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証言的正義の徳から変容的な徳へ1 

 

佐藤邦政 

（茨城大学、ニューヨーク市立大学大学院センター） 

 

本発表の目的：証言的正義の徳についてのフリッカーの考えを批判的に発展させることで、

証言的不正義に抵抗しうる徳としての変容的徳を提案する。 

 

研究背景 

⚫ ミランダ・フリッカーは、『認識的不正義』において提示した証言的不正義

(testimonial injustice)への対処方法として証言的正義の徳(virtue of testimonial justice)の獲

得を提案している(Fricker 2007, Chap. 4)。証言的不正義とは、大まかには、人種、民族、

階級、社会階層、国籍、ジェンダー、セクシュアリティなどの社会的アイデンティテ

ィに対する偏見的ステレオタイプ2のせいで、話し手の信用性(credibility)を不当に低く

評価する不正のことである。証言的正義の有徳者は、不正義の原因となる偏見的ステ

レオタイプを何らかの仕方で中和する(neutralize)とされる。 

⚫ 個人が徳を発揮することで不正義が是正されるとするフリッカーの考えは、認識的不   

正義にかかわる以前の関連研究(e.g., Collins 1990)では見られなかった徳認識論の知見を

取り込むことで、不正義の是正についての徳論的な(aretaic)アプローチの可能性を提示

している。 

⚫ 一方で、フリッカーの考えは、その後の研究で深刻な批判を受けている。 

⚫ 本発表の目的は、証言的正義の徳に対する二つの重要な批判を評価し、その批判にこ

たえうる形として変容的徳を提案することである。 

 

以下の構成： 

1． 証言的正義の徳の主要な特徴を明確にし、この徳が社会的に位置づけられた認識主

体がもつべき解放的徳として特徴づけられることを明確にする。 

2． 証言的正義の徳に対する二つの重要な批判を評価する。 

3． 証言的正義の徳個人徳の最終目標は、認識主体が特定の社会で関連する偏見的ステ

レオタイプを薄めるために、既存の利害関心や価値を変えようと希求し、そのため

の対応を取ろうと動機づけられる卓越性としての変容的徳であると主張する。 

4． 個人が変容的徳を獲得しうるためには、適切な制度や環境が必要なことを示唆する。 

 
1 本研究は、科学研究費（19K12926）、2020年度フルブライト研究助成を受けている。 
2 「偏見的ステレオタイプ」とは、大まかには、人々を特定の社会的アイデンティティで一括

りし、その人々の人格を貶めるネガティブな特性と結びつけるステレオタイプのことであ

る。このような悪質なステレオタイプの特性と具体的内容については、たとえば、北村・唐

沢（編）(2018)の各章や Madvax and Brownstein (2018)を参照。 
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1.証言的正義の徳 

（1） フリッカーの証言的不正義の特徴を必要な限りで明らかにしよう。 

 

話し手が証言的不正義を被るのは、聞き手が持つ〔話し手についての〕アイデンティ

ティに対する偏見のせいで、その話し手が不足した信用性しか受け取れないとき、そ

してそのときに限られる。よって、証言的不正義の中心的ケースとは、アイデンティ
、、、、、、

ティに対する偏見を原因とする信用性の不足
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

なのである。(Fricker 2007, 28; 傍点強調著

者、〔 〕内引用者補足、以下の引用においても同様) 

 

証言的不正義の中心事例とは、話し手の社会的アイデンティティに対する偏見的ステレオ

タイプが原因で、その人の信用性が不当に低く見積もられ、この点で、話し手が認識主体

としての能力を貶められる不正である。 

（2） 証言的不正義についての主要な二つの特徴を説明しよう。第一に、証言的不正義が偏見的

ステレオタイプに起因することである。私たちは、他者との証言のやり取りにおいて相手

の信用度を判断し、その証言を真理として受容している。3しかし、聞き手としての私たち

が偏見的ステレオタイプを所持し、それを信用性判断で発揮すると、そのせいで話し手の

信用性を不当に低く見積もってしまう。 

（3） 『リプリー』の事例で確認しよう。造船業の大富豪ハーバート・グリーンリーフは、イタ

リアで放蕩生活を送っていた息子のディッキーを連れ戻そうとして、トム・リプリーにそ

のことを依頼する。しかし、リプリーがディッキーを訪れてから数日後のある日、ディッ

キーは忽然と姿を消してしまう。ディッキーの婚約者で、ディッキーとともにリプリーを

迎えいれ、しばらく三人で過ごしてきたマージ・シャーウッドは「リプリーがディッキー

を殺したのではないか」と疑う。ある日マージは、ディッキーが「生涯、外さない」と誓

ってくれていた指輪をリプリーの部屋で発見したことから、このことを確信するようにな

る。やがて、マージがグリーンリーフ叔父と会う機会が訪れる。そこで彼女がディッキー

の失踪の原因について述べようとすると、グリーンリーフは、女性はこのような事件に首

を突っ込まないほうが身のためだと考えて「女の勘とは別に、事実というものが存在する

のだよ」といって教え諭す。しかし、実際には、マージが怪しんでいた通り、ディッキー

を殺したのはリプリーなのだった。この物語の舞台は1950年代であり、グリーンリーフは、

当時のジェンダー・ステレオタイプ、具体的には「女性」に対して「直感に頼りすぎてい

て合理性に欠ける」という見方を効果的に発動させて、マージに著しく低い信用性しか与

えない。その結果、マージはグリーンリーフから深刻な証言的不正義を受けている。 

（4） 第二の重要な特徴は、偏見的ステレオタイプが特定の時代の社会構造に深く根ざすイメー

ジとして流布されていることがあり、その場合、隠微な仕方で不正義を犯しうることだ。4

たとえば、ある女性が子育てのための社会支援制度が充実していないために、自分たち夫

婦で子どもを何とかしないといけないと思っている。その社会では男性の賃金が女性のそ

 
3 信用性は、話し手が真理や知識を伝達できる能力(competence)と、聞き手にその真理や知識

を前向きに伝達しようとする誠実性(sincerity)からなるとされる。 
4 構造的な偏見的ステレオタイプについては、López-Ayala & Beeghly (2020)を参照。 
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れよりも高く、男性の育児休暇がないのが当たり前だとする。そんな社会状況においては

