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スキャンロンの契約主義と⽛道徳的動機づけ⽜
吉

村

佳

樹

要 旨
T・M・スキャンロンの契約主義は，非功利主義的な体系的理論として大き
な影響力を持ち続けている。彼の理論は，元々，道徳の本性を説明すること
を目的としたある種のメタ倫理学的理論として提示された。彼は，そのよう
な理論としての自身の理論の主要な目的を①道徳の主題と②道徳的動機づけ
に適切な説明を与えることとしていた。特に後者に関しては，前者の説明を
する際の基礎となっていたり，スキャンロン自身が契約主義を受け入れる大
きな理由となっているなど，大きな重要性を持つものである。しかし，この
道徳的動機づけの契約主義的説明に対しては幾つかの批判が投げかけられて
いる。また，その批判の中にはスキャンロンの主張が私たちの日常的な感覚
に反すること含意しているという批判もある。スキャンロンは自身の理論の
妥当性の一つを私たちの感覚との整合性のようなものに求めているため，仮
にこうした批判が妥当なものであれば，契約主義にとって重大な問題となり
うる。本稿では，そうした道徳的動機づけの契約主義的な説明に投げかけら
れている批判に応答していく。まず，スキャンロンが道徳的動機づけと呼ぶ
ものとその契約主義的説明を明確にすることで，投げかけられている批判が
スキャンロンの議論のどのような部分に対してのものなのかを明確にする。
その後，道徳的動機づけの議論一般に投げかけられている批判と派生的な議
論に投げかけられている批判とを検討していく。その検討においては，批判
の多くはスキャンロンの議論に対する誤解に基づくものであることを示すと
ともに先に述べた私たちの感覚に反した含意を持つとされる部分はそもそも
契約主義にとって中核的な要素ではないため，仮に本稿での応答が失敗して
いたとしても契約主義にとって批判者達が考えている程重要な問題ではない
ことを示す。
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はじめに
1982 年に論文⽛契約主義と功利主義⽜
（以下 CU）で提示されて以降，T・M・スキャンロンの
契約主義（contractualism）は，非功利主義的な体系的理論として大きな影響力を持ち続けてい
る。CU や CU での議論が発展させられた⽝我々が互いに負うもの⽞
（What We Owe to Each
Other）
（以下，WWO）を読めばわかるように，当時のスキャンロンの目的の一つは規範倫理学
理論としての功利主義の代案を提示することであった。ただし，彼の契約主義自体は，一般に
言われるところの規範倫理学理論ではなく道徳の本性（the nature of morality）を説明する理論
であった1。少なくとも WWO までのスキャンロンは道徳理論の目的を⽛道徳の本性の哲学的
探究⽜と⽛道徳的探究⽜と彼が呼ぶものに区別していた。前者では，
⽛正不正の問いに関心を向
けている時，どのような問いを我々は検討しているのか？ そのような問いに対する答えは，
どのような事実や真理を表しているのか？ そういった真理をどのようにして発見することが
できるのか？ そうした真理は，なぜ我々にとって重要なのか，すなわち，そうした真理はど
のような行為理由を供給するのか？⽜
（Scanlon 1992, p. 5）といった問いに，後者では，
⽛どの行
為が正しく，また，不正なのかということについてのより明確な考えとそれらの判断の理由に
ついてのより明確な理解を得ること⽜
（ibid, p. 8）が目的とされる。そして，スキャンロンは自
身の契約主義を前者の⽛道徳の本性の哲学的探究⽜の理論として提示していた。
CU と WWO では，説明対象とする道徳の領域に違いがあったり2，道徳的推論に対する着目
度合いに違いがあるなど変化はあるものの，一貫して，彼が①主題（subject matter）についての
問い，②道徳的動機づけ（moral motivation）の問いと呼ぶ二つの問いに適切な説明を与えるこ
とが目的とされていた。特にこの後者の問いに対する解答はスキャンロン自身が契約主義を支
持する大きな理由になっていたり（WWO: 187）
，WWO においては主題の問いを説明していく
基礎となっていたり（WWO: 3）
，後に説明するようにある種の功利主義的な発想への対抗の一
つの鍵となっていたりするなど重要性を持つものである。また，WWO 以降，契約主義が何の
理論であるかについてスキャンロンの考えが変わった後においても，やや変更は加えられては
いるものの道徳的動機づけの名の下に論じられていたものは，契約主義の重要な要素として依

1

なお，規範倫理学理論としての功利主義に対する代案を提示するにあたっての彼の戦略は，規範倫
理学理論としての功利主義の出発点であると彼が考えている道徳の本性についての理論と同程度，
あるいは，それ以上に，契約主義が道徳の本性の理論として適切であると論じ，その後に契約主義か
らは規範倫理学理論としての功利主義が導出されないと論じるものである。cf. CU, Scanlon (1992),
WWO

2

CU では道徳一般，WWO ではスキャンロンが⽛我々が互いに負うところのもの⽜
（What we owe to
each other）と呼ぶ⽛他者への義務にまつわる道徳の狭義の領域⽜
（WWO: 6）にその説明領域が変わっ
ている。
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然として維持されている。しかしながら，
この契約主義的な道徳的動機づけの説明に対しては，
いくつかの批判が投げかけられている。契約主義を擁護するにあたっては，そうした批判に応
答していく必要がある。また，そうした批判の中には，スキャンロンの議論は我々の直観に反
する帰結を生むなどといったものもある。後に説明するようにスキャンロン自身は，自身の理
論が我々の道徳的経験と親和性が高いことを利点と考えているため，批判者達の批判が妥当な
ものであれば，契約主義にとって重大な問題となりうる。
そこで，本稿では，WWO における道徳的動機づけの契約主義的説明について確認を行った
後に，投げかけられている批判に応答することで，契約主義を擁護することを試みる3。以下で
は，スキャンロンの主張のどのような部分に対して批判が投げかけられているのかを明確にす
るために，第⚑節にて，スキャンロンが答える必要があると考えていた道徳的動機づけの問い
とはどのようなものであるか，第⚒節では，道徳的動機づけの契約主義的説明の核となる部分
について，第⚓節では彼が契約主義的説明の利点の中で最も重視している部分について，第⚔
節では，スキャンロンが道徳的動機づけの適切な説明に基づいて説明できなければならないも
のとして挙げている二つの問題の内一つについてそれぞれ確認していく。そして，
第⚕節では，
第⚔節にて扱う道徳の優先性の議論一般に対する批判に，第⚖節，第⚗節では，道徳の優先性
の議論の一部が直観に反する含意を持つという批判に応答していく。

