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眞嶋俊造・村松正隆（北海道大学） 

 

はじめに 

第 3 回応用倫理国際会議が、2008 年 11 月 20 日より 23 日まで、北海道大学大学院文学研

究科で行われた。2007 年 2 月ならびに 11 月に第 1 回ならびに第 2 回会議が行われ、この会

議の存在が認知されてきたこともあり、11 カ国より1、60 人ほどの参加者があった。基調講

演 5 本の他、環境プラグマティズムをテーマとしたミニ・シンポジウム、ならびに 30 強の

口頭発表が行われ、テーマも生命倫理、環境倫理を始めとして、情報倫理、教育倫理、脳神

経倫理、メディア倫理、グローバルエシックスなど多岐に渡っており、質量共に「国際会

議」の名称に相応しいものに成長していると言えるだろう。 

本稿では、この第 3 回応用倫理国際会議の様子の一端を報告するために、5 本の基調講演

の概要を紹介する。それぞれの基調講演は、著名な招待講演者によるものであり、テーマも

多彩であって、これらを概観するだけでも本国際会議の広がりを見ていただくことが出来る

だろう。基調講演 5 本の概要は以下の通りである。 

 

1. ルース・チャドウィック（Ruth Chadwick）教授：「応用倫理学において何が『応用さ

れて』いるのか？」 

2. アサ・カシャー（Asa Kasher）教授 「戦闘員の生命：大変革への申し立て」 

3. 李瑞全（Lee Shui Chuen）教授 「緑の思考の理念：儒教の遺産から地球温暖化へ」 

4. マイケル・シーゲル（Michael Seigel）教授 「全体論的解決対実践的ステップ：変

化へのパラメーターの定義に向けて」 

5. アンドリュー・ライト（Andrew Light）准教授 「いかにして文化戦争を始めるか：

生じ始めたナノテクノロジーとのアメリカの戦争」 

 

タイトルを見てもわかるように、扱われているテーマは、応用倫理学一般への総括的反省、

戦争倫理、環境倫理と東洋思想とのかかわり、環境倫理運動の総括と未来への指針の提示、

ならびにナノテクノロジーを巡るものと、広がりのあるものとなっており、参加者の関心に

応えるものであった。 

 

1. 応用倫理学の方法論と射程：ルース・チャドウィック 

11 月 21 日の昼過ぎ、応用倫理研究教育センター長である新田孝彦により開会の挨拶が行

われた後、最初の基調演説がカーディフ大学のルース・チャドウィックによって行われた。

チャドウィックはカント実践哲学の研究における世界的な権威であり、また生命倫理の領域

                                                        
1 スイス、インド、オランダ、トルコ、イスラエル、イギリス、台湾、日本、オーストラリア、ニュージー

ランド、アメリカ合衆国。 
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でも世界的な第一人者である。応用倫理における包括的なリーディング、Applied Ethics 

