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なぜ倫理学が必要なのか？～モラル・ジレンマの問題～ 

2016/11/10 於：新田青雲中等教育学校 

京都大学大学院 文学研究科 思想文化学専攻 

西洋近世哲学史専修 博士後期課程 1年 太田匡洋 

0. 自己紹介  

1. 倫理学のイメージ 

・倫理学は「禁止」に関わるもの？ ・「倫理学」の専門性とは？ 

2. 「倫理学」とは？ 

cf.『哲学事典』（平凡社） 

 ・人と人との関係を扱う 

・規範（なにをするべきか）、原理（どうなっているのか）、規則（どんなルールなのか）、についての学問 

・「哲学」の一つの分野  ⇒「倫理学」のテーマ：人々の間のルール＝「道徳（moral）」 

3. なぜ「倫理学」が必要なのか？ 

(1)「法律」ですべて解決できる？ 

 cf. アリストテレス『ニコマコス倫理学』 

・法律自体がまだ存在しない場合がある e.g. 生命倫理, 戦争倫理  

  ⇒ルールそのものを決める必要がある……どうやって決めるのか？が問題に 

・法律そのものが正しいかどうかが問題になる場合がある 

  ⇒時代によって法律の正しさは変わる e.g. 尊属殺重罰規定違憲判決（1973年） 

・「法律を守る」だけだと社会通念に反する場合がある e.g. フォード・ピント事件（1972年） 

(2)「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に指図されなくても直感的に分かるのでは？ 

 cf. イマヌエル・カント『人倫の形而上学の基礎づけ』 

・「道徳的な板挟み状態」＝「モラル・ジレンマ」は、通常は「道徳的直観」によって解決する 

  ・「道徳的直観」がうまく機能しないケース 

 ①状況の違いによって差が出る e.g.【問題②】（トロリー問題）、【問題③】（「太った人」問題）、【問題④】 

②判断主体の違いによって差が出る e.g.【問題①】（ローレンス・コールバーグ「ハインツのジレンマ」） 

・「理詰め」で考える必要（道徳的推論） 

4. 「倫理学」の理論  

(1)「何が良くて何が悪いか」の基準作り  ①功利主義 ②義務論  

 ①功利主義： 「良いこと」＝幸福を促進すること＝快楽をみたすこと 「快楽」：肉体的＋精神的 

  ⇒有力／分かりやすい／「道徳的直観」に反するケースが多い e.g.【問題⑤】（臓器移植の問題） 

(2) 「道徳的直観」と「道徳的推論」の両立  ③二層理論 

③二層理論： 通常のケースは「道徳的直観」ベース ／ 例外的なケースは「ルール」に立ち戻る 

5. 「倫理学の問い」は保障されるのか？ 

 「シンガー事件」……重度障害新生児の安楽死を容認したピーター・シンガーへの組織的な抗議運動 

 「敢えて語る」のが哲学の立場？  
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引用集 

【倫理学】〔英〕ethics 〔独〕Ethik 〔仏〕 éthique 道徳、倫理、モラルは社会における人と人との関係をさだめるところ
の規範、原理、規則の総体にほかならない。しかしそれは、国家の強制力をともなうところの法律とはちがって、人々
の良心や社会の世論または習慣を基礎とするものである。倫理学はこのような規範、原理、規則についての学問であ
り、昔からそれは論理学、美学などとならんで広義の哲学に基本的な部門とみなされてきた。（『哲学事典』（平凡社）） 

その［倫理学の］知識とはまず、最も統括的であり、何にもまして支配的な知識であると考えられよう。そのような
知識とは、ほかならぬ政治学であるように思われる。（アリストテレス『ニコマコス倫理学』（朴一功訳）） 

ここで次のことを示そうと思えば容易にできるであろう。すなわち、通常の人間理性はこの羅針盤［＝良いこと・悪
いことの判断基準］を手にもって、それが現実に出会うすべての場合に、何が善で何が悪であるか、何が義務にかな
い何が義務に反するかを、区別するすべをまことによく心得ており、その際こちらから通常の人間理性に何か新たな
ことを少しも教える必要は無く、ソクラテスが昔したように、理性をして理性自身の原理に注意させるだけでよいと
いうこと。したがってまた人は正直で善良であるために、それどころか賢明で有徳であるために、何をなすべきかを
知るのに、学問も哲学も全く必要とせぬということ。もっとも、人間の誰もがなさねばならぬこと、したがってま
た、知らねばならぬこと、についての知識は、誰でも、いかに平凡な人間でも、心得ているであろうということは、
はじめから十分推察しうることがらであろう。（イマヌエル・カント『人倫の形而上学の基礎づけ』（観山雪陽訳）） 

