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はじめに
「有責となりうる⼈物」の想定されうるモデル
① ⾃分が⾏おうとすることに対して何らかの意図
をもっている

② ⾃分が何を⾏おうとしているかを知っている
③ 精神的な疾患や薬物の影響を受けていない

u実際は③の条件を満たしていない場合は①②を満
たしているかどうかも争点にはなりうるが、今回
は③は満たされているものとして、②を満たして
いない場合、その無知は（誤った・悪しき）⾏為
の正当化および弁明になるかを考察する
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基本概念
(Rosen(2008))による

u責任：Xが⾏為Aについて有責であるのは、Xが
Aを⾏ったことで正当な⾮難を受けるときであ
る

u⾮難：なされたことに対する怒りや憤りなど
の反応的感情によって構成される
（Strawson(1962)による）
u弁明：悪い⾏為から有責な⾏為者への推測を
阻む考慮や理由など
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「弁明」の種類
u有意性の(volitional)弁明：⾏為の時点で⾏為者
が道徳的に関連する能⼒や⼒をもっていないと
いう主張

u認知的弁明：⾏為者⾃⾝が何をしているのか
知らなかったという主張

↑
今回はこちらを扱う
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典型的な無知のケース
u⾏為に責任を問うための決定的な種類の無知
が存在する
【例】アップルバウム⽒がボットスタイン⽒を
紅茶にヒ素を⼊れて死なせた

üアップルバウム⽒はボットスタイン⽒を殺そ
うという意図はなかった

üこのとき、アップルバウム⽒は紅茶に⼊れた
のが砂糖だと思いこんでいて、ヒ素が混⼊して
いたのを知らなかった
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ドルフマン⽒の正当化されていな
い信念
ドルフマン⽒は妻の紅茶にヒ素を⼊れることに
よって妻を殺害した。紅茶に⼊れたものは実際
にヒ素であり、ドルフマンには殺意があったの
だが、ドルフマンは以下の理由によりその物質
がヒ素であることを知らなかった。
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ドルフマン⽒の誤った信念

【理由１】
ドルフマンに薬を売った薬剤師は有名な嘘つき
であり、多くの毒殺者にヒ素を砂糖として売り
つけていることで有名だったとしたら、ドルフ
マンには薬剤師を信じる権利はなかっただろう。
ドルフマンの信念は正しかったが、不⼗分な証
拠に基づいていたがゆえに知識とはいえないも
のだった
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ドルフマン⽒の誤った信念

【理由２】
薬剤師を信頼できる根拠はあったが、ドルフマ
ンの知らないうちに薬剤師が薬棚からランダム
に選んでおり、その殆どは砂糖だったのだが、
ドルフマンには注⽂したとおりのヒ素が当たっ
てしまった。ドルフマンの信念は正当化されて
いるが、認識論的に「知っていた」と⾔えるか
どうかは疑問である
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無知による⾏為の定式化
【よく知られている定義】⾏為者が有責である
かどうかは何を、いつ知っていたかによる

道徳的有責性に「知っているかいないか」が関
わってくるときは、そこでの⼼的状態は端的に
真である信念である（597）
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無知による⾏為の定式化
Xが無知によってAした⇔⾏為の時点でXがAが実
際に誤りをなす(wrong-making)特徴をもっている
ことに気づいていない

üローゼンは「真だと信じている」を「気づい
ている」とほぼ同義として位置づけている
（598）
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アップルバウム⽒とドルフマ
ン⽒の違い
uアップルバウム：無知によって弁明されうる
uドルフマン：無知によって弁明されない
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無知そのものの正当化
無知からくる有責でない⾏為では、⾏為者の無
知は正当化されている
【２つの疑問】
① 誤った⾏為における正当化された無知は常に
悪しき⾏為の弁明になるのか？

② 無知はそれが正当化されたときにかぎり悪し
き⾏為の弁明になるのか？
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疑問①について：医療過誤１
uエプスタイン医師は重度のアレルギーをもつ
患者にペニシリンを投与して拒絶反応を⽣じさ
せた