(6.vols)の編纂者としても著名である。 

チャドウィックの講演は、応用倫理学全体の姿を見渡しつつその行方について思考する、

包括的なものであり、同時に今後応用倫理学全体がどのような方向に進むべきかについて、

示唆を与えるものであった。 

当該講演は、「応用倫理学の射程」「応用倫理学のモデル」「挑戦」「科学と技術」「倫理的

道具立て」という諸項目に応じて進められた。 

「応用倫理学の射程」においてチャドウィックは、応用倫理学が生命倫理学の領域で発生

した後環境倫理へと広がり、さらに科学技術倫理全般へと拡大してきたこと、現代において

は農業倫理、コンピューター倫理、メディア倫理、食糧倫理など、様々な分野が登場してき

ている事態を概観する。 

これらの諸領域の登場は、科学技術の進歩とその人間生活へのインパクトを原因とするも

のであるが、新たな諸問題に対してどのようなアプローチ方法があるかの整理にチャドウィ

ックは向かう。チャドウィックによれば、一方で理論を重視したアプローチ、他方に、理論

を先行させることなく個々の具体的な問題に立ち向かう「技術者的」アプローチとがあるこ

とを指摘する。理論を重視したアプローチとしては、義務論や功利主義が考えられ、また、

理論を上位に立てて過度にその基礎付けを求めることのない中位レベルの理論的アプローチ

としては、ビーチャムとチルドレスが提唱した、生命倫理学の四つの原則を考えることが出

来る。他方「技術者的」アプローチ（ボトムアップアプローチ）としては、文脈的アプロー

チや決議論などが挙げられる。チャドウィックはそれぞれのアプローチの利点と弱点を指摘

し、応用倫理学に属する様々な理論の特徴を浮き彫りにし、同時に各々の理論がいかなる問

題の解決に向いているのかを指摘する。 

もっとも、いかなる理論を採るにしても、およそ応用倫理学一般に向けられる様々な疑念

も存在する。例えば、「倫理の専門家」といった概念は本当に有効なものか、様々な人びと

から疑問が向けられており、応用倫理学に携わる者はこの問いに答えなければならない。 

またこうした疑念とは別に、従来倫理学において使われてきた諸概念が、科学技術の発展

の中で次第に変貌していく可能性がある。応用倫理学に携わるものは、こうした変貌につい

ても意識的でなければならない。 

もっともチャドウィックによれば、いかなる理論を採り、またいかなる問題に直面するに

しても、常に見失われてはならないのは、解決や考察を求める「問題」が存在するという事

態である。応用倫理学とは、現代の諸問題がほぼ必然的に持つ倫理的な側面を同定すること

に貢献すること、そして、同定された問題を思考するための倫理的な道具を提供することを

目的とする。チャドウィックは最後に、これらの問題を解決するために、応用倫理学は、哲

学者と諸専門家のみならず、さらには様々な学問領域の協力を求めている、というアピール

を行い、講演を終えた。 

 

2. 非「戦闘要員」軍人への攻撃免除：アサ・カシャー 

続いて、夕刻にはテルアビブ大学名誉教授のアサ・カシャーによる第二の基調講演が行わ
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れた。テルアビブ大学哲学部名誉教授であるカシャーは、イスラエル国防軍（Israel Defense 

