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要旨

本稿では、ビジネス倫理で「企業の道徳的行為者性」（corporate…moral… agency）をめぐって中心的

な論点となる企業の意図の問題を、推論主義（Brandom…1994）と呼ばれる言語行為論の一類型を援

用して検討する。

　企業に行為の意図を認めることができるかという問題は、従来から心の哲学の心理主義と機能主

義の対立を反映する形で議論されてきた。すなわち、意図に関して心理主義を支持するレンネガー

ドとヴェラスキーズ（2017）が、心を持たない企業が意図を持つことはありえないと主張するのに

対し、機能主義を支持する論者は、企業に意図の機能的特徴を見出すことができると主張する。

　本稿では、この対立を概観した後、意図に関して言語論的な機能主義を支持する推論主義を援用

することで、レンネガード、ヴェラスキーズの議論に反論を提起し、この議論で推論主義が適切で

あることを示す。この作業の後、本稿では、条件付きではあるが推論主義から企業の意図および企

業の道徳的行為者性が正当化できることを示し、そうした議論から帰結する問題点を指摘する。

Abstract

This… paper… shows… that… the… problem… of… corporate… intentions,… discussed… in… the… issue… of… the…

“corporate…moral… agency”… in… business… ethics,… can… be… successfully… explained… from… inferentialism…

（Brandom… 1994）,… an… argument… from… the… philosophy… of… language.…The… question… of…whether…

corporations…have…intentions…has…traditionally…evolved…in…a…way…that…reflects…the…debate…between…

psychologism… and… functionalism… in… the… philosophy… of…mind.…That… is,…while… Rönnegard… and…

Velasquez（2017）…who… support… psychologism… argue… that… corporations… cannot… have… intentions…

without…minds,… proponents… of… functionalism…argue… that… functional… features… of… intentions… can…be…

found…in…corporate…activities.…After…reviewing…this…debate,…this…paper…raises…a…counterargument…to…

Rönnegard…and…Velasquez…by…supporting…inferentialism…that…is…linguistic…functionalism…concerning…

intentions,…and…shows…that… inferentialism… is…appropriate.…After…this…discussion,… this…paper…shows…

that…corporate…intentions…and…corporate…moral…agency…can…be…justified…from…inferentialism,…albeit…

conditionally,…and…points…out…the…problems…that…result…from…such…arguments.

企業の道徳的行為者性をめぐる 
企業の意図の問題― 推論主義に基づく検討

西本優樹（北海道大学大学院文学研究科）
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はじめに

企業が社会的・道徳的責任を問われる存在であることは、一般に受け入れられた見解である。し

かし、企業がそれらの責任を負うことができると考える哲学的な妥当性に関しては、現在も議論

が続いている。ビジネス倫理の「企業の道徳的行為者性」（corporate… moral… agency）は、そのよ

うな問題を扱う議論である。この議論では、企業それ自体が道徳的責任を負うことのできる行為

者かを問うことで、企業不祥事や事故の道徳的責任のあり方を検討する。企業が道徳的行為者だ

といえる場合、企業内の個人に責任を帰属しきれない場面や、企業内の誰にも責任を帰属できな

い場面で、企業それ自体に責任を帰属させることが正当化される 1。その場合、企業内の個人だけで

なく企業それ自体もまた、非難や処罰の対象になる。反対に、企業が道徳的行為者といえない場合、

責任はあくまで関係する個人の問題となる。この議論の帰趨は、企業の処遇に関する法学上の議

論の基礎になるとも考えられている 2。

この議論で中心となる問題の一つは、企業活動を意図する主体は誰かという点である 3。道徳的責

任は、一般に出来事や行為を意図的に引き起こしたことに基づいて帰属される 4。基本的に、意図は

行為者の心的状態として理解されるため、心のない企業が意図を持つことは不可能に見える。し

かし、企業の道徳的行為者性の擁護者は、例えばフレンチの「何かが意図的に行為すると述べる

ことは、それが行動を動機づける目的や計画、ゴール、関心を持つと述べること」であり「その

状態［意図］の主要な要素である計画は、企業の意思決定に典型的に見られる」（French… 1995:10-

12）のように、意図の機能的特徴に注目することで、企業に意図を認めることを主張してきた。

確かに、そうした仕方で企業に意図を認めることが可能なら、複雑化する企業活動の実態に即

した責任の帰属が期待できるかもしれない。しかし、企業が心的な意図を持つことができないと

いう点は、解決済みの問題というわけではない。レンネガードやヴェラスキーズら企業の道徳的

行為者性の批判者は、意図とは心的状態のことであり、企業がそれを持つことはあり得ないと繰

り返し主張する（Rönnegard…2013,…2015;…Velasquez…1983,…2003）5。これに対し、企業の道徳的行為

者性の擁護者は、例えば、アーノルドの「もし［意図に関する］直観が別の場所にあるなら、も

し志向性 6 を示す存在のクラスが心的状態を持つものに限定されないという可能性を受け入れるの

1… 直接不正を犯した社員だけに責任を問う場合、いわゆる「トカゲのしっぽ切り」が生じて企業全体の責任を検討する
ことが困難になる（杉本…2008:43）。また、個人への過度の責任追及は問題の構造を不明確にし、再発防止を妨げる
ことになる（Sanders…1993:74）。この議論で取りあげられる事例は多岐にわたる。例えば杉本（2019）は、企業それ
自体を処罰すべきと指摘のあった事例として、2005 年の JR 福知山線の脱線事故をあげる。他に、企業内の誰にも
責任を問えない事例としては、チャレンジャー号爆発事故（Sanders…1993）や NZ 航空エレバス山墜落事故（Phillips…
1995）などがあげられる。

2… 例えば、米国の連邦最高裁で出された、企業に政治的表現の自由を認める判決（Citizens…United…v…Federal…
Election…Commission…558…U.S.…310.…2010）や宗教の自由を認める判決（Burwell…v…Hobby…Lobby…Stores,…Inc.…134…
S…Ct…2751.…2014）を受けて、企業の道徳的行為者性との関係が議論されている（Friedman…2020;…Hussain…and…
Sandberg…2017）。

3… 本稿で主体が意図（intention）を持つという場合、それが次の二種類の意図を持ち得ることを指す。すなわち、行
為主体が行為の遂行中に持つ意図と、行為に先立って持つ意図である。以下で見る議論では、前者はブラットマンの
現在指向的意図、サールの行為内意図に相当する。後者は、ブラットマンの未来指向的意図、サールの先行意図に
相当する。

