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Thus every Part was full of Vice,
Yet the whole Mass a Paradise.
Bernard Mandeville, 
The Grumbling Hive, 1705



認識的悪徳の栄え
contents

１．認識的悪徳が世の中に蔓延している

２．認識的悪徳についての哲学的議論が

興隆・活発化している

３．認識的悪徳のおかげで繁栄している



陰謀論的な思考

• Ｑアノン

– トランプ氏は大統領選で本当は得票数では勝利

–影の政府（ディープ・ステート）の不正な操作によっ
て退任を強いられた

• 反科学（反ワクチン）

–国家と製薬会社（もしくはゲイツ氏（５Ｇ））が結託

–南アのムベキ大統領：多くの人がエイズにより死亡
（米政府と製薬会社によるエイズ陰謀論）

証拠への鈍感さ、独断、
信じやすさ、知的傲慢



拙劣な政治的意思決定

• 2003年のイラク進攻

–兵士の数を4万人と見積もって派兵

–軍幹部が提出した30万人という数字を無視したうえ
での判断

• 国防長官のラムズフェルト

–聞く耳をもたない

–傲慢にも自分の判断の方が優れていると考えた

–証拠に真摯に向き合うということもなかった

閉ざされた心、頑固さ、知的傲慢

Cf. Cassam 2019



1973年：第四次中東戦争（ヨム・キプール戦争）

• イスラエルの軍指導者：

–エジプト軍とシリア軍の侵攻が目前に迫っていると
の情報を得ていたが…

–周辺諸国が軍事行動を起こすはずなどない

–自分たちの考えに過剰な自信

–独断的な決めつけ

–下からの情報に耳を貸すことができなかった

• 結果的にイスラエルは緒戦で大きな痛手を被る

自信過剰、独断、傲慢、閉ざされた心

Cf. Cassam 2019



日本でも過去・現在を問わない

• 陰謀論

• 歴史修正主義

• ヘイトスピーチ

• フェイクニュース

• 政治的意思決定

• 国会答弁

• etc.

• 頑固さ

• 知的傲慢

• 独断

• 偏見

• 閉ざされた心

• 不誠実

• 騙されやすさ

• 自信過剰

• 悪意（誤情報の意図的拡散）

• etc.