実践的行為的な連関は、実践的な「わけ」として、すでに実践の範囲内において、さまざまの形に表現せられてい
る。特にそれは言語によって最も精密に「言い現わされ」ている。しかもそれは初次的には行為的連関の契機として
であって、理論的陳述としてではない。だから主体的な連関が言語におけるノエーマ的な表現に到達するのはすでに
実践の領域内でのことであって、理論的立場を待つには及ばないのである。（和辻哲郎『倫理学』） 

快楽とそして苦痛の回避ということは、立法者が考慮しなければならない目的である。したがって、立法者はその価
値を理解しなければならない。（ジェレミ・ベンサム『道徳および立法の諸原理序説』（山下重一訳）） 

何かが望ましいことを示す証拠は、人々が実際にそれを望んでいるということしかない。（略）［そして］実際に欲求
されるものは、幸福以外に何もない。（J.S.ミル『功利主義論』（伊原吉之助訳）） 

二つの快楽の内、両方を経験した人が（略）決然と選ぶほうが、より望ましい快楽である。（略）畜生の快楽をたっぷ
り与える約束がされたからといって、何かの下等動物に代わることに同意する人はまずなかろう。（同上） 

満足した豚であるよりも、不満足な人間であるほうがよく、満足した馬鹿であるより不満足なソクラテスであるほう
がよい。そして、もしその馬鹿なり豚なりがこれとちがった意見をもっているとしても、それは彼らがこの問題につ
いて自分たちの側しか知らないからに過ぎない。この比較の相手方は、両方の側を知っている。（同上）  

あなたが聞き手に対して言うべきことは、「このような事例は現実には［＝通常では］起こりえないので、この答えで
全く問題はない」ということである。（R.M.ヘア『道徳的に考えること』（山内友三郎訳）） 

真理を語ることがいかに大事かを問い、誰が真理を語りうるのか、なぜ真理を語るべきなのかを、私達が理解したと
き、西洋において「批判的」伝統［＝哲学の精神］と呼ばれうるものが、自分たちのルーツとなるのです。 

（ミシェル・フーコー『真理とディスクール』（拙訳）） 

問題集 

【問題①】（ローレンス・コールバーグ「ハインツのジレンマ」）ある貧しい家の奥さんが難病にかかりました。その
治療薬に、薬屋さんはとても高い値段をつけました。旦那さんが頼んでも、薬の値段をまけてはくれません。旦那さ
んは薬を盗んでしまいました。旦那さんの行為をあなたはどう思いますか。 

【問題②】（トロリー問題）路面電車が線路の上を暴走しています。そのまま進めば、線路上にいる 5人が死にます。
スイッチを切りかえて、電車を別の線路に引き入れれば、5人は助かりますが、別の線路上にいる 1人が死にます。わ
たしはスイッチを切りかえるべきでしょうか。 

【問題③】（「太った人」問題）路面電車が線路の上を暴走しています。そのまま進めば、線路上にいる 5人が死にま
す。目の前に太った人が何も知らずに立っています。この太った人を線路に突き落として電車を止めれば、5人は助か
りますが、太った人は死にます。わたしは太った人を突き落とすべきでしょうか。 

【問題④】激しい戦争が続いています。そのまま続けば、多くの兵士・民間人が死んでしまいます。超強力な新型爆
弾を投下すれば、多くの兵士・民間人が助かりますが、一つの町の民間人に甚大な被害が出ます。わたしは新型爆弾
を投下するべきでしょうか。 

【問題⑤】（臓器移植の問題）ある病院に二人の患者がおり、一人は新しい肝臓を、一人は新しい腎臓を、すぐに必要
としています。たまたま二人の患者とドナー適合する浮浪者が、病院に迷い込んできました。医者たちは浮浪者を殺
して、その心臓と肝臓を二人の患者に移植して、一人の犠牲で二人の生命を救うべきでしょうか。 

※本日のスライド：http://researchmap.jp/oota.tadahiro/ の中にあります（「researchmap 太田匡洋」で Google検索） 
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「倫理学」のイメージ？

「倫理」というキーワードが登場する場面

・クローン人間の禁止（生命倫理）

・人体実験の禁止（医療倫理）

・動物実験の禁止（動物倫理）

・非人道的武器使用（毒ガスなど）の禁止

（戦争倫理）

⇒「禁止」にかかわるもの？





倫理 v.s. 医学 !?