4… 周知の通り、道徳的責任は伝統的に自由意志と決定論の問題として議論される。企業の自由意志に関しては、これ
を擁護したヘス（Hess…2013）の議論がある。

5… 同様の指摘は、ダンリー（Danley…1980）、ドナルドソン（Donaldson…1980）にも見られる。
6… 志向性（intentionality）は、心的状態の「ついて性」（aboutness）を特徴づける概念である。例えば、誰かが「水

を飲みたい」という欲求を持つ場合、その欲求は水についてのものである。一般に、信念や欲求、意図など、多く
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を厭わないなら、企業の志向性の議論が提供されるだろう」（Arnold… 2006:284）のように、意図を

心的状態から説明する立場を否定することなく、それを他の仕方でも説明できると主張するに留

まっている。そのため、レンネガードやヴェラスキーズの批判はなお有効に見えるし、実際に二

人はそう考えている。

この批判に正面から応じるには、まず意図は心的状態だという立場を批判しなくてはならない。

意図を機能的特徴から説明するのは、その後の作業である。そうした議論は、意図に関して心理

主義を主張するレンネガードやヴェラスキーズに対してだけでなく、個人の意図に関して心理主

義を許容しながら、企業の意図に関して機能主義 7 を主張する論者に対しても、批判を投げかける

ことになる 8。言い換えれば、その議論は、個人と企業のどちらの意図についても、心理主義を否定

した上で機能主義を支持する議論ということである 9。本稿では、このように個人と企業の意図が

機能的側面から等価なものとして扱われる場合に、企業の道徳的行為者性が成立すると主張する。

この作業を通じて、機能主義から企業の道徳的行為者性が正当化される事態の内実を明らかにす

ることが、本稿の主たる狙いである 10。

本稿の議論は以下のように進む。まず、意図に関して心理主義を主張するレンネガードとヴェ

ラスキーズの議論を、二人が援用するサール（Searle… 1992,… 1995,… 1997,… 1998,… 2010）の心の哲学お

よび社会存在論に言及しながら概観する（第一節）。次に、意図に関して言語論的な機能主義を支

持するブランダム（Brandom… 1994）の推論主義を取りあげ、企業活動の道徳的責任が問題の場合、

意図に関する心理主義が妥当性を欠き、推論主義が支持されることを示す（第二節）。その後に、

推論主義を採用する場合、一定の条件下で企業の道徳的行為者性の正当化が可能であること、し

かしその条件下で、いくつかの検討すべき課題が残ることを指摘する（第三節）。

1.	 レンネガードとヴェラスキーズの企業の道徳的行為者性に対する批判

本節では、レンネガードとヴェラスキーズによる企業の意図の理解、およびそれを通じた企業の

道徳的行為者性への批判を概観する。ヴェラスキーズは、企業の道徳的行為者性をめぐる論争の

当初から今日まで、これを否定し続けてきた論者である（Velasquez… 1983,… 2003）。レンネガード

は、2010 年代から、ヴェラスキーズの議論に新たな論点を加えた批判を提起したことで注目を集

める論者である（Rönnegard…2013,…2015）。二人は、企業の道徳的行為者性をめぐる 2017 年の論集

の心的状態は志向性を持つと考えられる。ただし、漠然とした不安のように、全ての心的状態が志向的ではないと
する見解もある（Searle…1983:1-2）。

7… 機能主義は、信念や意図など特定のタイプの心的状態を、それが機能する仕方、あるいはそれが果たす役割から説
明する心の哲学の立場である。機能主義は行動主義と異なり、（コンピュータのプログラムのような）対象の内部状態
も考慮するが、本稿ではより広く、内部状態を考慮しないデネットの志向システム論（Dennet…1987）のような議論も
機能主義として扱う。志向システム論については、脚注 18 を参照。

8… 例えば、個人の意図は心的状態だが、企業の意図はそれと異なる機能的状態だと考えるワーヘイン（Werhane…
1985）の議論は、その一例である。

9… 機能主義は、脚注７の通り特定のタイプの心的状態を説明する立場であり、基本的に心理主義を含意する。これは、
心の多型実現、例えば機能的特徴からコンピュータのプログラムも心的状態を実現できると主張する場合も同様であ
る。他方で、本稿で提示しようとするのは、これらと異なり心理主義を含意しない機能主義である。第二節でそうし
た立場を検討する。

10… この作業では、企業の道徳的行為者性に向けられる一つの懸念を念頭に置いている。すなわち、企業を道徳的行為
者だと認めることで、企業の非倫理的行為がかえって促進されるという懸念である（Ashman…and…Winstanley…2007;…
杉本…2019）。
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（Orts…and…Smith…2017）で、企業の道徳的行為者性に対する批判をまとめた共著論文（Rönnegard…

