ratione boni）」のみ、そもそも行為することができるか

らである。人は必然的に、善を目指す、あるいは苦の回避を意志する。しかし、このこと

だけでは、行為の道徳的正しさのためにはまだ十分でない。行為の理由が「相応する」も

のとなるのは以下の場合だけである。すなわち行為が、そのなかで志向されていて、分析

に対して普遍的に定式化されうる前道徳的価値あるいは価値複合態に、長期的に見て、そ

してトータルとして(auf die Dauer und im ganzen)適合している場合だけである。「普遍

的な」定式化ということで、特定的な定式化との区別において意味されているのは、たと

えば、「私あるいは何らかの集団の富」と区別された「富一般」である。倫理的分析にとっ

ては、この普遍的定式化が常に必要である。(23) 

 

と説かれる。直截に受け取るなら、この主張は、利己主義に対していわば（自他を同等に扱

うという意味での）公平主義を説くものであり、その点では功利主義と精神を等しくするも

のである。 

 Knauerは同時に、第二・第三条件についても、結局それを第四条件に還元するかたちで非

有意化する。そしてそれらに代えて「直接的」「間接的」という観点が ― さらに、Gury の

第三条件定式化における「直接的」の意とも異なったかたちで ― 前面化される。こう述べ

られている。 

 

 損害の許容あるいは引き起こしが「相応する理由」によって正当化されない場合は、そ

れは、道徳的意味で「直接的」となり、したがって「行為目標(Handlungsziel)」そのもの

を規定する。逆にそれは、「相応する理由」の存在によって、道徳的意味で「間接的」とな

り、もはや行為の「対象」、行為の「行為目標」を成さない。(24) 

 

 ここで「直接的」ということは、なんらかの目的実現への手段であるのではなくそれ自身

「目的」である場合だけでなく、なんらかの目的が求められていても、それが「相応する理

由」を成さない場合もそれに含まれる。この「直接的」（および「間接的」）の規定は、我々

としては技巧的なものだと考えるが、そうだとしてKnauerは引き続いて、「手術」を例とし

て、「新しい教理問答書」2297の部分の 

 

それに対して厳格な治療上の理由が弁明を与える場合を除いて、無垢の人間の直接に求め

られた(gewollt)Amputation［手術での切断］、Verstümmelung［切断］……は、道徳的掟に

反している。(25) 

 

という言い回しを批判してさらに次のように述べている。 
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実際「直接的に求められたAmputation,Verstümmelung……」は、まさしく教理問答書の言

語規則に従って、それ自身常に「それ自身で悪［＝内在的に悪］」であるはずであり、それ

ゆえ、そもそも例外なしに禁止されなければならないというのであろう。しかし、厳格な

理由（生命の救済）が外科手術を必要としている場合、現実には、「直接的に求められた

Amputation,Verstümmelung……」が問題となっているのではそもそもなく、このような手

術のもとで許容あるいは引き起こされる損害は、ただ「間接的に」求められているのであ

って、もはや行為の道徳性には影響を与えないのである。……／神学を研究していた時の

ことであるが、私は、新聞の一つの道徳神学的記事を思い出す。そこでは、生きた人間に

よる臓器提供（たとえば腎臓の提供）は、他の人の生命の救済のためであっても道徳的に

許されない、なぜなら、善き目的は悪しき手段を聖化しないからである、と主張されてい

た。……この分析は、もちろん完全に誤っている。二つの別個の行為が存在していて、そ

の第一は悪であって、第二によって正当化されえない、というのでは全くない。そうでは

なくて、最初から一つの唯一の行為が問題となっていて、その「対象」あるいは「行為目

標」は他の人間の生命の救済であるのである。「相応する理由」が問題となっていて、それ

が提供者にとって腎臓の喪失のうちに存在する損害を引き起こすことを「間接的」にして

いるのである。(25) 

 

 この主張は、次の主張1と対になっている。 

 

 そうであるとして、すべての行為に関して、損害の許容あるいは引き起こしを、その行

為が「相応する理由」によって正当化されたものであるか否かとは独立に記述するための

                                                  
1 これに先立つ部分を上のMcCormick は要約（第二段落）しているのであるが、その要約は必ずしも容易に

理解できるところではないので、参考のために訳出して提示しておく。「［回勅状の］このテクストによるな

ら、行為の「対象」であり、したがって「行為目的」でありうるのは、行為者自身によって求められた(gewollt)
ものだけである。それは、「意志が意識してそれへと向う(sich richten)ところのものである。それゆえ「対象」

は、必然的に目指されて(angezielt)いなければならず、したがって主体によって意図されていなければなら

ない。たとえば、或る行為あるいは、その目的の「対象」を把握するためには、誰かが他の人に金を渡して

いるという事態を写真に撮るだけでは十分でない。固有の「対象」が把握されるのは、ここで実際に、そし

て「客観的に」何が求められているのかが把握されるときのみである。借金の返済が問題となっていること

が在りえる。あるいは、商品の購入金額を手渡すことが問題となっていることも在りうる。あるいはまた、

金を貸すことや、贈賄金額の手渡しが問題となっていることも在りうる。これらの様々な遂行の一つが行為

の実際の「対象」である。行為の道徳性を、予め先行して、その行為そのものにおいて客観的に求められて

いるのは何かという問いにおいて規定することは、不可能である。この行為そのものにおいて客観的に求め

られているものは、個々の経過の全因果連鎖を含むことができるのであるが、個々の経過は、それらを措定

することに対して十分な諸動機と一緒になって始めて一つの行為である。それぞれにおいて何が具体的に問

題となっているのかは、その際、行為者の意向にではなく、実在的なコンテクストに依存している。／［こ

のようにそのテクストは言うわけであるが］しかし、これとの区別において「意図」を、それゆえ「行為者

の目的」を、行為の正・不正に関する第二の規準として、挙示可能なかたちで措定しようとするなら、その

第二の規準が存立しえるのは、「対象」あるいは「行為目的」をもった第一の行為、たとえば休暇旅行が、付

加的に、固有の「対象」あるいは「行為目的」をもった一つの更なる行為、たとえば姦通が出来るようにす

るための行為に包括される(hingeordnet wird)ことにおいてのみである。第一の行為の「行為目的」に対して

置かれる(hinzukommt)「行為者の目的」は、その場合、それに対して第一の行為が置かれる第二の行為の「行

為目的」と内容的に同一である。……(20f.) 
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諸種の言葉と、損害の、「相応する理由」によって正当化されていない許容あるいは引き起

こしを示すためのそれとは別の言葉とが必要である。たとえば、他人の所有物を取り上げ

ることと窃盗、死に至らしめること(Tötung)と殺害(Mord)、偽なる言明を為すことと嘘を

付くこと、妊娠中絶(Schwangerschaftsabbruch)と堕殆(Abtreibung)、そして、Amputation

と Verstümmelungである。これらの諸種の言葉を、残念ながら、多くの場合において日常

言語は定めていない。そして、その結果として多くの混同が生じている。(24f.) 

