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ていること、および、方法の選択が、論者の探究姿勢、専門性への理解、取り組まれる問題に関

わる人びとの性質によって規定されることが論じられている。この議論を経て、（a）倫理問題と

それについての直観、（b）特定方法での倫理学の営み、（c）他領域の多様な知的営み、これらの

擦り合わせを通じて、当該問題に適切な倫理学方法論が練り上げられていく「実践論的な反照的

均衡」（PRE）が提起される。PRE は、異領域の人びととの接触の場を必要とするが、そのような

場に出る際には、（A）倫理学者だからこそ語れることの明確化と、（B）倫理学者として語ること

への反省が重要となる。前者の課題は第三章で、後者の課題は第四章でそれぞれ扱われる。

第三章では、情動主義、功利主義、プロスペクト理論、分析的義務論などを俎上に載せ、倫理

学の対象である倫理について考察が進められる。そして、岩盤としての直観から逃れようのない

仕方で、特定の理論的立場の説得力は個々の問題に対して個別に立ち上がってくる他はない、と

いう構造を倫理と倫理学に固有のものと認める“メタ「（メタ）倫理学」”上の個別主義が提起される。

そこで主張されるのは、倫理学における応用倫理学の問題圏の基底性であり、目の前の問題に対

して自分の倫理学をつくるという倫理学の核心である。

また、第四章では、倫理学者として語ることに付随する名宛人、政治性、文体の問題が扱われ、

思考と会話の活動としてのエッセイという新たな倫理学の方法が提案される。そして、結びとな

る第五章では、倫理学者の探究姿勢について、非臨床的臨床を試みる専門的素人としての「思慮

ある傍観者」アプローチが提案されることになる。

本書全体を通じて示そうと試みられているのは、倫理について倫理学者だからこそ語りうるこ

とを追究していくと、最終的には、応用倫理学の基底性に辿り着く、ということである。これが、

本書に「応用倫理学原論」という些か倒錯気味の副題が付されている所以である。

倫理学者はつねに倫理学者であり、それ以外ではないのか

品川哲彦（関西大学）

奥田太郎氏（以下、奥田と略記）の著作『倫理学という構え― 応用倫理学原論』につい

て、とくに倫理学者の果たすべき役割という論点からコメントする。倫理学者の位置づけ、倫理

と倫理学の違いについては、（同書にも私の倫理学者コーディネーター説が言及されているよう

に）私はこれまで何度か論じてきた（品川 1998:324-334;…品川 1999a:264-281;…品川 1999b:75-81;…品川

2000:266-269;…品川 2003a:103-125;…品川 2003b:3-15;…品川 2006:7-11）。

私がその問題に関心を寄せたのは次のような歴史的な問題意識からである。20 世紀前半のとく

に英米圏では、実証主義的科学観を背景にして、倫理的判断に用いられる概念の意味を分析する

メタ倫理学こそが倫理学のなかで最も、ないしは唯一、「科学」的な営みであるという見解が力を

得ていた。この見解は他面において、倫理学者は社会のなかに生じる具体的な倫理的問題につい

てそれを解決するのに寄与する何らかの専門的知識（expertise）を持っているという倫理学者像

を否定している。この見解は、しかし、経験と観察によって真理の証明が可能とする実証主義的

科学観が根本的な疑念にさらされるにつれて後退し、かわって 1960 年代を転機として、社会のな
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かに生じてきたとくに科学技術に関わる倫理的問題に対処する応用倫理学が興隆してくる。だが、