and…Velasquez…2017）を発表している。意図の問題はそこで提示される論点の一つである 11。他方で、

道徳的行為者であるために心的状態が必要だと考える二人の姿勢は、他の論点でも共通している。

以下では、意図の理解を中心に、道徳的行為者であるために心的状態が必要だとする二人の議論

を概観する。

企業の意図の問題

まず、前提となる道徳的責任を確認しておこう。ここでは、ヴェラスキーズの定義を参照する

（Velasquez… 2003:532）12。企業の道徳的行為者性で問題になるのは、誰かあるいは何かがすでに引

き起こした行為や出来事に向けられる責任である。ヴェラスキーズは、この責任を「因果的責任」

と呼ぶ。因果的責任には二つの区別がある。一つ目は、例えばハリケーンが街を破壊したという

ような、自然の行為者に帰属される責任である。二つ目は、意図的な行為者（intentional… agents）

に帰属される責任である。問題となる道徳的責任は後者、すなわち「人間のような意図的行為者

が何らかの過去の出来事を引き起こし（あるいは引き起こすのを助け）、そしてそれを意図的に

行った場合に、我々が彼らに帰属する種類の因果的責任」（ibid.）である。

この定義に従えば、企業の道徳的行為者性を主張するためには、企業がそれ自体で行為を引き

起こすこと、そして行為の意図を持つことの二点を示す必要がある 13。本稿で焦点を当てるのは後

者である。企業が行為を引き起こすことができるかについては、企業の意図に関する議論を経た

後に補足的に言及することとする。

意図に関する機能主義

次に、企業の道徳的行為者性の擁護者による、企業に意図を認めることができるという主張を確

認しよう。本稿ではフレンチの議論をとりあげる。レンネガードとヴェラスキーズが主に批判の

対象としてきたのが、フレンチの議論だからである。次の例から考えよう（French… 1995:12）。あ

る日、フレンチの家に、ニューヨーク州バッファローにある自動車会社 M のクレジット部門から

通知が届いた。通知によれば、フレンチは M 社からリースした車に対する前年分の財産税の一部

を滞納している。通知には S という名前のサインがあり、滞納分を納めるか S に連絡するよう記

してある。フレンチは通知が誤りだと思ったので、記載された番号に電話をかけた。S が電話に

出てフレンチの質問に答えた。S によれば、M 社には、フレンチの滞納を示す記録が確かにある。

フレンチはその点を何度も確認したが、S の答えは変わらない。二人はやり取りの末に、問題を解

決する合意できる結論に達した。

フレンチによれば、この事例で督促の意図を持つのは、S でなく M 社である。この議論は、ブ

11… レンネガードとヴェラスキーズが提示する論点は次の六つである。（1）企業の道徳的行為者性は反直観的である、（2）
企業は心的な意図が持てない、（3）企業は行為を引き起こせない、（4）企業は感情を持てない、（5）企業に責任を
認めると不公平な責任帰属が生じる、（6）企業は自律性を持てない。（4）は本節、（3）は第三節、（6）は脚注 24
で触れる。

12… ムーアは、1999 年までの論争を総括した論文で、ヴェラスキーズの定義を、企業の道徳的行為者性をめぐる議論で
一般に受け入れられたものと紹介している（Moore…1999:300）。このことは、現在の議論でも同様と思われる。

13… 本稿では、基本的に道徳的行為者性を意図的行為者であることとして議論を進める。意図的行為者であることに加
えて要請される条件については、第三節で言及する。
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ラットマン（Bratman… [1987]… 1999）の意図の計画理論を援用することで正当化される。ブラット

マンによれば、意図の特徴は、例えば、「明日の飛行機で新千歳空港に飛ぶ」のように、未来指向

的に形成される点にある（ibid.… 8）。この点で、未来指向的意図は計画の一部である。つまり、未

来指向的意図は、人間が計画を形成し、それを保持し、場合によって結合したり、修正したりす

る中で本質的な役割を果たす。この理解は、意図に関する伝統的な議論と対照をなす。伝統的な

議論は、意図的行為の遂行中に見られる、現在指向的意図に焦点を当てる。その場合、意図はそ

の時点で行為者が持つ信念と欲求の組み合わせと同一視されるため、計画に関わる未来的指向的

な要素は考慮されないことになる（ibid.… 6-9）。しかし、そうした意図の理解は犬や猫にこそ適切

かもしれないが、計画する生き物としての人間にとってはそうではない。ブラットマンの目的は、

意図を信念と欲求の組み合わせと考える信念欲求モデルに替えて、意図の計画理論を提示するこ

とである。

フレンチは、この議論が企業の意図を正当化すると考える（French… 1995:10-27）。もし意図が信

念欲求モデルから説明されるなら、心を持たない企業は信じたり欲求したりすることができない

ため、意図を持つことは不可能である。しかし、意図が計画や計画することに関わる機能的側面

から特徴づけられるなら、企業にそれを見出すことは可能である。つまり、意図に関して機能主

義を採用するなら、「その状態［意図］の主要な要素である計画は、企業の意思決定に典型的に見

られる」（ibid.…12）のである 14。

このような仕方で企業の意図を説明する場合、企業の意図と企業内の個人のそれとの区別が問

題になる。というのも、M 社の督促は、M 社の意図的行為としても、例えば、「S がフレンチ宛の

督促にサインした」のような、S の意図的行為としても記述できるからである（French… 1995:23）。

このとき、督促が M 社の意図的行為であることを確証するのは、全ての企業が持つ意志決定

構造である（ibid.… 25-26）。フレンチはこれを、企業内決定構造（Corporation's… Inner…Decision…

Structure，CIDS）と呼ぶ。

CIDS は二つの要素から構成される。それは、企業内の地位とレベルを記した組織フローチャー

トと、企業内の決定や行為が企業のものであることを承認する規則（通常は企業憲章を含む）で

ある。組織フローチャートは、企業の決定がどのレベルで、誰によってなされるべきかを定める。

さらに、特定の誰かによってなされた決定や行為は承認規則を参照することで、企業の決定や行

為とされる。すなわち、企業内の誰かによる決定や行為を CIDS から見るならば、それは企業の意

図や意図的行為として適切に記述される。M 社の督促についていえば、CIDS に照らして適切なも

のである限り、それは M 社の意図的行為として理解される。

意図に関する心理主義

このように、フレンチは意図に関する機能主義と CIDS を組み合わせることで、企業に意図を認め

14… フレンチは、このように心的状態なしに意図を持つことは可能だと議論するが、ブラットマン自身は、意図を心的状
態として議論を進めており、ブラットマンの議論からフレンチの議論が導かれるかは疑問が残る（Bratman… [1987]…
1999:10）。他方で、ブラットマンは近年、自ら企業の道徳的行為者性をめぐる議論に参入し、特定の共有された手続
きを経てなされた集団の決定は、心的状態でなく、また構成員の共有意図（Bratman…2014）とも異なる集団の意図
だと主張している。この議論でブラットマンは、集団の意図が心的状態でないことについて、フレンチよりも詳細な検
討を行っている（Bratman…2017）。
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ることを主張する。企業に意図を認める他の論者も、何らかの仕方で、意図に関する機能主義を