「倫理学」のイメージ？

「倫理」というキーワードが登場する場面

・クローン人間の禁止（生命倫理）

・人体実験の禁止（医療倫理）

・動物実験の禁止（動物倫理）

・非人道的武器使用（毒ガスなど）の禁止

（戦争倫理）

⇒「禁止」にかかわるもの？

⇒本当に必要なのか？



「倫理学」のイメージ？

同じ「倫理」と名前が付く場合でも・・・

・BPO（放送倫理・番組向上委員会）

・国家公務員倫理審査会

・政治倫理審査会

⇒これらの委員を務めているのは

いわゆる「倫理学者」ではない。

→「倫理学」の専門性とは？



「倫理学」とは？







「倫理学」とは？

倫理学 〔英〕ethics 〔独〕Ethik 〔仏〕 éthique

道徳、倫理、モラルは社会における人と人との関
係をさだめるところの規範、原理、規則の総体にほ
かならない。しかしそれは、国家の強制力をともな
うところの法律とはちがって、人々の良心や社会
の世論または習慣を基礎とするものである。倫理
学はこのような規範、原理、規則についての学問
であり、昔からそれは論理学、美学などとならんで
広義の哲学に基本的な部門とみなされてきた。

『哲学事典』（平凡社）



「倫理学」とは？

・人と人との関係をあつかう

・規範（なにをするべきか）、
原理（どうなっているのか）、
規則（どんなルールがあるか）
についての学問

・「哲学」のひとつの分野



「倫理学」とは？

・人と人との関係をあつかう

・規範（～するべき）、原理（どうなっている
のか）、規則（ルール）についての学問

・「哲学」のひとつの分野

倫理学のテーマは
人々の間のルール＝「道徳（moral）」

学問分野!?



なぜ「倫理学」が
必要なのか？



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「法律」ですべて解決できる？

例）Q. なぜ人を殺してはいけないのか？

A. 法律でそう決まっているから。



「法律」ですべて解決できる？

⇒倫理学の「元祖」にも似た考え方がある

その［倫理学の］知識とは
まず、最も統括的であり、
何にもまして支配的な知識
であると考えられよう。
そのような知識とは、ほか
ならぬ政治学であるように
思われる。 アリストテレス（BC384-322）

「倫理学」の祖アリストテレス『ニコマコス倫理学』（朴一功訳）

なぜ「倫理学」が必要なのか？



「法律」ですべて解決できる？

⇒倫理学の「元祖」にも似た考え方がある

δόξειε δ᾽ ἂν τῆς
κυριωτάτης καὶ μάλιστα
ἀρχιτεκτονικῆς. τοιαύτη
δ᾽ ἡ πολιτικὴ φαίνεται:

アリストテレス（BC384-322）
「倫理学」の祖

Ἀριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια

なぜ「倫理学」が必要なのか？



「法律」ですべて解決できる？

⇒倫理学の「元祖」にも似た考え方がある

【要点】

「倫理学」は人の生き方の
ルールを問題にするもの

「倫理学」は広い意味での
「政治学」の一種である

アリストテレス（BC384-322）
「倫理学」の祖アリストテレス『ニコマコス倫理学』（朴一功訳）

なぜ「倫理学」が必要なのか？



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「法律」ですべて解決できる？

⇒法律自体がまだ存在しない場合がある

例）クローン生物の無秩序な製造は
許容されるのか？

すでにある医療法では決められていない

⇒では何をしても許されるといえるのか？

「生命倫理」のあつかう問題



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「法律」ですべて解決できる？

⇒法律自体がまだ存在しない場合がある

例）悪い独裁国家を倒すためならば、
都市部を空爆しても良いのか？

国際法の規定に則っていれば良いのか？

「戦争倫理」のあつかう問題



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「法律」ですべて解決できる？

⇒法律自体がまだ存在しない場合がある

具体的なルールがまだ分からない以上、

ルールそのものを決める必要がある

「どうやって決めるのか？」が問題になる



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「法律」ですべて解決できる？

⇒そもそも法律そのものが正しいかどうかが
問題になる場合がある

・時代によって法律の「正しさ」が変わる

例）家族を殺したときは、赤の他人を殺したときより、
重く罰せられるべきなのか（尊属殺人：刑法第200条）

⇒1950年には、重く罰するのがフェアとされた
1973年には、重く罰するのは不公平とされた
（参考：「栃木実父殺害事件」最高裁判決：尊属殺重罰規定違憲判決）



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「法律」ですべて解決できる？

⇒「法律を守る」だけだと社会通念に反する
場合がある

例）フォード・ピント事件（1972年）

フォード社の車に安全性に関わる欠陥が見つかった

フォード社は、欠陥対策をするよりも、損害賠償を払う
方が安価であると判断して、欠陥を放置

翌年に事故が発生、裁判の過程でこのことが発覚、

フォード社は追徴金を課せられ社会的信用も失った



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「法律」ですべて解決できる？

⇒「法律を守る」だけだと社会通念に反する
場合がある

例）フォード・ピント事件（1972年）

フォード社の車に安全性に関わる欠陥が見つかった

フォード社は、欠陥対策をするよりも、損害賠償を払う
方が安価であると判断して、欠陥を放置

翌年に事故が発生、裁判の過程でこのことが発覚、

フォード社は追徴金を課せられ社会的信用も失った

人命より利益を
優先した



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「法律」ですべて解決できる？

⇒「法律を守る」だけだと社会通念に反する
場合がある

例）フォード・ピント事件（1972年）

⇒「ルール（法律）を守った」はずなのに、
社会通念に反する結果になった。

⇒技術者（経営者も含む）には、「法律」以外にも
したがうべきルールがあるのではないか？

⇒「技術者倫理」への注目



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

例）「万引き」や「窃盗」が一般に悪いことなのは、
いちいち理由を言われなくても納得できる。

例）溺れている子供を助けるのが良いことなのは、
いちいち理由を言われなくても納得できる。



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

⇒実は、こういう立場の倫理学者は多い

イマヌエル・カント（1724-1804）
哲学者・近代倫理学の確立者

かくて、われわれは通常の人間理性のもつ道徳的認識を考察してその原理に到
達したわけである。この原理を通常の人間理性は、普遍的形式において抽象的
に考えているのではもちろんないが、しかし事実上常に念頭においており、その
判断の基準として用いているのである。それゆえ、ここで次のことを示そうと思え
ば容易にできるであろう。すなわち、通常の人間理性はこの羅針盤を手にもって、
それが現実に出会うすべての場合に、何が善で何が悪であるか、何が義務にか
ない何が義務に反するかを、区別するすべをまことによく心得ており、その際こち
らから通常の人間理性に何か新たなことを少しも教える必要は無く、ソクラテスが
昔したように、理性をして理性自身の原理に注意させるだけでよいということ。し
たがってまた人は正直で善良であるために、それどころか賢明で有徳であるため
に、何をなすべきかを知るのに、学問も哲学も全く必要とせぬということ。もっとも、
人間の誰もがなさねばならぬこと、したがってまた、知らねばならぬこと、につい
ての知識は、誰でも、いかに平凡な人間でも、心得ているであろうということは、
はじめから十分推察しうることがらであろう。けれどもここでわれわれは、通常の
人間悟性において実践的判断能力が理論的判断能力よりもはるかにすぐれてさ
えもいることを見て、感嘆を禁じ得ないのである。

イマヌエル・カント『人倫の形而上学の基礎づけ』（観山雪陽訳）



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

⇒実は、こういう立場の倫理学者は多い

イマヌエル・カント（1724-1804）
哲学者・近代倫理学の確立者

人は正直で善良であるために、
それどころか賢明で有徳であ
るために、何をなすべきかを
知るのに、学問も哲学も全く
必要とせぬということ。

イマヌエル・カント『人倫の形而上学の基礎づけ』（観山雪陽訳）



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

⇒実は、こういう立場の倫理学者は多い

イマヌエル・カント（1724-1804）
哲学者・近代倫理学の確立者

【要点】

「なにが良くて何が悪いか」
は、学問や哲学に
指図されなくても、
誰だって分かっている。

イマヌエル・カント『人倫の形而上学の基礎づけ』（観山雪陽訳）



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

⇒実は、こういう立場の倫理学者は多い

和辻哲郎（1889-1960）
哲学者・日本倫理学の権威

実践的行為的な連関は、実践的な「わけ」として、
すでに実践の範囲内において、さまざまの形に
表現せられている。特にそれは言語によって最
も精密に「言い現わされ」ている。しかもそれは
初次的には行為的連関の契機としてであって、
理論的陳述としてではない。だから主体的な連
関が言語におけるノエーマ的な表現に到達する
のはすでに実践の領域内でのことであって、理
論的立場を待つには及ばないのである。

和辻哲郎『倫理学』



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

⇒実は、こういう立場の倫理学者は多い

和辻哲郎（1889-1960）
哲学者・日本倫理学の権威

【要点】
人間関係のありかたは、
理論だてて指図されなくても、
日常生活のレベルで
すでに分かっている。

和辻哲郎『倫理学』



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

「なにが良くてなにが悪いか」の問題は、
普通は直感的に分かっている。

「なにが良くてなにが悪いのか」の問題は、
言われなくても“見えすいて”いる。

⇒道徳的直観



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

（道徳的直観）

よくある答え：法律を犯したことは悪いことですが、
行為は同情に値するのではないでしょうか。

【問題①】
ある貧しい家の奥さんが難病にかかりました。
その治療薬に、薬屋さんはとても高い値段をつけました。
旦那さんが頼んでも、薬の値段をまけてはくれません。
旦那さんは薬を盗んでしまいました。
旦那さんの行為をあなたはどう思いますか。

道徳的な板挟み状態
⇒モラル・ジレンマ



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

（道徳的直観）

よくある答え：法律を犯したことは悪いことですが、
行為は同情に値するのではないでしょうか。

【問題①】
ある貧しい家の奥さんが難病にかかりました。
その治療薬に、薬屋さんはとても高い値段をつけました。
旦那さんが頼んでも、薬の値段をまけてはくれません。
旦那さんは薬を盗んでしまいました。
旦那さんの行為をあなたはどう思いますか。

だれの答えも
だいたい同じ!?