女性が、たとえ物理的に強制されていなくても「子育てをするのは自分（女性）の役割だ」

と思って自ら会社を辞める選択を促されるかもしれない。これは、「子育ては自分でする

ものだ」、「女性の仕事の効率は悪い」、「子育ては女性がする」といった偏ったイメー

ジが社会あるいは会社の規則に浸透している場合である。 

（5） さらに、偏見的ステレオタイプが、社会的アイデンティティに対するネガティブなイメー

ジの形態を取るために、その偏ったイメージの所持者は自分で気づかないうちに不正義を

犯しているかもしれない。フリッカーは次のように述べる。 

 

証言的不正義の多くのケースは、偏見に満ちた信念ではなく、より目立たずに潜んで

いる偏見のせいで生じているだろうし、そのような偏見は、主体が実際に持っている

信念とまったく相容れないことさえあるだろう。もちろん、時には、自分たちの信念

のせいで証言的不正義を犯す、ということもあるだろう。しかし、証言的不正義につ

いての、より哲学的に興味を引く展望は、私たちが自分たちの信念に反して、頻繁に

証言的不正義を犯してしまうかもしれない、ということのほうにある。(Fricker 2007, 

36) 

 

このようなステレオタイプに関しては、社会心理学研究において潜在的バイアス(implicit 

bias)の一つとして研究されている(e.g., 北村・唐沢(編) 2018, 第1章; Madvax & Brownstein 

2018)。5 

（6） では、偏見に満ちた信用性判断をすることで証言的不正義を犯すリスクに対していかなる

対処がありうるだろうか。フリッカーは、現代徳認識論の知見を踏まえて証言的正義の徳

という徳を提案する。ここで徳認識論について簡単に説明しよう。6徳認識論は、「知的徳

(intellectual virtue)」と呼ばれる認識的行為者の卓越した特性に着目して、正当化や知識の定

義といった伝統的問題や、あるべき信念形成の規範性といった問題に取り組む分野のこと

だ。 

（7） 知的徳に関する主要な考え方は徳信頼性主義と徳責任主義の二つである。信頼性主義にお

いては知的徳の対象は、知覚能力、記憶力、推論能力などである。徳信頼主義は、これら

の能力が信頼できる比率（高いパーセンテージ）で真理を生みだすものであるとき、それ

らが知的徳であるとする。徳責任主義は、知的徳の対象を、オープン・マインドや知的謙

虚さといった性格特性とする。責任主義者は、それらの性格特性が、真理や知識の獲得と

いう目標を達成しようとする動機(motive)のために発揮されるとき、それらが知的徳である

とする。 

（8） フリッカーの証言的正義の徳の役割は、大まかには、認識主体が「偏見的ステレオタイプ

を発揮してしまった」ことや「偏見的ステレオタイプを所持している」ことを自覚し、そ

の偏見的ステレオタイプを信頼できる比率で中和することである。 

 

 
5 認知バイアスとは私たちの思考や判断にも偏りのことである。 
6 徳認識論の議論の概要を知るためには Axtell (1997), Battaly (2015), Baehr(2011)などを参照。 
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自分の信用性判断に偏見があるのではないかと疑う際―それが、自身の知覚、信念、

および、情動的反応のあいだでの認知的不協和への感知を通してであろうと、自己に

対する意識的反省を通してであろうと―、疑われている偏見が自分の判断にどれぐら

い大きな影響を与えてきたのかを特定するために、聞き手は、自動的な非反省モード

から能動的で批判的な反省モードへと知的ギアを切り替えなければいけない。（中略）

いずれにしても、信用性を適切に上方へと補填することで偏見の影響を「修正する」

ということは、つねに可能であるとは限らないため、有徳な聞き手は、あれやこれや

の仕方で、自分の信用性判断に
、、、、、、、、、

おける偏見の影響を中和するのだ
、、、、、、、、、、、、、、、

と言うことにしよう。

(Fricker 2007, 91-92) 

 

フリッカーによれば、偏見を直接修正することが可能ならそれが最善ではあるが、偏見的

ステレオタイプは社会構造的な場合があり、当人の気づかないうちに働きうるため、その

ことはいつでも期待できるわけではない。証言的正義の有徳者は、話し手と対話を重ねる

うちに相手に対する自分の信用性判断に疑わしく感じることができたり、話し手をどの程

度信用してよいのかわからない場合に自分の信用性判断を保留にしたりできることが要求

される。7 

（9） ここでフリッカーの証言的正義の徳は、主要な徳認識論における知的徳と異なる特徴づけ

が見られることに注意しよう。第一に、証言的正義の徳は、認識主体が社会的に位置づけ

られていること、第二に、抑圧や不正といった機能不全に陥っている認識実践の是正を目

的として働くとされることだ。 

（10） 徳の役割を機能不全に陥っている認識実践の是正という文脈に位置づけることは、それま

でのフェミニスト哲学が検討してきた、抑圧や差別に抵抗するための解放的徳(liberatory 

virtue)という考え方に近いものと解釈できるだろう(e.g., Daukas 2018)。フリッカーは、2003

年の論文「認識的不正義と、知ることの政治性に対する徳の役割」(Fricker 2003)で再帰的

な批判的受け入れ(virtue of Reflexive Critical Openness)という徳について論じ、『認識的不正

義』における証言的正義の徳の説明でも再帰的な社会的気づきを重要なものとして説明し

ている。『リプリー』の事例において証言的不正義の加害者のグリーンリーフに対して、

フリッカーは次のように述べている。 

 