⚑．
⽛道徳的動機づけ⽜の問い
先にも述べたように，WWO の時点ではスキャンロンの契約主義は，
（狭義の）道徳の本性に
ついて説明を与えようとする理論であり，彼が⽛道徳的動機づけ⽜の問いと呼ぶものに適切な
説明を与えることがその主要な目的の一つとされていた。この問いは，
⽛ある行為が不正であ
るという事実は，それをすべきではないどのような理由を供給するのか⽜
（WWO: 4）というも
のである。すなわち，
⽛不正である⽜という判断によって供給される不正な行為をすべきでない
理由は，どのようなものなのかという問題である。
一般に道徳は，
（少なからず，道徳にコミットしている）人々に何かしらの理由を与えるもの
だと考えられている。例えば，
⽛窃盗は不正だ⽜という道徳判断を下した時には，実際に窃盗を
控えるかどうかはさておき，道徳的に不正であるという事実が何かしらの理由を与えてくるよ
うに思われるし，
⽛君がやろうとすることは道徳的に許されない⽜
と言われた時には，
道徳によっ
て与えられる，それを控える何かしらの理由があるように思われる。
こうしたことは，多くの道徳哲学者が様々な仕方で論じてきた事である。ただし，伝統的に
⽛道徳的動機づけ⽜という言葉の名の下に論じられてきたのは，そうした道徳によって供給され
3

なお，道徳的動機づけの契約主義的説明に着目した研究としては，Hieronymi（2011）が挙げられる。
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る理由が必然的に我々を行為に導くかどうかや，道徳が私たちに与える理由というのは道徳判
断だけから生じているのか，などといった事であった。スキャンロンが自身の理論で説明を与
えようとしている道徳的動機づけの問いそのものは，こうした伝統的に論じられてきた問題で
はない4（CU: 105-6）
。彼が，説明を与えなければならないと考えているのは，あくまで，上の
例でいう，道徳が与える⽛何かしらの理由⽜というのがどのようなものであるか，すなわち不
正な行為をすべきではない理由とはどのようなものかということである。
ただし，一つ気をつけなければならないのは，彼がなそうとしているのは，不正なことをす
べきではないと万人に対して正当化するような理由を提示することではない。Why be moral?
問題などをめぐっては，万人が道徳的であるべき，言い換えれば，不正なことをすべきではな
いことを万人に対して正当化するような理由を提示することも試みられてきた。スキャンロン
が提示しようとしているものも，なぜ不正なことすべきではないのかという問いに対する解答
ではある。しかし，彼の目的は，どのような人々も道徳的であるべきであるということを示す
ことにはなく，あくまで道徳を既に気にかけている人が感じている不正なことをすべきでない
理由の内実とはどのようなものであるのかを提示することにある（WWO: 148）
。

⚒．契約主義的な道徳的動機づけの中核
さて，本節では，道徳的動機づけの契約主義的説明とその利点を概観していく。道徳的動機
づけの契約主義的説明を確認していく前に，契約主義の定式について簡単に確認しておこう。
スキャンロンの契約主義は次のような定式で表される。
ある行為は，その状況下におけるその行為の実行が，振舞の一般的規制のための規則群に
よって禁止されるときに不正である。なお，この規則は情報に基づく，強いられない，一
般的合意の基礎として，誰も理にかなって拒絶できないものである。
（WWO: 153）
端的に言えば，ある行為が不正である時には，その行為の禁止が理にかなって拒絶できないと
いうことである。スキャンロンによれば，一般的な意味において，何かが⽛理にかなっている⽜
（reasonable）かどうかは，前提された目的と相対的に決定されるのだが，スキャンロンの契約
主義においては，
⽛この目的を共有した他者が理にかなって拒絶できないような原理を探すと
いう目的⽜
（WWO: 192）が前提される。そのため，雑駁に言えば，ある行為が不正である時に
は，その行為は皆の視点からの意見を適切に考慮したならば拒絶できないような原理を見つけ

4

なお，WWO におけるスキャンロンは，我々の実践的推論は⽛欲求⽜ではなく⽛理由⽜という概念に
よって，より適切に表現されうると考えている（WWO: ch1）
。
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ようとしている人たちが拒絶できないような原理によって禁止されているのである。
スキャンロンは，正不正の判断が持つ理由を与える性質を説明するにあたって，正しく行為
したり不正に行為したりする際に我々が反応している実質的価値を明確にすることで正不正の
判断が持つ理由を与える性質を説明しようとする（WWO: 150）
。契約主義においては，ある種
5
の理想とされる⽛相互承認の関係⽜
の価値がその役割を担うこととなる。この関係は，人々が