道徳的な板挟み状態
⇒モラル・ジレンマ



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合
①状況の違いによって差が出る



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合 ①状況の違いによって差が出る

【問題②】（トロリー問題）
路面電車が線路の上を暴走しています。
そのまま進めば、線路上にいる5人が死にます。
スイッチを切りかえて、電車を別の線路に引き入れれば、
5人は助かりますが、別の線路上にいる1人が死にます。
わたしはスイッチを切りかえるべきでしょうか。



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合 ①状況の違いによって差が出る

出典：http://onedio.co/content/the-trolley-problem-would-you-kill-one-person-to-save-five-11231

みなさんは・・・

①切りかえる

②切りかえない

【問題②】（トロリー問題）
路面電車が線路の上を暴走しています。
そのまま進めば、線路上にいる5人が死にます。
スイッチを切りかえて、電車を別の線路に引き入れれば、5人は助かりますが、
別の線路上にいる1人が死にます。わたしはスイッチを切りかえるべきでしょうか。

切りかえない
⇒5人が死ぬ

切りかえる
⇒1人が死ぬ



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合 ①状況の違いによって差が出る

一般的な回答結果（PhilPaper Surveys, 931人が対象）：

①切りかえる・・・・・68.2%

②切りかえない・・・7.6%

③それ以外・・・・・・24.1%

【問題②】（トロリー問題）
路面電車が線路の上を暴走しています。
そのまま進めば、線路上にいる5人が死にます。
スイッチを切りかえて、電車を別の線路に引き入れれば、5人は助かりますが、
別の線路上にいる1人が死にます。わたしはスイッチを切りかえるべきでしょうか。

「切りかえる」
が多い

「結果的に多く
の命が助かる」

選択を、道徳的
直観は支持す
るのか？



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合 ①状況の違いによって差が出る

【問題③】（「太った人」問題）
路面電車が線路の上を暴走しています。
そのまま進めば、線路上にいる5人が死にます。
目の前に太った人が何も知らずに立っています。
この太った人を線路に突き落として電車を止めれば、
5人は助かりますが、太った人は死にます。
わたしは太った人を突き落とすべきでしょうか。



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合 ①状況の違いによって差が出る

出典：http://onedio.co/content/the-trolley-problem-would-you-kill-one-person-to-save-five-11231

【問題③】（「太った人」問題）
路面電車が線路の上を暴走しています。そのまま進めば、線路上にいる5人が

死にます。目の前に太った人が何も知らずに立っています。この太った人を線
路に突き落として電車を止めれば、5人は助かりますが、太った人は死にます。
わたしは太った人を突き落とすべきでしょうか。

突き落とさない
⇒5人が死ぬ

突き落とす
⇒1人が死ぬ みなさんは・・・

①突き落とす

②突き落とさない



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合 ①状況の違いによって差が出る

出典：http://onedio.co/content/the-trolley-problem-would-you-kill-one-person-to-save-five-11231

【問題③】（「太った人」問題）
路面電車が線路の上を暴走しています。そのまま進めば、線路上にいる5人が

死にます。目の前に太った人が何も知らずに立っています。この太った人を線
路に突き落として電車を止めれば、5人は助かりますが、太った人は死にます。
わたしは太った人を突き落とすべきでしょうか。

一般的な回答結果（Time誌より）：

①突き落とす・・・・・・15%

②突き落とさない・・・85%「突き落とす」
が少ない

「結果のために
自ら手を下す」

選択を、道徳的
直観は避けて
いる？



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合
①状況の違いによって差が出る

【問題②】（トロリー問題）も【問題③】（「太った人」問題）も、
ポイントは同じ。

⇒「5人を救うために1人を犠牲にするべきか」

⇒少し状況が変わると結果が大幅に変わる

⇒「道徳的直観」が一貫していないことを示唆する



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合
①状況の違いによって差が出る

【問題④】
激しい戦争が続いています。
そのまま続けば、多くの兵士・民間人が死んでしまいます。
超強力な新型爆弾を投下すれば、多くの兵士・民間人が
助かりますが、一つの町の民間人に甚大な被害が出ます。
わたしは新型爆弾を投下するべきでしょうか。



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合
①状況の違いによって差が出る

【問題④】
激しい戦争が続いています。
そのまま続けば、多くの兵士・民間人が死んでしまいます。
超強力な新型爆弾を投下すれば、多くの兵士・民間人が
助かりますが、一つの町の民間人に甚大な被害が出ます。
わたしは新型爆弾を投下するべきでしょうか。

