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１．イントロダクション――「非難の哲学」と本発表の関心 

 

 「非難の哲学（philosophy of blame）」とは何か、に関する私の理解をはじめに述べておき

ましょう。「非難」なるものを哲学的に論じることの目的は、ひとつに、自由意志や道徳的

責任などの関わる一連の事象の理解を深めることです。手短に説明すると以下。 

 自由意志は存在するか否か――これは代表的な哲学的問題です。だが、《なぜ自由意志の

存否が問題になるのか》と言えば、しばしば《それが道徳的責任の基礎だから》と答えられ

ます。続けて《道徳的責任の有無はなぜ問題になるのか》と言えば、これには《正当な非難

は責任の存在を前提するから》と答えられるでしょう。このように自由・責任・非難は互い

に関連した概念なのですが、この繋がりに鑑みると次の事実が判明します。それは、《ひと

を自由と認めたりひとへ責任を帰したりするための条件は何か》への答えは《ここでの自由

や責任が正当化しうる非難はどのようなものか》への答えに左右されうる、という事実です。

例えばアンジェラ・スミスは次のように言います。 

 

  もし非難が例えば単なる否定的な道徳的評価と解釈されるならば、道徳的責任の条件

はかなり緩いものでよいと思われる。実際、否定的な道徳的評価の適切な対象たりうる

ためには、行為を通じて道徳的に重要な「意志の質」を表現する能力をもつだけでよい、

と言えそうである。他方で、もし非難が厳しい仕打ちを含む表立った道徳的制裁と解釈

されるならば、道徳的責任の条件はより厳格になりうる。実際、つらい仕打ちの適切な

対象たりうるためには、そうした仕打ちを避ける機会があったのでなければならない、

と言えそうである。（Smith 2013: 27） 

 

すなわち、〈制裁〉の意味の非難は「強い意味の」責任や自由を要求するが、〈たんなる評価〉

の意味の非難は「弱い意味の」責任や自由しか必要としない、ということ。このように非難

の本質が何であるかによって道徳的責任の条件は変わりえます（自由意志の帰属の条件に

ついても同じことが言える）。それゆえ自由意志と道徳的責任を論じる哲学者は非難という

事象を無視するわけにはいきません。「非難とは何か」という問いが自由と責任の哲学にお

いて近年さかんに論じられていることの所以もここにあると言えます[1]。 

                                                      
[1] Fischer や Pereboom や Watson などの “free will celebrities”（Vargas の表現）が近年いろいろな場所で非難
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 私もまた、自由と責任を考えるという文脈において、非難の哲学に取り組んでいます。そ

こで考察されるべき主要な問いのひとつは――すでに示唆したように――「非難とは何で

あるのか（例えばたんなる評価なのか積極的な制裁なのか）」ですが、本発表はこの問いを

直接的に取り上げるものではありません。むしろ〈非難の正当性と行為者の知識との関係〉

という個別的な問題を論じたいと思います。なぜならこれも現在の「自由と責任の哲学業界」

で盛んに論じられているテーマのひとつだからです。 

 本発表の議論は、かかる個別テーマを踏み込んで論じ（第 2 節から第 4 節の前半）、最後

に「非難の哲学」一般に関する展望めいた事柄を手短に述べる（第 4 節の広範）、という順

序で進みます。全体として〈非難の哲学の重要性〉が強調されることになるでしょう。 

 

２．ローゼンの「認識論的な」ルートの責任否定論 

 