ちなみに：陰謀論者はマイノリティではない

• 『賢い人ほど騙される』（Brotherton 2015）

• 9.11同時多発テロ

– 米国人の約半数は事実を政府が隠していると考えている

– 中東諸国の人々は半数～4分の3がハイジャック犯はアラ
ブ系ではないと思っている

• ロシア

– アポロ月面着陸捏造説を信じる人が4割ほど

• ブラジル

– 米軍がアマゾンの熱帯雨林に侵略して天然資源を管理下
に置こうとしているとの陰謀論が蔓延

• 歴史的には：反ユダヤ主義（ヒトラー他）、イルミナティ（Ｇ・ワシントン）など



認識的悪徳（epistemic vice）

Cassam 2019 の特徴づけ

• われわれの知的な営為に系統的な害悪を及ぼす

思考や態度、性格特性のあり方

• 真理の獲得や知識の形成を妨げる

（阻害説 obstructivism）

• 責任を負い非難される（後述）

⇒ 不眠症などは入らない

（「知的悪徳 intellectual vice」とも）



認識的悪徳（epistemic vice）

Zagzebski（1996）のリスト

• 思い上がり・高慢：pride

• 怠慢・不注意：negligence

• 怠惰：idleness ・ 臆病：cowardice

• 画一性・服従：conformity

• 不注意：carelessness ・ 偏見・予断：prejudice

• 頑固さ・融通のなさ：rigidity

• 願望的思考：wishful thinking

• 閉ざされた心・聞く耳をもたないこと：closed-mindedness

• 細部に気を配らないこと・鋭敏でないこと：insensitivity to detail

• 鈍感さ・感受性の鈍さ：obtuseness

• 周到さの欠如：lack of thoroughness



認識的悪徳（epistemic vice）

Zagzebski以外の論者が挙げる例

• 騙されやすさ・真に受けやすいこと：gullibility（Cassam 2016, 
2019）

• 独断・独善：dogmatism（Cassam 2016, 2019, Kidd 2016）

• 傲慢：arrogance（Kidd 2016, Tanesini 2018）

• 不遜・思い上がり：hubris（Kidd 2018）

• 無頓着：insouciance（Cassam 2019）

• 放埓・勝手気まま：self-indulgence（Battaly 2014）

• 悪意：malevolence（Baehr 2010）

• 科学主義：scientism（Kidd 2018）

• 証言的不正義：testimonial injustice（Fricker 2007）



認識的悪徳の栄え
contents

１．認識的悪徳が世の中に蔓延している

２．認識的悪徳についての哲学的議論が

興隆・活発化している

３．認識的悪徳のおかげで繁栄している



徳認識論（virtue epistemology）

• 認識的／知的徳（epistemic/intellectual virtues）

– 知的に謙虚、慎重

– 開かれた心、勇気（自説の間違いにも向き合える）

– 正直、誠実

– 知的好奇心、創造性、忍耐力…

• 国内の状況（単著）
– 上枝美典『現代認識論入門』、2020

– グレコ『達成としての知識』（上枝訳）、2020（原著2011）

– 大塚淳『統計学を哲学する』、2020

– 佐藤邦政『善い学びとはなにか』、2019
応用



• 発想自体は古今東西にあり

– プラトン、アリストテレス、

– トマス、デカルト

– キルケゴール、ニーチェ、パース

– イスラム哲学者たちなど

• 現代における徳への注目

– 20世紀の中葉以降：とりわけアンスコムら

– 主に道徳的・倫理的な徳（moral/ethical virtue）に関する

議論：徳倫理学（virtue ethics）

– 認識論的な関心から徳をめぐる議論が始まったのは

1980年代以降（Gettier問題や価値問題への対応など）

徳認識論（virtue epistemology）



「人」に関わる称賛に値する特性

⇒ 【規範】徳を涵養すべし／有徳者になるべし

• 重要著作：Zagzebski 1996, Virtues of the Mind

• 認識論の倫理学への包摂

→ 価値まつわる問題

– 知識とは認識的徳の発揮を

通じて形成された真なる信念

– 人間の善き生の一側面／構成要素

として含まれる達成の一種

徳認識論（virtue epistemology）



• 例：開かれた心

×自分の信念に拘泥

◎他者の異見にも耳を傾ける

– 当初もっていた誤った信念を取り除く

– それを正しい信念に置き換える → 知識の形成

• 価値・規範

– 知識の形成は徳の発揮を通じてなされる達成

→  ただの真なる信念以上の価値（cf. Greco 2011）

– 徳の発揮は「善き生」の要素

– 獲得や涵養は本人の責任（responsibilism）

⇒ 【規範】開かれた心をもつ立派な人になるべし

徳認識論（virtue epistemology）



• 直観的批判

– 説教臭い、押しつけがましい、「道徳」（修身？）

– 文化的相対性

• 理論的批判

– エリート主義（⇔平等主義） → 実行可能性？

– 状況主義（situationism）からの批判：徳など存在するか

徳（認識）論に対する批判
Cf. Alfano 2013, Iizuka 2018, 植原2018,2020



• 直観的批判

– 説教臭い、押しつけがましい、「道徳」（修身？）

– 文化的相対性

• 理論的批判

– エリート主義（⇔平等主義） → 実行可能性？

– 状況主義（situationism）からの批判：徳など存在するか

• 認識的悪徳（epistemic vices）へ

– 誰でも身に覚え：徳は稀かもしれないが、騙されやすさ心の
狭さは違う（Cassam 2016）

– バイアスについての経験的知見（ただし再現性）

徳（認識）論に対する批判
Cf. Alfano 2013, Iizuka 2018, 植原2018,2020



1. 徳（認識）論への批判を受けて

2. 実践的な意義の大きさ

–陰謀論的な思考、拙劣な政治的意思決定

• 悪徳認識論へ

– Cassam 2019 

– Kidd, Battaly, and Cassam eds.

2021, Vice Epistemology

–他に Baehr, Fricker, Tanesiniら

認識的悪徳に目を向ける



1. 徳（認識）論への批判を受けて

2. 実践的な意義の大きさ

–陰謀論的な思考、拙劣な政治的意思決定

認識的悪徳に目を向ける

1996

2019



徳認識論と同様に…

• 発想自体は古今東西あり （cf. Kidd et al. 2021）

– 儒教：rigidity, lack of a love of learning

– 仏教：結（足枷 fetter）；疑（過度の懐疑と優柔不断）

– ソクラテス-プラトン：hubris, dogmatism

– ベーコン：４つのイドラ etc.