 

 事態を記述するのにいわば二種類の言語系列が在る、それぞれのペアにおける前者の純粋

な記述言語と、後者の ― これらの例では否定的な ― （道徳的）評価性が付加された言語

とである。この二種類の言語が「混同」されているとして保守派が批判されてもいるのであ

る。 

 しかし、これはどういうことか。我々が確認してきたように、保守派は、「人間的行為」を

記述する言語としては一つのものだけが在ると主張する。だから、人間的行為に ― 自然現

象の場合と同じように ― 記述言語を当てはめる行き方が「物理主義的誤謬」(cf.Rhonheimer 

1995-301)として批判されてもいるのであるが、これで言うなら、Knauerは逆に、事態の物理

的記述と道徳的記述とを「混同」するというかたちで保守派の方がこの「物理主義的誤謬」

を犯していると述べているようにも了解できる。論戦は確かに込み入っている。我々として

理解するなら、こういうことであろう。 

 Knauerにとって、道徳的評価の対象となるのは全体としての行為である。先の例で言うな

ら、そうした評価の対象となるのは「他人の生命を救うための臓器移植」行為である。そし

て、この全体的行為の一成分（手段的行為）として、「臓器摘出」は、 ― この場合は「目的」

との関連で正当なものとして、というか不当ではないものとして ― （否定的に評価的な意

味を含められた）"Verstümmelung"ではなく"Amputation"として ― それ自身は評価の対象で

はないので ― 物理的に記述されるのである。しかしそれは、いわばそれ自体として自存的

に存在する事態ではなく、あくまで行為者が「意図」して行なう事態である。これに対して

保守派は「臓器摘出」そのものをそれだけで行為評価の対象とする。そして、それを否定的

に評価する。したがって、"Verstümmelung"と（評価性を込めて）記述されることに（も）な

る。ここから見るなら、「臓器摘出」を評価中立的に記述することは「物理主義的誤謬」とい

うことになる。しかしまたKnauerからするなら、全体的行為から切り離して「臓器摘出」だ

けを評価しようとする保守派の立場は、記述するなら物理的にしか記述できないものを道徳

的に評価する ― なぜなら、「欲求」という意味で「意図」されているのは全体的行為の「目

的」のみであるが、保守派は物理的事態としてしか記述できない手段的行為をもそうした「欲

求」の対象としようとするからである ― ものとして、その方が「物理主義的誤謬」となる

のである。 

 この「欲求」という事態は微妙である。保守派は、一定の善を目的としてその実現のため

に或る行為をするとして、そこに悪しき帰結が伴われざるをえないとき、行為をその悪しき
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帰結から ― それを「副次的結果」であって「予見されているに過ぎない」として ― 、我々

からするなら技巧的に切り離していた。しかし保守派にとっては、そうしないことは（換言

するなら悪い「副次的結果」をまさしく「副次的」としないことは）、その行為を行なう場合、

悪を欲求することになる。しかしKnauerによるなら、その悪は ― 前道徳的悪として認識さ

れてはいても ― 欲求されているのではない。保守派は、その行為理解から、修正主義によ

るなら悪が欲求されることになる、と批判している1が、それは基本的に誤解である。しかし

他方、逆に「その帰結が生じないことが欲求されている」とは言い難い。特に、その悪い結

果が厳密な意味で手段であって、その手段行為の遂行が目的実現には不可避である場合がそ

うである。（であるから、これはGuryによる四条件の定式化では必ずしも明らかでないのであ

るが、Knauerが示した上の「通常の定式化」では、その第三条件＝「悪い結果は善い目的へ

の手段ではない」が設定されているのだとも了解しうる。）これに対してKnauerは ― 必ずし

も主題的にではないが ― 「「間接的に」求められる」という言い方を行なっている。つまり、

悪い結果であっても、単に予見されているだけではなく、その生起が「求められている」こ

とは求められているのである。この「求めること(Wollen=want)」は微妙な表現であり、保守

派が持ち出す「欲求(desire=Wünschen)」とは異なっているが、しかし「単に予見する」とも

明らかに異なっている。臓器を摘出しようとしているとして、それは確かに臓器の摘出を欲

求しているのではないが、しかし、それがうまくいくことはまさしく求められている。2 そ

ういうものとして、それはやはり「単に予見されている」ことには留まらない。 

 Knauerは同時に、「いわゆる二重結果原理」について、「その基礎に在る意義が相当に見誤

られて」(22)きたとして、その「意義」を明示化するかたちで自らの定式化（「二重結果原理

の解釈学的な新たな把握」(26)）を提示する。 

 

 人が悪い結果（損害）を許容する、あるいは引き起こしても構わないのは、以下の条件

を満たすときのみである。a) その悪い結果に対して人が「相応する理由」をもつ（つまり、

行為が、そのなかで求められ、分析に対して普遍的に定式化されうる価値あるいは価値複

合態を、長期的に見て、そしてトータルとして損なわず、そして同時に、他のいかなる価

値も不必要に侵害されない）。そうでなければ、行為は「それ自身で悪」であり、さらなる

考量のいかなるものによっても正当化されえない。b) 行為が、「相応する理由」の欠如に

                                                  
1 明示的には、たとえばJ.Finnisが、「確実であると予見されたものは意図されているという学者達の観念が、

意図に関する日常的観念といかに掛け離れているかを思い出すことは結構なことである。／日光がそれを色

褪せさせるであろうと知りつつカーテンを掛ける者は、そのことによって、カーテンが色褪せることを意図

してはいない。……深酒をする者が、自分で確実だと知っている二日酔を意図していることは稀である。…

…実際、意図に関する学者達の拡張された観念を、我々が意図に関する疑似-マゾヒスト的理論と呼ぶのもも

っともである。自分の行為が自分自身に対して苦痛な結果をもつであろうと予見する者は、その結果を意図

している、とこの観念は考えているからである。」(1991a-46)と語っている。 
2 ここに在る「意図」をめぐる問題性は、Mele,A.R.が編著The Philosophy of Action, Oxford UP.1997 で「お

そらく、intentional と unintentional の間に中間的地平(ground)が存在するのであろう。こう論じることが

できるであろうが、行為者が決して遂行することを狙っていないが、しかしunknowingly, inadvertently, 
accidentallyに遂行するのではない行為は、適切には、この中間的 ground に位置づけられる。それは、

unintentional に対する non--intentional であると言えよう。」と述べる(20)ところと関わってくる。 
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よってすでにそれ自身で悪である他の行為を可能にするための手段として用いられない。

c) その行為を可能にするために、「相応する理由」の欠如によってそれ自身で悪である他

の行為が用いられていない。(26) 