 〈非難の正当性と行為者の知識の関係〉という主題に関して私はすでにサーヴェイ論文を

公にしています（山口 2018）。それはギデオン・ローゼンの論文（Rosen 2004）で提示され

た「パラドックス」をめぐる論争を追うものであり、本発表もこの論戦に接続するものです。

本節では、はじめに《非難に値する行為はほとんど存在しない》と結論するローゼンの論証

を手短に確認します。ちなみに以下の「有責」という用語は「非難に値する」や「非難可能」

を含意するものと解釈してください。 

 ローゼンの議論は、《悪しきことを行なったひとのほとんどは、その悪事に責任をもたな

い》という「懐疑主義的な」結論を、従来とは異なるルートで導き出すものです。この結論

は受け入れがたいところがあるので、多くの論者が反論を試みます（本発表も反論します）。

ただし反論に先立って理路をできる限り正確に掴む必要がある。以下では、便宜的に三つの

ステップに分けて紹介します。 

 まず――第一のステップとして――「無知にもとづく行為（action from ignorance）」なる

ものの具体例を見ましょう。調味料の瓶に、砂糖でなく、ヒ素が入っているとします。S 氏

は、この事実を知らずに、Y 氏のコーヒーにその瓶の中身を入れ、彼を死なせました。S 氏

が金沢に訪れた Y 氏を死なせたことに責任を負うかどうかはケース・バイ・ケースです。S

氏が誰かに騙されていた場合には、もちろん彼に（少なくとも完全な）責任はありません。

とはいえ例えば、S 氏が同じ種類のふたつの瓶にそれぞれ砂糖とヒ素を入れておいて、ラベ

ルを貼らずに置いておき、その後、砂糖を入れるつもりで間違えてヒ素を入れてしまったの

であれば、彼は多かれ少なかれ問題の責任を負います。こうした考察にもとづきローゼンは

「無知にもとづく行為」に関して次の原理を指摘します。それはすなわち、S が A を無知に

もとづいて行なった場合、《S が A をしたことに関して有責であるのは、その行為がもとづ

                                                      

を論じている。加えて、David Shoemaker や Angela Smith や Christopher Franklin などのより若い世代の「自

由意志の哲学者」も非難を重要な研究対象とし、また George Sher や Pamela Hieronymi などの「非難の哲学

の専門家」と呼べる論者も現れている。 
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く無知に関して A が有責な場合だけである》という原則です（Rosen 2004: 300）。 

 すると――第二のステップとして――《ひとは、どのような場合に、自らの無知に責任を

負うのか》が問題になりますが、これに関してローゼンは次の原理を提示します。 

 

X が P を知らないことに責任を負うのは、彼の無知が何らかの先行する有責な行為ある

いは怠慢の結果である場合だけである。（Rosen 2004: 301） 

 