支持している（Rönnegard…and…Velasquez…2017:128）15。しかし、レンネガードとヴェラスキーズに

よれば、意図に関する機能主義は誤りである（Rönnegard… and… Velasquez… 2017:134-37;… Velasquez…

2003:558…n.40）16。端的に言えば、二人の議論は、企業の道徳的行為者性で問題になる意図とは人間

の持つ心的な意図のことであり、企業にそれを持つことはできないと主張するものである。二人

によれば、意図に関する機能主義は、機能的側面から理解した意図を企業に帰属できることをもっ

て、企業に意図を認めるという議論である。その際の意図の帰属の仕方には次の二通りがあるが、

どちらも企業に心的な意図があることを示すものではない 17。したがって企業の道徳的行為者性は

誤りということになる。

企業に意図を帰属する仕方の一つ目は、我々が企業に意図があると比喩的に語る場合や、それ

によって企業の振る舞いを予測する場合に行う帰属である。M 社の督促でいえば、M 社に督促の

意図があると語ったり、それによって M 社の振る舞いを予測したりする場合がそうである 18。しか

し、我々がそのように企業に意図を帰属させるとしても、企業に人間と同様の意図があるわけでは

ない。この批判は、サール（Searle…1992）の志向性論を援用する（Rönnegard…2013:86-76;…2015:24-

25;…Velasquez… 2003:546）。サールは、人間の心の内に実在する志向的状態と、心を持たない対象に

帰属されるだけの志向的状態を区別する。例えば、誰かが「私は喉が渇いている」と発話する場

合、発話者の心の内に、渇きの感情と飲みたいという欲求がある（Searle… 1992:128-29）。これに対

し、誰かが「企業は督促を意図している」と発話する場合、企業に同様の仕方で意図があるわけ

ではない。サールは、人間の心に実在する志向的状態を「本来的志向性」（intrinsic-intentionality）、

比喩的に語られる志向的状態を「あたかも志向性」（as-if… intentionality）と呼ぶ。この区別に従う

なら、企業の意図はあたかも志向性に過ぎない 19。

意図の帰属の二つ目は、企業を意図的な行為者として扱うよう指令的（prescriptive）に、企業

に意図を帰属させるものである。このタイプの帰属は、あたかも志向性の帰属が記述的帰属と呼

ばれるのに対し、指令的帰属と呼ばれる（Velasquez… 2003:547）。指令的帰属は、CIDS に言及する

上記のフレンチの議論に見られる。つまり、M 社の督促でいえば、我々は CIDS に基づき、督促

を M 社の意図的行為として扱うよう指令的に、M 社に意図を帰属しているということになる。フ

レンチの「CIDS は規範的な役割を遂行する必要がある。つまり、それは指令的であって単に記述

15… レンネガードとヴェラスキーズがあげるのは、本節のフレンチ（French…1995）の他、フレンチ（French…1979,…1984,…
1992）、 ペティット（Pettit…2007） の 議 論 である（Rönnegard…2013:85;…2015:17-29;…Rönnegard…and…Velasquez…
2017:128-9）。他に、スミス（Smythe…1985）、ワーヘイン（Werhane…1985）、ウィーバー（Weaver…1998）、アーノルド

（Arnold…2006）、杉本（2008）、ブラットマン（Bratman…2017）も、意図に関して機能主義を採用する。
16… 以下で取りあげるレンネガードとヴェラスキーズの意図に関する議論は、その詳細をそれぞれの先行する議論に負って

いる。よって以下では、必要に応じてそれぞれの個別の議論も参照する。
17… 意図の帰属にはもう一つ、企業のメンバーの全てあるいは多くが同一の意図を持つことの省略表現として、企業に意

図を帰属させるという仕方がある（Rönnegard…and…Velasquez…2017:130;…Velasquez…2003:545）。企業の意図の問題
は、基本的に企業内の特定のメンバーに帰属できない意図を問題にするものであるため、本稿では省略表現としての
帰属を扱わない。

18… 2017 年の共著論文では、ペティット（Pettit…2017）の議論がこの帰属の例にあげられている。それ以前の議論では、
デネットの志向システム論（Dennett…1987）があげられる（Rönnegard…2013:85-87;…2015:21-25）。志向システム論は、
対象が信念や意図など志向的状態を持つと解釈することで、その振る舞いを予測できる場合、対象が当該の志向的
状態を持つと考える議論である。

19… あたかも志向性を本来的志向性と混同する議論として、サールはしばしばデネットの志向システム論をあげる（Searle…
1992:82）。
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的なものではない」（French… 1995:31）という言葉に照らしていうなら、意図の指令的帰属は、企

業を意図的な行為者として扱うことを、規範的に要請するものだといえる。

付言しておくと、こうした規範的な要請は、企業活動だけに見られる特別なものではない。こ

のことは、指令的帰属がサール（Searle…1995）の制度的事実（institutional…facts）の亜種とされて

いることから読み取れる（Rönnegard…and…Velasquez…2017:129;…Velasquez…2003:559…n.46）。制度的

事実とは、特定の集団が企業であるとか、特定の人物が CEO であることなど、人間の制度的世界

を構成する事実の総称である。この事実は、宣言（declarations）という言語行為が遂行され、か

つ関係者がそれを適切なものと認識する場合に創り出される（Searle… 2010:12）。例えば、我々は一

定の条件（具体的には法定要件）を充たし、「ここに企業がある」と宣言することで、特定の企業

があるという事実を創り出すことができる 20。この事実は、関係者にその内容に相応しい仕方で行

為することを要請する、義務論的力（deontic… powers）と呼ばれる規範的な力を持つ（ibid.… 8-9）。

人間の制度上の行為は一般に、制度的事実の義務論的力に従う形で遂行される。企業を意図的な

行為者とする指令的帰属の規範性も、制度的事実の義務論的力ということになるだろう 21。

しかし、我々が制度的事実の内容に従って行為することを規範的に要請されるとしても、企業

に心的な意図が生じるわけではない。そこには、本来的志向性の意味での意図がない。ヴェラス

キーズは言う。「手続きもポリシーも、集団の心的状態や集合的心性を創造しない。フレンチも他

の論者も、手続きとポリシーに従うことで集団がそれ以前になかった本当の志向性を創り出すと

いう証明を提出していない。そうした論証がないなら、集団の意図は比喩的なものだという直観

的でもっともらしい見方を放棄する理由はない」（Velasquez…2003:546）。

ここまでの議論が正しいならば、意図に関する機能主義は、いかなる帰属の仕方をもっても、

企業に心的な意図があることを示すことはできない。さらに、他の論点でも、レンネガードとヴェ

ラスキーズは、道徳的行為者であるために、行為に関する心的な知識や気づき（awareness）、感

情など、心的な要素が必要だと主張する（Rönnegard…and…Velasquez…2017:128,131,137）。二人に言

わせれば、心的状態に言及しない仕方で意図や他の要素を説明する機能主義的な議論は、いずれ

も誤りなのである。

レンネガードとヴェラスキーズの議論の検討

この議論に対して、どのような応答が可能だろう。セピンウォール（Sepinwall… 2016）は、機能主

義を採用することで企業の道徳的行為者性を擁護する論者と、心的な要素に言及することでそれ

を批判する論者の論争を次のようにまとめる 22。すなわち、企業の道徳的行為者性の擁護者は、二

つの課題のうち一つに直面することになる（ibid.… 11）。一つ目は、道徳的行為者性に必要とされる

心的な要素の類似物を企業に見つけ出すことである。意図やその他の心的状態を機能的特徴から

20… サールは、カリフォルニア州の会社法を例にあげる（Searle…2010:97-98）。このとき既存の法律が制度的事実であるよ
うに、制度的事実は他の制度的事実に依存して成立する場合もある。