グリーンリーフが、マージに疑いの目を向けながら応答する際に考慮できていないの

は、自分が男であるということによって
、、、、、、、、、、、、、、、、

、マージが女性であるということが自分の証

言的知覚にいかなる違いをもたらすのか、という点なのだ。以上の二つの事例は、責

任ある証言的やり取りを行うためには、はっきりと再帰的な
、、、、

、批判的な社会的気づき

が求められることを示している。聞き手は、自分自身と話し手のあいだに介在するア

イデンティティの力関係が自動的知覚に与えることが見込まれる影響を―そしてでき

 
7  証言的正義の徳は、認識的な徳でもあると同時に倫理的な徳でもあるものとされ、ハイブリ

ッドな徳なのだと説明される(Fricker 2007, 126)。偏見的ステレオタイプの中和が認識的な徳で

あるのは、話の手の証言を適切に受容することで真理を見逃すことなく獲得できるからであ

り、倫理的な徳であるのは知識の主体としての話し手の能力を適切に承認することだからで

ある。 
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れば、話し手の実際の振る舞いへの影響も―、最終的な信用性判断に組み込まなけれ

ばならない。 (Fricker 2007, 91) 

 

証言的正義の徳を発揮することは、自分の偏見について自己反省する以上に、自分の社会

的な立ち位置(positionality)や対人関係性(relationality)を自覚し、それが相手の態度や行為に

いかなる影響を与えているのかに気づくことである。上記の引用で、グリーンリーフはマ

ージのことを気遣っているにもかかわらず、彼にはその時代に自分が男であるということ

で女性に対して持つ社会的優位性に対する気づきが欠如し、その優位性がマージに不利な

仕方で発揮されているかもしれないことへの警戒心が見られない。このように、証言的正

義の徳についてのフリッカーの議論は、社会における固有の立ち位置と対人関係性に置か

れた固有の認識主体であることが前提とされ、8そのような認識主体が抑圧、差別、不正に

抵抗するために働く徳が証言的正義の徳である点で解放的徳に分類しうる。このことは、

次節以降の議論でも重要となる。 

 

 

3.証言的正義の徳に対する二つの批判 

 

 

構成： 

1． 証言的正義の徳の主要な特徴を明確にし、この徳が社会的に位置づけられた認

識主体がもつべき解放的徳として特徴づけられることを明確にする。 

2． 証言的正義の徳に対する二つの重要な批判を評価する。 

3． 証言的正義の徳個人徳の最終目標は、認識主体が特定の社会で関連する偏見的

ステレオタイプを薄めるために、既存の利害関心や価値を変えようと希求し、

そのための対応を取ろうと動機づけられる卓越性としての変容的徳であると主

張する。 

4． 個人が変容的徳を獲得しうるためには、適切な制度や環境が必要なことを示唆

する。 

 

 

（11） 先行研究では、証言的不正義を是正するため証言的正義の徳を発揮するというフリッカー

の考えは批判されている。以下では、二つの主要な批判を評価し、それらの批判に応答す

るために検討するべき問題を明確にする。 

（12） 一つ目の批判は、個人の反省によっては、自分の信用性判断が偏見的ステレオタイプに影

響を受けていることに気づかないことがあるばかりか、個人の反省によって証言的正義を

達成しうるということを認めることは、その個人の偏見的ステレオタイプをかえって覆い

隠す方向に作用しうるというものだ(Sherman 2016, 237-238)。シャーマンは、クー・クラッ

クス・クラン(KKK)9という黒人差別集団の幹部の例を挙げて、当該の個人がいかに反省的

 
8 この点は『認識的不正義』におけるフリッカーの議論ではそれほど明確ではない。この点を

明示化し、認識的不正義の文脈化を提案するのは Medina (2013)である。 
9 第二次世界大戦後の 1950年ごろ、米国では黒人のあいだで平等の権利を求める声が一気に

高まり公民権運動が始まる頃、白人至上主義の覆面を被ったテロリスト集団のクー・クラッ

クス・クラン（通称、KKK）が復活し、南北戦争と黒人の投票権によって失われた、南部で
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でも信用性判断は正しく見えてしまいがちであることを例証する。このような人物も「自