理にかなって正当化可能な条件に基づいて共存することによって成立する関係である（WWO:
162）
。そのため，
契約主義的に道徳を理解したうえでそれを気にかけている人は，
⽛この理想
〔相
互承認の関係（理に適った正当化可能性）
〕によって動機づけられている限り，理に適って拒絶
できないような条件において，人々と共に生きていくという理由⽜
（WWO: 154〔 〕内は筆者
による）を持つこととなる。そして，これが契約主義的に道徳を理解した際の動機づけの源泉
となる。
先に説明した契約主義の定式からわかるように，契約主義においては不正な行為というのは
他者に理にかなって正当化できない行為である。そして，これも先に説明したように契約主義
的に道徳を理解している人は，他者に対して行為を理にかなって正当化可能であろうとする理
由を有している。そのため，不正である行為，すなわち，他者に対して理にかなって正当化で
きないような行為をしそうになっている時には，それをすべきでない理由を持つことになる，
というのが不正さの理由を与える性質の説明の基本的な構図となる。つまり，契約主義的に言
えば，不正なことをすべきではないのは，それが理にかなって正当化できないから（＝それが
相互承認の関係という理想的な関係を掘り崩すから）というものになるということである。
契約主義的な道徳的動機づけの説明の中核的な構図は以上の通りなのだが，後に検討する批
判にも少なからず関わる範囲で補足をしておこう。まず第一に，契約主義的な動機づけの源泉
となる理に適った正当化可能性は，
⽛我々の実践的推論の過程を形作る（shape）
，より高階の理
由（higher-order reason）も供給する⽜
（WWO: 156）
。例えば，道端で倒れている人に遭遇した
時，その人を助けることで眠るのが遅くなるとしよう。こうした事実は，弱いものではあるだ
ろうが，少なからず倒れている人を素通りしていくことを支持する理由となりうる。しかし，
こうした時，道徳的な人は寝るのが遅くなるという事実を理由としてそもそも考慮しないと
我々は考える。つまり，道徳的推論には，特定の理由などを考慮しないという特徴があると一
般に我々は考えているというわけである。スキャンロンが理に適った正当化可能性という理想
によって供給されると述べている高階の理由が関わる現象の一つもこうした現象であり，当該
の理由は特定の理由，すなわち，それを考慮することを理に適って正当化できないような理由
を考慮の対象から除外する理由として働くのである6。

5

恐らく，スキャンロンの契約主義におけるカント的，ルソー的な要素の最たるものの一つである。
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第二に，ここまでの説明からわかるように，契約主義の基礎には相互承認の関係という理想
的な関係が据えられている。また，道徳的動機づけの説明に際しては，あまり強調されないの
だが，スキャンロンは，他者を理にかなって行為を正当化する必要のある対象として扱うこと
が人間の生の価値（the value of human life）を正しく尊重する方法の一つだと考えている（WWO:
103-7, 168-71）
。契約主義はそうした諸価値を道徳の基礎に据えているわけだが，そうした価
値を道徳と密接に関わったものと考えることによって，道徳的であることのポジティブな側面
を強調することを試みている。つまり，契約主義的な道徳観においては，道徳に従うことは，
必ずしも何かを犠牲にした辛く悲しいものであるわけではなく，むしろ理想的な関係の成立な
どのポジティブな意味合いを持つものなのである（WWO: 162）
。

⚓．現象論的な的確さ
さて，本節ではスキャンロンは道徳的動機づけの契約主義的説明のメリットの一つとして挙
げている⽛現象論的な的確さ⽜
（phenomenologically accuracy）について確認しておこう7。この現
象論的な的確さに関しては，明確な定義がされているわけではないが，
何故，この道徳的動機づけの説明を受け入れるのか？ 第一に，それが現象論的に的確で
あるように私には思えるからだ。行為の不正さが供給しているように思えるそうすべきでな
い理由について省みた（reflect on）時，私が思いつく限りその理由の最も適当な記述は，
〈中
略〉私がすることに対して他者が理にかなって反対し得るという感覚である。
（WWO: 155）
と述べていることから，我々の道徳的経験の説明として的確であるということを意味すると考
えてよいだろう8。
では，どのような点が現象論的に的確だとスキャンロンは考えているのか。彼は，ピーター・

6

スキャンロンは高階の理由の役割を他にも挙げているが，ここで説明した役割に関してはジョセフ・ラ
ズ（1979）が⽛排除理由⽜と呼んでいるような理由の在り方と概ね同一である。また，欲求と理由とい
う違いはあるが，ハリー・フランクファート（1988）の⽛二階の欲求⽜と類似したものでもあるだろう。

7

WWO においては，現象論的に的確であることに加えて，道徳的動機づけの複雑さの説明をできる
こと，プリチャードのジレンマに適切な解答を与えられることが利点として挙げられている。道徳
的動機づけの複雑さの説明という利点には，前節で少し説明した不適当だと思われる理由を最初か
ら考慮しないなどの現象を上手く説明できることなどが含まれる。なお，現象論的な的確さのみが
CU から挙げられているものである。