言い換えれば、問題の無知が主体のある意味で「積極的な」能作に由来する場合にのみ、そ

のひとはその無知に責任を負う、ということ。とはいえ、無知が積極的能作に由来する、と

はどのような場合でしょうか。例えば、巻き込まれる位置に何かが存在しないかを確認しな

かったために《自分の車の左側にスクーターがいる》ということを知らず、そのために何の

「躊躇」も無しに車を左折させて二輪車の運転手を轢いてしまった、という事故においては、

問題の無知はいわば注意義務違反に由来するので有責だと見なされえます。これに対して

――ローゼンの主張ですが――何らかの「手続き的な認識的義務（procedural epistemic 

obligation）」の違反が無い場合の無知は有責でありません（Rosen 2004: 301）。未熟な者が被

りがちな〈端的な無知としての無知〉には責任は生じない、ということです。 

 とはいえ第三のステップとして、以上の見方は、通常期待されるより多くの行為を「無責

的」と見なす視点を提供します。例えば野心的な学部長 M が、《もし経理掛を廃止してそこ

での業務をすべて外部委託するならば事務員の多くが路頭に迷うだろう》と知っていなが

らも、理事などの利益などを考慮して経理掛の廃止に踏み切るとしましょう。一見すると、

M は事務員を苦しめることに関して有責です。だが、もしこの学部長が「許容される積極的

な経営実践と、とがめるべき無慈悲な経営実践とを区別する線」を知っていなかったとした

ら（Rosen 2004: 305）、そしてこの無知が彼の有責な行為あるいは怠慢に起因するものでな

かったとしたら（例えば、専門の歴史研究に時間をとられて、そもそも問題の道徳的知識を

得るチャンスが M には何ひとつ無かったのかもしれない）、どうなるでしょうか。これまで

の議論は《問題の学部長は事務員を苦しめることに関して有責でない》を帰結します。なぜ

ならこの文学部長の行為は自らが責任を負わない無知から生じているからです。 

 以上の議論の核心は、不正を行なったひとに対して私たちは容易に何らかの「規範に関す

る無知（normative ignorance）」を帰しうる、という点です（しかも私たちはそのひとをその

無知に関して無責的だと見なしうる）。例えば――極端なケースですが――《悪意ある嘘は

不道徳だ》と知りながら、悪意をもって嘘をつくひとに関してさえ、そのひとは「道徳的考

慮の合理的な強制力（rational force of moral consideration）」を知らなかったのではないかと

疑いえます（Rosen 2004: 305）。そして、この無知が何らかの手続き的な認識的義務の有責

な不履行によるものだと確言できない場合には、私たちは確信をもってそのひとを責める

ことができません。その結果、思ったよりもたくさんのケースで、私たちは一見有責なひと

を「有責だ」と確言して非難することができなくなります。 
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 ローゼンの論証は、理屈っぽい議論が受け入れがたい結論を導き出す、という「パラドッ

クス」の一種と解されるのがよいでしょう。それをひとつの（いささか粗っぽい）やり方で

定式化すれば以下のようになると思います。 

 

 前提１ 義務や規則の無責的な無知ゆえに悪しきことを行なったひとは、その悪事に関

して責任を負わない。 

 前提２ 悪しきことを行なったひとは、ほとんどの場合、義務や規則の無責的な無知ゆえ

に悪しきことを行なった。 

 結論 悪しきことを行なったひとは、ほとんどの場合、その悪事に関して責任を負わない。 

 

こうなると「前提２」がさらなるサポートを必要とするように見えますが、その追加的な正

当化は、《ローゼンが有責な行為をどのようなものと理解しているか》を見れば得られます。 

 ローゼンによれば――これまで見てきたように――有責な行ないは、根本的には〈無知に

もとづかない有責な行為あるいは怠慢〉の存在を先行的条件として要求します。となると

〈無知にもとづかない行為〉はどのようなものでしょうか。ローゼン答えて曰く、 

 

 それはまさしく以下だ。行為者は、熟考のもとで行なわれる彼の行為について成り立つ事

実をすべて知っていなければならない。彼はその行為が不正であることを知っていなけ

ればならない。そして彼は《問題の状況において、すべてのことを考慮すれば、それは行

なわれるべきでない》と知っていなければならない。彼は、この知識にもかかわらず、そ

のように行為するのでなければならない。すでに注意したように、こうした行為は、アク

ラシア的な行為の構造を備えている。（Rosen 2004: 307） 

 

要点は、無知を免れた行為者は、不正を行なうとき、《彼が行なおうとしていることは行な

われるべきでない》と「完全に」知っている、というところ。そして、《A は行なわれるべ

きでない》と知りつつ A を行なうことを「アクラシア」と呼ぶのであれば（ローゼンはこ

の言葉づかいを採用するが）、以上の議論は次を帰結します。有責な不正行為は、それに先

立つアクラシア的な行為を前提する、と（Rosen 2004: 307）。逆から言えば、任意の有責な

不正行為は、何らかのアクラシア的な行為あるいは怠慢の帰結であるか、それ自体アクラシ

ア的な行為あるいは怠慢あるか、のいずれかでなければならない、ということです。 

 さて、何が「前提２」をサポートするのかと言うと、それは、ほとんどの不正行為は何か

しらの《……をすべき》の無知を伴う、という「事実認識」です。実際――抽象的に言うと

――何らかの「べき」の無知を一切ともなわずに、《A は行なわれるべきでない》と「完全

に」知りつつ A を行なう者は、もはや「悪魔」の一種と見なされうるでしょう。そして人

間の不正行為に関しては、私たちはほとんどつねに少なくとも何らかの次元で「べき」に関

する無知を帰しえます。いや、少なくともローゼンはそう考え、そこから《悪しきことを行
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なったひとは、ほとんどの場合、その悪事に関して責任を負わない》と結論するのです。 