 

 「相応する理由」が重視されている訳であるが、この点で我々は（も）、修正主義の一先駆

形態として位置づけられているK.Rahner1の「根元的選択(fundamental option)」の教説を想

起させられる2。批判側からの提示であるが、 ― 後の議論の必要上 ― Mayによる（批判的）

言及から、この教説のMcCormick的展開を紹介しておく。 

 

自由へのもう一つの次元が在る。それは、個々の(particular)事柄への選択ではない、あ

るいは種別的な対象の選択ではない。そうではなくてそれは、存在の総体性とその方向に

関する自分自身の自由な規定である。それは、愛と利己性(selfishness)との間の、自己と

我々の運命である神との間の根元的な選択である。これはしばしば、最近の神学者達によ

って、根本的選択、根源的自由の行為と呼ばれている。（強調は引用者の付加）(May 2003-198) 

 

我々がここで注目したいのは、いわば生の全体的方向性としての愛と利己性との間の（根源

的）選択である。Knauerの「普遍性」の主張もこれを言ったものと了解できる。 

 

 

十一 論争の第二ラウンド（二） ― M.Rhonheimer等の主張 ― 

 

 McCormickは同時に、「全く異なった見解がMartin Rhonheimerによって採られている」と

して、Rhonheimerの ― "'Intrinsically Evil Acts' and the Moral Viewpoint:Clarifying 

                                                  
1 cf.McCormick 1999-52 
2 Fuchs が 1994 年の論稿で次のような議論を行っている。「比例主義」と名づけられた部分の締めくくりで 
 
 ….善き目的のための手段として選択されうる行為そのものは、（道徳的に重要ではあるが）非道徳的ある

いは前道徳的価値である。したがって、比例主義の目的論的方法に従って人はいかなる任意の行為でも善

き目的から正当化できると主張するなら、人はこの方法を代表する学者達に対して不当なことを行なって

いる。自己防衛のための殺害と略奪のための殺害とは、二つの道徳的に相互に異なった行為である。殺害

は、（その避けがたい道徳的重要性にもかかわらず）それ自身では、通常は人間的悪と評価されはするが、

必ず道徳的悪と評価されなければならないわけではない。 ― 以上の考察をもって我々は、就中、どのよ

うな方法をもって人は内世界的な行動様式を罪と判定することができるかという問いに対する答えを与え

ようと試みたつもりである。 
 
と述べた後、「根源的決定(Grundentscheidung)」と名づけられた部分を次のように始めている。 
 
  さてそもそも、単になんらかの罪であるのではなく大罪であるのは何か、という問いに答えを与えるこ

とがなお残っている。……道徳神学者達や教会の道徳神学の答えは、周知のように、伝統的には以下のも

のである。……この答えの明確化・深化のために、人は近年、そのような行為はどのように行為する人格

に関係し、行為する人格をもはや神に対して肯定的関係にないというかたちで罪在る者とするのか、とい

うことについて塾考してきている。就中、とりわけて、カール・ラーナーが……根源的決定（Optio 
fundamentalis）の理論を作り上げている。……(1994-84) 
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a Central Teaching of Veritatis Splendor",in: The Thomist 58,1994 における ― 見解

を要約して示している。 

 

彼が論ずるところでは、回勅状の鍵となる断言は、次のものである。すなわち「行為の、

それを道徳的に種別化する対象を把握することができるためには、それゆえ、自分自身を

行為する人格の視点に置くことが必要である。」しかるに、目的論的アプローチはそうしな

い。彼らは行為を、外部から、「一定の結果を引き起こす出来事」として見ている。それゆ

えに、彼らは「引き起こされた状態のレヴェルでの諸帰結あるいは善を最適化するよう求

めるさらなる意図から独立に、行為はすでに道徳的に悪であると性格づけられうる、とい

うことを見るのに失敗しているのである。」このことが意味するのは、「特定のタイプの行

為は、単純に、一定の行為を実践的対象として……欲する(want)ことが悪である故に、悪

い意志を引き起こすとして性格づけ」られうる、ということである。何故にか。それは、

そう為すことにおいて「行為する主体すなわち意志は、すでに具体的行為を選択すること

によって、善・悪との関係において一つの立場を取っているからである。彼が挙げている

事例は「人をkillする選択」である。このことが悪であるのは、それが「自分の意志を別

の人の生命と対比すること」であるからである。それは許されることではない。もちろん、

その行為は適切に記述されなければならない。つまり、こう言われうるに先立って、その

基礎的な意図的内容を伴って記述されなければならない。 

 Rhonheimerは、全てのことが人が対象であるとみなすものに依存することを、譲歩して

認めている。或る者達（彼は名指していないが、すなわちKnauer、Fuchs）は、予見される

帰結と意図される帰結とを、対象の拡張された観念の部分として含めようとしている。

Rhonheimerは、これを経験に反するとして拒否する。我々は、二つの意図を区別しなけれ

ばならない。したがって、私が誰かにお金を返済するという約束を破り、その結果として

その誰かが経済的に破産した場合、私が同時に、そのことによって、多くの他の人達の破

産を防ぐことを意図しているなら、「私は、それ自身非常に賞賛に値する意図を実現するた

めに、私の債権者に与えた約束を破ることを選択しているのである」。これをRhonheimer

は道徳的に悪であると見なす。「同じことが、善いさらなる意図を伴ったkillingやlying

についても当てはまる。」恐らく、嘘を付いて、第三者を殺害する殺人狂的意図を騙すこと

は、受け入れられないであろう。(1998-24) 

 

ここも切り詰められた叙述で理解の容易ではない書き方になっているが、彼自身の論稿も参

照にして理解するなら、Rhonheimerは以下のように主張しているのであろう。 

 確かに、修正主義者達も、人間的行為については、始めから「対象」への「意図」を伴っ

たものとして問題としている（と、McCormickによるならRhonheimerは「譲歩して認めてい

る」）。しかし、そこで、「意図」として重視されるのは「さらなる意図」であり、同時に「対

象」について「拡張された観念」が導入されることになる。そして、「拡張された観念」の下
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で「さらなる意図」に即して、その「目的」をまさしく目的とする「第二の行為」の結果の

善が「第一の行為」の悪を上回ることを道徳判断の規準とすることになる。だが、それは認

められることではない。行為はあくまで ― 「さらなる意図」との対比で言うなら、「基礎的

意図(basic intention)」(Rhonheimer 1995-291,cf.1994-31)をもった ― 「第一の行為」そのも

のの善・悪で評価されなければならない。 

 論稿"A Reply to Richard McCormick",in: The Thomist 59-2,1995 ― これは、上の

McCormick の論稿（初出は 1994 年）への反論でもある ― で Rhonheimer は、ここは直接に

は、 

 