「トロリー問題」と
同じ構造



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合
②判断主体の条件によって差が出る

【問題①】（ローレンス・コールバーグ「ハインツのジレンマ」）
ある貧しい家の奥さんが難病にかかりました。
その治療薬に、薬屋さんはとても高い値段をつけました。
旦那さんが頼んでも、薬の値段をまけてはくれません。
旦那さんは薬を盗んでしまいました。
旦那さんの行為をあなたはどう思いますか。



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合 ②判断主体の条件によって差が出る

⇒年齢（厳密には「発達段階」）によって、答えが異なってくる。

〔段階1〕彼は間違っている。 警察に捕まってしまうから。
彼は間違っていない。 そんなに悪いことはしていないから。 ⇒罰と服従

〔段階2〕彼は間違っている。 捕まったら奥さんが病気のまま死んでしまうから。
彼は間違っていない。 捕まっても奥さんが治ればよいから。 ⇒自己利益

〔段階3〕彼は間違っている。 法を犯すことは、決して褒められることではないから。
彼は間違っていない。 奥さんもそれを望んでいるはずだから。⇒対人同調

【問題①】（ローレンス・コールバーグ「ハインツのジレンマ」）
ある貧しい家の奥さんが難病にかかりました。
その治療薬に、薬屋さんはとても高い値段をつけました。
旦那さんが頼んでも、薬の値段をまけてはくれません。
旦那さんは薬を盗んでしまいました。旦那さんの行為をあなたはどう思いますか。



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合 ②判断主体の条件によって差が出る

⇒年齢（厳密には「発達段階」）によって、答えが異なってくる。

〔段階4〕彼は間違っている。 法律を犯しているから。
彼は間違っていない。 そして自首するべきだ。 ⇒法秩序

〔段階5〕彼は間違っている。 薬屋さんが薬に高値をつけるのは当然の権利だから。
彼は間違っていない。 法を犯してでも生きる権利があるから。 ⇒権利

〔段階6〕彼は間違っている。 他にも薬を必要としている人がいるかも知れないから。
彼は間違っていない。 生きることは所有権よりも大事だから ⇒道徳

【問題①】（ローレンス・コールバーグ「ハインツのジレンマ」）
ある貧しい家の奥さんが難病にかかりました。
その治療薬に、薬屋さんはとても高い値段をつけました。
旦那さんが頼んでも、薬の値段をまけてはくれません。
旦那さんは薬を盗んでしまいました。旦那さんの行為をあなたはどう思いますか。



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合 ②判断主体の条件によって差が出る

⇒年齢（厳密には「発達段階」）によって、答えが異なってくる。

〔段階6〕彼は間違っている。 他にも薬を必要としている人がいるかも知れないから。
彼は間違っていない。 生きることは所有権よりも大事だから ⇒道徳

コールバーグいわく、大人になるにつれて段階が上がっていき、
最後は〔段階6〕に至る

⇒「なにが良くてなにが悪いのか」の判断は、精神年齢によって違う。

【問題①】（ローレンス・コールバーグ「ハインツのジレンマ」）
ある貧しい家の奥さんが難病にかかりました。
その治療薬に、薬屋さんはとても高い値段をつけました。
旦那さんが頼んでも、薬の値段をまけてはくれません。
旦那さんは薬を盗んでしまいました。旦那さんの行為をあなたはどう思いますか。