 私はローゼンの議論をいわば〈私たちのさらなる思考の叩き台〉と見なしています。彼の

論証は一種のパラドックスであるので、どこかが問題的なはずですが、その一方で《非難の

正当性と行為者の知識の間には何かしらの緊張関係がある》というのも事実だと思います。

ローゼンの議論に関する論戦も、こうした緊張関係をめぐって繰り広げられます。 

 

３．論戦の一局面――ポッター氏はその行為に関して非難に値するか？ 

 

 ローゼンの論証の提示以降、それについて複数の論者（FitzPatrick 2008, Levy 2011, Harman 

2011, Talbert 2013 など）が立場を表明しており、私は先述のサーヴェイ論考で各々の主張を

追いました。そこでの意見対立の軸のひとつは先の「前提１」――義務や規則の無責的な無

知ゆえに悪しきことを行なったひとは、その悪事に関して責任を負わない――をどう考え

るかだと解釈できます。より簡単に言えば、《知らなかったなら仕方ない》という免責原理

をどう考えるか、ということ。そして粗っぽくまとめれば、ローゼンとレヴィがこの命題を

最大限尊重して何らかの「責任否定論」を認めるのに対し、フィッツパトリックとハーマン

とタルバートはそれぞれ何らかの仕方でこの命題を拒否して「責任否定論」を退けます。ち

なみに本発表は、次節において、《知らなかったなら仕方ない》の原理を認めつつ「責任否

定論」を避ける道を追求することになるでしょう。 

 はじめに論戦においてしばしば取り上げられる「ケース・スタディ的」事例を確認します

（FitzPatrick 2008: 599-600）。――ポッター氏は貪欲なビジネスマンであるが、彼は、実際に

は「とがめるべき無慈悲なビジネス実践」である行為を、すなわち例えばベイリー氏の営む

建築貸付組合（町工場などのための貯蓄金融機関）をつぶし、田舎町ベドフォード・フォー

ルズの貧しいひとに対する搾取を強化することなどを、「許容される積極的なビジネス実践」

だと信じている。そしてこうした間違った信念のためにポッター氏は数々の正しくないこ

とを行なう。彼は世の中で起こっている客観的な出来事については十分な知識を有してい

るが、規範的な原理に関する無知を被っている。――はたしてポッター氏は、正義に反する

彼のビジネス実践に関して有責なのでしょうか。 

 本節では、このケースをめぐるフィッツパトリック、レヴィおよびタルバートの立場を概

観しましょう。これは本発表の立場を提示するための準備的な作業だと言えます。 

 まずフィッツパトリックは、たしかにポッター氏の規範的無知は彼の積極的能作に由来

しないのだが、とはいえこうした無知を克服することは客観的に言って「合理的に期待され

る」ことであるので、彼は問題の悪行（これは問題の無知に起因する）に関して有責だ、と

主張します（FitzPatrick 2008: 606）。この意見の要点は、思うに、反論を確認すると却ってよ

く掴める。レヴィは「合理的期待」なるものが有責性の根拠たりうることを認めつつも、次

の点を指摘します。すなわち、ポッター氏が問題の無知を回避あるいは払拭するために行な

うことを合理的に期待できたような行為は、ひとつも存在しない、と（Levy 2011: 125）。と
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いうのもレヴィは「合理性」という語を（彼の言うところの）「内在主義的な」意味で理解

するからです。すなわち彼曰く、 

 

 ここで私が焦点を合わせたい合理性の意味は、徹頭徹尾、内在主義的なものである。この

意味を採れば、行為者が合理的に行ないうることは、彼女が自らの行為の理由と見なすこ

との関数である。もちろん「理由」や「合理性」などには外在主義的な意味もあり、この

意味を採れば、行為者が自らの行為の理由と見なす事柄は、《何が真か》および《何が善

か》の関数であることになる。だが私は、これは目下の問題に関わる意味ではない、と主

張する。（Levy 2011: 127） 

 