道徳判断は、三つの要素（行為、状況、企図(purpose)）を同時に考慮することの下でのみ

正統に見出されうる。これら自身は前道徳的なものである。というのは、三要素（［たとえば］

もう一人の者からお金を取り上げること。その者が非常に貧しい者であること。友人に快を

与えうること）は、個々の基礎に基づいて道徳的に判断される三つの人間的行為の一結合体

であるのではなく、一つの単一の人間的行為であるからである。(121) 

 

と、友人にお金をあげて喜んでもらうために、もう一人の者の金を取ることを例に説くFuchs 

― "The Absoluteness of Moral Terms",in: Gregorianum 52,1971. Readings in Moral 

Theology No1:Moral Norms and Catholic Tradition,eds.by C.E,Curran/R.McCormick, 

Paulist Press,1979 に再録。引用ページ数は再録のもの ― を批判してであるが、「行為」

はそれ自身として、「行為する人がなんらかの「企図」をもっているとして、それから独立に、

金を取られる人が貧しい者であるか否かから独立に」、「悪」であるとしつつ(289)、次のよう

に語っている。 

 

 要約して言うなら、この［Fuchsの］方法論は、三つの主要な特徴をもつ。第一に、それ

は、行為に含まれる意図性を一定の結果を望ましいと判定するために人がもつ理由と混同

する。比例主義はもちろん、意図あるいは意図性を忘れてはいない。しかし、それは、「行

為」を「意図すること」と「適切な理由をもつこと」とへ還元する。欠如しているのは、行

為そのものの意図的観念である。比例主義者達にとっては、行為は、人が生起させる理由

をもつ状態を実現する純粋に物理的な出来事に留まっている。人間的行為を、一方での「行

為そのもの」と、他方での「理由」「予見可能な帰結に関連づけられた意図」とに分割しな

がら、比例主義者達は、選択は二重の軌道で進むと主張しているように思われる。人は、

適切な理由を基礎としてまず、生起させられるべき事態を選択し、その後で、その事態を

引き起こすであろう物理的な「行為そのもの」（たとえば「killingそのもの」）が選択され

る、という訳である。この理論によるなら、第二の選択は、もっぱら第一からその道徳的

種を受け取る。（「それ自身」ではそれはなんら道徳的種をもたない。）第二の選択は、第一

に対して純粋に道具的な関係をもつだけである。これは、正確に私が、行為に関する「出
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来事主義的(eventistic)」、したがって非-意図的観念と呼ぶであろうものである。 

 第二の特徴がここから出てくる。「基礎行為(basic action)」［ダントー］、具体的な行為

あるいは直接的に選択され、次いでいかなる目的にも差し向けられる(referred to)行動は、

意図的行為として考えられてはいない。これは非常に重要な点である。なぜなら、私は、

道徳的行為の対象は、私が「意図的基礎行為」 ― これはそれ自身、さらなる意図から区

別されうる ― と呼んだまさしくそのものの内容であるとみなしている。さらなる意図と

の関係で行為の基礎的意図内容を切り離すことは不可能であるというこの考え方が、比例

主義の第三の特徴を結果している。その第三の特徴とは、McCormickが「対象の拡張された

観念」と呼ぶもの、すなわち、すでに全ての予見可能な諸帰結を重み付け「釣り合わせる」

過程の結果であることとして理解されうる「対象」である。このように「拡張された対象」

は、道徳的に重要な意味において行為する人格は何を為しているのかを規定する意図を含

んでいる（そしてそのようにして、一応としては(prima facie)全ての事が、適切な理由が

存在する限りで、道徳的に可能となる）。しかしながら、対象の拡張された観念は、実際に

は、そもそもの対象観念の廃棄と等価である。というのも、「対象」というまさにその観念

は、対象を性格づける基礎的意図とさらなる意図との区別を、必然的に含んでいるからで

ある。(289-291) 

 

 Rhonheimerによるなら、修正主義は「行為そのもの」をダントーの言う「基礎行為」とし

てしか考えていない、という訳だが、正確に見るならダントーの「基礎行為」は、意図性の

問題とは独立である。たとえば、「部屋の灯りを点ける」行為に対して「スイッチを押す」が

これに当たるが、それは ― 無意識になされる場合も在るが ― 意図的でも在りうる。それ

はまた、まさしく「基礎行為」として、行為者の身体の振舞を記述したものであって、何の

ためにそれを為すのかという場合のその「何」を ― 第一次的（「近接的」）なものであって

も ― 含まないものである。したがって、たとえばkillingとしては記述できないものであっ

て、それよりさらに基礎的なたとえば「（。。に向けて）ピストルの引き金を引くこと」であ

る。しかしRhonheimerは、人間的行為を即「道徳的行為」として問題とし、したがって行為

を、たとえばmurderとして問題として、そこから、修正派をそうした道徳性を切り離して行

為を問題とするものであり、そこに物理主義的にkillingという ― ダントーそのもののから

見るなら一段高次のレヴェルで ― 「基礎行為」を措定するものだと批判しつつ1、「意図」

                                                  
1 ただし、修正派の、上で言及したFuchsも、この「一段高次のレヴェル」でその「基礎的行為(basic act)」
を取り出している。具体例としてkillingを挙げているところからそれは明らかである。そしてFuchsは、行

為は全体として評価されるべきであって、「基礎的行為」として評価されるべきでない、とするのであるが、

これに対してRhonheimerは、それは「意図」を「さらなる意図」として見て行為を評価するからであって、

「基礎的意図」から評価するなら、Fuchsが「基礎的行為」とするものは決して物理的事態ではないとする。

彼からするなら、しかるに修正派は、この「基礎的意図」を無視する結果、行為（そのもの）、たとえばkilling
を物理的事態としてしか把握していないことになる ― 実際、Fuchsも「物理的行為」と呼んでいる ― 。
であるから、修正派は（実際は）killingとしてではなく、まさしくダントー的意味で「基礎行為」として ― 
たとえば、「マクベスはダンカンをkillした」ではなく「マクベスはダンカンに短刀を突き刺した(stabbed)（そ

してその結果としてダンカンが死んだ）」(1995-294f.)として ― 記述していると理解し批判しているのかも
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を、 ― したがってまた、「欲求」の意で ― 道徳的に善い・悪い（あるいは善悪無記な）「対

