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1. 背景

「通例、［メタ倫理学の入門書によくあるフローチャートの］
最初の問いは次のように始まる。すなわち、「道徳的な文は、
信念かそれとも欲求のような態度のどちらを表すと思います
か？」」（Schroeder, M. (2009), “Hybrid Expressivism: Virtues
and Vices”, Ethics 119, 257-309）。



1. 背景：導入

• 大雑把に言うと、メタ倫理学の主要な課題とは、道徳的・規範的な語
りや判断、実践において、いったいどのようなことが起こっており、
我々はいかなることを行っているのかを多角的に明らかにすること。

• 大庭 (2004)によると、メタ倫理学は「善悪・正邪を語ることにおいて我々
自身は何をしているのかという自己理解」に関わる。

• 佐藤 (2017)によると、メタ倫理学は「倫理や道徳のそもそも」（「そもそ
も善いってなに？」）をいろんな観点から考えることに関わる。

• たとえば、「人懐っこい犬を蹴り飛ばす行為は悪い」と我々が道徳的
に語り判断するとき、我々は何をしているのだろうか？また、それは
「人懐っこい犬が吠えている」という事実に関する語りや判断と同じ
種類のものだろうか？



1. 背景：問題の区分

• メタ倫理学の問題は、主として次の五つに分類することができる。

① ［存在論］道徳的性質や事実は存在するのか？etc.

② ［意味論］道徳的語の意味や道徳的文の真理とはどのようなものか？etc.

③ ［心理学」道徳的判断は心理的機能として何を行っているのか？etc.

④ ［認識論］道徳的真理を我々はどのようにして知るのか？etc.

⑤ ［行為論］道徳的判断はいかにして我々を動機づけるのか？etc.

• たとえば、「自然主義VS反自然主義」は①に、「記述主義VS表出主
義」は②に、「内在主義VS外在主義」は⑤に関わる。

• ただし、①～⑤は相互に深く絡み合ううえ、人によって用語や定義が微妙
に異なるから要注意（ただし、これはメタ倫理学に限らない）。



1. 背景：円熟と受容

• ①から⑤に答えるメタ倫理学上の立場・理論は、まさしく百花繚乱・
群雄割拠の様相を呈しており、その整理やフォローだけでも一苦労す
る状況。

• ただし近年になって、メタ倫理学関連の入門書・概説書が相次いで登
場し、とっつきやすさは格段に上がりつつある。国内でも、双書現代
倫理学シリーズ（勁草書房）や蝶名林 (2016)、佐藤 (2017)が既刊。

• 現在の出版活況は、メタ倫理学の分野としての円熟ぶりと、現代の分
析哲学における受容（需要？）を示している。と思いたい。

• ここでは歴史をひも解くことはしない。その代わりに、本WSで問題と
なるいくつかの立場の思想的源泉を簡潔に見るにとどめる。



年代 登場・流行した理論 代表的支持者 ざっくり道徳的判断とは 雑キーワード

1900s~20s 直観主義 Moore, Prichard 実在する性質に関する直観 未決の問い論法
（Open Question Argument）

30s~70s 情動主義・指令主義 Ayer, Stevenson, Hare 情動・選好の表出 言語行為論
（Speech-Act Theory）

70s 錯誤説 Mackie 我々の投影に基づく錯誤 奇妙さによる論証
（Argument from Queerness）

80s~ 感受性理論 Wiggins, McDowell 性質と相互依存的な反応に基づく 先項不在説
（No-Priority View）

80s~ 表出主義
Blackburn, Gibbard, 
Horgan & Timmons

高階含む非認知的な態度の表出 心理主義的意味論
（Psychologistic Semantics）

90s~ 反応依存説・傾向性説 Wright, Lewis, Smith 反応する傾向性に基づく 理想的な状況下の傾向性
（Disposition under Ideal Condition）

90s~ 構築主義 Korsgaard, Street 実践理性の規則の構築物 実践的な観点
（Practical Point of View）

90s~ コーネル実在論 Boyd, Sturgeon, Brink 還元不可な自然的性質の表象 最善の説明への推論
（Inference to  Best Explanation）

90s~ 道徳的機能主義 Jackson 還元可な機能的性質の表象 ネットワーク型分析
（Network-Style Analysis）

2000s~ 虚構主義 Kalderon, Joyce 虚構にすぎないが役に立つ ごっこ遊び
（Make-Believe）

2000s~ 非自然主義的な実在論
Shafer-Landau, 

Wedgwood, Enoch
還元不可な非自然的性質の表象 独特の性質

（Sui Generis Property）

2000s~ ハイブリッド理論 Copp, Ridge, Boisvert 表象的信念と非認知的態度の表出 いいとこどり
（Having It Both Ways）
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1. 背景：三つ巴の原型

• 直観主義：道徳的判断とは事実を直観することである

• 悪いという性質は非自然的に実在し、「人懐っこい犬を蹴り飛ばす行為は
悪い」という文は（「人懐っこい犬が吠えている」と同じく）記述的な仕
方で真理値を持ち、実際に真である。