A) カルテにアレルギーの件が記載されていたに
も関わらずチェックを怠った：彼の無知は正
当化されていない

だが
B) ペニシリンがアレルギーを⽣じさせないと
いう情報をたくさん持ち、それを証拠としてペ
ニシリンを投与した場合、それらの証拠はエプ
スタイン医師の⾏為を正当化するか？
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正当化：広い意味と狭い意味
B)に関して①が正しいといえるかどうかは、
「正当化」をどう捉えるかによる
広い意味の正当化：⾏為者が⾃⾝の証拠が正し
いかどうかをよく検討し評価する⼿続きのため
の要件を満たしている
狭い意味での正当化：⾏為者の発⾔が証拠に
よって正当化されている
エプスタイン医師のケースは「常に無知が弁明
になるのか」の反例にはならない
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疑問①について：医療過誤１
uエプスタイン医師の無知がB)に当てはまる場
合、彼は証拠の吟味を⾏っていないがゆえに、
「広い意味での正当化」の要件に当てはまらな
い

u誤りをなす特徴（アレルギー）を知らなかっ
たことが常にその結果（拒絶反応）の弁明にな
るわけではない

→疑問①の答えは「No」
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疑問②について：医療過誤２
uフェルドマン医師は、通常ならカルテから患
者が糖尿病であると診断されるところをその診
断に⾄らなかったために誤った治療をした

üフェルドマン医師は⾃分の治療がよくない結
果をもたらすことに気づいていなかった〈無知
の⾏為〉

ü彼⼥の無知は正当化されていない：カルテを
読んでいるにも関わらず誤った結論を引き出し
ているから
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疑問②について：医療過誤２
üしかし彼⼥⾃⾝の⾎圧疾患の服薬による作⽤が予
想外に深刻で、それが診断を狂わせたのだとした
ら、フェルドマン医師に責任はない

フェルドマン医師の無知は、正当化はされていない
がそれでも弁明可能である
→フェルドマン医師はその無知に責任がないがゆえ
に、それによる⾏為にも責任はない
→この場合、無知が正当化されていないかどうかは
関係がない
疑問②の答えも「No」
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必要条件と⼗分条件
u⼗分条件
• 無知から⾏為した場合、その無知が弁明となりう
るのは、その無知⾃体が弁明されうるときにかぎ
る
• 無知が弁明可能であるのは、それが⾮ー怠慢によ
るものであるとき

u必要条件
無知が弁明可能であるといえるのは、⾏為者がすべ
ての⼿続き上の義務に従っていたときのみである
（604）
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ここまでのまとめ：無知がいかに
して弁明・正当化になるか
（a）Xは無知からAを⾏ったがそのときXは彼の⾏為
を悪たらしめている特徴に気づいていなかった
（b）Xが無知からAを⾏ったとき、XがAについて責
任があるのは彼が⾃分の⾏為に無知であったことに
責任があるときのみである
（c）Xがその無知にかんして責任があるのはそれが
彼の考えの操作における有責な怠慢の結果である時
である
（d）Xが無知や誤りに対する必要な予防策を講じな
かったときには彼は⾃分の⾒解の操作を怠けていた
のである

18

クレインバートの失敗
【トラブル】クレインバート夫妻はパーティに呼ば
れ、夫のほうがスピーチをしたが、話しているうち
に家庭内のやや踏み込んだ内容に話題が及び、夫⼈
がだんだんと気分を害し、とうとう夫⼈は途中で
帰ってしまった。
uクレインバートは何を知らなかったのか？
彼の無知は正当化され、弁明の余地があるのか？