分が正しい判断を行っているか」と自問する内省的な人物であることは十分に想定しうる。

それでもこの人物が、黒人を貶める偏見的ステレオタイプを潜在的に所持し、自分で気づ

かずに偏った判断を行っている可能性はある。 

（13） いっそう問題なのは、証言的正義の徳が個人の自己反省によって達成可能なものだとする

ことは、不正義の是正にとって有害ですらありうることである。たとえば、KKKの幹部が

黒人に対して次の考え、すなわち、「現在の米国社会はすでに十分に平等が達成されてい

る。にもかかわらず、黒人たちがいまだ不安を述べているのは、いまだ自分たちの権利を

求める行動ばかりで自助努力を怠っているからだ。そのような社会は腐敗してしまう」と

いう現代的レイシズム（象徴的レイシズム(symbolic racism)）10の考えを持っているとする。

この人物は、このような反省的思考によって「黒人は信用すべきではない」という信念を

自分で正当化しているかもしれない。このように、個人の自己反省だけに基づく思考は、

自分に都合のよい整合的な思考に陥りがちだ。そのため、自己反省によって正義を達成で

きるという考えは、自分には偏見がないと強く思い込ませたり、個人を傲慢にしたりする

ことにつながりやすい。 

（14） 証言的正義の徳に対する二つ目の批判は、証言的不正義に抵抗するための個人徳の役割に

は限界がある、というものだ。第二節で見たように、偏見的ステレオタイプは、しばしば

特定の時代の社会構造に組み込まれている。たとえば、フリッカーが挙げる『アラバマ物

語』では、人口のほとんどを白人が占めるメイコム郡で、黒人のトム・ロビンソンが白人

の娘ユーエルをレイプしたという容疑をかけられて起訴されている。その法廷では、陪審

員はみんな、黒人への偏見的ステレオタイプを所持しており、トムの証言は、白人の都合

の良いように解釈される。この人種的偏見は、その時代の地域全体に蔓延しているもので

あり、陪審員の誰かが固有な仕方で偏見的ステレオタイプを所持し、トムに対して証言的

不正義を犯している、というわけではない。この社会構造的な偏見的ステレオタイプにつ

いては、その時代の社会の多くの人々が社会規範として追随しているため、自己反省で気

づくのは難しいだろう。 

（15） 以上の批判から言えることは、第一に、個人の反省によって証言的正義が達成されるとい

 
の白人の支配的地位を（鞭で打たれ、首を絞められるなどの）暴力によって回復しようとす

る。KKKの白人至上主義思想は、典型的な古典的レイシズムであるが、その手段は暴力を公

然と振るうテロであった。たとえば、上杉(2013)を参照。 
10 現代的レイシズムは、次の 4つの前提からなるとされる。第一に、多様な価値観を認める現

代社会には差別は存在しない。第二に、現在でも黒人が低い地位にとどまっているとするな

ら、それは差別によるものではなく、本人の努力が不足していることによる。第三に、にも

かかわらず、黒人はありもしない差別に対する抗議をいまだに続けている。第四に、結果と

して、黒人は、自分たちの怠慢を隠して、手厚い社会保障の不当な特権だけ得ようとしてい

る。 

現代的レイシズムの特徴は、黒人などの人種そのものについて非難をしているのではない

ことにある。現代人は、人種やそのほかの社会的的アイデンティティで人を分類し、それに

もとづいて非難することが差別であることに人々は気づいているから。そこで、黒人をよく

思っていない人々は、その人種の行動や振る舞いについて、たとえば、「その人々は自分たち

で努力もしていないのに、分相応な権利だけ得ようとしている人々だ」と批判する。これ

は、その人々の行動や振る舞いを批判しているように見えるため、人種差別者は、自分の表

明していることは人種偏見をしていないと言い逃れる口実になっている。 
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う考え方には修正が必要である、ということだ。証言的正義が「偏見がない」という理想

状態であるなら、その正義は証言的不正義に抵抗する徳の最終目標とするべきではないだ

ろう。第二に、証言的不正義の是正のためには個人徳の涵養だけでは不十分である、とい

うことだ。それどころか、社会的な力の弱い人々が権力者の不正に個人で立ち向かうこと

はかえって権力者による抑圧を強化してしまうリスクさえある。 

（16） その一方で、個人徳の涵養が証言的不正義を是正するうえで無益だということは帰結しな

い。むしろ、これまでの批判は、証言的不正義に抵抗しうる、いっそう現実的で有効な個

人のあり方とはいかなるものなのかという問題を提起している。 

（17） 以上を踏まえたうえで検討するべきなのは、次の二つの問いだ。第一に、認識的不正義に

抵抗しうる解放的徳の目標が正義ではないとすれば何か、第二に、その徳を個人が獲得す

るための適切な認識的制度や環境とはいかなるものなのか。次節では、第一の問いについ

て見てみよう。 

 

4.正義の徳から変容的徳へ 

 

 

構成： 

1． 証言的正義の徳の主要な特徴を明確にし、この徳が社会的に位置づけられた認

識主体がもつべき解放的徳として特徴づけられることを明確にする。 

2． 証言的正義の徳に対する二つの重要な批判を評価する。 

3． 証言的正義の徳個人徳の最終目標は、認識主体が特定の社会で関連する偏見的

ステレオタイプを薄めるために、既存の利害関心や価値を変えようと希求し、

そのための対応を取ろうと動機づけられる卓越性としての変容的徳であると主

張する。 

4． 個人が変容的徳を獲得しうるためには、適切な制度や環境が必要なことを示唆

する。 

 

 

（18） 本節では、一つ目の問い、認識的不正義の是正のために目指される徳の目標について検討

しよう。フリッカーが導入した証言的不正義の徳は、社会的に位置づけられた認識主体が

不正義を是正する目的のために獲得する徳であった。この事情からフリッカーは、証言的

正義の徳における理想の聞き手について次のような留保をしている。 

 

ひょっとすると、理想の聞き手とは、すでに馴染みのある偏見の修正は第二の本性と

なっている一方、その他のもっと馴染みの薄い偏見の影響に必要な注意については、

能動的な批判的反省を継続することで対処する人のことだと考えるべきなのかもしれ

ない。これは、おおよそ正しいと思われる。重要なのは、信用性判断における偏見を

あれこれの仕方で修正するのに十分に信頼できる仕方で（長期間にわたり、適当な範

囲の偏見に絞って）成功することなのだ。このことに成功しているなら、その人は証

言的正義の徳を持っている。(Fricker 2007, 98) 