21… しかし、サールのいう制度的事実に企業の意図が含まれるかどうかは疑問が残る。M 社から届いた紙片が督促状で
あることは制度的事実だが、企業が督促の意図を持つというような事実を、サールは議論していない。

22… セピンウォールの議論は、企業の道徳的行為者性をめぐる対立が目下のところ解消できないこと、およびその対立の
ポイントがどこにあるかを論じるものであり、対立する立場のいずれが優勢かを示すものではない。セピンウォールに
よれば、対立のポイントは「企業の競合する概念ではなく、道徳的行為者性が何を要求するかについての意見の相違」

（Sepinwall…2016:3）にある。
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説明する議論が、これに当たるだろう。しかし、そのような類似物は、すでに見たように「粗末

な代用品」（ibid.…11）として否定されることになる。

二つ目は、心的な要素が道徳的行為者性に必要な要素ではないと主張することである。例えば、

アーノルドの「なぜこのような志向性の理解に同意しなければならないのか。ヴェラスキーズは

何の議論もせずに、この立場の直観的な魅力なるものに頼っている」（Arnold…2006:284）23 とか、ヘ

スの「これらの［心的な要素の］仮定は、議論されても正当化されてもいないし、それ自体が道

徳的行為者性にとって必要不可欠なものではない」（Hess… 2010:61）などの言明が、こうした主張

に当たるだろう。つまり、道徳的行為者であるために心的な意図が必要だという仮定が正当化さ

れない限り、機能主義を擁する論者は、レンネガードとヴェラスキーズの議論にかかずらう必要

はないというわけである。

確かに、この仮定に関して、レンネガードとヴェラスキーズはサールの志向性論を援用して意

図は心的なものだと主張する他に、特段の正当化を行っていない 24。好意的に理解すれば、二人の

議論は、サールに従い志向的状態は心的状態でしかないと考えることで、道徳的行為者性に必要

とされる意図も心的状態でしかないと主張するものといえるだろう。基本的に、志向的状態（お

よびそこに想定される志向性）を心的なものと考える見解は、心の哲学の伝統に沿ったものであ

り、多くの議論の前提を構成してきたものである。この点を鑑みれば、機能主義を擁する側にこそ、

機能的特徴を示せば心的な要素を考慮しなくてもよいと考えることの正当性や、そうした扱いを

した場合の帰結を提示する責任があるように見える。それが企業の道徳的行為者性の当否を分け

る論点なら尚更である 25。

加えて、サールはその志向性論、すなわち本来的志向性とあたかも志向性を区別し、心的状態

である前者のみを志向的状態と認める議論に関して、それ以上の正当化は必要ないことを強調し

ている。その理由は、志向的状態が心的状態であるという事実が、社会的世界を構成する制度的

事実が我々の認識や行為に依存して成立するのと対照的に、我々の行為や認識から独立した事実

だからである（Searle… 1998:9-10,… 95）26。この事実は、例えば、我々は意識を持たないと主張する場

合ですら、相手が意識的であることを前提せざるを得ないように、人間の認識や行為の前提をな

すものである 27。言い換えれば、この事実は正当化を要する理論や見解ではないのである。これに

対し、機能主義は、志向的であるという志向的状態の特徴を機能的関係に置き換えることで、そ

の特徴に関して何らの説明も与えないどころか、世界の多くの事物が人間と同様の仕方で志向的

だと論じる誤った議論である（ibid.… 50）。志向性に関して必要なのは、それがあるという事実を認

23… アーノルドの批判はヴェラスキーズ（Velasquez…2003）に向けたものだが、レンネガードとヴェラスキーズ（Rönnegard…
and…Velasquez…2017）に向けたものと考えて論旨に影響はない。

24… 意図以外の点でも、このことは同様に見える。行為に関する知識を心的なものと考える点に特段の正当化は見られな
い（Rönnegard…and…Velasquez…2017:127-8）。また、行為に関する気付きを心的なものと考える点に関しては、サー
ル（Searle…1980）の中国語の部屋の議論で強調される意味の心的な理解が、これに相当するとされる（Rönnegard…
2013:86-7;…2015:25）。加えて、この気づきの理解は、二人が考える自律性の条件にも適用される（ibid.）。レンネガー
ドとヴェラスキーズの議論は、このように主要な論点を、サールの議論に負っている。本稿の以下でサールの議論を
中心的な問題とするのは、この理由による。

25… 脚注 14 でも言及したが、ブラットマンは、彼の議論を援用してきたフレンチやアーノルドより、企業に認められる意図
が心的状態でないことにより注意を払っている（Bratman…2017:49-50）。

26… 正確には、志向的状態が心的状態であることは、個人の主観によって捉えられるという点で、人間の主観に依存した
事実である。しかしそれは、自分以外の観察に依存しないという点で独立だといわれる（Searle…1998:94）。

27… この例は、デネットに向けたサールの皮肉から構成した（Searle…1997:130）。サールは、外的世界の実在論に関する
超越論的論証として、この形の議論を提示している（Searle…1995:177-98）。
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めることであり、それを別の仕方で説明することではない。