8

Horgan & Timmons（2005）は近年のメタ倫理学者が⽛道徳的経験の現象論（phenomenology of moral
experience）という言葉を持ち出す際に意図しているものの一つとして，
⽛どのように感じられるか⽜
（what it is like）を挙げている。スキャンロンがここで述べているものも，これに分類されるものだろう。
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シンガーの飢饉に関する論文を読んだ時のことを振り返り次のように述べる。
例えば，私がピーター・シンガーの飢饉についての有名な論文を初めて読み，彼の議論の
説得的な力を感じた時，私を動かしたものはバングラデシュにおいて人々が飢えていると
いうことがどんなに悪いかということだけではなかった。圧倒的に，私が感じたものは，
簡単に援助することができるのに彼らを援助しないことは不正であるという全く異なる思
いであった。
（WWO: 152）
ここで彼が述べているのは，彼自身が哲学的功利主義と呼ぶ立場 ─ 幸福に関する事実のみが
道徳的判断に適当な事実であるとする立場 ─ の人々が言うように，上記の例のようなときに
は，苦しんでいる人々の幸福を気にかけたり，ある種の共感が働いているのは間違いないが，
それとは別個の⽛そうしないことは不正である⽜という思いも感じているということである。
そして，
（自分だけでなく多くの人々にとってそうであると彼は考えているのだろうが，
）少な
くともスキャンロンにとって，この不正であるという思いの内実は，本節冒頭の引用にもある
ように⽛そうしないことは他者に対して理にかなって正当化できない⽜という思いであるため，
契約主義は他の理論よりも私たちの道徳的経験に沿った，すなわち，現象論的に的確な説明を
与えているというのが彼の考えである。
これに対しては，
⽛不正であるという思い⽜を仮に説明できたとしても，上記の例でいう，人々
が飢饉で苦しんでいる，すなわち，その人たちの幸福が損なわれていることに感じているもの
を説明できないのではないか，と疑問に思う人もいるかもしれない。しかし，契約主義におい
てもこうした思いは説明可能である。というのも，契約主義において，不正な行為というのは，
理にかなって正当化できない行為であるわけだが，WWO においてスキャンロン自身が意図す
るところでは，あくまで契約主義は⽛不正であるとはどういうことか⽜を示すものであり（WWO:
391, n. 21）
，理にかなって正当化できないということが行為を不正にするわけではなく，人々
の幸福が損なわれているなどの種々の事実が行為を理にかなって正当化できないものにしてい
るのである。この飢饉の例においても，援助しないという行為を理にかなって正当化不可能に
しているものは，飢饉で苦しんでいる人々の幸福の損失や苦しみである。契約主義は，こうし
た行為を理にかなって正当化できないものにする幸福や権利といった様々な観念の重要性を何
かに還元することなく認めるため，問題となっているような，人々の幸福が損なわれているこ
とに感じる思いや，他の事例で抱くであろうような，我々が一般に行為を不正にしていると考
えているものに対する思いも説明可能なのである。
スキャンロン自身，
⽛私が契約主義を受け入れる大きな理由は，それが道徳的動機づけについ
て与える説明が，私が知る他のどの理論よりも現象論的に的確だからである⽜
（WWO: 187）と
述べているとともに，契約主義の理論的な妥当性のよりどころの一つとしている。また，その
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源泉が欲求から理由に変わっていたり，
⽛現象論的な的確さ⽜という言葉は使われてはいないと
いう違いはあるものの CU においても，本節で説明した内容について多くの紙幅が割かれてい
る。こうしたことから察するに，恐らく，この⽛理にかなって正当化できない⽜という思いこ
そが契約主義を作り上げていくにあたって基礎にあった直観の中でもひときわ重要なもので
あったと考えられる。そのため，仮に批判者達が言うようにそこに受け入れがたい含意などが
あるとするならば，それは契約主義にとって重大な問題となるだろう。

⚔．道徳的理由の優先性（priority）
前節では，道徳的動機づけの契約主義的説明の中核とスキャンロンがその利点とみなしてい
るものの一部を確認した。スキャンロンは⽛適切な道徳的動機づけの説明（adequate account of
moral motivation）が説明（explain）できなければならない正不正という我々の観念が持つ相互
に関係し合った特徴⽜
（WWO: 149）として，道徳的理由の重要性と優先性の二つを挙げている。
スキャンロンの議論に対して寄せられている批判は後者の優先性の説明に関するものである。
そのため，本節では重要性の説明については扱わない9。道徳的理由の優先性とは何であるか
について，彼は次のように述べる。
ある行為が不正であるという事実は，
（ほとんどの場合？）その行為を支持するどのような
考慮事項があろうと，それをすべきでない十分な理由を構成する。もし，ある行為主体が
その行為が不正であると知っているのにもかかわらず，それを為すべき十分な理由がある
ような機会があるとするならば，それは，非常に珍しいことである。
〈中略〉もし，正不正
に加えて他の諸価値も認識し，それらを真剣に受け止めている（take them seriously）とする
ならば，道徳的な理由が他の理由に優先すると主張することはどのようにして道理にかな
う（make sense）ものとなりうるのだろうか？ 私は，これを他の価値に対する正不正の優
先性の問題と呼ぶ。
（WWO: 148）
ある行為が不正である時には，その行為をすべきではない十分な理由があるように思われる。
しかし，私たちが大きな価値を見出しているものごとは，道徳の要求と相反する要求をするこ
とがあるようにも思われる。例えば，友情は，少なからず友人を特別扱いすることを要求して
いるだろう。しかし，道徳が不偏的なものとして理解される場合には，そうした特別扱いをし

9

なお，スキャンロンが道徳的理由の重要性として説明しようとするのは，道徳が供給するような理
由を考慮することの重要性である。なお，スキャンロンはそうした理由を考慮しない人を見た時に
我々が，それを重大な問題と考える理由という観点からからこれを説明する。
（WWO: 149）
。
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ないことを道徳は要求するのではないだろうか。諸価値を真剣に尊重していたならば，このよ
うな形で，価値の要求の間で衝突が生じるように思われるが，我々は道徳的に行為する十分な
理由が多くの場合において存在すると考えている。では，どのようにして，様々な価値を真剣
に尊重しながらも道徳が基本的には優先すると主張することが道理にかなうのだろうか。これ
がスキャンロンが言うところの優先性の問題である。
スキャンロンは，こうした優先性の説明にあたって，主に三つの議論を与えている。一つ目
は，
⽛それら〔諸価値〕が人々が追求したり尊重したりする理由を持つものである限り，そうし
た諸価値にまつわる理由は何かしらの原理を拒絶することを理に適ったものとしうる⽜
（WWO:
166，
〔 〕内は筆者）と論じるものである。つまり，種々の価値の内在的な重要性を認めない
一部の道徳理論とは異なり，スキャンロンの契約主義は，そうした諸価値の重要性を認めてお
り，そうした価値は理にかなった拒絶の根拠となりうるため，必ずしも道徳の要求がそうした
諸価値の要求に反するわけではないというものである。
二つ目は，
⽛正当化可能性の重要性や道徳的原理によって保護される個別的な利益に訴える⽜
（WWO: 166）ものである。これに関しては，スキャンロン自身あまり説明をしていないのだが，
恐らく，ここで問題とされるのは，道徳的に行為する理由とそれに反するような行為をする理
由のどちらかが強くなりうるかということである。先にも述べたように，道徳的に行為するこ
とは相互承認の関係という理想的な関係性の価値や人間の生の価値といった我々が重大な価値
を見出すものと関わっている。加えて，
ある行為が不正であるということは，
それを理にかなっ
て正当化できないものにしている根拠が存在することになる。たいていの場合，理にかなって
正当化できない根拠となるものは，幸福の増減，権利の侵害や尊重といった，人々の幸福や権
利，公正さなど我々が大きな価値を見出しているものに関する事実である。であるとすれば，
道徳的に行為する理由の方が強いと考えることはもっともらしいことだろう。
三つ目は，
⽛適切に理解された他の諸価値は，正不正の要求に対する埋め込まれた感受性
（built-in sensitivity）を持っていると論じる⽜
（WWO: 166）ものである10。これは，私たちが尊重
している価値は，適切に理解されたならば，基本的に他者への理にかなった正当化可能性を前
提としているものである，という主張である。例えば，我々は何かを成し遂げることに価値を
見出しているが，そうした何かの成就に際して，不公正な手段を用いていた時，多くの人々は
その不公正な手段を用いたという事実によって成就の価値が損なわれたと少なからず感じるだ
ろう（WWO: 163-4）
。また，友情という価値は友人を特別扱いすることを要求するように思え
るが，だからといって，友人が移植用の臓器を必要としている時に，無関係の人から友人のた
めに臓器を奪い取るということを友情は支持しないと我々は考えているだろう（WWO: 164-