 

この引用では、証言的正義の有徳な聞き手が一切の偏見のないという意味での正義という

理想の状態を達成している者のことではない可能性が指摘されている。そうではなく、有
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徳な聞き手は、特定の社会や組織に馴染みのある偏見的ステレオタイプに対しては自動的

に修正する能力があるものの、それ以外の偏見的ステレオタイプの場合には、その中和を

目指して継続して対処し続ける者のことかもしれないと言われている。 

（19） ここには証言的不正義に抵抗しうる徳にかんする二つの重要な示唆がある。第一に、徳の

目標は、あらゆる偏見的ステレオタイプを治療し、偏見がない理想状態としての正義を達

成することではない、ということだ。 

（20） 第二に、徳の目標は、認識主体の個別的な立ち位置や対人関係性を踏まえて設定されるべ

きである、ということだ。フリッカーの議論では、この意味での解放的徳が暗黙に想定さ

れていたものの、批判者の議論ではこの特徴が十分に理解されていないと思われる。しか

し、証言的不正義に抵抗しうる徳の目標は、社会的に位置づけられた認識主体性を考慮し

たものである必要があるだろう。 

（21） では、その具体的な目標とはいかなるものであるべきだろうか。それは、認識主体が特定

の社会的立ち位置と対人関係性に応じて関連する偏見的ステレオタイプを自覚し、それに

対して可能な対応の範囲のなかでそのステレオタイプを希薄化するように動機づけられる、

というものだと考えられる。 

（22） たとえば、Aさんが香港や台湾に高圧的な中国の政治にかんするメディア報道を見て「中

国人は高圧的だ」というステレオタイプを形成したとする。Aさんは中国人も多い日本に

暮らし、中国人と仕事上の付き合いなどもある人であるため、この偏見的ステレオタイプ

は、中国人との日常的に付き合いがある本人に関連性の高いものだ。たとえば、Aさんが

所持している偏見的ステレオタイプがインターパーソナルに発揮されると、周りの中国人

が証言的不正義の実害をただちに被るリスクが高い。 

（23） Aさんが証言的不正義に対抗しうる徳の所持者であるためには、メディア報道を通じて中

国人に対する偏見的ステレオタイプを形成したとしても、それを自分が持っていることに

自覚したうえで信頼できる仕方で中和できなければならないだろう。たとえば、同じ会社

の中国人と仕事をするなかで自分の偏見に再帰的に気づき、日本で暮らす中国人や中国国

内の市民に対しては、相応の信用性判断を行える必要があるかもしれない。あるいは、こ

のステレオタイプの形成に対して、自分の個人的経験に照らして事前に警戒できていなけ

ればならないかもしれない。 

（24） それに対して、次のようなBさんの事例はどうだろうか。中国から遠い国の、中国人の住

んでいない町で暮らし、仕事上でも中国人との付き合いがないBさんが、先ほどと同様に、

中国の政治動向にかんするメディア報道を見て「中国人は高圧的」というステレオタイプ

を形成する。この場合でも、Bさんは中国人報道官の証言を信用しない点で証言的不正義

を犯し、将来、中国人と仕事をすることになった場合に中国人に対する直接の社会的不正

義を犯しかねない。しかし、Bさんが所持している「中国人は高圧的」という偏見は本人

にとっては日常的に発揮されるものではなく、その意味でBさんにとっては関連性がない、

あるいは、関連性が薄いものだと言える。この場合、Bさんが証言的不正義に抵抗しうる

徳の所持者であるために、形成された偏見的ステレオタイプをその時点でただちに中和す

ることまでは要求されないと考えられる。 

（25） 以上の事例は、証言的不正義の是正のために社会的に位置づけられた認識主体に要求され

るのは、関連する偏見的ステレオタイプを中和することに動機づけられ、それを信頼でき
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る仕方で達成することだ、ということを示唆する。その際、次の二点が重要である。 