このように見れば、レンネガードとヴェラスキーズは、これらの理由をもって、意図に関する

心理主義に正当化は必要ないと主張できるだろう。それに対し、「もし［意図に関する］直観が

別の場所にあるなら、もし志向性を示す存在のクラスが心的状態を持つものに限定されないと

いう可能性を受け入れるのを厭わないなら、企業の志向性の議論が提供されるだろう」（Arnold…

2006:284）というように、意図に関して異なる直観を持ち出しても、有効な反論とはならない。こ

うした仕方で異なる意図の理解を提示することはできても、レンネガードとヴェラスキーズもな

お、「集団の意図は比喩的なものだという直観的でもっともらしい見方」（Velasquez… 2003:546）の

ように、自分達の直観を繰り返すことが可能であり、議論を取り下げることはないからである。

したがって、意図に関する心理主義に正当化がなされていないとか、意図に関して異なる直観

を支持すると主張するだけでは、レンネガードとヴェラスキーズへの有効な反論にならない。意

図に関する心理主義それ自体が論駁されない限り、機能主義の方こそ、レンネガードとヴェラス

キーズがかかずらう必要のない議論ということになるだろう。この点で、意図に関する心理主義

が誤りであることの「証明の重荷は、まさに集団主義者（collectivist）の肩に課せられる」（ibid.…

549）…のである。セピンウォールのまとめに戻れば、その課題が果たされない限り、「我々に馴染み

ある現象学的な構成要素を欠いた道徳的責任の説明は、承認できないほど異質なもの」（Sepinwall…

2016:11）ということでしかないだろう。

もっとも、この議論は、レンネガードとヴェラスキーズの主張を好意的に補足したものであ

る。二人の議論に関しても、なぜ企業活動の道徳的責任が問題である場合に、心的な意図と同等

の機能的特徴を示す事物を同じ仕方で扱うことが適切でないのか、より積極的な議論が求められ

るだろう。しかしながら、上で見たように、機能主義を擁する論者も、心という個人と企業の違

いを捨象して機能的特徴から企業活動の道徳的責任を考えることの正当性、またその帰結を示す

ことが求められる。まとめれば、これらの点を示さない限り、双方とも相手を論駁するのに十分

な議論を提示するには至らないのである。そこで次節では、意図に関する心理主義を正面から検

討することで、意図をめぐる心理主義と機能主義の対立に答えを与えることを試みる。その議論は、

意図に関する心理主義が企業活動の道徳的責任を論じる場面で適切でないことを示すだけでなく、

意図に関する機能主義に関しても、これまで心理主義を批判することなくその見解を提示してき

たため、機能主義に立つ場合の意図の理解を十分に議論できていないことを示すものとなる。

2.	 企業活動と推論主義

本節では、レンネガードとヴェラスキーズによる意図に関する心理主義を検討するため、ブラン

ダム（Brandom… 1994,… 2000）の推論主義を取りあげる。推論主義は、主張を中心とした言語表現

の推論的な役割から、文の内容やそこに含まれる真理や指示などの概念を包括的に説明する、意

味論における機能主義の一種である。さらに推論主義は、以下で見るように言語表現の推論的な

役割から信念や意図など志向的状態を説明する点で、心の哲学における機能主義の一種でもある

（Brandom… 1994:154）。もちろん、（レンネガードとヴェラスキーズの依拠する）サールの議論に

従えば、そうした議論は、前節で見たように志向的状態が心的状態であることを説明していない
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と退けられるだろう。しかし、ブランダムをはじめ推論主義の支持者には、志向的状態を心的状

態ではなく言語使用から理解すべきと主張することで、心理主義を否定する者もある（González…

de…Prado…Salas…and…Zamora-Bonilla…2015;…Heath…2008;…Salis…2017）。つまり、推論主義は心の哲学

における機能主義の一種であると同時に、心理主義を含意しないのである。したがってその議論

は、意図に関する心理主義を否定し、機能主義を支持する議論を提供すると見込まれる。以下では、

推論主義による志向的状態の説明を概観した後、サールの心理主義と対比する形で、いずれの立

場が適切かを検討する。

理由を与え求めるゲーム

まず、推論主義の基本的な道具立てを確認しよう。ブランダムは、合理的行為者と他の存在を分

かつ特徴として、概念の理解に注目する。これは合理主義の一般的な特徴である。その中で、推

論主義の独自性は、概念の理解を「理由を与え求めるゲーム」と呼ばれる言語実践から説明する

点にある（Brandom…2000:48-9）。この実践は、参加者が主張を基本的な手番として、なされた主張

を理由として次の主張を行ったり、なされた主張の理由を尋ねたり答えたりすることで進行する。

オウム（動物）と人間の違いに注目して、この実践を見てみよう。オウムと人間は共に、赤い

物を見て「これは赤い」と発話する、弁別的に反応する信頼できる傾向性（reliable… dispositions…

to… respond… differentially）を持つ。他方で、オウムと人間を分けるのは、この発話における「赤」

の概念の理解である。例えば、人間は「これは赤い」に続き「色がある」とか「青くない」など、

さらなる発話を行うことができる 28。また人間は、なぜそのような発話を行ったのかを尋ねられた

場合、その理由を説明することもできる。これに対しオウムは、「これは赤い」と発話することは

できても、その発話を理由としたさらなる発話も、相手に発話の理由を尋ねられた場合に答えた

りすることもできない。このような、理由を与える求める実践で適切に概念を使用できるかどう

かが、オウムと人間の違いである。

このアイデアを、サールのそれと比較しておこう。言語行為論の点から見る場合、サールは、

統語論的に正しく言語を扱う対象があったとしても、その対象が言語の意味を理解しているわけ

ではないと考える（Searle… 1980:422）。この議論は、中国語の部屋の議論として知られている。そ

の要点は、プログラム通りに正しく言語を出力するコンピュータがあったとしても、コンピュー

タがその言語の意味を理解していることにはならないということである。意味の理解は、プログ

ラムを入力したりその出力を解釈したりする人間の心の内にある。対照的に、推論主義はブラン

ダムの「意味論は語用論に答えなくてはならない」（Brandom… 1994:83）という言葉の通り、理由

を与え求める実践でなされる言語使用から意味の内容を説明する。意味の理解は、このような実

践に習熟していることとされる（ibid.… 5）。つまり、推論主義は、意味の理解を主体の心の内に前

提するサールの議論と逆の出発点をとるのである。意図を含む志向的状態も同様に、理由を与え

求める実践でなされる言語使用から説明されることになる。

28… ブランダムは、このように我々が言語実践で日常的に用いる推論を実質的推論（material… inference）と呼び、形式
論理学の推論と区別する（Brandom…1994:97-8）。推論主義による意味や志向的状態の分析は、この推論の質的な
良さを基に進められる。本稿で「推論的」という場合、この実質的推論の推論関係を指す。
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信念的コミットメントとしての信念