なぜ「倫理学」が必要なのか？

「なにが良くてなにが悪いか」は、専門家に
指図されなくても直感的に分かるのでは？

難点：道徳的直観がうまく機能しない場合
①状況の違いによって差が出る
②判断主体の条件によって差が出る

⇒「道徳的直観」だけでは解決できない
問題がある

⇒「理詰め」で考える必要（道徳的推論）

・・・「なにが良くて何が悪いか」の基準作り

ルール設定



倫理学の
理論



「倫理学」の理論

(1) 「なにが良くてなにが悪いか」の基準作り
の２つのパターンの紹介

①功利主義
②義務論（カント倫理学）

(2)「道徳的直観」と「道徳的推論」の両立

③二層理論

規範倫理学



「倫理学」の理論

(1) 「なにが良くてなにが悪いか」の基準作り

①功利主義（utilitarianism）

《大原則》 「良いこと」＝幸福を促進すること
＝快楽をみたすこと

ジェレミ・ベンサム（1748-1832）
哲学者・功利主義の祖

快楽とそして苦痛の回避という
ことは、立法者が考慮しなけれ
ばならない目的である。

したがって、立法者はその価値
を理解しなければならない。
ジェレミ・ベンサム『道徳および立法の諸原理序説』（山下重一訳）



「倫理学」の理論

(1) 「なにが良くてなにが悪いか」の基準作り

①功利主義（utilitarianism）

《大原則》 「良いこと」＝幸福を促進すること
＝快楽をみたすこと

Ｊ・Ｓ・ミル（1806-1873）
哲学者・功利主義の確立者

何かが望ましいことを示す証拠
は、人々が実際にそれを望ん
でいるということしかない。（略）

［そして］実際に欲求されるもの
は、幸福以外に何もない。

Ｊ・Ｓ・ミル『功利主義論』（伊原吉之助訳）

このことは自明



「倫理学」の理論

(1) 「なにが良くてなにが悪いか」の基準作り

①功利主義（utilitarianism）

《大原則》 「良いこと」＝幸福を促進すること
＝快楽をみたすこと

⇒「快楽」とは何か？ ・・・肉体的な快楽
＋

精神的な快楽

このことは自明



「倫理学」の理論

(1) 「なにが良くてなにが悪いか」の基準作り

①功利主義（utilitarianism）

《大原則》 「良いこと」＝幸福を促進すること
＝快楽をみたすこと

⇒「快楽」とは何か？ ・・・肉体的な快楽＜精神的な快楽

このことは自明

Ｊ・Ｓ・ミル（1806-1873）
哲学者・功利主義の確立者

二つの快楽の内、両方を経験した人が
（略）決然と選ぶほうが、より望ましい快楽
である。（略）

畜生の快楽をたっぷり与える約束がされ
たからといって、何かの下等動物に代わ
ることに同意する人はまずなかろう。

Ｊ・Ｓ・ミル『功利主義論』（伊原吉之助訳）



「倫理学」の理論

(1) 「なにが良くてなにが悪いか」の基準作り

①功利主義（utilitarianism）

《大原則》 「良いこと」＝幸福を促進すること
＝快楽をみたすこと

⇒「快楽」とは何か？ ・・・肉体的な快楽＜精神的な快楽

このことは自明

Ｊ・Ｓ・ミル（1806-1873）
哲学者・功利主義の確立者

満足した豚であるよりも、不満足な人間であ
るほうがよく、満足した馬鹿であるより不満
足なソクラテスであるほうがよい。
そして、もしその馬鹿なり豚なりがこれとち
がった意見をもっているとしても、それは
彼らがこの問題について自分たちの側しか
知らないからに過ぎない。この比較の相手
方は、両方の側を知っている。

Ｊ・Ｓ・ミル『功利主義論』（伊原吉之助訳）



「倫理学」の理論

(1) 「なにが良くてなにが悪いか」の基準作り

①功利主義（utilitarianism）

《大原則》 「良いこと」＝幸福を促進すること
＝快楽をみたすこと

・有力な考え方

・分かりやすい

・「道徳的直観」に反するケースが多い

帰結主義



「倫理学」の理論

(1) 「なにが良くてなにが悪いか」の基準作り

①功利主義（utilitarianism）

《大原則》 「良いこと」＝幸福を促進すること
＝快楽をみたすこと

・有力な考え方 ・分かりやすい ・「道徳的直観」に反するケースが多い

⇒功利主義の立場だと「浮浪者を殺すべき」以上の答えは出ない

帰結主義

【問題⑤】（臓器移植の問題）
ある病院に二人の患者がおり、一人は新しい肝臓を、一人は
新しい腎臓を、すぐに必要としています。たまたま二人の患者と
ドナー適合する浮浪者が、病院に迷い込んできました。
医者たちは浮浪者を殺して、その心臓と肝臓を二人の患者に
移植して、一人の犠牲で二人の生命を救うべきでしょうか。



「倫理学」の理論

(1) 「なにが良くてなにが悪いか」の基準作り

①功利主義（utilitarianism）

《大原則》 「良いこと」＝幸福を促進すること
＝快楽をみたすこと

・有力な考え方 ・分かりやすい ・「道徳的直観」に反するケースが多い

⇒功利主義の立場だと「浮浪者を殺すべき」以上の答えは出ない

帰結主義

【問題⑤】（臓器移植の問題）
ある病院に二人の患者がおり、一人は新しい肝臓を、一人は
新しい腎臓を、すぐに必要としています。たまたま二人の患者と
ドナー適合する浮浪者が、病院に迷い込んできました。
医者たちは浮浪者を殺して、その心臓と肝臓を二人の患者に
移植して、一人の犠牲で二人の生命を救うべきでしょうか。

これを認める社会は
有史以来存在しない？
⇒「道徳的直観」から大幅に逸脱



「倫理学」の理論

(2) 「道徳的直観」と「道徳的推論」の両立

③R.M.ヘアの二層理論（two-level theory）

【問題⑤】（臓器移植の問題）
ある病院に二人の患者がおり、一人は新しい肝臓を、一人は新しい腎臓を、すぐに
必要としています。たまたま二人の患者とドナー適合する浮浪者が、病院に迷い込
んできました。医者たちは浮浪者を殺して、その心臓と肝臓を二人の患者に移植して、
一人の犠牲で二人の生命を救うべきでしょうか。