象」を目指すものとして考えている。そういう意味では「基礎行為」に意図性はないと言う

こともできる。 

 しかし逆に、修正主義者が「行為そのもの」をおよそ非意図的なものとして考えていると

するのは誤りである。（さらに、 ― 初期のJannsens的次元を超えて ― 単なる前道徳的善悪

の事柄として考えることを超えて、それ自身で道徳的意味で善悪の事柄として考える可能性

も在る。この場合、目的としての善の為に（「行為そのもの」として）悪を犯すことを引き受

けるといういわば根源的なレヴェルが措定されてくることになる。「別稿」で言及したウェー

バーの「責任倫理」にはこの側面が在る。その可能性は今は問わないとして、）より正確には、

修正主義は行為を「目的」によって規定された全体的なものとして考え、「行為そのもの」と

いうものは一つの抽象であるとむしろ考えている。これに対してRhonheimerは、「目的」とは

独立に「行為そのもの」が在るとして、それこそが人間の善悪の主要な事柄であると考えて

いるのである。Rhonhemierからするなら、「目的」は、「行為そのもの」からの ― 因果的系

列を介した ― 帰結として実現するものであって、この「目的」と「行為そのもの」の間に

一つの「適切な理由」の関係は在りうるが、それに即してその「行為そのもの」を「意図」

することは、「行為そのもの」をまさしく「出来事主義的」に因果系列の一項とすることでし

かない。（そこに在るのは合理性だけだと言えるかもしれない。）そこに欠如しているのは自

らがいかなる行為（そのもの）を為すのかという観点であって、この観点において、いかな

る行為を「選択」するのかというかたちで道徳的善悪は存在するのである。1 

 これは、換言するなら、行為の個別性への定位である。「意図」で言うなら、 ― 修正主義

も「意図」を語っているとして、その「意図」＝「さらなる意図」との区別において ― 「基

礎的意図」が重視されている。この個別性の有意化が、我々からするなら第二次論戦におけ

る保守派の基本主張である。Rhonheimerはこの点について、比例主義を批判しつつ明瞭に次

のように説いている。 

 

これら［比例主義的な決定-遂行諸理論］は、行為の具体的な遂行のレヴェルにおいて、そ

の反省において、行為する主体と、それが、あれこれの(this and that)特定の行為を選択

することのうちにある「善」「悪」に関して意志的に立場を取ることとを含んでいないと言

                                                                                                                                                
しれない。しかし厳密には、「マクベスはダンカンをkillした」と「マクベスはダンカンに短刀を突き刺した」

（そのもの） ― これはダントーの意で「基礎行為」である ― とでは、単に記述の仕方の相違が在るだけ

でなく、レヴェルの差が在る。この差を無視することにおいて ― それは「そしてその結果としてダンカン

は死んだ」を付く加えることとして現れている ― 、Rhonheimerはやはり「基礎行為」を「一段高次のレ

ヴェル」で了解してしまっている。 
1 これは次の「根源的選択」とも関わるところであるが、こう言うなら「比例主義」は、行為（全体）の結

果の善を、それを「対象」として「意図して」「選択する」のだ、と反論するかもしれない。しかし、そう反

論されるなら保守派は、結果が善であることは（行為選択という事前場面においては）蓋然的なものであり、

したがって、善なる結果への選択をもって行為の善を語ることはその方が主観的であると再批判するであろ

う。因みに、ここは、帰結主義の actual version と intended version の問題に関わるところである。「別稿」

参照。 
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っていいであろう。(1995-305f.)1 

 

 この個別性の有意化は、修正主義の「根源的選択」の論への批判と関連している。May は

こう説いている。 

 

根源的選択の提唱者達は、或る、そしておそらく多くのケースにおいて、重大な事柄（た

とえば姦通を犯すこと、無垢な人間を自発的にkillすること）を含む不道徳な行為でも、十

分な反省と完全な同意を伴っている場合は、神に対する人の根源的なスタンスを必ずしも

変えることなしに為されうる、とも主張している。(2003-201) 

 