具体例として、志向的状態の代表である信念の説明を確認しよう。行為の意図も、基本的に同様

の道具立てで説明される。信念について、ブランダムは次のように言う。「信じることの状態また

は地位は、本質的に、単に偶然にではなく、主張するという言語的パフォーマンスに関連してい

る。信念は、本質的に主張を行うことによって表現され得る種類の事柄である」（ibid.… 153）。この

見解と対照的に、サールは信念を、言語行為なしに行為者の内に実在する心的状態と考える。サー

ルにとって、主張の内容は、信念の内容に基づき引き出される派生的なものである（ibid.…147,…671…

n.8）。いずれの立場が適切かは後に検討する。引き続きブランダムの議論を確認しよう。

信念と主張が本質的に関連するというとき、両者の関係とはいかなるものだろう。ブランダム

によれば、「信念は、主張を行うことで引き受けあるいは承認される、推論的に分節化される種類

のコミットメントにおいてモデル化され得る」（ibid.… 157）。コミットメントとは、言語実践の参加

者が獲得する実践上の地位である。この地位は、規範的地位（normative… status）、あるいは義務

論的地位と呼ばれる（ibid.… 142）。規範的地位には、コミットメントと、それと対をなすエンタイ

トルメントの二種類がある。ここでは差し当たり、コミットメントを、発話者が主張を行うこと

で引き受ける、当該の主張のエンタイトルメントを示す責任、エンタイトルメントを、主張を行

うために発話者に帰属されていることが求められる権威と考える（ibid.…161）29。

例えば、誰かが「ここに火がある」と主張するとしよう。このとき、発話者は主張を行うことで、

尋ねられた場合に当該の主張を行うエンタイトルメントのあること（例えば「煙が上がっている

からだ」のような元の主張を行う権威のあること）を示す責任を引き受ける。言い換えれば、発

話者は主張を行うことで、当該の主張を正当化することへのコミットメントを引き受ける。他方、

聞き手の側では、同様のコミットメント（つまり「火がある」と主張したエンタイトルメントを

示す責任）を発話者に帰属させる。このように、ブランダムの考える言語実践は、参加者が規範

的地位を自ら引き受けたり帰属させ合ったりすることで進行する 30。

さらに、上の引用にある「推論的に分節化される種類のコミットメント」とは、行為者のコミッ

トメントやエンタイトルメントから何が帰結し、また何が両立不可能なものとして除外されるか

に関する推論的な帰結関係に基づき（ibid.… 168-70）、内容が詳細に規定されていくコミットメント

をいう。例えば、発話者が「火がある」と主張することで引き受けるコミットメントは、「それは

熱い」という主張へのコミットメントを帰結する一方、「それは水である」という主張へのコミッ

トメントを両立不可能なものとして除外する。言語実践の参加者は、こうした帰結関係に従い次

の主張や行為を行うことを通じて、当初は暗黙のうちにあったコミットメントの内容を明示的に

していくと考えられる。

信念は、このような仕方で主張を通じて引き受けたり帰属させ合ったり、またそれを通じて内

29… 注意しておくと、ここで規範的あるいは義務論的な語彙を用いるからといって、ブランダムは道徳の話をしているの
ではない。むしろブランダムは、道徳的なものであるかどうかに関わらず、我々は合理的存在として、認識や行為に
おいて理由に拘束されると考える。ブランダムは言う。「この［理由の］力はある種の規範的力、合理的な「すべき

（ought）」である。合理的であることは、これらの規範によって拘束ないし制約される存在であること、理由の権威
に従う存在であることである」（ibid.…5）。

30… 規範的地位を引き受ける、帰属させるという二種類の態度は、規範的態度（normative…attitudes）と呼ばれる（ibid.…
162）。引き受けには、下位クラスとして承認するという態度がある。脚注 33 を参照。