• 情動主義：道徳的判断とは我々の情動の表出である

• 悪いという性質は実在せず、「人懐っこい犬を蹴り飛ばす行為は悪い」と
いう文は少なくとも記述的な仕方では真理値を持たない。

• 錯誤説：道徳的判断とはそもそも錯誤に基づく

• 悪いという性質は実在せず、「人懐っこい犬を蹴り飛ばす行為は悪い」と
いう文は記述的な仕方で真理値を持つが、端的に偽である。

• これら三つの立場は単なる源泉にすぎないが、この後も念頭に置いて
おくと、本WSでの「三つ巴の対立構図」がはっきりするはず。



2. 趣旨説明

「ヒュームによれば、我々の理性は我々の情念の奴隷である。
しかし、その数ページ後に彼が（…）我々の情念は我々の理性
にもっぱら従属すると断言しているという事実をはっきりと指
摘する者は私が見る限り見つけられなかった」（Sturgeon, N. L.
(2015), “Hume on Reason and Passion”, in D. C. Ainslie and A.
Butler (eds.), The Cambridge Companion to Hume’s Treatise,
Cambridge: Cambridge University Press）。



2.趣旨説明：ワークショップのねらい

• 本ワークショップでは、我々三人の提題者が相互に異なるメタ倫理学
上の理論を提示し、建設的な批判や闊達な議論を相互に行う。

• だが、各人が自説を好き放題に展開するだけでは、「個人発表でやれ」と
いうことになりかねない（ワークショップあるある）。

• そこで、このワークショップでは非認知的な態度や反応の再検討という
共通テーマ・キーワードを掲げる。

• 先の①～⑤の問題を念頭に置きながら、各提題者が非認知的な態度の役
割や地位、機能を再検討することで、三つ巴の構図を作り出し、提題者
間の対立軸と係争点を浮き彫りにしたい。



2.趣旨説明：Q&A①

Q.非認知的な態度って何？

A. 非認知的な態度（noncognitive attitude; NA）とは世界のあり方を変え
ようとするもので、命令に似ている。

• 厳密には、NAは「世界から心へ」という適合方向を持ち、心ではなく世界
の側を適合させることで充足されるような心的状態のこと。

• 逆に、「心から世界へ」の適合方向を持つ典型的な心的状態は、表象的な
信念。信念は世界のあり方を写し取るもので、地図に似ている。

• 一般に、NAは行為を動機づける力を持ち、道徳的判断が持つように見える
行為指導的な（action-guiding）要素を説明してくれるものだとされる。

• NAの具体例：欲求（desire）, 情動（emotion）, 感情（sentiment）, 選好
（preference）,意図（intention）,規範の受容（acceptance of norm）,不同
意（disagreement）,賛意（being for）



2.趣旨説明：Q&A②

Q.なんで非認知的な態度（NA）？

A. 我々三人の提題者は、道徳におけるNAの重要性を認める点では共通す
るけれども、その根拠や観点、位置づけがそれぞれでまったく異なるから。

• NAに着目することで、提題者間の対立軸や係争点を可視化し、様々な角度
から「道徳的に語るということ」の本質を語りたい。

• なお、近年になって、NAの重要性は、道徳的判断のみならず、美的性質や
認識様相、蓋然性、味覚的嗜好の判断などでも認められつつある。

• 同様に、NAの代表例たる情動それ自体の哲学的分析も大きな盛り上がりを
見せて（さらにメタ倫理学に応用する事例も出て）いる。国内でも、信
原・太田 (2014)や戸田山 (2016)、プリンツ (2016)、信原 (2017)など、情動の
哲学についての関連文献が充実しつつある。



2.趣旨説明：Q&A③

Q.三人の提題者の立場と発表テーマは？

A.以下の通り。

• 小林知恵：表出主義における内的・外的視点

• 小林靖典：虚構主義の非認知的主義的な理解

• 横路佳幸：感受性理論のハイブリッド的な再構成

Q.なぜ全員まだ博士課程在籍中なのに科哲でWSやろうと思ったのか？

A. 空気を読ま（め）なかったからです皆様と一緒にメタ倫理学界隈を盛
り上げたく思ったからです！
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2. 趣旨説明：タイムスケジュール

• この後すぐ、小林知恵、小林靖典、横路の順で個人発表に移る。

• 各25分程度を予定。

• 5分ほどの休憩後、各人の立場の簡単な整理を行い、発表者間のディス
カッションに移る。

• 25分程度を予定（休憩時間除く）。

• 残りの時間で質疑応答を行う予定。

• 20分程度を予定。

• 時間の都合上、疑問や反論等はすべてここで頂戴する。
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的に語る権利を得ること」