10

⽛感受性⽜と言われると人間が持つ能力を思いうかべてしまうかもしれないが，あくまで，ここで感
受性を持つとされているのは価値である。
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5）
。こうした例を念頭にスキャンロンは，私たちが尊重している価値というのは，適切に理解
したならば，理に適った正当化可能性を前提としたものであり，道徳と相反する要求をするも
のではないと主張する11。なお，後でも述べるが，一つ注意しておきたいのは，スキャンロンは
全ての価値は理に適った正当化可能性を前提としていると主張しているわけではないというこ
とである。あくまで，彼の主張は，私たちが最も尊重する理由を持っている価値の構想（conception）には正不正に対する感受性が埋め込まれているというものであり，そうではないよう
な価値の諸構想，すなわち，理に適った正当化可能性を前提としていないような価値の構想の
存在も認めている。
スキャンロンはこれら三つの主張を組み合わせることで，道徳の優先性について説明をする
わけだが，本節冒頭の引用にも表れているように，彼が言う所の優先性は，あくまで正不正含
め諸価値を真剣に考慮している人に関してのものである。そのため，あくまで，諸価値や正不
正にまつわる理由を自身が行為する際に考慮することが前提されているということには注意さ
れたい。

⚕．道徳の優先性の議論一般に対する批判
本節では，前節で扱った道徳の優先性の議論一般に対する批判を検討していく。まず，R・
J・ウォレス（2002）による批判を取り上げよう。ウォレスの批判は些か不明瞭な点を含んでい
るが少なくとも二つの批判がなされている。一つ目は，優先性の説明に際して正当化可能性の
重要性に訴えることに対してである。ウォレスは，
⽛それ〔理に適った正当化可能性の重要性〕
を思い出させることは，我々が道徳的理由の熟慮的な優先性を疑っている状態にあると仮定し
た時には，功を奏さないように思われる⽜
（ibid, p. 453）と言う。つまり，理に適った正当化可
能性の重要性を疑っている人間に対して，理に適った正当化可能性の重要性をどんなに言い立
てたとしても大した効果がないだろう，ということである。
実際に効果がないかは議論の余地があるようにも思われるが，それ以前の問題として，ウォ
レスはスキャンロンが道徳的理由の優先性として説明しようとしているものを取り違えてい
る。先にも述べたように，あくまでスキャンロンは正不正含め諸価値を重要なものとみなして
いる人において，道徳的理由が優先するのはどのようにしてかという問いに対して説明を与え
ようとしているのである。つまり，既に正当化可能性の重要性を認識している人において優先
性がどのように担保されるかを説明しようとしているのである。そのため，ウォレスが言うよ
うな理に適った正当化可能性の重要性を疑っている人が念頭に置かれているわけではない。

11

着眼点を価値にではなく，私たちに移したならば，我々は概ね道徳に反しないような仕方で，諸価値
を尊重している，と言い換えることもできるかもしれない。
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もう一つの批判は，価値の構想の中には正不正に対する感受性が埋め込まれているものがあ
るとしても，埋め込まれていないものも存在するなら，それらが道徳と対立する可能性がある
のであり，そうした際にどうなるのかが説明されていないというものである（ibid, pp. 453-4）
。
スキャンロンは，ウォレスに対する応答において，WWO におけるこの点の説明が不十分であっ
たことを認め，追加的な説明を行っている。そこでの説明によれば，感受性が埋め込まれてい
ない構想が問題となる時には，前節で言う⚒つ目の議論と⚓つ目の議論が組み合わされ，次の
ように説明されると言う。
⑴我々がもっとっも尊重する理由を持っている友情の形式は⽛道徳化された⽜ものであり，
これは，契約主義的道徳と矛盾する要求をしない，また，⑵友情の他の形式，すなわち，
契約主義的道徳と矛盾する要求をするような形式の友情は，そうした要求をするという理
由によって，相対的にみて尊重されるに値しないものであり，それゆえに，道徳との葛藤
が生じた際には犠牲にされるべきである（Scanlon 2002, p. 514）
。
ここでスキャンロンが，正不正に対する感受性が埋め込まれていない価値の構想が正不正に対
する感受性が埋め込まれている価値の構想よりも本質的に重要性で劣っていると考えているの
かは定かではない。しかし，犯罪を犯した友人を無条件でかくまうような友情や，先に挙げた
友人のために臓器を人から奪ったりするような友情よりも，理に適った正当化可能性を前提と
したような友情の方が価値あるものと我々が考える傾向にあることを考えれば，そのような主
張は必ずしも強すぎるものではない。ただし，ここではスキャンロンがそうした主張をしてい
るとみなす必要はない。というのも，先に述べたように，あくまで，優先性の説明は，正不正
やその他の諸価値を真剣に考慮している人を念頭に説明が出来ればよいため，契約主義的な道
徳を受け入れ，真剣に考慮している人は，正不正に対する感受性が埋め込まれた価値の構想の
方が価値があるという信念を有しているということが言えればよいからである。そして，理に
適った正当化可能性を真剣に考慮しているとするならば，正不正に対する感受性が埋め込まれ
ていない価値の構想よりも埋め込まれている価値の構想の方が重要なものであるという信念を
持っていると考えることは，もっともらしいことである。
次にスーザン・メンダスによる，契約主義では，道徳的に行為する理由を確保することが難
しい事例があるように思われるという批判を取り上げよう。メンダスは，マーシャ・バロンに
よる次のような例を挙げている12。
バロンは，自身の子が病気にかかっており，治療を切実に必要としている事例を挙げてい
12