先のKnauerのタームで言うなら「相応する理由」が在る限りにおいて、ということであろう

が、その条件の下では「不道徳な行為」も人の選択を善きままに保ちうる、とされていると

いう訳である。これをMayは批判するのであるが、彼は同時に、「根源的選択」に対して（姦

通を犯さない等の）「日々の自由な選択(the free choices we make every day)」(200)を対

置する。正しい選択が行為者自身を善へと規定するのであるが、換言するなら「この選択は

我々の内に留まる(abide)のである」が、しかしそれは、「［次に］矛盾する選択が為されるま

でである」(200)。しかるに、人は選択の状況に日々、直面しているのであって、したがって、

まさしく日々において、個別的に正しい選択を繰り返して続けていかなければならないので

ある。そこに前面化されてくるのが、選択を正しいものとする個別的「対象」と、それへの

意図としてのまさしく「基礎的意図」なのである。 

 保守派が二重結果説の（Knauerの言う）第二条件（および第三条件）に拘るのも、ここに

理由が在る。修正主義が「目的」との関連で個別的行為の悪を ― 結局は悪でないとして、

                                                  
1 これに直前する部分では次のように説かれている。「古典的な徳倫理学の最も重要な主張の一つは、行為の

根底的な正しさの条件が存在するが、それは「欲求の正しさ」の基礎的構造に依存するということと、それ

ゆえ行為について、それを選択することが常に不正な欲求を含むところの特定の型を記述することが可能で

あるということとである。」(302) すなわちRhonheimerはここで、「徳倫理学」に即して倫理を、第一に「欲

求」の事柄として、第二に、それを特定の型をもつものとして説いている。第一点は、本稿で最後に確認す

る（保守派の）「自己善の倫理」の一つの定式化とも見なしうるが、「徳倫理」については、論者によって多

様な特徴が挙げられている。「別稿」ではロスに即して（認識論的な）particularismを取り出したが、この

含意はRhoneheimerにはない。善（正）規定で言うなら、これは状況倫理（そして実は、規則功利主義と対

比される場合の行為功利主義もこの性格をもつ）と対応する。Rhonheimerを含めて保守派は、この状況倫

理は退ける。行為の個別性といっても、たとえば普遍（類）－特殊（種）－個という場合の第三ではなく、

これで言えばむしろ第二として個別性を考えている。上の引用文で言えば、すなわち、第二点として取り出

した「型」である。言うまでもなくこれはトマスの言う「種」に対応するものである。この「特殊」は、「個」

に対しては一般性をもつ。であるから、それに対応する「規則」 ― 規則はそもそも一般的に定式化されて

始めて規則である ― が存在するのであり、保守派にとってはそれは内容的に「道徳的絶対」とされている

ものである。（ここから見るなら、先の「比例主義的な決定-遂行諸理論」の「性格」として、したがって否

定の対象として「規則の倫理」を挙げる(305)ことはややミスリーディングである。）因みに、この「絶対」

性に対してロスでは「義務」（これは当然「規則」として定式化される）は「一応の義務」であり、そこに「現

実的義務」の措定の際にparticularismがリンクしてきている。「特殊」は他方、「普遍」とは異なる。「普遍」

ももちろん一般的な定式化が可能であるが、それがそもそも「普遍」であるのは、（包括性という意で）「普

遍的」であるからである。（功利主義や、あるいは比例主義も言う「最大の善の促進」もこれである。）ここ

から見るなら、保守派の倫理はいわば「型の倫理」であると言いうるが、「徳倫理」が本質的にこの性格をも

つのかということは、また別の検討を要する。 

 85



あるいは「前道徳的悪」として ― いわば非有意化しようとしているとして、それに対して

保守派にとっては、個別的行為こそが重要であるからである。「対象」について問題とするな

ら、それは、修正主義が言うような「拡張された対象」では決してない。あくまで、各個別

行為のものである。しかし他方、なんらかの善を実現するために悪が伴わざるをえないとい

う場合も在る。そこで導入されるのが「副次的結果」「予見されているに過ぎない」というカ

テゴリーである。第二条件は、解釈によっては、伴われざるをえない悪を「単に予見されて

いるに過ぎない副次的結果」として、いわば脱焦点化するものとしても機能する。個別的行

為は、ケースによっては、この悪の脱焦点化によって善なるものとして遂行されてもいるの

である。同時に「対象」は、善いものである場合、各個別行為の悪い（副次的）結果を排除

するかたちで、いわば焦点化的にその善い結果から ― それを「意図」して行為されるもの

として ― 規定されたものとなるのである。 

 

 

十二 第二ラウンドの総括 

 

 したがって修正主義と保守派の間で見解を分かつポイントは、まさしく両者ともそうであ

ると認めている「意図」性に在る。そしてここに、実は、「二重結果説」の最大の理論的難点

である第二条件の評価を適切に論じうる鍵が在るのである。 

 行為の「意図」として「基礎的意図」と「さらなる意図」とのいずれを有意化するのが、

というか「修正主義」に言わせるなら、両意図を含むかたちでいわば「全体的意図」が在る

ことになるであろうが、「基礎的意図」とその「全体的意図」とが在るとして、いずれを有意

化するのが行為記述して妥当であるのか、ということが両者を分けるポイントとなる。 

 修正主義は、この「全体的意図」の「対象」として「より大きな善」を措定していると言

いうる。ロスを参考にして言うなら（「別稿」参照）、「一般的善の促進」という規則を措定し

ているのだとも言いうる。そして、修正主義もこうした規則の「絶対」性は認めていたとこ

ろである。しかし修正主義も、現実の行為は具体的であって、その具体的行為が、それぞれ

の状況において判定されなければならないと考えるであろう。しかし他方、それは、この具

体的次元での規則に決して固定的に服従することであってはならない、場合によっては、具

体的規則を修正することをも引き受けつつ、一般的規則のいわば統制のもとで個々の行為を

判定するのでなければならない、と主張される。 

 これに対して保守派は、同様に具体的行為に即して、 ― 個別的・具体的行為を重視する

からといって、状況主義を採るのではなく ― その具体的行為のレヴェルの種的(specific)

な規則が、かつ「絶対的」なものとして存在すると主張する。同時に、行為にまさしく（善・

悪の）「種」を与えるものとしては、「対象」はこの「種的」なものとしてこそ存在する、と

主張する。これが、いわゆる「道徳的絶対(moral absolutes)」の主張として説かれているの

である。保守派が保守派であるのは、この「絶対」の内容が伝統的なものとして時代的変化
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を越えたものであると見るからである。これに対して修正主義は、時代の変化によって、（特

殊的）規則の内容は変化するのであって、したがって「修正」されなければならない、と見

ている。 

 いずれの主張が妥当なのか。両派とも、具体的なケースを援用しつつ自説の妥当性を主張

している。しかし、我々の見るところでは、そうした援用は、いわば（自説に都合のいいケ

ースにのみ定位する）選択的なものである。我々としても、直観的にそれぞれ妥当であると

見なしうるケースを挙げることができる。諸議論も多くは、こうした直観的妥当性に依存し

てなされている。 

 たとえばMcCormickは、「大部分の人々は、生きたドナーから腎臓を切除することを、病気

の被提供者へのその移植とは別個の行為とは見ないであろう。彼らは、全プロセスを一つの臓

器移植という行為と見るであろう」と述べつつ、次のように説いている。 

 

在りうるよく似た状況は、生命を維持するための手段に関して「正常」「異常」というター

ムを使用することである。生命を維持するための手段(measures)の義務的あるいは非義務

的性格に関する判断は、患者の負担・便益の見地でなされるべきである。「正常－異常」と

いうタームは、このような判断を作り出さない。こうしたタームは、端的に結論を提示す

る。大統領委員会が述べているように、「そうした処置は異常であるという主張は、したが

って、その処置の正当化であるというより結論の表現である」。(1998-28) 

 

多くの議論は、こうした直観次元での「異常－正常」の感覚に従ってなされている。これを

McCormick は退ける訳であるが、しかし彼もまた、それに即して意図が合理的に選択を行う

べき「対象」について「この対象とは何か」と問いつつ、 

 

この問題の解決について、経験に訴える以外の仕方について私は何も知らない。(27) 

 

と述べている。これに続いて上記の「大部分の人々は……」と語られているところから見る

なら、その「経験」とは、世間の人々の意見（分布状態）に関する「経験」のことであろう。

だが、妥当性の問題がそうした「多数見解」で回答できるとするのは、たとえば、さらに ― 

「対応説」を批判しつつ ― 「真理に関する合意説」でも展開するのでなければ、それ自身

としてはむしろ回答の放棄であろう。我々は、そうした「経験」に基づく議論は、妥当性の

主張としては結局〈水掛け論〉にしかならないと考える。 

 我々は、実は、そのさらに基底に「倫理」のイメージの相違が在ると見ている。次に、こ

の「倫理」イメージの相違に焦点を当てて両派の主張の違いをフォローしたい。基底的「倫

理」を確認できたからといって「妥当性」の問題に回答が与えられる訳ではない。しかし、

そのことによって両派の対立のまさしく根拠が明らかになり、そしてそれは議論をなにがし

か生産的に展開することに寄与することになるであろうと考える。 
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十三 二つの倫理 

 

 上記の McCormick は、「おそらく」と限定を付した上であるが、Rhonheimer の修正主義批

判を「誤り」だとして、その原因について、「彼は、帰結主義に関する一つの一般的な記述を

採用し、そしてそれを、最近の修正主義的分析の全てに無差別に当てはめている」のであろ

う、と述べている。ということは、「修正主義」はそうした通常語られる（世俗的）「帰結主

義」とは異なっているという含みをもつ。実際、すでに言及した修正主義者達も、自らの主

張を（カトリックの）「道徳神学」として展開している。「比例主義」を語るときでもそうで

ある。 

 このことは、反対の保守派も無視はしていない。たとえば Finnis は Moral absolutes: 

tradition, revision, and truth, The Catholic University of American Press,1991 で次

のように述べている。 

 

これらの神学者達の原理・方法は、道徳性に関する啓蒙的観念に与っている。この観念に

よるなら、人の究極的・直接的責任は世界の善き状態を産み出すことと……悪しき状態の

生起を妨げることである。……表示のために、これを「比例主義」と呼ぼう。しばしば比

例主義者達は、この責任性は、自明なことであるが神と隣人への愛 ― イエスが教示し例

示したとろころの愛 ― の要求である、と付け加えるであろう。(1991-14f.) 