倫理学者が応用倫理学という新たな分野で働くときに、はたして倫理学者は倫理的問題を解決す

るための専門的知識を提供できるのだろうか。20 世紀前半に生じた倫理学者像の変容を迫った問

いがあらためて問いなおされる。倫理学者には専門的知識があるのか。あるとすれば、いかなる

知識がそれか。要するに、倫理学者は応用倫理学においていかなる寄与をなしうるのか。

このような歴史的な問題意識を、奥田が私ほどに強く抱いているかはさだかでない。生命倫理

学や環境倫理学がまだ新しい分野という認識のもとに日本に輸入されていた 1980 年代に研究生活

を始めた私に比べて、なにぶん、奥田はすでに応用倫理学が看過できない倫理学上の、また、社

会的な意義を持つようになったあとに研究生活を始めた研究者だからである。とはいえ、奥田は、

倫理学者の役割は何かという倫理学研究者に不可避と思われるこの問いに深い関心を寄せて、そ

れを軸に、タフで明快な思索を展開し、その著書をまとめあげている。とくに第三章でのプロス

ペクト理論その他の紹介は日本の倫理学の一般書にはまだあまりみないので貴重である。センの

指摘するように、経済学（の工学的側面）と倫理学との交流は倫理学に寄与するだろうが（セン：

126-127）、文学部のなかに哲学および倫理学が位置づけられる日本の大学制度では、なかなかそこ

へのアクセスが見出しがたいからだ。奥田の叙述のなかには、既存の日本の大学教育カリキュラ

ムのなかでの分野間の隔てを乗り越えて、倫理学を出発点として他の諸学とのつながりをつける

萌芽がある。

したがって全体としては、私は同書の執筆の意図に賛同している。しかしまた、その叙述に疑

問を抱いた点もある。それについて以下に記そう。それらは互いに連関し、四つに分節できる。

1. 倫理学だけが有用性を問われるのか。倫理についてはそうでないのか

最初の質問は倫理学無用説と倫理学有用説についてである（28-30 頁）。奥田は、倫理学につい

ては意見が分かれるが、倫理は有用だという見解は共有されていると考えているようである。奥

田によれば、倫理学無用説は「倫理は個々人の心の問題だ」という理解から生まれる。私の考え

では、この理解は、きわめて素朴に語られた場合には論駁するのはたやすい。すなわち、この立

場が「倫理的判断はひとりひとり違うから、倫理や倫理学者は無用だ」という主張をするほどに

素朴なら、「倫理的判断に含まれる善悪や当為は普遍化可能性を含意するので、あなただけにあて

はまる倫理的判断というものはありえない」とメタ倫理学的に論駁できるからだ。だが、この見

解はこれだけで一蹴できるほど弱くはない。その根強さの一因は、生き方の選択や生活設計はプ

ライバシーの問題だという理解にある。だから、上の見解はミルの危害原則を援用して擁護でき

ないわけではない。危害原則は、何よりも国家による法的な処罰を制限するためのものだが、ミ

ルの警告は世論による価値観や行動規範の押しつけにも向けられているからだ。すると、先の見

解の支持者はこう宣言するだろう。「私以外の誰もが私に特定の倫理を押しつけることができな

い領域がある。生き方の問題がそれである。そこでは、倫理は無用の長物である」。あるいはま

た、この人間がロールズを読んでいれば、「生き方の選択は個々人が懐念し、追求する善の構想で

ある。社会の役割は社会の構成員がそれぞれの善の構想の実現をめざす権利を保証するだけであっ

て、特定の善の構想を社会の構成員に押しつけることではない」と主張するかもしれない。もし、

そうだとすれば、倫理学無用説は倫理学の無用にとどまらず、倫理の無用をも主張する倫理無用
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説に進展する可能性があるだろう。（特定の分野の専門家であるわけではない）一般の市民が「生

き方の専門家はいない。倫理学者であれ誰であれ、人びとを生き方について教導したり示唆した

りする資格はない」と主張する場面を思い描くことは、私には、そう難しいことではないように

思われる。

ところが、奥田は倫理無用説を想定していないようである。奥田の思考がこの方向に進まなかっ

たひとつの要因は、おそらく倫理学無用説をある技術者の見解から引き出したことにあろう（24-27

頁）。奥田は、技術者倫理の書物を著した比較技術工業論の専門家中村収三の「倫理は“こころ”