Force）の学術的アドバイザーであり、現在イスラエル国防大学で教鞭をとっている。 

カシャーの講演は「戦闘員の生命：大変革への申し立て（Combatants’ Life: A Plea for a 

Major Change）」という題目で、戦闘に直接参加していないが非「戦闘要員」の軍人を保護を

論じるものであった。まず、今日我々が直面している多くの武力紛争を、恒久平和と「全て

の国民が戦闘員として扱われ、また直接攻撃の対象となる」総力戦との両極端の間に位置づ

け、そのような状況では戦闘員・非戦闘員の間に区別がなされ、後者への直接攻撃を禁止す

ることが規則となっていることを指摘している。この「区別規則」はジュネーブ条約によっ

て法的規律として、また正戦論においては倫理的原則として認められているが、カシャーは

その大幅な改革をする必要性を主張する。カシャーは、武力紛争時において制服を着た全て

の戦闘員を正当な攻撃対象とすることに関する哲学的な議論はなされていないとし、民間人

保護に係るこれまでの議論の問題点を指摘した。 

カシャーは、ジェフ・マクマハン（Jeff McMahan）の言葉でいうところの「もし他の全て

の条件が等しいならば、不正に脅威を及ぼす者にしては防衛的強制力を行使することが許さ

れる」という「防衛的軍事力行使許容原則（principle of the permissibility of defensive force）」

を、戦闘員に対する直接攻撃を限定し、また戦闘員を現行以上に保護するための「規制的」

な基準として適用することを提案する。カシャーはこの実現・実行可能性については必ずし

も楽観的ではないが、これまでの国際人道法や正戦論がこれまで通念上正当とされてきた規

制に係る理念の概算的近似である「近似理論」に過ぎないことを指摘した上で、防衛的軍事

力行使許容原則についても同じことがいえると論じる。つまり、もし適切に解釈され完璧に

履行されたとするならば、それは規制に係る理念の表現体であり、またもしそのように解

釈・履行されなかったとしても、それは過去の倫理・法・制度的な体系の道徳的改善につな

がるような、規制に係る理念の近似を構成する要素になると論じる。 

最後に、カシャーは、直接戦闘行為に参加していない戦闘員の保護が示唆する可能性を 3

つ指摘する。はじめに、テロリズム等の不正な脅威と戦う際、民間人への付随的被害の軽減

が戦闘員への危険の増加を意味する場合においては、民間人保護の原則を限定する可能性を

考慮すべきである。次に、攻撃から保護されるべき民間人、自由に攻撃してもよい戦闘員、

制服は着ていないが戦争遂行に重要な役割を担っている「請負」戦闘員というカテゴリーの

追加可能性を考慮すべきである。最後に、制服を着た全てではなく、特定の機能・役割を付

与された部隊（例えば戦闘部隊、実戦部隊）に属する者を「（真の意味での、またそれゆえ

に正当な攻撃対象として認められる）戦闘員」とするような、戦闘員の概念をさらに精緻化

する可能性を検討すべきである。 

 

3. 環境問題への儒教倫理アプローチ：李瑞全 

会議二日目の 11 月 22 日には、環境倫理を巡る二つの基調講演が行われた（なお当日は、

環境プラグマティズムを巡るミニ・シンポジウムも行われ、環境倫理を巡って活発な議論が

行われた一日であったといえる）。 

全体としては第三番目となる基調講演は、国立台湾中央大学の李瑞全教授により、「緑の
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思考の理念：儒教の遺産から地球温暖化へ」というタイトルの下で行われた。李の講演は、