（26） 第一に、この要求は認識主体の社会的立ち位置と対人関係性に相対的なものだ、という点

である。たとえば、先ほどのAさんには、中国人の同僚と付き合うなかで中国人に対する

偏見的ステレオタイプを薄めることが要求されるだろう。それに対して、Bさんは中国人

の同僚との付き合いがなく、その特定の社会的立ち位置と対人関係性を考えると、偏見的

ステレオタイプのせいで証言的不正義を犯す機会はほとんどないと考えられる。そのため、

その時点で即座に偏見的ステレオタイプを中和することは求められない。 

（27） 第二に、関連する偏見的ステレオタイプの中和とは、そのステレオタイプをより細やかに

分類し、少なくとも証言的不正義の実害の被害者を出さない程度に薄めることである、と

いうことだ。Aさんが、中国人の同僚と付き合うなかで「中国の政治家は高圧的かもしれ

ないが、中国市民や来日している中国人はそんなことはない」と理解したとする。Aさん

は同僚に不正義を犯していない。しかし、Aさんは「中国の政治家は高圧的だ」という別

の新たな偏見的ステレオタイプを形成しており、その意味で依然、潜在的には中国人の政

治家に対して証言的正義を犯すリスクがある。（中国の政治家のなかにも香港や台湾に対

する高圧的態度を批判し、対話を通じて友好を図るべきだと考えている者がいるだろう。） 

（28） しかし、Aさんの現時点での社会的立ち位置と対人関係性を考えると、Aさんが証言的不正

義に抵抗しうるためには、中国の政治家に対する偏見的ステレオタイプの希薄化までは求

められないと考えられる。このことから、証言的不正義に抵抗しうる有徳者に必要なのは、

認識主体が置かれた社会で現実に起きうる証言的不正義に関連する限りでの偏見的ステレ

オタイプを薄めることができることであると言えるだろう。 

（29） フェミニスト認識論者が長い間、強調してきたように、私たち認識主体は特定の社会的位

置づけられ、それに伴い特定の利害関心をもつことから、偏見をニュートラルなものにす

ることで有徳者もまっさらなニュートラルに人物を理想とすることを示唆しかねない「中

和」はあまり適切な表現とは言えないと思われる。以下では偏見的ステレオタイプの「希

薄化」と呼ぼう。希薄化に対する要求は、偏見的ステレオタイプには様々な社会的アイデ

ンティティに対するものがあり、また、各々の社会的アイデンティティが交差するインタ

ーセクショナルなものであることで不正義の現れ方が異なりうることを考えても妥当なも

のだと思われる。 

（30） したがって、証言的不正義に抵抗しうる徳に求められるのは、一切の偏見がないという意

味での正義を達成している理想的な人物になることではなく、認識主体の個別の状況に応

じて、絶えず関連する偏見的ステレオタイプを信頼できる仕方で希薄化させ、また、その

ように動機づけられることであると結論づけられる。 

（31） では、偏見的ステレオタイプを薄める個人の経験とはいかなるものだろうか。偏見的ステ

レオタイプを薄めることには、個人のもつ既存の利害関心や価値の変容が伴うと考えられ

る。先ほどのAさんが中国人の同僚と付き合うなかで「中国人は高圧的」という偏見的ス

テレオタイプを薄めることは、ただ偏見に満ちた信念を修正するだけではなく、それに伴

って以前の利害関心や価値を変更し、それに伴う感情的な傾きを変化させることだろう。

たとえば、Aさんは中国人の同僚と親しく付き合うなかで中国人に様々な人がいることを

知り、中国人に好意的になるかもしれない。同様に、中国人に対する偏見的ステレオタイ

プが薄められたことで、「来日している中国人はどんな考えを持っているのか」といった、



10  

中国人に対する新たな関心が芽生えるかもしれない。以上は、Aさんの既存の利害関心や

価値を見出すのかが変化していることを示している。 

（32） このように、偏見的ステレオタイプの希薄化には、偏見に満ちた信念を修正するだけでは

なく、そのステレオタイプの内容に関連するそれまでの利害関心や価値が変容することま

で伴うと考えられる。 

（33） では、この文脈での変容とはいかなるものだろうか。ここで、個人の利害関心や価値の変

容を明確にするために、必要な限りでローリー・A・ポールの変容的経験論を参照しよう。

ポールは、個人が自己のアイデンティティを変えるような経験を「変容的経験

(transformative experience)」と呼ぶ。ポールによれば、変容的経験とは認識的変容と個人的

変容の両方をもたらす種類の経験である。認識的変容とは、私たちがそれを経験すること

で初めて知ることができる知識、すなわち、「どのようなものなのかの知識(what-it-is-like)」

の種類をもつことである。たとえば、ドリアンを初めて食べた人は、その体験によって

「ドリアンの味はこのようなものなのか」という知識を獲得する。この知識は、それを体

験して初めて「こういうものだったのか」とわかるときに得られる種類のものであり、そ

の点で命題的知識、たとえば、「ドリアンはカリウム、マグネシウム、ビタミンB1が豊富」

といった命題的な知識とは異なる。 

（34） 次に、個人的変容とはその個人自身の価値や選好などが変わることである。たとえば、C

さんは子どもに催促されて、公園で捨てられていた犬を家でペットとして飼うようになる

とする。Cさんは、その時点では動物の世話は大変なことであり、自分の自由な時間まで

奪われてしまうと思っていたかもしれない。この時点のCさんは家族で捨て犬を拾って飼

うという子どもの提案にしぶしぶ同意しているが、動物と暮らすことにポジティブな価値

を付与していない。しかし、実際にその犬と一緒に生活し始めると、Cさんはぱたりと夜

遊びをやめ、会社を定時に帰宅しては犬の散歩など世話を献身的にするようになったとし

よう。さらには、犬の世話を熱心にする子どもの様子に感化されて捨て犬などの動物保護

活動への関心が芽生えたとしよう。この場合、Cさんは動物と一緒に暮らすとはいかなる

ことなのかという経験をすることで認識的に変容しただけではなく、当初の自分の利害関

心や価値（動物と暮らすことへの無関心や低い価値）を変容させている。その意味でCさ

んは個人として変容している。 

（35） 変容的経験とは認識的変容と個人的変容の両方がともに伴うというポールの考えを踏まえ

るなら、ある人が偏見的ステレオタイプを希薄化することは、その人が具体的な経験のな

かで自分の既存の利害関心や価値を変容させることが伴うことである。先ほどのAさんの

事例を考えよう。Aさんは、同僚の中国人と付き合う経験のなかで「中国人にもこういう

人もいるんだ」ということを知る。この経験は、中国についてのあれこれの証言的知識を

獲得することとは別の何らかの知識を構成していると思われる。また、Aさんは個人的変

容もしている。たとえば、実際の自分の経験を踏まえて、中国人を一括りにしてネガティ

ブに捉えることがなくなるかもしれない。あるいは、自分が過去の証言的不正義を反省し、

後悔するような人物になるかもしれない(Fricker 2016)。このように、自分の偏見的ステレ

オタイプの希薄化は、実際の経験を通して特有の認識的・個人的変容をすることを伴うと

考えられる。 

（36） しかし、ここで変容は目指されるべきことではなく、偶然の結果にすぎないのではないか
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と疑問に思われるかもしれない。というのも、変容的経験は、それを経験することで自分