Ｒ・Ｍ・ヘア（1919-2002）
現代英米の哲学者・倫理学

あなたが聞き手に対して言うべきことは、
「このような事例は現実には［＝通常では］
起こりえないので、この答えで全く問題は
ない」ということである。

Ｒ・Ｍ・ヘア『道徳的に考えること』（山内友三郎訳）



「倫理学」の理論

(2) 「道徳的直観」と「道徳的推論」の両立

③R.M.ヘアの二層理論（two-level theory）

通常ではありえない例外的なケース
⇒「道徳的直観」に反するのは当然

・・・そもそも「道徳的推論」が問題になるのは、
「道徳的直観」が機能しない例外的なケースだけ

⇒「通常のケース」と「例外的なケース」の区別の必要性

【問題⑤】（臓器移植の問題）
ある病院に二人の患者がおり、一人は新しい肝臓を、一人は新しい腎臓を、すぐに
必要としています。たまたま二人の患者とドナー適合する浮浪者が、病院に迷い込
んできました。医者たちは浮浪者を殺して、その心臓と肝臓を二人の患者に移植して、
一人の犠牲で二人の生命を救うべきでしょうか。



「倫理学」の理論

(2) 「道徳的直観」と「道徳的推論」の両立

③R.M.ヘアの二層理論（two-level theory）

通常のケース ・・・・・・「道徳的直観」を
ベースにして判断

例）Q. 今日は友人と会う約束だが、別の頼みごとをされた。
A. 約束は守るべきだから、友人への義理は果たすべき。

例外的なケース・・・・・「道徳的推論」に
身をおきなおして
道徳のルールを模索

例）Q. 学校が爆弾魔に占拠された。犠牲を出す恐れがあるが、
突入に踏み切るべきか ⇒「ルール」に立ち返って考える。

二
つ
の
レ
ベ
ル
を

使
い
分
け
る



「倫理学」の問いは
保障されるのか？



手塚治虫
『罪と罰』



「倫理学」の問いは保障されるのか

「シンガー事件」

シンガーの主張：
・ ①考えることができて、
②自己意識があれば、

「人格（person）」と見なされて
倫理的配慮の対象となる。

・ それゆえ、動物も人間と同じく
倫理的配慮の対象となる

ピーター・シンガー（1946-）
現代英米の哲学者・倫理学



「倫理学」の問いは保障されるのか

「シンガー事件」

シンガーの主張：
・①考えることができて、②自己意識があれば、 「人格（person）」と見なされる。
・ それゆえ、動物も人間と同じく倫理的配慮の対象となる。

ピーター・シンガー（1946-）
現代英米の哲学者・倫理学

それゆえ、［意識と思考力のある］
チンパンジーを殺すことは、
先天的な知的障害のために、
決して「人格」たりえない人間を

殺すことよりも、悪いことのように
思われる。

ピーター・シンガー『実践の倫理』



「倫理学」の問いは保障されるのか

「シンガー事件」

⇒重度障害新生児の安楽死を認める

・ドイツの人権団体が猛烈に抗議

・ドイツのマスコミが「ファシスト」と非難

・シンポジウム・講演が
軒並み中止に追い込まれる

⇒「当然の報い」なのか？ ピーター・シンガー（1946-）
現代英米の哲学者・倫理学

それゆえ、［意識と思考力のある］チンパンジーを殺すことは、先天的な知的障害の
ために、決して「人格」たりえない人間を殺すことよりも、悪いことのように思われる。

「不謹慎」な語りはどこまで許されるのか？



「倫理学」の問いは保障されるのか

「敢えて語る」のが哲学！？

ミシェル・フーコー（1926-1984）
哲学者・思想史家

真理を語ることがいかに大事かを
問い、誰が真理を語りうるのか、
なぜ真理を語るべきなのかを、

私達が理解したとき、西洋において
「批判的」伝統［＝哲学の精神］

と呼ばれうるものが、自分たちの
ルーツとなるのです。

「正しいこと」の発見を目指して、試行錯誤すること＝「哲学」

ミシェル・フーコー『真理とディスクール』（Fearless Speechに所収）



まとめ

・「倫理学」は人々のルール＝「道徳」を扱う

・「道徳」は、通常は直観として知られている
（道徳的直観）

・「直観」では解決できない問題（モラルジレンマ等）

は、ルールを理詰めで考え直す必要がある

・倫理学の理論：功利主義／義務論／二層理論

・「倫理学」の語り自体もまた、その妥当性が
問われうる
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