中庸を尊ぶ儒教の思考が人間中心主義と地球中心主義の対立を乗り越える可能性を示唆する

ものであり、東洋思想の環境問題解決への可能性を聴衆に訴えるものであったといえる。 

李はまず、ピーター・シンガーを援用しつつ、われわれがすでに一つの世界に属しており、

環境問題に共同で対処する必要を確認し、ついでトマス・ネーゲルを援用しつつ、個人であ

る我々が地球規模の問題の解決を目指す際の二つの視点、即ち個人的で部分的な視点と普遍

的で公平な視点の存在を確認する。氏によれば、環境問題のような大規模かつ重要な問題に

おいては、これら二つの視点の対立が必然的に生じることになり、この対立を道徳的に解決

することが重要となる。そして、特に環境問題においては、後者の視点、即ち普遍的で公平

な視点の採用が要請されることになる。李によれば、ピーター・シンガーの動物の権利の擁

護に見られるように、人間は次第に普遍的な視点を採用するようになり、動物に道徳的配慮

をなす議論も強いものとなってきている。 

もっともここで、この道徳的配慮を植物や、山河といった非生物にまで及ぼすか否かとい

った問題が生じてくる。そして、道徳的配慮の拡大を肯定する議論としてレオポルドの土地

倫理や儒教が、李の考察に取り上げられることになる。 

李が確認するように、生態学的思考の代表であるレオポルドの土地倫理は、生物諸個体を

相互依存関係にあるものと見なし、諸個体それぞれではなく、それらが織り成す全体を重視

する志向を示す。従ってこの議論は、人間以外の感覚をもたない存在者にも配慮をなすべし

とする議論を強固に支え、従って、上述の「公平な視点」に立つものといえる。もっともこ

の視点を強固に推し進めれば、人間に対して全く配慮しなくてもいいという極端な帰結に至

る可能性もある。李によれば、ここで儒教的な思考を採用することが有効となる。 

李は、儒教は人間に特別な地位を認めるが、それはまさに、人間が道徳的な存在者だから

である。人間は生物学的には他の諸生物と同等であるが、知性を付与されている点でこれら

と異なる。しかしこの知性は、人間の卓越性の証である以上に、人間が道徳的存在者として

の責任を不可避的に持つことを示すものである。 

また、儒教は家族などの共同体を重視するが、決して当該共同体のレベルで満足するもの

ではない。共同体は常に、拡大へと呼びかけられているのである。確かに私たちは家族や友

人といった親密なレベルから出発するが、この親密な共同体を拡大しない理由は全くないの

である。こうした思考は、極端ではない形で、私たちの道徳的配慮を生態系全体へと拡大す

ることを可能とするものである。 

このように、儒教を基盤として環境問題を考えた場合、人間は道徳的存在者として定位さ

れ、また、道徳的配慮の対象である共同体を拡大することが要請される。私たちは生態系の

他のメンバーに対して好意的であり、また彼らの苦しみを減らし、同時に彼らの能力を開花

させるという義務を持つのである。そしてこのような発想に立ったとき、環境倫理学内部に

おける人間中心主義と地球中心主義との対立は、建設的に乗り越えられることになる。 

李の講演は、このように儒教的発想が環境問題の解決に対して及ぼしうる寄与を示唆した

後、個人的レベルから国際機関のレベルに至る、様々な段階における、環境問題解決のため

の実践的努力を訴えるアピールで締めくくられた。 
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4. 環境を巡る倫理問題の政策的解決に向けて：マイケル・シーゲル 