• ポイント

– 「なぜそう信じるか」から「どんな人か」へ

⇒ 証拠にまつわる合理性よりも人の性質

– 非難や責任についての問い（これも「人」）

悪徳認識論（vice epistemology）



• 信念の理由では不十分

– なぜ内部犯行だと思うのか？

– 「飛行機の衝突ではタワーは倒れないから」

→ やはり疑わしい別の信念を引き合いに出すだけ

– 陰謀論を信じている理由は十分には明らかにならない

• 人の性質（認識的悪徳）にもとづく説明へ

– （たいてい他の陰謀論も信じている）

– 真に受けやすい（騙されやすい）、不注意、などの悪徳から

信念をもつことが説明可能に（信念の理由ではない）

– 「私は騙されやすいから」という理由は、その性質上、本人

は述べそうもない（合理化にならない）

例① 911陰謀論者 （Cassam 2015）



• 信念の理由から人の性質へ

– なぜ４万人の派兵で足りると思うのか？

– なぜ軍幹部の進言は正しくないと思うのか？

×本人に理由を聞く：疑わしい別の信念が出て来るだけ

○閉ざされた心、頑固さ、知的傲慢などの悪徳から説明

• 非難や責任についての問い

– （結果に伴う責任以外に）

– 獲得責任（acquisition responsibility）

→ 認識的徳を涵養してこなかった／悪徳を育ててきた

– 修正責任（revision responsibility）

→ 聞く耳をもてるように悪徳を改善するよう試みない

例②国防長官ラムズフェルト【既出】
Cf. Cassam 2019



認識規範

1996

2019

認識的徳：知的に称賛に値する人の性質
⇒ 【規範】徳を涵養すべし／有徳者になるべし



1996

2019

認識的徳：知的に称賛に値する人の性質
⇒ 【規範】徳を涵養すべし／有徳者になるべし

認識規範

認識的悪徳：知的に非難に値する人の性質
⇒ 【規範】悪徳を克服（修正・回避）すべし



自己改善する場合

• 態度の悪徳

– 例：独断、偏見、無頓着→ 幅広い読書など

• 思考の悪徳

– 各種の認知バイアス→ 批判的思考の訓練など（本もある）

• 性格特性の悪徳

– 傲慢、不遜、閉ざされた心：克服が動機づけられにくい

– 悪徳そのものが悪徳の自己改善を阻害

– 失敗をきっかけにした動機づけなど→ 困難なら仕組みへ

外的な仕組み（ナッジ的なもの）

• パターナリズムをめぐる問題へ（Meehan 2020, Ahlstrom-Vij 2013）

認識規範を実行する手立て
Cf. Cassam 2019



認識的悪徳の栄え
contents

１．認識的悪徳が世の中に蔓延している

２．認識的悪徳についての哲学的議論が

興隆・活発化している

３．認識的悪徳のおかげで繁栄している



• 認識的悪徳は克服すべきもの

– 規範的／制御的認識論としての側面

– 自己改善であれナッジであれ

– 困難や倫理的懸念はあるにせよ

– そもそも本当か？偶然でない仕方で悪徳が有意義

• 認識的悪徳に関する個人主義

– 悪徳という「人」の性質に着目した結果

– しかし、個人に定位することに問題はないのか？

⇒ 集団レベル（認知的分業）での悪徳の役割を考察

↑ 偶然的ではない仕方で悪徳が有意義な局面

Cf. 敵対的環境では閉ざされた心も徳（Battaly 2018）、社会的徳（Ahlstrom-Vij 2016）

問われていない前提



「私悪すなわち公益」マンデヴィル『蜂の寓話』
– Thus every Part was full of Vice, Yet the whole Mass a 

Paradise

– 個人の認識的悪徳も、全体としては真理貢献的？

①科学：制度化された集団熟慮

②累積文化（accumulated culture） cf. Henrich 2016

私悪すなわち公益



「私悪すなわち公益」マンデヴィル『蜂の寓話』
– Thus every Part was full of Vice, Yet the whole Mass a 

Paradise

– 個人の認識的悪徳も、全体としては真理貢献的？

①科学：制度化された集団熟慮

②累積文化（accumulated culture） cf. Henrich 2016

有毒植物の調理法、極地での家の建て方、狩猟道具作成…

– 人類史の大部分、人間の知の固有性

– 先行世代からの独断的な伝達、ときに知的傲慢

– 権威者の模倣や伝統の盲従による画一的・非反省的受容

⇒ 個人が主体的に徳を発揮するよりも有効

私悪すなわち公益



• 科学者個人の認識的悪徳

独断、偏見・予断、確証バイアス、マイサイドバイアス

頑固さ、閉ざされた心、画一性・服従、

自信過剰、傲慢・不遜、etc.