cf. Baron, M. (1991). Impartiality and friendship. Ethics, 101/4, pp. 836-57.
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る。治療を待っている人が多くおり，息子の番がくるのはかなり先のことである。しかし
ながら，私は，コネを使うことができ，早期の治療を確保することができる。
（Mendus
2003 p. 38）
そして，こうした例を念頭に置くと⽛私たちは，見知らぬ他者に負うもの（what we owe to
strangers）が（少なくとも，直観的には）非常に弱い（far less）動機づける力しか持たないこと
に気付く⽜
（Mendus 2003 p. 45）とし，契約主義では⽛少なくとも最も難しい事例において，行
為主体に対する必要とされる動機づけの足がかり（requisite motivational purchase on agent）を供
給することができないように思われる⽜と主張する。つまり，契約主義では動機づけを担保で
きないような事例が存在し得るということである。
ここで二点気をつけたいことがある。まず一つは，メンダスがその点についてどのように考
えているかは何も言及がないため不明だが，少なくともスキャンロンは，動機づけは，合理的
な人間が持つ能力によって説明されると考えている。彼は，合理的な人間は⽛理由を評価した
り，認識したり，理由によって動かされる能力を持っている⽜
（WWO: 23）とし，そうした人間
はある行為等の十分な理由があると判断したならば，それによって動機づけられると考えてい
る（WWO: ch1, esp ch1.7）
。そのため，メンダスのこの批判を検討するにあたっては，不正な行
為をすべきでない理由が十分強いものであると直観的に言えるかどうかが問題となる。
二点目は，私たちが⽛こうした場合においては，行為 A をすることは道徳的に不正であるけ
れども，行為 A をする十分な理由があるかもしれない⽜と考えているような事例において契約
主義が十分に強い理由を担保できない可能性があること自体は，恐らくスキャンロンも否定す
るところではないということである。スキャンロンは，自身の優先性の議論が⽛人は絶対的に
道徳的に行為する⽜といった強い主張と，
⽛人は概ね道徳的に行為する⽜といった弱い主張のど
ちらを説明することにあるのかを明示的には述べていない。しかし，先にも引用した
ある行為が不正であるという事実は，
（ほとんどの場合？）その行為を支持するどのような
考慮事項があろうと，それをすべきでない十分な理由を構成する。もし，ある行為主体が
その行為が不正であると知っているのにもかかわらず，それを為すべき十分な理由がある
ような機会があるとするならば，それは，非常に珍しいことである。
（WWO: 148）
という文章が優先性の議論の導入に用いられていることを考慮すれば，あくまで⽛人は概ね道
徳的に行為する⽜という弱い主張を説明することに目的があると考えるのが妥当だろう。そう
であれば，契約主義では十分な理由を担保できないような事例が存在すること自体は，必ずし
もスキャンロンの主張の欠陥とはならない。ただし，そうした事例は必ずしも多くはないこと
は示す必要がある。そのため，上述の例を基にいくつかスキャンロンの議論について確認して
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いこう。
メンダスがスキャンロンの議論に関する自身の理解をあまり詳細には述べていないこともあ
り，彼女が先の例を念頭に置いたならば⽛私たちは，見知らぬ他者に負うもの（what we owe to
strangers）が（少なくとも，直観的には）非常に弱い（far less）動機づけ力しかを持たないこと
に気付く⽜
（Mendus 2003 p. 45）と言う時に，何故そうなると考えているのかは，あまり明瞭で
はない。そこで，ありえそうな根拠を幾つか検討しよう。まず，一つは，
⽛見知らぬ他者に負う
もの⽜とわざわざ述べていることから，自身の不正な行為の影響を受ける人が見知った人であ
る場合には，相互承認の関係が崩れるという事実が当該の行為を控える強い理由を供給かもし
れないが，見知らぬ他者だった場合には，当該の事実はをあまり強い理由を供給しないという
ものである。しかし，自身がその不正な行為の影響を受けなくともある人が不正な行為をした
という事実を知ったならば，その人との付き合い方を変えるというのはごく日常的なことであ
る。そして，それを念頭におけば，不正な行為の影響を受ける人が誰であれ，不正なことをし
たという事実は全ての人との相互承認の関係に影響を及ぼしうるため，不正な行為の影響を受
ける対象が見知らぬ他者か見知った人であるかによって，相互承認の関係を掘り崩すという事
実が供給する理由の力が大きく変化するとは必ずしも考えられない。
次に考えらるのは，そもそもこの例においては不正なことをしたとしても動機づけの源泉と
なる相互承認の関係が掘り崩されそうもないため，不正さはそこまで強い理由を供給しないと
考えている可能性である。確かに，自分のために臓器を奪ってくる友人などと比べると，子ど
ものためにコネを使う人はあまり私たちをおびえさせないかもしれない。そう考えると，少な
からず，両者の間では相互承認の関係に対する影響には違いがあるかもしれない。しかし，仮
に違いがあったとしてもこの事例においても相互承認の関係が掘り崩されるのは間違いない。
契約主義において行為が不正になるということは，行為を理に適って正当化できなくするよう
な事実が存在するということである。この例においては，そうした事実の候補として，コネを
使うということが不公正なことであるという事実やコネを使うことによって元々そうした苦痛
を被るはずではなかった人が苦痛を被ることになるという事実，また，もし想定されている病
気というのが死に至る可能性を持つようなものであるならば，順番が繰り下がる人たちの死ぬ
可能性を高めるという事実などが考えられる。不公正さだけならまだしも，他者が被るはずで
なかった苦痛を被るとか死に至る可能性が生じるといった事実を考慮しない人間は私たちをお
びえさせるのではないだろうか。そうであれば，この例においても不正さは，不正な行為を控
える一定以上の強さを持った理由を供給するだろう。
もう一つ考えられるのは，スキャンロンの主張を不正さが供給する理由のみによって道徳の
優先性を確保しようとするものと誤解している可能性である。上では，
不正さが供給する理由，
すなわち，理に適って正当化できないという事実が供給する理由が一定以上の重要性を持つと
いうことを述べてきたが，そもそもスキャンロンはそれだけで優先性が確保されると主張して
― 27 ―