Ø普段はクレインバートは道徳的な⼈物で、何をど
うすれば道徳的に誤りとなるかどうかを知ってい
る。

Ø夫婦仲も険悪だったわけではない
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クレインバート⽒の失敗
クレインバート⽒の事例は知識の⽋如といえる
か？
となりで夫⼈が不愉快な表情を浮かべているを知ら
なかったことは、砂糖がヒ素に変わっていたことを
知らなかったのと同じ役割を果たすのか？
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クレインバートの事例をどう
捉えるか
しかし、ローゼンの枠組みでは同様に扱える
negligenceというのは予防(precaution)を怠ったと
いう意味でもある
u聴衆にうけようとするあまり、夫⼈の気分を
害さないように配慮するという備えを怠った
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怠惰（negligence）の役割
u「negligence」「ill will（悪意とまでいかない、乏しい
気遣い）、または不⼗分な善意」（Rosen(2014)、
Scanlon (2008)など）

uローゼンは別の論⽂ではnegligenceはアクラシアに由
来するとまで⾔っている（Rosen (2004)）

uストローソンの「反応的態度」
• 責任が⽣じるのはその⾏為が怒りや悲しみなどの反応
を⽣じさせたとき

• 相⼿に対する無関⼼は時としてそのような反応的態度
を⽣じさせる

Øこれらの基準に照らせばクレインバートは⾮難の対象
になりえ、夫⼈に対する善意が不⼗分であるがゆえに
彼の無知は夫⼈への仕打ちの弁明とはならない

22

しかし
uクレインバート⽒の夫⼈がスピーチの後で夫
を責めるとしたら、⾃分の気持に無関⼼だった
ことではなく、余計なプライベートの話をした
から
【問題】
「夫⼈はクレインバートの無関⼼を責めるべき
ではない」から「クレインバート⽒が⾃分の⾏
為が表しているものについてあらゆる必要な予
防策をとっていたとしたら、夫⼈はクレイン
バートの無関⼼を責めるべきではない」が帰結
するか？（608）
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ローゼンの解答
「帰結する」
u夫⼈に無関⼼であることに悪気はない
(blameless)ものの、「⾃分のデリカシーにかけ
た無関⼼については償いはしよう」くらいに考
えていたとしたら、すべてはうまく⾏っている
と信じ同様のスピーチを続けるかもしれない

uここでは「⾮難すべきかどうか」はまったく
効いていない（608）

uクレインバート⽒は⾃分の⾏為が⽰している
ものについて悪気のない無知の状態にある
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クレインバート⽒への評価
u⾏為の無知が有責となるかどうかはそれが⾮
難に値するではなく、その⾏為が⽰すものやそ
の帰結に対する予防策を怠ったかで決まる
⾏為の正当化・弁明の点においては
blame＜negligence
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ローゼンへの疑問
u「怠ったこと」をどう受け取るか
Ø「（カルテの確認、夫⼈の態度への気遣いなど）でき
るはずなのにできなかった」とするのか、それとも⽂
字通り「怠けた結果しなかった」とするのかの基準は
あるか？

Ø特に意識せずに⾏っている⾏為では怠惰による無知か
無意識的な無知かは判別しにくいのではないか
客⼈への紅茶に砂糖を添えるとき、相⼿への殺意がな
い限り「これはヒ素なのではないか」と⼼配したりはし
ない
Ø殺意がなかったアップルバウム⽒と殺意のあったドル
フマン⽒の無知は怠惰において違いをもたらしうる
か？

26

参考⽂献
• Rosen, G. (2004), ”Skepticism about Moral 

Responsibility, ” Philosophical Perspectives, Vol. 18, 
Ethics, 295-313. 
• Rosen, G. (2008), “Kleinbart the oblivious and other 

tales of ignorance and responsibility,” Journal of 
Philosophy, vol. 105, no. 10, 591-610.
• Rosen, G. (2014), “Culpability and Duress: A Case 

Study,” Proceedings of the Aristotelian Society, 
Supplementary Volumes, vol. 88, pp. 69-90
• Scanlon, T. M., (2008), Moral Dimensions: permissibility, 

meaning, blame, Harvard University Press.
• Strawson, P. (1962) , Proceedings of the British 

Academy 48:187-211.

27



本研究はJSPS科研費・基盤研究C「欺瞞による無
知の⾏為の有責可能性についての哲学と法学の
融合的研究」（JP21K00041）の助成を受けたも
のです。

ご清聴ありがとうございました。

28