の問題だ［から］工学倫理は技術者が教えるに越したことはない」（24 頁 :［…］内は品川による補

足）という主張を援用している。だから、奥田にとって、問題はすでに社会的であって私的領域

にはない。しかも、（倫理学無用説、有用説についてのその後の叙述では、それぞれの立場に立っ

た倫理学者の主張が示されているにしても（28-30 頁））、奥田がさしあたり念頭においているのは、

なんらかの分野の専門家からその分野の素人である倫理学者に突きつけられる倫理学無用説であ

る。

しかし、だからといって、それで先述の倫理無用説を遮断することはできないだろう。奥田

は、たとえば、「環境倫理の問いとは、より深く、私たちのこれからの生き方そのものへの問いに

関わってくる」（38 頁）と、あるいはまた医療と生命の倫理については「もっとも深く自分自身に

関わる問題」（44 頁）と、応用倫理学諸分野についての叙述をまとめた箇所では「私たちの価値観

や人間観」（56 頁）に関わっていると記している。これらの叙述は読者一般に向けて内面的な問題

の再考を促しているのにほかならない。しかし、もし、倫理無用説の読者なら、倫理学者奥田の

言をまさに内面の問題を扱うものであるがゆえに拒否すると予想できる。したがって、私の第一

の問いはこうなる。いったい、奥田は、《倫理学だけが―あるいは少なくとも倫理学が他の学に

優先して―関わるような領域として「生き方」「価値観」「人間観」を想定しているのだろうか。

もしそうなら、どのような根拠からそう想定できるのだろうか。またその場合、「生き方」「価値

観」「人間観」という表現によってどのような内実が想像されているのだろうか》。

視点を変えてみよう。化学、物理学等、科学技術の基礎となる学問や、医学、心理学、あるい

は経済学等々の専門家の発言に私たちが耳を傾けるのは、それが私たちの選んだ人生設計を推進

するのに役立ち、あるいは、想定していなかった不幸を回避するために人生設計を修正するのに

役立つからである。諸学は目的合理的に役立ち、目的それ自体は、私たちは諸学から教わること

なく― といっても、もちろん、諸学の成果は生活世界に流入していて、私たちの選択肢をすで

にあらかじめ予描しているのではあるが― 設定している。これにたいして、生き方や価値観や

人間観に関わる倫理学は目的の設定や選択それ自体になにがしか影響する。奥田はそう主張する

のであろうし、私もその主張に賛成する。しかし、だとすれば、第二の問いはこうなる。すなわち、

《倫理学者は他の分野の専門家とどのように関係するのだろうか。たとえば、経済学者が「経済的

に善」なる選択肢を推奨するときに、倫理学者が人びとの注意を喚起して推奨する「倫理的に善」

なる選択肢は、それと競合秤量して争われるひとつの善なのか、それとも原理的に後者は前者に

優先する切り札なのだろうか》。この大問題にたいして奥田が本書のなかで一刀両断の答えを明示

していないというので批判するつもりは毛頭ない。第二章の叙述は相応に明快である。けれども、

倫理学者とそれ以外を対比する議論の進め方のもとで他の学の専門家は一様に後者に分類されて
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しまっているが、そうしないほうが応用倫理学の学際性やそのなかでの倫理学（者）の役割と位置