北海道大学大学院文学院 研究論集 第 20 号

いるわけではない。前節で確認した優先性を説明するための第二の議論で，正当化可能性の重
要性だけでなく，道徳原理によって保護される個別的な利益関心などにも訴えている事からわ
かるように，あくまで，そうした個別的な利益関心，すなわち，行為を理に適って正当化可能/
不可能にしている事実や正不正に対する埋め込まれた感受性の議論などを総合的に考慮した場
合，不正な行為をすべきではない十分な理由が概ね存在し得ると述べているに過ぎないのであ
る。この例で言えば，先に挙げた元々は被るはずのなかった苦痛を他者に与えるとか他者が死
ぬ可能性を生じさせるといった事実を考慮した場合，直観的にはコネを使うべきではないと
我々は考えるのではないだろうか。
これに対しては，そうした被るはずではなかった苦痛をある人が被ることになるなどの事実
は，母親にとっての理由とはなりえないのではないか，と考える人もいるかもしれない。しか
し，契約主義的に道徳を理解し，それを尊重している人は，先にも述べたように，自身の実践
的推論そのものを他者に理に適って正当化可能であろうとする。そのため，そうした事実も自
分にとっての行為理由とみなすことになるのである。
恐らく，このような形で，多くの場合においては，行為を理に適って正当化不可能にしてい
る諸事実なども踏まえることによって，動機づけを担保可能であるため，契約主義で動機づけ
を担保できないような事例が必ずしも多く存在するわけではないだろう。

⚖．友情に関して私たちの感覚に反した主張を含意しているという批判
本節と次節では，スキャンロンの議論が私たちの感覚に明らかに反した主張を含意している
という批判について検討していく13。先に確認したように，スキャンロンは契約主義の妥当性
の一つとして，道徳的動機づけの説明の現象論的な的確さを挙げている。批判者達は，そのよ
うなものを妥当性の一つの根拠としている理論が私たちの感覚に明らかに反した主張を含意し
ているということは，その理論にとって深刻な問題となりうると主張する14。以下では，そう
した批判に応答していくが，その前に一つ注意をしておけば，ここで取り上げる批判者達の批
判は，道徳の優先性の説明において確認した埋め込まれた感受性の議論，すなわち，正不正に
対する感受性が価値には埋め込まれているというスキャンロンの主張をその標的としている。
つまり，あくまで批判者達が批判しているのは，⚒節で確認したような，道徳的動機づけの契
約主義的な説明そのものやそれが含意する帰結という訳ではなく，道徳的理由の優先性を説明
するために追加された議論である。そのため，仮に以下での応答が失敗していて，尚且つ，他
の応答が成功しそうになかったとしても，契約主義の中核的な要素を保持したまま，埋め込ま

13

こうした批判は，安倍（2018）と Mendus（2003）によってなされている。

14

cf. 安倍（2018 pp. 22-3）
，Mendus（2003 p. 45）
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れた感受性の議論を捨て，他の説明を採用すること自体は可能である。そのため，批判者達の
批判が契約主義そのものの深刻な問題を指摘するものであるかはやや疑わしい。
まず，埋め込まれた感受性の議論は，我々の友情理解からみておかしな含意を持つといった
メンダスの批判を検討しよう。メンダスは，次のように言う。
〈前略〉それ〔スキャンロンの埋め込まれた感受性の議論〕は，非常に道徳化された友情の
理解を要求する。そして，それは，友情が選ばれて道徳が退けられた事例は，本物の友情
（genuine friendship）の事例ではなく，単に偶然的な好意（contingent affection）の事例である
という主張に行き着くものであるように思われる。端的に言えば，
スキャンロンの主張は，
友情が適切に道徳化された偶然的な好意に過ぎないというものなのである。
（Mendus
2003, p. 46〔 〕内は筆者）
ここにおいて，メンダスは，恐らく二つの誤解をしている。まず，一つは，正不正に対する感
受性が埋め込まれた友情，すなわち，理に適った正当化可能性を前提とした友情こそが真の友
情であるとスキャンロンは主張しているという誤解である。しかし，あくまで埋め込まれた感
受性の議論は，正不正の感受性を埋めこまれた価値の構想が少なくとも一つ存在するというこ
とを主張するものである。先にも述べたように，スキャンロン自身正不正に対する感受性が埋
め込まれていないような価値の構想が存在し得ることを認めている。友情に関していえば，ホ
メロスの⽝イーリアス⽞におけるアキレスとパトロクロスの友情を例としながら，相互承認の
関係を前提しないような友情が存在することを認めている（WWO: 165）
。そして，スキャンロ
ン自身，
⽛私は，
⽛本当の友情⽜
（real friendship）を手に入れるために，私が記述しているような
道徳を受け入れなければならないと論じているのではない⽜
（WWO: 165）と述べているように，
理に適った正当化可能性を前提とした友情こそが本物の友情だと主張しているわけでもない。
また，第二にメンダスはスキャンロンが友情を適切に道徳化された偶然的な好意だと主張し
ているとし，これが友情理解として不適切だと述べているわけだが，これもまた誤解を多分に
含んだものである。メンダスはそうした主張をするにあたって，スキャンロンの⽛彼らの道徳
的地位は，彼の好意という偶然的事実にあまりに依存したものになるだろう。
⽜
（WWO: 164）と
いう箇所を引用し根拠としている（Mendus 2003, p. 40）
。しかし，この記述がメンダスが言うよ
うなことを含意しているかは疑わしい。この記述の前にあたる部分も見てみるとそのことがわ
かる。
少なくとも私が理解している限りにおいて，友情は友人を道徳的地位（moral standing）と
分離された人，すなわち，単に友人であるということによってではなく，独自に（in his or
her own right）その人に対して正当化を負っているような人として認識することを伴う。
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それゆえ，友人だけを道徳的地位を持つ人とみなしている人は，私が述べている意味での
友人は持っていない。彼らの道徳的地位は，彼の好意という偶然的事実にあまりに依存し
たものになるだろう。
（WWO: 164〔 〕内は筆者）
つまり，ここで述べられているのは，友人であるということが他者が道徳的地位を持つことに
なる条件であると考えている人がいるとしたら，そう考えている人の友人の道徳的地位という
のは好意という偶然的なものに依存したものに過ぎないということである。つまり，理性的存
在であるなどの概ね所与と言えるような事実ではなく，人生の中で抱かれた好意という偶然性
を持つものに道徳的地位が依存したものになっているということである。そのため，この記述
から考えれば，理に適った正当化可能性を前提としているか否かに関わらず，友情というのは
人生の中で偶然的に抱かれた行為に過ぎないであろうし，友情をこのような意味での偶然的な
好意と表現することに何らおかしなことは含まれていないだろう。それゆえ，スキャンロンの
議論がメンダスが言うおかしな友情理解を含意すると考える必要はないだろう。