 

 この「「自明な」原理」について、Finnis は続けて、トーンは批判的でありながら、その

論理を一応フォローして語る。 

 

 神の摂理は悪の許可を、そこから神がなんらかのかたちでより大きな善を引き出すであ

ろう限りであるが、含んでいる。したがって、至高の、あるいは決定的な道徳的責任がよ

り大きな善を体現する事態の追求であるのなら、各問題状況における道徳規範は、全く単

純に、何であってもそれを試みよ！である。あなたがしたいと感じるところを何であって

も為せ！ということになる。というのも、もし、あなたが選択するものが総体的で長期的

な正味としての(net)善に向かっていると確信できるなら、あなたはあなたが試みたものを

達成する。……他方、もし、あなたが試みたものを達成するのに失敗する場合であっても、

あなたは、あなたの失敗は総体的で長期的な正味としての善に向かっていると確信できる。

というのも、神の摂理はあなたの努力の成功を排除しているからである。それゆえ、何で

あっても試みよ！(15f.) 

 

「愛」をもって「摂理」に従うべく最大善の実現に向かって努力せよ、というのが「格律」

となり、それが個々の「道徳的絶対」（の規則）の遵守の上に来ることになる、という訳であ

る。愛のもとで世界の最大善の実現に向かって個別の各行為 ― これをFinnisは皮肉をもっ
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て「何でも」と記しているのだが ― を為せ、それが神の摂理に従うことである、と修正主

義は主張しているという訳である。しかしFinnisはこれを批判して「簡単に」として次のよ

うに語る。 

 

道徳的絶対の真理を、それが前道徳的善のより大きい量の理に適った責任在る追求の妨げ

になると論じながら拒否することは、神の摂理への信仰と両立しない。そうすることは、

必然的に、道徳性を疑似技術的な推論に切り詰め、理性（道徳性）ではなく、熟慮の地平

から尻込みする感情によって規定された目標を追求して、実際には理性的には共約不可能

なものを共約するという幻想を作り出すことになる。これに対して、神によって、理性と

信仰を通して我々に知らしめられる道徳的絶対を尊敬することは、神と協力することであ

る。神は、限界なしに全てのことについて実践的知識をもっている。そのように神と協力

することは、我々ができる唯一の仕方で、すべてのことを考慮に入れること（これは、比

例主義の主要な要求である）である。(20) 

 

 これは、文字通り受け取るなら、神の摂理によって予定されている最善の世界の実現に努

力することが義務であるとして、何がその最善に繋がるかは人間が自分で知ることはできな

いので、それを唯一完全に知る神の、その神の命令である「道徳的絶対」に従うことこそが、

最善の世界の実現に「協力する」ことである、と説いたものである。しかし、それであるな

ら、いわゆる「神学的功利主義」と同じであるし、構造としては規則功利主義とも同じであ

る。しかしながら、我々の見るところでは、Finnisの修正主義批判は以上の点がポイントで

あるのではない。続けてこう語られる。 

 

哲学と信仰との両方の伝統が、比例主義が今日、自明であると主張するところのものを明

らかに擁護不能のものとして扱う理由については、さらなる射程が在る。この理由は道徳

的選択の反省性、自由に選択された行為の「非移転的(intransitive)」1意義に関わるもの

である。(20) 

 

Finnisによると、しかるに「比例主義」はこれを損なっているのである。こう語られている。 

 

或る世俗の哲学者達が記すところでは、前道徳的善・悪の予想された比例を予測すること

によって選択の問題に決着を付けるよう試みるなら、人は異なった種類の人格になる。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。このよう

                                                  
1 Finnis は、この箇所に注記を加えて、K.Wojtyla のThe Acting Person への参照を求めている。このWojtyla
はヨハネ・パウロⅡ世のことであり、 ― ここで述べておくが ― したがって、この観念を一つの核とする

「倫理」は、まさしくVeritatis splendor が説く「倫理」でもあるのである。 
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な哲学者の或る者達は、実際、比例主義を採用することについて反省するなら、その帰結

はその採用をより大きな悪とするであろう、と認めるよう義務づけられていると感じてき

た。［彼らに言わせても］道徳的絶対を固守することはより善い結果(outcome)を与えるで

あろうが、それは、諸結果やそのそれぞれの（諸）価値を計算し損なうことの明らかなリ

スクの故ではない。この反省的結果が非常に大きく、そして望ましくないからである。41

(20f.) 

 

脚注41でパーフィットの名が注記されている。彼の議論も参考にして解釈するならこういう

ことである。 

 まずパーフィットそのものであるが、Finnisは「24-28,43」として『理由と人格』の一定

箇所を指示しているだけである。我々としてポイントとなると思われるところを訳出してお

きたい。 

 

Ｃ［帰結主義］は、すべての行為者に共通の道徳的目標を与えるので、私はＣを行為者-

中立的と呼ぶ。／多くの道徳理論はこのかたちを採らない。それらの理論は、行為者-相関

的で、様々の行為者に様々な目標を与える。たとえば、我々のそれぞれは、自分が他の人

を強制しないという目標をもつべきである、と主張されることも在りうる。［そして］この

見解では、他の人を強制することは私にとって悪いことであるであろう。たとえ、私が強

制することによって、［一般的には］強制がより少なくなるであろうということを実現する

ことができるとしてもである。……これらの主張は帰結主義的ではない。……／……Ｃが

意味するところは、我々は常に、なんであれ結果(outcome)を可能な限り善いものとするこ

とを為すよう努力すべきである、ということである。我々がこの仕方で行為する傾性をも

っているとき、我々は純粋な善を為す者(pure do-gooders)である。我々がすべて純粋な善

を為す者であるなら、それは［ ― 「間接的に集合的に自己-論駁的」に ― ］結果をより

悪いものにするかもしれない。……悪い結果(effects)が生じるかもしれないのであるが、

それは我々の行為からではなく、我々の傾性から生じるのである。／……純粋な善を為す

者となることは、我々が純粋な善を為す者ではなくて或る他の因果的に可能な欲求・傾性

をもっているなら実現するであろうよりも、結果(outcome)をより悪くするであろう。

(27f.) 