昼休みを挟んで 13 時すぎからは、南山大学のマイケル・シーゲルによる、全体としては

第 4 回目となる、講演が行われた。タイトルは「全体論的解決対実践的ステップ：変化のた

めのパラメーターの定義に向けて」というものであった。シーゲル氏の講演は、環境問題の

歴史的総括と反省を目指すスケールの大きなものであると同時に、環境運動の現状の失敗に

ついての分析を行い、環境問題の解決のための提言を列挙する、きわめて具体的なものであ

ったといえる。 

シーゲル氏はまず、環境運動の歴史を振り返ることから始め、1970 年代の環境運動の勃興

から、1992 年の地球サミットまでの流れを概観する。シーゲルのこの概観は、最終的に、リ

オデジャネイロサミット以後、『環境主義の死』などの論考を引きつつ、環境運動が全く停

滞していることを指摘する点にある。 

この停滞の分析のために、シーゲルは環境運動にある三つの流れを大別する。即ち、「自

然に還れ」というもの、環境正義に代表される運動、そして、社会―経済的なシステムを変

えることなく解決を模索するシステムである。 

こうした見立ての後、シーゲルは、事物を相互関係にうちで考察するアプローチ、すなわ

ち「全体論的アプローチ」の存在を指摘する。地球中心主義などをラディカルに唱える「全

体論的アプローチ」は特に 1970 年代に一定の力を得たが、その抽象的な性格のゆえに、次

第に人びとの関心を失っていった。 

こうした事態の中で現れたのが、プラグマティズムである。問題解決のための実践的なス

テップを強調する環境プラグマティズムは確かに一定の役割を果たしたが、しかしプラグマ

ティズムがはらむ、現状維持に流れる危険性が忘れられてはならない。また、現在の環境運

動の停滞は、こうした現状維持的傾向に端を発するものであるともいえるのだ。 

こうした診断の後、シーゲルが特に強調するのは、現在の環境を巡る諸状況において、現

状維持的であることも、あるいは現状変革的であることも、いずれも不可能である点である。

現在の環境状況は現状維持的であることを許さない。しかし変革を行うとしても、一体何を

考慮すればよいのか、明晰とはいえない。 

環境運動が停滞し、必要な変化が訪れない理由は様々挙げられるが、シーゲルはここで特

に、経済的ならびに政治的な分析の必要性を訴える。以下、紙幅の関係上簡単になってしま

うが、それぞれの論点に触れる。 

環境問題解決のために必要な変化がなかなか好意的に迎えられない事情の一つに、経済的

分析の困難さがある。環境問題解決のための施策は経済的な領域に必然的に影響を及ぼすが、

この影響があまりに不確定であるために、環境政策に対しては常に、経済成長を阻害するの

ではないかという警戒心がある。シーゲルは様々な歴史的実例をもとにして、こうした予測

不可能性を軽減するモデルを作り上げる必要性を訴える。 

ついでシーゲルは、環境政策決定のために重要な意思決定のプロセスを分析する必要性を

訴える。重要なのは、「累積的意思決定」と「公的意思決定」という二つのレベルへの分節

である。「累積的意思決定」は、個々人の私的な振る舞いが累積して、ある定まった方向へ

の変化をひき起こしている事態を指す（従ってこれは、公的意思決定のように、可視的に分
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析することは出来ない）。環境問題をひき起こしているのは、実質的にはこの「累積的意思

決定」であるのだから、重要なのは、そのプロセスの分析である。シーゲルが特に重視する

のは、我々個々人の行動の決定に影響を及ぼす情報が、どのような形で伝播しているのか、

これを分析する必要性である。そのプロセスが明らかになれば、我々が環境を配慮しつつ意

思決定するよう促すように、新たに情報を提供していくためのモデルを構築することが出来

るからである。 

こうした分析の後に、シーゲルは未来に向けての具体的な方策を訴えたので、ここでは特

にそれらを紹介することにしたい。シーゲルによれば、問題の解決の際には次の点が留意さ

れなければならない。 

 

・民主的手続きの優位 

・ラディカルな社会改革への留保 

・達成可能で適切な解決策の提案（もっとも、「達成可能性」の名のもとで、妥協的な 

 案ばかりが採用されてはならない） 

・環境問題解決のための意思決定のために、累積的意思決定のプロセスを分析すること 

・情報伝達の効率的手段は有効であるが、現状では情報技術の発展が、事態を悪化させ 

 ていることの認識 

・時間はあまり残されていないこと 

 

困難さを自覚しつつも変化への希望を忘れないことを、アメリカ合衆国に黒人初のオバマ

大統領が誕生したことを引き合いに出しつつ訴え、シーゲルの講演は締めくくられた。 

 

5. ナノテクノロジーに係る倫理的イシュー：アンドリュー・ライト 

会議全体を締めくくる最終日には、環境プラグマティズムの提唱者として世界的に著名な、

ジョージメイスン大学グローバルエシックス研究所長を務めるアンドリュー・ライトによる

講演が行われた。ライトの講演題目は「どのように文化戦争を始めるか：ナノテクノロジー

を巡る昨今のアメリカ」というもので、ナノテクノロジーの倫理を巡るものであった。発表

は、「遺伝子組み換え食糧に対する外在的及び内在的な反論」、「生命倫理からナノテクノロ

ジーの倫理へ」、「予見されるナノテクノロジーへの外在的反論」の 3 つのトピックに従い、

順を追って論じられた。 

まず、遺伝子組み換え食品に対する外在的及び内在的な反論として、①人体・健康に対す

るリスクの懸念、②環境に対するリスクの懸念、③「遺伝子組み換えにより生産された食糧

は『不自然』だから避けられるべきである」という主張、以上 3 つを挙げる。ここでライト

が重要視し、検討するのが第 3 の「不自然である」という主張に基づく反論である。この反

論は、他 2 つの反対意見が依拠するリスクとは異なるため検証ないし測定が不可能であり、

また、宗教的、精神的ないし哲学的体系に基づいた、「民衆的」な形而上学的直観に依拠す

るという特徴を持つ。ヨーロッパでは、遺伝子組み換え食糧を巡り、人体・健康や環境リス

クという外在的な要因への懸念と「不自然である」ことに基づく強固な内在的主張が展開さ
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れてきたが、このような内在的要因を反対の理由として持つ人々を満足させることはより難