レヴィによれば、有責性を考察する文脈では「合理性」を内在主義的な意味で理解せねばな

らず、そしてこの概念をこの仕方で理解するときには《ポッター氏は彼の無知を払拭するこ

とが合理的に期待された》とは言えなくなります。なぜなら、ポッターにとっての「合理的」

選択肢は彼自身が「すべき」と見なすものであり、彼の人生行路において《問題の無知を克

服すべき》という考えが起こらなかった以上、彼についてその無知を克服することを「合理

的に期待すること」は適切だと言えないからです。 

 争点は何でしょうか。注目すべきは、ポッターはつねに少なくとも何らかの意味で〈すべ

きこと〉を選んで生きてきた、という点です。そしてレヴィはこの事態を《ポッターが無慈

悲なビジネス実践を営むことは仕方がないことであり、彼はその点で責任を負わない》とい

う主張の論拠とします（というのもポッターは、すべきことを行なってきた結果として、そ

うしたビジネス実践を営んでいるのだから）。これに対してフィッツパトリックは、〈すべき

こと〉や「合理性」を行為者の主観から離れた視点で解釈し、問題の無知を払拭することの

可能性がポッターにとって「主観的に」開かれていたかどうかに関わらず、《彼がそれを払

拭することは合理的に期待された》と指摘します。こうなると、争点は「合理性」を主観的

に解釈するか客観的に解釈するかだ、と言えるでしょう。 

 さて――第三の男の登場ですが――タルバートはフィッツパトリックとレヴィの対決を

いわば理論に寄り過ぎたものと見なし、「非難」なるものはむしろ人間の現実の実践に即し

て理解されるべきものだと考えます。すなわち彼は、「非難」なるものの実践的役割を再検

討し、「非難可能性」を「自然である（natural）」や「適切である（appropriate）」という観点

から捉えなおします（後述のようにタルバートは一種のストローソン主義者です）。曰く。 

 

 ［…］ジョージ・ベイリーのおじであるビリーが置き忘れた 8000 ドルをポッター氏は返

そうとしない。ポッターはそのお金を隠し持ち、《これによってベイリー建築貸付組合は

差し押さえられ、そしてジョージ・ベイリーは銀行取引詐欺で告発され、ベドフォード・

フォールズの街は経済的搾取のためのちょうどよい場所になるだろう》と信じている（そ

してそう望んでいる）。［…］ジョージ・ベイリーがポッターに対して怒るとすれば、この
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怒りは次の事実によって生じているはずだ。すなわち、ポッターは自ら望んでジョージに

悪い結果が起こるよう行動しており、ポッターがそのように行動する理由はジョージを

苦しめたいという欲求およびジョージの不幸から経済的利益を得たいという欲求だ、と

いう事実である。ポッターの行動のこうした側面ゆえに、ジョージの怒りは自然なもので

あり、適切なものでもある。（Talbert 2013: 232） 

 

ポッター氏は私的な欲求のためにジョージに対して悪意ある行為をおこなっています。だ

がこうなると――タルバートが指摘することですが――ジョージが「怒りのような非難的

態度（blaming attitudes like resentment）」をポッター氏に差し向けることは自然であり適切だ

と言えます（Talbert 2013: 232）。この点は、ポッター氏の行動の原因である規範的無知がど

こに由来するかにかかわらず、そう言えるわけです。 

 押さえるべき点は次。それは、タルバートの立場は、《ポッター氏は彼の規範的無知を払

拭することが合理的に期待されえない》と認めうるが、同時に《ジョージがポッター氏を非

難することは自然であり適切だ》と考える、という点です。そして後者の考えにもとづいて

タルバートは例えば《ポッター氏への非難は正当化されない》というレヴィの意見に反対し

ます。とはいえここでポッター氏に対するジョージの非難が自然であり適切だと言われる

根拠は何でしょうか。 

 この問いに対する答えとして、タルバートは「ジョージに向けられたポッターによる蔑視

的な判断と態度の表現」（Talbert 2013: 233）に注目します。曰く、 

 

 例えば、もしポッターが自分本位な理由で考量のうえでジョージを害するのであれば、こ

の行動は次のようなインプリシットな判断を表現している。それは、ポッターが自分の目

的を遂げるかどうかという問題と比べればジョージの幸せなど重要でない、という判断

である。（Talbert 2013: 233） 

 