がどのような人になってしまうのか、具体的にはその人がいかなる利害関心や価値の変容

を経験するのか完全に見通すことはできないからである(Paul 2014, Chap. 3)。たとえば、C

さんは実際に犬と生活をする経験をするまで、動物と暮らすことがいかなることなのかそ

れほど具体的に想像できなかったばかりか、自分が動物の世話好きになるとは露ほども思

ってなかったかもしれない。同様に、「中国人は高圧的」という偏見的ステレオタイプを

形成したAさんは、会社の同僚の中国人と付き合っても「同僚は例外」と考え11、必ずしも

偏見を希薄化することに向かうとは限らない。 

（37） このことから、認識的・個人的変容については、変容的経験を通していかなる仕方で変容

するのかはっきりと見通せるものではないことは認めるべきだろう。12しかし、このこと

から新たな利害関心や価値を学ぶことを徳の目標とすることが非合理的であるということ

は帰結しない。カラードは、その時点では見通せなくても新たな価値を理解しようとして

変容することを希求する(aspire)ことは可能であり、そのような行為者を「希求者(aspirant)」

と呼んでいる(e.g., Callard 2019, 6-8)。たとえば、クラシック音楽に関心を抱いた人は、まだ

クラシックの魅力がほとんどわからない段階でもクラシック・コンサートに行き、クラシ

ック音楽を知ろうとすることはできる。たとえこの人が結果的にクラシック音楽の価値を

あまり理解できなかったとしても、その価値を理解しようと希求することはできる。偏見

的ステレオタイプの中和に伴う自分の利害関心や価値の変容についても同様なことが言え

る。ある人が自分の経験を通じて偏見的ステレオタイプを自覚しても、その偏見に起因す

る無関心や低い価値を変えることはできないかもしれない。それでも、偏見的ステレオタ

イプを薄めるために新たな利害関心や価値を学ぼうとすることを目標にして、そのように

動機づけられることは可能である。これは、自分の既存の利害関心や価値を変えようと自

分を教育していくプロセスだろう。 

（38） したがって、社会的に位置づけられた認識主体が証言的不正義に抵抗しうる徳は、その立

ち位置や対人関係性に相対的に関連する偏見的ステレオタイプを希薄化するに伴って、自

分自身の既存の利害関心や価値を変えようと希求し、それに応じた対応を取ろうと動機づ

けられる人のことだろう。このような徳を「変容的徳」と呼ぼう。この徳の目標は、偏見

的ステレオタイプを根絶し、偏見のない状態を達成することではなく、自分の社会で関連

する偏見的ステレオタイプを絶えず希薄化することである。変容的徳の所持者とは、他者

とかかわるなかで自分の価値や利害関心を更新し、認識主体として変わろうとすることが

潜在的に可能な認識主体である。認識的不正義に抵抗しうる徳は、このような意味で主体

を解放的徳の一種としての変容的徳だと考えられる。 

 

5.制度や環境の必要性 

 
11 ステレオタイプ化された既存の認識を維持してしまいやすい傾向のことは、ステレオタイプ

の「サブタイプ化(subtypeing)」と呼ばれる。たとえば、Dさんが「関西人はおしゃべり好き」

というステレオタイプを持っているとき、Dさんの職場に物静かな関西出身の同僚がいても

「この人は例外」と処理されて、既存のステレオタイプを維持するかもしれない。 

12 ある人の主観的経験がその人にいかなる変容をもたらすのかは、その人の心理的特徴やその

人が置かれた社会状況によっても大きく異なるだろう。 
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構成： 

1． 証言的正義の徳の主要な特徴を明確にし、この徳が社会的に位置づけられた認

識主体がもつべき解放的徳として特徴づけられることを明確にする。 

2． 証言的正義の徳に対する二つの重要な批判を評価する。 

3． 証言的正義の徳個人徳の最終目標は、認識主体が特定の社会で関連する偏見的

ステレオタイプを薄めるために、既存の利害関心や価値を変えようと希求し、

そのための対応を取ろうと動機づけられる卓越性としての変容的徳であると主

張する。 

4． 個人が変容的徳を獲得しうるためには、適切な制度や環境が必要なことを示唆

する。 

 

 