⚗．行為の理由やジレンマに関して私たちの感覚に反した主張を含意していると
いう批判
次に，スキャンロンの議論では理に適って正当化できない行為の理由やジレンマが存在しえ
ないことになる，という安倍里美による批判を検討していこう。安倍は，スキャンロンの道徳
的理由の優先性の説明における埋め込まれた感受性の議論について次のように述べる。
この主張〔埋め込まれた感受性の議論〕が正しければ，我々の価値に対する反応は，常に
他者に対して正当化可能なものでなければならないということになる。つまり他者に正当
化できないような振る舞いの理由は，それが非常に弱い力しか持たないものであっても存
在しないのである。
（安倍 2018，p. 20〔 〕内は筆者）
このように述べた後に，自らの命を犠牲に他者を救うことや罪を犯したわが子をかばい逃亡を
手助けすること，カップルが性愛を価値あるものとするためにエクスタシーの頂点で自殺する
ことなどといった行為を挙げ，他者に理にかなって正当化できないけれどもそのように行為す
るような理由があるといえるような行為が現に存在していると主張する。それとともに，もし
理にかなって正当化できない行為の理由が存在しないならば，道徳に相反する理由が存在しな
いことになり葛藤を生じさせる原因がそもそも存在しないことになるため，我々が日常的に感
じているジレンマを上手く説明できなくなると批判する（ibid, pp. 20-3）
。
恐らく，
安倍は価値の構想には正不正に対する感受性が埋め込まれたものしか存在しないと，
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スキャンロンが主張していると考えている。これまでにも何度か確認してきたように，正不正
に対する感受性が埋め込まれた価値の構想は道徳と矛盾する要求をしないため，そのような価
値の構想しか存在しないとするならば，確かに安倍の言うように理に適って正当化できない行
為には理由が存在しえないことになる。しかし，これまた何度か確認してきたように，スキャ
ンロンは正不正に対する感受性が埋め込まれていない価値の構想の存在を認めている。そうし
た価値の構想にまつわる理由が契約主義的に道徳を理解している人の推論において考慮される
理由であるかどうかは議論の余地があるところではあるが15，少なからずそうした理由の存在
自体は認められる。そのため，理に適って正当化できない行為の理由が存在しないことにはな
らない。また，そうした理由の存在が認められさえすれば，それが契約主義的な実践的推論に
おいて考慮されるものであれ考慮されないものであれ，道徳的であるべきか，すなわち，契約
主義的な実践的推論に従うべきかが問われるジレンマという状態では，私たちが考慮する理由
の一つなりうるため，ジレンマを説明できないということにもならない。

おわりに
本稿では，スキャンロンの契約主義による道徳的動機づけの説明とそれに対する批判を検討
してきた。私の解釈が正当なものであり尚且つ応答が成功しているならば，投げかけられてい
る批判は大きな脅威とならない。また，上で確認してきたように批判は，道徳的動機づけの契
約主義的説明そのものというよりは，それを基にして説明できなければならないとスキャンロ
ンが考えている道徳の優先性に関する議論に対してのものだった。批判者は，自身の批判が直
ちに契約主義そのものの重大な問題となると考えているように思われる節がある。しかし，あ
くまで，批判が向けられているのは，契約主義の中核的な要素というよりは，派生的な要素で
ある。それゆえ，契約主義の中核的な要素を保持したまま，批判が投げかけられている部分に
ついて改訂を加えていくこと自体は可能であるため，必ずしも批判者達の批判は契約主義の重
大な欠陥を示すものではない。そのため，仮に私の応答が失敗していたとしても，契約主義そ
のものが直ちに深刻な欠陥を抱えることになるわけではない。
また，スキャンロン自身は反照的均衡的な方法を重視していることもあり，理論は総合的な
妥当性によって評価されると考えている。本稿で検討したものは，スキャンロン自身が重視し
15

当該の価値の構想は理に適った正当化可能性を前提としていないため，それ自体が理に適って正当
化できないものであり，それにまつわる理由は常に考慮されないという考えも可能だが，人々がそ
れらに対して一定以上の重要性を見出しているのだとすれば，そうしたものを一切考慮しないとい
うことが理に適って正当化できないことであるため，必ずしも常に除外されるわけではないとも考
えられうる。恐らく，ある時には考慮されず，ある時には考慮されるというのが適切な理解だと思
われる。
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ているものであるのは間違いないが，あくまで理論の一部に過ぎない。他の幾つかの論点に関
しては，今後の課題としたい。
（よしむら よしき・人文学専攻）
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