タルバートの考えでは、ポッター氏の行動がこのような意味合い――すなわちジョージを

低く見ているという意味合い――をもつ以上、ジョージがポッター氏をその行動に関して

非難することは当然です。そしてこの「当然さ」は、ポッター氏の行動が（彼の払拭できな

い）何らかの規範的無知に由来するとしても、揺らぐことはありません。 

 押さえるべきは、タルバートが「非難」という事象を人間のコミュニケーションの次元で

理解している、という点でしょう。彼の考えでは、非難はひとの行動に対する応答のひとつ

であり、それは自分に対する蔑視が表現された行動に対して「自然に」生じる応答です。か

くしてタルバートは、《いわば反省的考察によって発見される規範的無知が、非難の正当性

を廃棄することの根拠になる》とは考えず、むしろ《人間的コミュニケーションの網目にお

いて「適切に」生じる非難は、自然なものとして許容されてよい》と考えるわけです。 
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４．人間的知識――ストローソン主義のひとつのヴァリエーション 

 

 タルバートの立場は、〈責任〉や〈非難〉に関わる実践をいわゆる「反応的態度」という

人間的コミュニケーションと連続的な次元で理解しようとするピーター・ストローソンの

「自由と怒り」（Strawson 1962）の議論と同じ路線をとるものと見ることができます。試み

に論戦の布置を表にすると以下のようになるかもしれません。 

 

 不正は無責的無知によって

免責される 

不正は無責的無知によって

免責される、わけではない 

理論的（非ストローソン的） ローゼン 

レヴィ 

フィッツパトリック 

（ハーマン） 

ストローソン的 ？ 

 

タルバート 

 

まず注目したいのが「列」の間の対立です。一方でローゼンやレヴィは《知らなかったなら

仕方がない》という原理を最大限尊重して《ポッター氏のようなひとはその悪行に関して非

難に値しない》と主張しますが、他方でフィッツパトリックやタルバートは《知らなかった

なら仕方がない》という発想をそこまで重視しません。私はいずれのタイプも教えるところ

の多い見方だと言いたい。なぜなら、それぞれの観点を採ったときに、責任や非難に関する

何かしらの重要な事柄が見えてくるからです。 

 他方で気になるのが「？」を記した空席です。ここには――形式的には――責任や非難に

関わる実践を人間的コミュニケーションの網目のうちで理解すると同時に《知らなかった

なら仕方がない》という原理を最大限尊重する立場が入ります。これは文献的にまだ存在し

ません（あくまで私の管見の限りなのですが）。よって本発表の残りの箇所では「？」の空

欄に収まりうるひとつの立場の彫琢を試みてみたいと思います。 

 この立場は、ローゼンの論証を考察してきたひとすべてが「論証のために（for the sake of 

argument）」受け入れていたところの着想――不正を行なったひとに対して私たちは容易に

何らかの規範に関する無知を帰しうるという着想――を退けます。ポッター氏の事例で説

明しましょう。フィッツパトリック以下の論者はみんな、ポッター氏は「許容される積極的

な経営実践と、とがめるべき無慈悲な経営実践とを区別する線」を知らない、という前提を

受け入れたうえで考察を進めます。とはいえ、かかる前提をそもそも認めない人間観が、そ

してそれ自体として示唆に富む人間観が、存在しています。それは、ポッター氏は、そもそ

も人間として生きている限り、その線を引く規範は弁えている（と少なくとも合理的に期待

される）、ということを含意するような人間観です。 

 ピーター・ストローソンは〈帰責や非難の実践に参与すること〉をそもそも「人間的な生

の一般的枠組み」に属すものと捉えましたが（Strawson 1962: 83）、目下の人間観は《一定の
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知識の所有もまた人間的生を営むことの条件の一部だ》と考えます。もう少し具体的に言え