［個人発表］

小林靖典

「虚構主義的非認知主義：慣習とし

ての道徳的語り」



［個人発表］

横路佳幸

「ウィギンズ的な融和的認知主義：

道徳的述語と道徳的判断を中心に」



ひとまず整理とまとめ

——「非認知的な態度」を通じて



虚構主義（小林靖）の場合

▪非認知的な態度（たとえば情動や反応； NA）は、次のように特徴づけられる。

1. 道徳的述語によって表出されているNAは、個々の行為に対する情動的反応だけ

ではなく、そのような反応に対して向けられる高階の態度である。また、NAは指令

的かつ安定的なものである。

2. NAは、道徳的述語の意味と一階の意味論において関係する。ただし、語用論的

に別種のNA’と結びつくことは妨げられていない。

3. NAは、道徳実在論的な外観を持つ私たちの言語実践を説明するために必要であ

る。NAの種類・強度・改訂の過程を特定することによって、道徳的語りに現れる真

理・蓋然性・心的独立性について説明を与えることができる。



虚構主義（小林靖）の場合

▪非認知的な態度（たとえば情動や反応； NA）は、次のように特徴づけられる。

1. NAは、道徳語が述語づけられている個々の具体的な行為やひとに対して直接的

に向けられている。

2. NAは、道徳語の意味と、意味論的・メタ意味論的に関係しない。NAは単に道徳

文の発話と慣習的に（語用論的に）結びついているだけであり、必然的に結びつ

いているわけでもない。

3. NAは、道徳的な語りの性質上、社会としての目的の達成という特性が強く、単な

る個人的な情動よりも公共性が強く、権威性がある。



感受性理論またはウィギンズ的な融和的認知主義（横路）の場合

▪非認知的な態度（たとえば情動や反応； NA）は、次のように特徴づけられる。

1. NAは、個々の具体的な行為やひとに対して直接的に向けられるのではなく、道徳

的性質V（またはVの例化物全般）に対して向けられる。

2. NAは、道徳的述語の一階の真理条件的な意味論には登場しない。他方で、 そ

のメタ意味論と語用論に登場する。特に、メタ意味論では、NAは、道徳的性質V

と相互依存の関係にあり、歴史的発展を形作る。

3. NAは、認識論的に見れば、道徳的性質Vを同定し取り出すために必要である。

残酷さを特定し、Xが残酷だと知るには、残酷さに対する我々のNAがどのようなも

のであるかを把握する必要がある。



［参考］三つ巴の対立構図

表出主義

（小林知）

感受性理論

（横路）

虚構主義

（小林靖）

共通：道徳的性質
は実在しない

共通：道徳文は命
題を表す

共通：道徳的実践は
ごっこ遊びでない



提題者ディスカッションへ



小林知恵さんへの疑問（横路）

ドウォーキンが批判しているように、道徳的実践や語りにおいて

外的な問いと内的な問いを分ける必要がそもそもあるのでしょう

か。むしろ、内的な問いだけを認めて、感受性理論のように、な

ぜ（準実在論ではなく）実在論を支持しないのでしょうか。その

方が、知恵さん（またはブラックバーン）は、「表出主義＋準実

在論」のパッケージをうまく生かせる気がします。



小林知恵さんへの疑問（小林靖典）

知恵さんに従えば、表出主義者は理論的には反実在論をとり、

実践的には実在論的な語りを認めるということになります。しかし、

すると我々は深く考えているときには反実在論に立ちつつ、日常

的には道徳的実在について語っているということになってしまい、

道徳的な語りがもはや虚構と区別がつかなくなってしまうように思

うのですが、表出主義はなぜ虚構主義に迎合しないのですか？



小林靖典さんへの疑問（小林知恵）

カルデロンと靖典さんによれば、道徳的な語りをする人は基本的

にある種の「ごっこ遊び」をしているとのことですが、（反実在論者

である）私を含め、おそらく多くの人は虚構的に語っているという

自覚をもっていないと思います。私たちが「ごっこ遊び」をしていると

いうのは、あまりに直観に反した主張ではないでしょうか。



小林靖典さんへの疑問（横路）

靖典さんの主張は、「虚構」や「ごっこ遊び」と呼ぶにふさわしいの

でしょうか。「ホームズは探偵である」などの虚構文はもとより、「生

き馬の目を抜く」などの慣用句表現ですら「ごっこ遊び」になってし

まうように思えます。また、道徳的に語るときに生じる非認知的な

態度は、疑似的な態度にならないのでしょうか。工場畜産に対

して、「ごっこ遊び上怒る」みたいに。



横路さんへの疑問（小林靖典）

横路さんに従いますと、道徳的性質は我々の反応と相互依存

する一方で、自然的な性質に還元できない特殊な仕方で存在

することになります。しかし、これはもともと非認知主義の動機と

なっていた自然主義的な世界観にそぐわないように思います。も

し、横路さんが哲学的自然主義を放棄するのであれば、特殊な

性質に関する認識論上の困難も生まれてくると思うのですが、な

ぜ非還元主義的な実在論に固執するのでしょうか。



横路さんへの疑問（小林知恵）

横路さんの実在論では、道徳的述語の指示対象や道徳文の

真理値に関する見解の不一致はどのように説明されるのでしょう

か。人工中絶の是非などを考えれば、私たちは往々にして不一

致に遭遇し、一向に意見が収束しないケースも多々あります。ま

た、時代や文化だけでなく、感受性すらもまったく異なる者とも私

たちは一致できるのでしょうか。「船酔いは価値がある」と彼らが

言うとき、その指示対象や真理値はどうなっているのでしょうか。



長い時間、ご清聴ありがとうございました。

（続いて質疑応答に移ります！）