づけをもっと展開できたのかもしれない。

2. 倫理学者はつねに倫理学者であり、それ以外ではないのか

以上述べてきた問いは、つまるところ、奥田が第四章でとりあげている「誰のために倫理学を

するのか」という論点に収斂していく。

第四章には、私の倫理学者コーディネーター説が言及されている。だいぶ以前の説に論及して

くださったことに感謝する。ただし、この説の要点のひとつは、倫理学者であることと一市民で

あることとのあいだの緊張にあった。応用倫理学が扱う問題は「第一に、社会生活に根ざしており、

第二に問題の発見と（ときには）回答が現場の当事者によって」（品川 1999b：77）行なわれる傾

向がある。むろん倫理学者も一市民である以上、第一の脈絡でその問題に立ち入ることができる

し、あるいは、巻き込まれることがありうる。しかし、第二の脈絡についてはどうか。そこでも

｢倫理学者は一市民として寄与するにすぎないのか。それとも、倫理について考察する学に従事し

ている倫理学者としてそれ以上に特殊な貢献ができるのか。もし、後者だとすれば、それは倫理

学者たることのいかなる能力、いかなる資格によってだろうか」（同）。私の提起した論点はそこ

にある。たしかに、「倫理学者の役割は、一歩引き下がった場所から、ときに人びとの感覚に形を

与えて問題の所在を明らかにし、ときに倫理学理論を背景として浮かび上がる問題を提示するこ

とで人びとを触発することであ［り］（中略）人びと自身がより進んで考えられるように導くこと」

（195 頁）であるという奥田の要約は、コーディネーターとしての倫理学者の説明として的確であ

る。けれども、議論の場に居合わせている倫理学者が上述の役割しかしないとかすべきではない

と、私は主張していたわけではない。むしろ、私は、倫理学者が市民として議論に参加する可能

性を意識しており、しかしながら、倫理学者としての関与と市民としての関与とのあいだには緊

張があるという論点を提起したのだった。すなわち、市民としては自分の価値観を代表しなくて

は自己誠実性を失うが、他方で、倫理学者としては市民としての自己の価値観に関わりなくもろ

もろの立場を、その必要があれば、論議に適するように定式化する公平さを保たなくてはならな

い。したがって、倫理学者は倫理学者であることと市民であることとのあいだで往復運動をしな

くてはならない。私はそういう形で、倫理学という学問の名において自分が信奉する特定の政治

的主張を喧伝したり、ときには市民を扇動したりすることを防ぐ一方で、倫理学者が自分の市民

的性格を圧殺しない道を確保しようとした。奥田がこの意図を汲み取らなかったとしても、それ

はやむをえない。奥田の名誉のために記せば、奥田が依拠しているテクストは一篇の論文（品川

2003a）に限られ、そこでは一市民たる自己と倫理学者たる自己との対比は強く明示されてはいな

いからだ。

だが、以上のような見解を持つ私からすると、奥田の倫理学者の描き方にはいささか違和感が

ある。奥田は倫理学者が社会生活に根差した応用倫理学的な問題にとりくむ場合に政治的なもの

との関わりが不可避だと指摘している（202 頁）。政治的関わりなしには、問題の解決ばかりかフ

レーミングすら不可能な場合もあるという指摘（217 頁）は一般的に正しい。しかし、奥田の描

き方では、倫理学者はただ倫理学者であって、それ以外の者ではないかのようにみえる。私には、

むしろ、《倫理学者である一個人のなかに倫理学者としての面と生活者として社会問題に関わる面
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とがあり、そのあいだの往復運動によってそのひとの倫理学者としての活動が生産的になるとい

う描き方のほうが適切ではないか》と思われる。これが第三の問いである。というのも、倫理学

者とは倫理学の観点から問題を考察する者をいうにすぎず、いかなる学問も生活全体をそのなか

に回収することはできないからである。

いかなる学問も生活全体をそのなかに回収することはできない― だからこそ、さまざまな学

問は生活のある側面についての知識を授けることができ、そこにとどまる。たとえば、生理学は

健康診断の数値の意味を教え、病理学はその数値からかかりやすい病気を示唆し、栄養学はその

数値の改善に通じるだろう食事を指図し、法学は病気になったときにいかなる権利を請求できる

かを説明し、厚生経済学は健康保険やその他の福祉制度のしくみと根拠を説明する。

しかし、それならば、《倫理学者は何を代表しているのだろうか》。これが第四の問いである。

一に記したように、倫理学者が与える示唆は「生き方」に関わるものであろう。それでは、倫理

学者は「生き方」全般についての専門的知識を持つものなのだろうか。とりあえずは、ある倫理

学者がある倫理的問題に何らかの自分なりの回答を示す状況を想定してみよう。その倫理学者は

何をしているのか。実際には、その学者の信奉する（功利主義なり義務倫理学なり徳倫理学なり

の）特定の倫理理論を代表しているのが通例であるようにみえる。むろん、それだけでは、特定

の倫理理論の選択自体が恣意性を免れないから、倫理学者たる者、複数の倫理理論に照らして

そのつどの問題に応答しなくてはならない。奥田は「古いものと新しいものとの往復」（256 頁）、

「異なる種類のエビデンス間の往復」（同）、「個別性と一般性との往復」（259 頁）、「専門的個別性

と素人的一般性との往復」（260 頁）の必要を指摘している。この指摘は的確である。とはいえ、

この往復は倫理学内部で行なわれているという感が否めない。そして、この往復が倫理学の内部

に留まるとすれば、《奥田の叙述から示唆されるこの筋道は、奥田自身がふれているウィリアムズ

の批判する「植民地総督府功利主義」（144 頁）の精神的態度に近づいていないだろうか》。これが

第五の問いである。これにたいして、奥田が第五章表題にいうように「あなたが倫理学をつくる」

（242 頁）のであって、倫理学者という特権の所有者がいるわけではないと反論するとすれば、そ

の反論は私には正当に思える。だが、その場合でも、依然として「倫理学を研究する者」（255 頁）

という特殊な存在は残り、だから奥田は実際にそれを「あなた」一般と差別化せざるをえないの

であり、そしてその性格づけにたいして、私は倫理学者の特権化につながるのではないかという

懸念を抱いたのだった。

3. 倫理学（者）にとっての「外」「他」は確保されているか

以上の疑問は、要約すれば、《倫理学（者）にとっての「外」「他」がいかにして確保されている

か》ということになるのかもしれない。冒頭に「居心地の悪さ」（3 頁）を記した奥田は「外」や

「他」にたいして鋭敏な感覚を持っている。だからこそ、本書が書けたのである。だが、読後の感

想としては、倫理学者たることのアイデンティティが強く押し出されて、「外」「他」はそのなか

に回収される傾向がある。そのことは、本書の意図が奥田の抱いていた倫理学者としての居心地

の悪さを少しでも解消することなら、本書の成功を意味している。しかし、応用倫理学の諸問題

が登場した時点にさかのぼれば、それらの問題は既存の倫理学（者）にとって一種の「外」「他」で

あって、社会の一員としての関心から倫理学者がそれらの問題を倫理学の思索にとりいれたから
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こそ倫理学を刷新する契機となったのではないか。それを思えば、倫理学者で（も）ある人間Ｘ氏