ば、《何をしてよく、何をしていけないか》を（少なくとも可能的に）弁えていることが人

間的共同体の一員であることの要件であり、かかる知識を欠く存在は相互的な道徳的配慮

の関係のうちに置かれない、ということです。たしかに個別的なケースにおいては《避けよ

うのなかった無知が免責の根拠になる》ということはありえるでしょう。例えば、土足のま

ま部屋へ上がってはならないというルールを知らなかったひとがそのために靴のまま畳に

上がってしまったとしても、多くの場合で「必ずしも責めるべきでない」と判断されます[2]。

とはいえ、例えばポッター氏に関しては、〈私欲のために、自分のやっていることの意味を

分かったうえで他者を苦しめることも辞さない悪人〉と評することは十分に可能だと言え

ます――少なくとも目下の人間観はこうした評価を可能にするものです。 

 紙幅の関係上、本質的な点（と私が考える事柄）へさっさと踏み込んでしまいたいと思い

ます。はたしてポイントは何か――。 

 思い出されたいのは次の点。ローゼンは、アクラシア（すなわち〈べき〉を完全に知った

うえでそれに逆らう行為）はめったにない、と考えました。なぜ彼がこう考えたかの根本的

な理由は本人に尋ねるしかないのですが、ひとつの解釈は、ローゼンは《人間のうちに「悪

魔」はそれほど多くない》と信じているからだ、というもの。実に、こうした信念のもとで

人間の諸行為を解釈する場合、不正は一般的に〈当人のコントロールを超えた要因に由るも

の〉などと理解されることでしょう。たしかにこれは十分に可能な見方だと言えるのですが、

私は決して「唯一的な」ものでも「絶対的な」ものでもないと強調したい。そして、私たち

の共同体のうちに一種の「悪魔」がそれなりに存在する、という人間観もまた可能だと指摘

したい。いや、より正確には、〈べき〉を完全に知ったうえでそれに逆らう者もまた、決し

て「悪魔」と呼ばれるほどに「とんでもない」存在なわけではない、ということでしょう。

「悪人はそれなりにいる」[3]――ということです。 

 

 最後に「非難の哲学」一般に関する展望を、本発表から引き出しうる限りにおいて、提示

したいと思います。 

 はたしてポッター氏は問題の規範（許容される経営実践に関する規範）を知っていると見

なされるべきか否か――この問いへの答えもまた、よくよく考えれば、《この文脈で想定さ

れている「非難」の本質が何か》に依存すると言えることが分かります。すなわち一方で、

「非難」を人間的コミュニケーションにおける自然で適切な反応と理解するならば、知識帰

属のハードルはそれほど高く設定する必要はないように思われます。他方で、「非難」を強

い正当化を必要とする制裁と捉えるならば、問題の知識を帰属するための基準はそれ相応

に厳しいものでなければならないでしょう。本発表で紹介された諸々の立場の対立点は、ひ

                                                      
[2] 場合によっては、かかるルールを知ろうとする努力を怠ったという能作のために、彼あるいは彼女は

責められるかもしれないが。 

[3] この表現はフラナリー・オコナーの短編「善人はなかなかいない」へのオマージュである。 
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とつに、「非難」の本質をどう理解するかにあると言えるのです。 

 以上の指摘は、非難の哲学の重要性を強調するものです。実に、自由意志や道徳的責任や

（本発表の意味の）「アクラシア」を論じるとき、「非難」はついつい議論の背景に留め置か

れます。とはいえ、例えばレヴィの立場とタルバートのそれを比較すれば、それぞれが想定

している「非難」が異なったものであることに気づかれます。すなわち――蛇足かもしれま

せんが明示化すれば――レヴィは非難を〈積極的制裁〉と見なす方へ傾いており、タルバー

トはそれを（より弱く）自然なコミュニケーションの一部と解しているわけです。そして、

《知らなかったなら仕方がない》という免責原理をめぐるふたりの差異も、ここで念頭に置

かれている「責任」（そしてこれが含意する「非難））の理解に帰着するものだと考えること

が可能です。要するに、「非難とはそもそも何であるか」という問いは、ローゼンの論証を

めぐる論戦においても核心的な位置を占めるものなのです。 

 それでは非難とは何であるのか――。本発表でこの問いへ取り組む余裕はもはやありま

せんが（私はこれについても一定の立場を有しており、機会を見つけて発表したいと考えて

います）、ディスカッションを通してこの点の議論が深まることを期待しつつ筆を置きます。 
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