• 集団レベルでは真理貢献的（truth-conducive）

１. クーン史観では：

パラダイムへの固執→ 本質的緊張→ 転換

２．制度的な集団熟慮のための条件として：

• 意見やアプローチの多様性

• 対立する議論の相互批判による精査（査読など）

私悪すなわち公益



• 集団レベルでは真理貢献的（truth-conducive）

１. クーン史観では：

パラダイムへの固執→ 本質的緊張→ 転換

【異論】 認識的悪徳とはいえない（Cassam 2019）

真理や知識に動機づけられている

むしろ徳：志操堅固（firmness）、粘り強さ（tenacity）…

［そもそもクーン史観の妥当性？］

２．制度的な集団熟慮のための条件として：

• 意見やアプローチの多様性

• 対立する議論の相互批判による精査（査読など）

私悪すなわち公益



制度的な集団熟慮のための条件として：

• 意見やアプローチの多様性

• 相互批判による精査（査読など）

• 確証バイアス等（Levy and Alfano 2019）

• 受け入れたい主張には容易に満足

• 退けたい主張に批判的検討の力を残す

私悪すなわち公益



制度的な集団熟慮のための条件として：

• 意見やアプローチの多様性

• 相互批判による精査（査読など）

• 確証バイアス等（Levy and Alfano 2019）

• 受け入れたい主張には容易に満足

• 退けたい主張に批判的検討の力を残す

• 自信過剰：自分の能力への過信（Levy 2019）

• 新しく提出された説明を真剣に検討する傾向をもたらす

• これまでよりも優れた仮説を自分が提出可能と考える

⇒ 集団熟慮を割り引く傾向

個人主義を存続させる要因にも

↑認識についての偏った（誤った）認識が真理貢献的

私悪すなわち公益



考察

１．規範的／制御的認識論としての側面

• 個人レベルの悪徳を集団的にどう組み合わせるべきか？

⇒ そのレシピは（いまのところ）なさそう （cf. Morton 2014）

• 相互批判の制度を維持すべし、という程度

⇒ 制度を崩壊させない／制度から放逐されない程度に

適度なら知的傲慢・不遜 etc.でもよい

（知的謙遜も少しは重要かもしれない （cf. Levy 2007））



１．規範的／制御的認識論としての側面

• 個人レベルの悪徳を集団的にどう組み合わせるべきか？

⇒ そのレシピは（いまのところ）なさそう （cf. Morton 2014）

• 相互批判の制度を維持すべし、という程度

⇒ 制度を崩壊させない／制度から放逐されない程度に

適度なら知的傲慢・不遜 etc.でもよい

（知的謙遜も少しは重要かもしれない （cf. Levy 2007））

【課題】まだ１つの制度内に限定された議論

• 個人と制度、複数の制度、非制度的領域、の相互強化・衝突

⇒ マルチレベル選択説に似た議論が必要（Levy and Alfano 2019）

• 認識主体の個別化の基準も問われる

考察



考察

２．倫理の側面

• 両立するのか？

• 悪徳はやはり直した方がよいのか？

• 悪徳が個人・他者にもたらす苦痛や善き生の阻害の度合い

例：陰謀論、反科学、拙劣な意思決定

集団レベルの認識
「私悪すなわち公益」

個人レベルの倫理
善き生（福利・開花繁栄）

？



考察

２．倫理の側面

• 両立するのか？

• 悪徳はやはり直した方がよいのか？

• 悪徳が個人・他者にもたらす苦痛や善き生の阻害の度合い

例：陰謀論、反科学、拙劣な意思決定

【課題】 トレードオフ関係の cost-benefit 分析

– 悪徳克服 vs. 悪徳のおかげで生まれる知識の恩恵

⇒ マルチレベル選択説（前述）とどう組み合わせるか？

集団レベルの認識
「私悪すなわち公益」

個人レベルの倫理
善き生（福利・開花繁栄）

？



結論

• 認識的悪徳に注目する悪徳認識論の興隆

– 実践的意義、徳認識論からの（部分的）移行

• 問い直されるべき前提

– 悪徳は常に克服されるべきものか

– 個人主義：認識と悪徳の主体として個人に定位

• 認識版「私悪すなわち公益」

– 個人の悪徳を含む形で全体として真理貢献的

• 今後の課題

１．個人と制度、複数の制度を扱うマルチレベル選択説

２．集団レベルの認識と個人レベルの倫理の関係

３． １．と２．を組み合わせた理論枠組み
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