 

 すなわち、自らの道徳理論として帰結主義を採用して、最大の善への志向を自らの「欲求・

傾性」として ― Finnis 的に言うなら「反省的」「非移転的」に ― 行為するよりも、そう

した「欲求・傾性」への拘りを排して ― 非-反省的に ― 「行為」を為すことが、まさしく

最善を結果するかもしれないのである。 

 ここで、そうした「行為」を説くのが「道徳的絶対」であると見うるのであるなら、Finnis

によれば、パーフィット（すなわち「比例主義」者）も「道徳的絶対」の遵守が最善を結果
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することを認めるであろう。それは、自らの道徳理論として帰結主義（比例主義）理論を採

用することの放棄である。Finnisによるなら、しかしそれは、真なる道徳理論への定位では

なく、自らの理論として帰結主義（比例主義）理論を含めてあらゆる理論を採用することを、

それが必ずしも最善を結果しないとして、そうした理論に従うものとして自らを「反省的」

に形成していくことをそのものとして「望ましい」ことではないとして退けているからであ

る。 

 しかし、この「反省」こそが重要なのであるとFinnisは続ける。 

 

 しかし我々は、この容認を求めるべきでもないし受け容れるべきでもない。我々はより

正確な反省に満足するのでなければならない。……人格的コミットメントと安定的アイデ

ンティティの善・悪 ― これを、この容認は犠牲にするよう要求するのだが ― は、失わ

れた、妨げられた、維持された、あるいは産み出された生命とは根本的に異なった、また

隠されたあるいは開示された真理等々とも根本的に異なったタイプの善・害を含む。人の

アイデンティティ・性格に与える選択の影響は、選択された活動性によって人間的諸善を

産み出すこと、妨げること、その事例に危害を加えることといった他の諸行為のいずれの

影響とも根本的に異なっている。(21) 

 行為のこの反省的意義は、アリストテレスによって指摘された。すなわち、作ること

（poiesis）は為すこと（praxis）とは異なっている、つまり技術は道徳とは異なっている、

そして人間的実践の決定的点は活動性そのものである、と見て取ったときである。このよ

うにしてアリストテレスが示したところでは、選択された行為は、行為者が実現あるいは

回避しようとする事態に対してだけではなく、同時にまた、いやおうなしに、行為者自身

に対しても、重要な相違を成すのである。キリスト教的反省は……行為の道徳的に有意義

な反省性の根拠を自由な選択に見定めた。選択が自由であるのは、まさしく、選択という

選択者自身以外の何者によっても措定(settle)されない限りにおいてであるので、それは、

真に創出的、創造的で魂を作り上げる(soul-making)意義をもっている。比例主義的な道徳

的方法の先駆者達、ベンタムやミルが自由な選択のリアリティを拒否したことは、偶然で

はない。このリアリティを拒否することによって、彼らは、道徳的熟慮・判断は事態のよ

り大きな善あるいは、より少ない悪への自分の道を発見するという準-技術的な事柄である、

と考えることができたのである。というのも、自由な選択を拒否することによって、彼ら

は道徳的行為の魂を作り上げる意義を無視しえたのであるからである。(22f.) 

 

 行為は、外部に結果をもたらすだけではない。それは、行為者自身にも ― 「非移転的」

に ― 結果をもたらすものである。Finnisは、そして保守派は、この後者を有意化する。我々

のタームで言うなら、この行為者の「魂を作り上げる」という点で善であることこそが「倫

理」であるのである。これに対して、修正主義者達は、行為が外部にもたらす結果を有意化

する。そして、この外部とは、「倫理」としては他者である。すなわち、他者に対して善をも
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たらすことをもって、自らの行為の正しさとするのである。ここから見るなら、自らの善に

拘って、外部に善をもたらすこと、あるいは悪をもたらすことを回避することに対して消極

的であることは、一つの反・倫理性である。McCormick は、比例主義を批判する J.Connery

に対する反批判の論稿において、こう述べている。 

 

伝統主義者の主要な関心が、悪がpraeter intentionemであることであり、「善い結果が悪

い結果に釣り合うべきであるという要求が意図の適切な方向を保証することを意味する」

だけであるのなら、Connery はこう論じているのだが、このことは、悪い結果に対する無

関心を表わしている。［しかし］それは、Daniel Callahanが繰り返して記しているように、

「手を汚さずにいる(keep-the-hands-clean)道徳性」と非常に似ているように思われる。

Franz Scholzはこう指摘している。悪を見つめていることは、「単に許されているだけで、

間接的に意志されているだけである」といったようなフレーズと非常に容易に結びつく「罪

を免れる心性(exoneration mentality)」を無効化することである、と。講義においてJoseph 

Fuchsは常に、praeter intentionemに「心理的ドラッグ」として言及している。(1999-186) 

  

ここは直接的には「意図の外で(praeter intentionem)」という語句のいわば誤用を突いたも

のであるが、その背景には、保守派の基本的スタンスに対する批判が表われている。それは

すなわち、自己の善に定位して、その自己善の確保を世界の善への貢献の上に置くというス

タンスである。 

 因みに、こうした批判を予想してとも了解できるが、Finnisは、先にも言及した「行為の

非移転的」結果(effects)について、 

 

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と非移転

的結果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。(1983-139) 

 

と述べた後で、それを受けて次のように説いている。 

 

ソクラテスは、自分の選択が彼自身の善い性格を保存するであろうと、あるいは、民間の

皮肉屋がこう言っているであろうように、「手を汚さないでいる」であろう、と反省しよう

と思えばできたであろう。しかし、これらは実際、反省であるであろうが、その選択に関
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する動機づける考え、あるいは理由ではない。人は、選択によって自分が構成・確証する

「自己の状態」を肯定・承認することができるのであるが、それは、その自己の状態をい

かなる仕方においても自分の対象としてはいない。(142) 

 

すなわちFinnisによるなら保守派は、自己の善を有意化してはいても、自己の行為の選択に

おいてそれを目的として目指しているわけではない、という訳である。 

 しかし修正主義によるなら、それは一つの自己欺瞞であるであろう。保守派はやはり、自

己の善を第一義としているのである。その場合の「善」とは言うまでもなく「道徳的」善で

ある。したがって、そうした自己の善への定位は一つの「倫理」である。しかしそうではあ

っても、一つのエゴイズムであるとは言いうる（「別稿」参照）1。そして修正主義は基底的

には、このエゴイズムを否定して「世界の善」への定位をもう一つの「倫理」として説いて

いるのだと、我々は了解することができのである。 
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