しく、せいぜい「オプト・アウト」――この場合、食品表示制度を導入することにより遺伝

子組み換え食品を購入しない機会を保障すること――により状況を改善することに過ぎない。

むしろ、その結果として引き起こされるのが「文化戦争」であるとライトは主張する。例え

ば、国家間の規制競争に加え、他の人を助けることにつながる可能性のある技術開発に反対

する人々によりもたらされる害悪、遺伝子組み換え作物を栽培する畑を焼き払うことや、研

究や開発、商品化に関わる施設や人々に危害を与えることに「文化戦争」の内実が体現され

ている。 

 次に、「生命倫理からナノテクノロジーの倫理へ」では、遺伝子組み換え食糧を巡る議論

をナノテクノロジーの事例に重ね合わせて分析する。ナノテクノロジーを巡る倫理的問題の

大部分は、人体・健康、環境のリスクと個人および国家間の公平の問題に還元される点で、

前述の遺伝子組み換え食糧における外在的要因と同じである。しかし、一部のナノテクノロ

ジーを巡る倫理問題で同意に至らない場合、それは内在的要因に基づくことがある。治療目

的に使われる医学的ナノテクノロジーを例に挙げると、それが「不自然な」人工的な改変で

あるという反論がなされるとすれば、それは内在的要因に基づく反論であるといえる。さら

に、一部のナノテクノロジーには内在的な反論、とりわけ、ナノテクノロジーにまで足を踏

み入れることは人間のすべき所業を超えているという意味で傲慢であるという主張が唱えら

れている。例えば、エンハンスメント医療ナノテクノロジーにおいては、公平さに関する問

題に加え、極端な延命を約束する治療は自然に反するという反論を引き起こすことが予想さ

れる。それでは、アメリカでは既に文化戦争が起こっているのだろうか。確かに、ビル・マ

ッキベン（Bill McKibben）やレイ・カーズウィル（Ray Kurzweil）といった論者の間で内在

的要因を巡る議論が展開されている。 

最後に、「予想されるナノテクノロジーへの外在的反論 」について検討がなされた。新た

に起こりつつあるナノテクノロジーの商況は、かつて社会的に重要とされた技術開発よりも

重要なインプリケーションを持つ。2014 年までに 2.5 兆米ドルのナノテクノロジーの市場が

すでに見込まれており、巨大市場の衝撃によって技術が成熟する前に市場で失敗するという

巨大なリスクが生まれるかもしれないという反論ができるだろう。 また、巨大なリスクが

ある場合には国民の国家に対する信頼維持が重視されるが、現在のアメリカ政府が持つ監督

責任は国民の信頼を維持するには不十分であり、急速な発展をとげるビジネス状況に対して

適切に対応しているとは言い難い。このことについてのライトの所見は、ブッシュ政権がと

ったナノテクノロジーの環境規制への対応は一貫しており、①科学上のコンセンサスを否定

し、②規制がなければビジネス環境はよくなるという想定に基づく、以上 2 点に集約される。

それでは他の選択肢はないのであろうか。そのひとつは、科学上のコンセンサスを踏まえ、

適切な規制によって安全を担保することであるとライトは主張する。全米科学アカデミー

(NAS)は NNI 環境衛生および安全性報告書を再検討しアメリカ連邦議会に独立した推薦をす

るための委員会を選んだこと、またユッカマウンテンにおいて廃棄物処理・貯蔵施設が建設

されたことをその成功例として挙げ、発表が締めくくられた。 

 



眞嶋俊造・村松正隆 

おわりに 

以上が五つの基調講演の簡単な紹介であった。これらの基調講演が、出席者にとって意義

深い機会であったこと、また次回以降の国際会議の新たな成果となっていくことを、主催者

一同、強く望んでいる。 

また、この場を借りて、基調講演者各位ならびに参加者に御礼申し上げると同時に、この

会議の開催のために尽力してくださった事務関係各セクションの方々にも感謝申し上げたい。 