のアイデンティティとはただ倫理学者であることに吸収、還元されるべきものではないのではな

いだろうか。

4. エッセイについて

最後に、エッセイについて言及する。「﹁論文﹂ の形式に必ずしも囚われない ﹁エッセイ﹂ の思

想に基づいた語り方」（241 頁）の提唱に、私は反対しない。ただ、（日本語に限定していないとし

ても、奥田がさしあたり日本語での「語り」を念頭においているとすれば）この提言は私には文

化的伝統の障壁にたいしてナイーヴにみえる。

私の理解するかぎり、エッセイとは散文精神を体現したものである。したがって、韻文、すな

わち定型的なリズムに乗ることでの説得力や共感を捨て去ったところに成る。むろん、その文体、

思考があるリズムを形成することもあるが、エッセイは自分が作り出したリズムについても、自

分が自分の調子に乗ってしまうのを恐れて、あえて遮断する場合がある。そうした散文精神は、

私見では、抒情性と無言の了解に流れやすい日本語の世界には息づいていない。エッセイと日本

の随筆の違いについて吉田健一の言を援用すれば、「エッセイも日本の随筆に似て、詩の要素や、

小説の要素や、批評その他色々なものが入っているが、日本の随筆と違うのは、随筆がその何れ

の要素が作っている世界からも締め出しを食わされ、何れにもなり切れないのに対して、エッセ

イは、それが散文で書かれたものという制限はあっても、散文で書かれるものは凡てエッセイか

ら出発し、エッセイが最後までその基調になっているという点にある」（吉田：367-368）。

ここで思い出されるのは、パリは各人がそれぞれを試みようとする（essayer）場所だというア

ンドレ・ジョルジュの言葉を引用し、それをモンテーニュのエセーに関連づけることでフランス

の伝統に思いを馳せ、さらにフランスのフランス語教育の分析的な教育法に言及した森有正の文

章である（森：19-22）。そこには（日本語の伝統にとっての）「他」が存在する。したがって、日

本語でエッセイを書くとは、この「他」を意識し、日本語を用いながら日本というものと格闘す

る営みであるように私は考える。

奥田の依拠するヒュームの公衆を楽しませるエッセイという発想（239 頁）や「学問の領国から

派遣された大使」（238 頁）という自己認識は私の考えよりももう少し肩のこらないものかもしれ

ない。だが、エッセイというジャンルそのものが、上に記したように、同調や熱狂と対蹠的なも

のであるならば、いかなるアイデンティティも不問に付さないことがエッセイの精神ではあるま

いか。
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「学」としての応用倫理学をめぐって

蔵田伸雄（北海道大学）

奥田氏の労作である本書の第一の意義は、現代日本の「倫理学」のアイデンティティを確認し

たことにある。少なくとも私が大学に入学した 1980 年代前半頃には、日本では狭義の「倫理学」、

つまり規範倫理学、メタ倫理学研究は今ほど盛んではなく、またバイオエシックスという語もよ

うやく使われ始めたところだった。一方、奥田氏の世代（いわゆる「団塊ジュニア」）の倫理学者

は倫理学研究を始めた当初から規範倫理学・メタ倫理学・応用倫理学の三つを自然に吸収したた

めに、比較的倫理学観が明確である。奥田氏は本書で自分の世代を代表して倫理学のアイデンティ

ティを確認している。このように本書は、奥田氏の倫理学観の自己確認であり、「倫理学研究の規

範」の確認という性格を持っている。本書のタイトルにもある、奥田氏の「構え」とは「倫理学

研究の倫理」のあり方を意味していると評者は理解している。以下では、本書に対するいくつか

の疑問を挙げていきたい。

1. 「倫理学をつくる」のは誰か

この本で想定されている読者（少なくとも通して読む読者）は限られているであろう（もっと

もそれ自体は本書の価値を下げるものではない）。本書で想定されている読者は、倫理学について

初等以上（少なくとも概論レベル以上）の知識を持ち、すでにある程度倫理学の「研究」に従事

しているか、あるいは今から研究しようとしている人々、具体的には哲学科で倫理学を専攻する

3・4 年生、大学院生、ポスドク、倫理学を教える大学教員などである。つまり本書は「すでに倫

理学を少しでも聞きかじったことのある者に再入門を促す」（ii 頁）書である。少なくとも上記の

層にとっては、本書はきわめて刺激的な内容に富んだ本である。

しかし、それ以外の層の読者にとっては、本書の内容はさほど難しいものではないとしても、

読者が著者のこだわりを共有していないかぎり、著者の意図は理解しにくいのではないかと思わ

れる。本書は「応用倫理学原論」と名打たれてはいるものの、著者の意図は「応用倫理学」につ
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