（39） 本節では、第三節で上げた二つの問いのうち、第二の問いに対して、変容的徳を個人が獲

得するためには、適切な認識的制度や環境が必要であることを社会心理学における接触仮

説理論に依拠しながら簡単に示唆する。 

（40） 第四節で述べたように、認識的・個人的変容はかならずしも意図したとおりに生じるとは

限らず、そのため、ポジティブな方向で利害関心や価値が変容するとは限らない。たとえ

ば、子どもの提案を受けて捨て犬を飼い始めたCさんは、犬と生活し始めたからと言って

必ずしも犬の世話好きになったり、動物愛護への関心を持つようになったりするとは限ら

ない。もしかすると、動物の世話は、睡眠不足など思っていた以上に体力を奪うものであ

り、定時に退社し犬の世話をするために自分の仕事にプレッシャーをかけるものだったか

もしれない。このように、ある経験が変容的経験であっても、それがその個人がいかなる

方向に変容させるものなのかは完全に見通すことができない。 

（41） これと同様なことが、偏見的ステレオタイプの希薄化に伴う認識的・個人的変容にも言え

るだろう。社会的アイデンティティをもつ他者と実際にかかわる経験が、私たちにとって

どのような変容に導くのかはその時点では完全に見通すことはできない。場合によっては

ポジティブな価値の理解とは逆にネガティブな変容をもたらすリスクもある(Carel & Kidd, 

2019)。 

（42） このようなリスクを可能な限り回避し、変容的徳を獲得しうる可能性を高めるためには、

適切な制度や環境が必要となるだろう。このことを考えるためには接触仮説理論の知見が

参考になるだろう。接触仮説理論とは、オルポート(Allport 1954)がステレオタイプの低減

方法として提唱したものであり、大まかには、偏見は相手に対する知識の不足が主な原因

であり、 当該の社会的アイデンティティを持つ人々とかかわることで他者に対する正しい

情報を手に入れるなら偏見が解消するという理論のことだ(e.g., 井上 2014; 北村・唐沢（編）

2018, 第5章)。 

（43） 接触仮説理論が重要なのは、偏見的ステレオタイプの抑制や低減に対するポジティブな効

果が指摘されているだけではなく、直接のかかわりが一定の条件13を満たさないと、ネガ

ティブな効果をもたらしうることが報告されていることにある。その一定の条件としては、

マジョリティに属する人々とマイノリティに属する人々が平等の立場で共通の目標に向け

 
13詳細は、唐沢（編）(2020 第 3章)や北村・唐沢（編）(2018, 第 5章)などを参照。 
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て何らかの作業をすること、相互の特性を発揮させながら共通の課題に取り組めること、

あるいは、両者の接触が制度的に整備され、是認されていることなどが挙げられる。 

（44） このことを踏まえると、以上の条件を満たさない誤ったかかわり方によっては、証言的不

正義の被害者の心理的被害などの二次的被害を深刻化させるかもしれない。14第四節で挙

げたAさんが同僚の中国人と仕事をするなかで偏見的ステレオタイプの希薄化に向かうポ

ジティブな変容をしているとしたら、それはひょっとすると、たとえば、会社内で交流会

やワークショップが実施されており、Aさんと中国人の同僚はお互いに共通の趣味を持つ

ことをあらかじめ知っていたからかもしれない。あるいは、職場の上司がインクルーシブ

な環境をすでに用意していたからかもしれない。接触理論の知見によれば、このような適

切な制度や環境がない限り、人々が同じ職場で働いているだけでは偏見的ステレオタイプ

を中和するポジティブな方向へ認識的・個人的変容することは期待できない。 

（45） 以上のことが示唆するのは、偏見的ステレオタイプの希薄化に伴う変容は、十分に意図的

な仕方で整備された制度や環境があって初めて生じうる、ということだ。これまで徳責任

主義の徳認識論では、知的徳の獲得のために行う個人の努力―自己陶冶(self-cultivation)―

が重視されており、『認識的不正義』当時のフリッカーもその考えを基本的に踏襲して証

言的正義の徳を考察している。15たしかに、知的徳を獲得するうえで本人が努力して研鑽

を積めば、それだけ、なおいっその人は賞賛される可能性そのものは否定しない。しかし、

知的徳の自己陶冶が可能かどうか、どの程度許されているのかは、社会制度や環境に大き

く依存し、自己陶冶が可能な恵まれた環境が与えられるかどうかは本人のコントロールを

超えて運によらざるを得ない。 

（46） 変容徳についても、自分の価値や利害関心を更新し、認識主体として変容し続けようとす

ることは個人が希求し、本人がそれに必要な対応をとる点でその獲得は個人の努力に一定

程度、依存しているだろう。しかし、接触仮説理論が示していたように、それは十分に恵

まれた環境において他者とかかわることができる場合に限られるように思われる。不正義

に抵抗しうる有徳者も社会的な位置づけられた主体であることに鑑みれば、不正義の是正

のための責任を個人にすべて負わせることはできないと考えられる。むしろ、証言的不正

義に抵抗しうる徳としての変容的徳は、個人の変容とそれを促すための制度や環境の刷新

という両面を適切な条件として取り込んだものとなるべきだと考えられる。16 

 

6.結語 

本稿は、証言的不正義に抵抗しうる徳の目標が従来の正義ではなく、偏見的ステレオタイ

プの中和に伴う既存の利害関心や価値の変容であるという考えを提示してきた。具体的に

は、証言的不正義に抵抗しうる徳に求められるのは、社会的に位置づけられた認識主体が関

 
14 偏見を被っている当該の社会的グループに属す人々との接触を意図的に避けようとすること

は「回避レイシズム(aversive racism)」と言われる。 
15 自己修養についての批判は佐藤(2021)を参照。 
16 近年のフリッカー(Fricker 2015)は、ヌスバウムのケイパビリティアプローチを証言的正義の

実現に向けた議論にも適用し、個人と制度の変容という方向性を支持しているように見え

る。フリッカーは、認識主体としての基本的能力を認識的なケイパビリティとして論じ、そ

れを十全に発揮できる環境づくりが必要となると論じている。 
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連する偏見的ステレオタイプを希薄化することであることを明らかにした。そして、この偏

見の希薄化には認識主体の既存の利害関心や価値の変容、すなわち、認識的・個人的変容が

伴うことを明らかにし、変容しようと希求し、そのために対応しようと動機づけられる徳を

変容的徳として提示した。また、個人が変容的徳を獲得しうるためには、個人の努力だけで

は不十分であり、適切な制度や環境の整備が必要なことを示唆した。今後の研究では、自分

の立ち位置と対人関係性に再帰的を反省し、他者の利害関心と価値に理解を示し、認識的不

正義の是正の責任を果たすような変容的な認識主体性について、さらに深めて思考できると

思われる。 
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