企業の道徳的行為者性をめぐる企業の意図の問題　　　　西本優樹（北海道大学大学院文学研究科）


 応用倫理―理論と実践の架橋―
vol.12
 33

容が分節化されるコミットメントにおいてモデル化される 31。こうしたコミットメントは、信念的

コミットメント（doxastic… commitments）と呼ばれる（ibid.… 157）。これ以上の詳細には立ち入

らないが、言語実践の参加者が信念的コミットメントを引き受けたり帰属させ合ったりする場合、

参加者の規範的地位は上記以外にも様々に変化する。そこで重要な点は、発話者が主張を通じて

信念的コミットメントを一人称的に引き受けるだけでなく、聞き手が発話者に対して、コミット

メントを三人称的に帰属させる点である。例えば、もし発話者が「火がある」と言いながらそこ

で火傷してしまったとすれば、聞き手は発話者に、「彼は火がないと信じていた」のような、異な

る信念的コミットメントを、三人称的に帰属させるかもしれない。このように、信念的コミット

メントにおいては、一人称と三人称の両方の視点が本質的となる（ibid.…158）。別の言い方をすれば、

「信念的にコミットすることは、特定の社会的地位を持つこと」（ibid.… 142）なのである。このこと

は、意図の理解でも重要な点となる。

実践的コミットメントとしての意図

行為の意図も、基本的には信念と同様、言語実践における規範的地位の観点から説明される。行為

の意図は二種類に分けられる。先行意図（prior… intentions）と行為内意図（intentions… in… action）

である 32。双方の意図とも、行為者による行為へのコミットメントの承認（acknowledgements）33 の

点から説明される（ibid.…256）。

まず、先行意図は、行為に先立ち形成される意図である。この場合、行為者は「だろう」（will）

とか「しよう」（shall）などの語を用いて、行為へのコミットメントを明示的に承認する。例えば、

誰かが「私は公園へ行くだろう」と発話する場合、発話者は公園へ行くことへのコミットメント

を明示的に承認する。このとき、聞き手は、同様のコミットメントを発話者に対して帰属させる

ことになる。次に、行為内意図は、行為の遂行中に行為者が持つ意図である。この場合、行為者

は端的に行為することで、行為へのコミットメントを承認する。このとき、実践の参加者は、行

為者に同様のコミットメントを帰属させる。このような、行為に関わるコミットメントは、実践

的コミットメント（practical…commitments）と呼ばれる（ibid.）。

実践的コミットメントの場合も、信念的コミットメントと同様に、一人称と三人称の双方の視

点が重要となる（ibid.… 267-71）。例えば、「私は公園に行くだろう」という発話の場合、聞き手は

「べき」（should）の語を用いて、発話者に対して、「彼女は公園へ行くべきだ」のような三人称的

なコミットメントを帰属させることもある。あるいは、発話者もまた、「私は公園へ行くべきだ」

のように、三人称的なコミットメントを自らに帰属させるかもしれない。

このように、推論主義は、信念や意図など志向的状態を言語実践の規範的地位の点から説明する。

この議論が意味するのは、志向的状態の内容は、主体の内的な状態から一意に決まるものではな

いということである。このように見るとき、問題は、この議論がサールの心理主義に対する反論

31… もちろん、この説明だけでは、信念は主張と本質的に関連するかもしれないが、それは心的状態であると言うことが
可能である。この点は、意図の説明を見た後に検討する。

32… 二種類の意図はサール（Searle…1983）の区別による（Brandom…1994:256）。
33… 承認は引き受けの下位クラスである。実践的コミットメントが問題の場合、両者の違いに注意する必要がある。例えば、

行為者は推論的帰結として行為へのコミットメント引き受けながら、それを承認していない場合もあるとされる（ibid.…
269）。以下では簡便さのため、実践的コミットメントに関して、承認にのみ言及して議論を進める。
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となるかどうかとなる。

心理主義に対する批判

本節の冒頭で触れたように、ブランダムをはじめ推論主義の支持者は、志向的状態の内容を心的

状態からではなく、言語実践から理解することが適切な立場だと主張する。ブランダムの議論

は、基本的に特定の立場（本稿の関心でいえば心理主義）を明確に論駁するより、哲学史的な解

釈も示しながら自身の見解を肯定的に説明するという形をとることが多い 34。ここでは、ブランダ

ムの議論を支持し、かつ心理主義を明確に否定する議論として、ヒースの議論を参照する（Heath…

2008:103-11）。本稿は、ヒースの議論を、心理主義に対するブランダムの言及を正確に再現するわ

けではないが、心理主義に対するブランダムの問題意識を共有した上で、それを再構成している

ものと考える。ヒースの論点に関して、ブランダムが同様の指摘を行っていることを脚注で示す。

ヒースの議論は、二つのステップから構成される。まず、（1）志向的状態は意味論と統語論に

より支配された命題の構造、言い換えれば文の形を持つ（ibid.…103）35。これは、志向的状態が、文

的な構造を持つと考えなくては理解できない多くの特徴を持つことによる。いくつかの例をあげ

ておこう。例えば、信念に関して、それが時制（明日雨が降る）、様相（雨が降るかもしれない）、

否定（雨は降っていない）を含む場合、それらは心的なイメージではなく文の構造を持つと考え

なくては理解できないだろう。また、同一指示表現を含む信念に関して、当該の表現を置換する

と信念の同一性が保証されない場合がある（例えば、A と犯人が同一人物であっても、「A は指

紋を残した」という信念と「犯人は指紋を残した」という信念の同一性は保証されない）ことも、

信念が文の構造を持つことの帰結だと考えられる。他にも、信念に言表様相（de… dicto）と事象様

相（de… re）で表現される区別がある（例えば、我々が「A は 「窃盗犯が逃げた」 と信じている」

と言う場合と、「A は窃盗犯について 「彼が逃げた」 と信じている」と言う場合、我々は後者の場

合に、窃盗犯の存在によりコミットしている）ことも、信念が文の構造を持つと考えなくては説

明が難しい。以下では、志向的状態は本質的に文的なものではないとする見解も検討するが、こ

のように見る限り、多くの志向的状態が文の構造を持つと考えるのは自然である。

次に、（2）志向的状態を文的なものと考える場合、問題は、文的な志向的状態を、サールのよう

に心的状態として説明できるかどうかとなる。ヒースによれば、文的な志向的状態を心的状態と

して説明することはできない 36。その理由は、文的な志向的状態を心的状態と考える場合、文に関

わる規範性を説明できないからである。ヒースによれば、文はまず推論に用いられるが、推論は

正しくなされたり誤ってなされたりするものである。また、推論の前提や帰結となる信念は、事

態を正しく表象しているかどうかによって真または偽となる。さらに、文を構成する各概念もま

た、それが指示しようとする対象や性質を指示できているかどうかで成功したり失敗したりする。

34… 加えて、ブランダムが中心的な問題として扱うのは、心理主義そのものより、心理主義と一般に結びつく心的表象の
アイデア、つまり心的状態に表象する心と表象される対象のそれ以上は説明不可能な関係が想定される点である（こ
の立場をとる論者としてサールもあげられる）（Brandom…1994:68-70）。

35… ブランダムも、主張を中心とした言語実践から志向的状態の内容を考察するというように、志向的状態が文の構造を
持つと考える（ibid.…5）。ブランダムはこの見解を、統覚が判断の形式（つまり文の形式）を持つと考えたカントの功績
としている（ibid.…78-9）。

36… ヒースが念頭に置いているのは、心に意味論と統語論を備えた「思考の言語」があると考えるフォーダーの議論であ
る（Heath…2008:106）。サールに対するブランダムの批判は脚注 43 を参照。
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これらは、推論における文間的（intersententional）、文における文的（sententional）、文の構成

要素における部分文的（subsententional）なそれぞれのレベルで、正しさと誤りという規範的基

準のあることを示している（ibid.… 108）37。そのため、文的な志向的状態を心的状態だと考える場合、

心的状態からこうした規範性が説明できることを示さなくてはならない。

ではなぜ、規範性は心的状態から説明できないのか。それは、規範性が本質的に公的な性格の

ものだからである。ヒースは、ウィトゲンシュタイン（Wittgenstein… 1958）の私的言語論に依拠

して次のように言う。「ウィトゲンシュタインの私的言語論の要点はまさに、規範性を個人と世界

の間の純粋に私的な関係として説明することができないということにある」（Heath…2008:109）。

次の例から考えよう。まず、A が無人島に漂着したとする。A は、島での滞在期間を記録しよ

うと毎日灌木に刻みを入れようと決める。しかしこのとき、A には、自分がその日の刻みを入れ

たかどうか判断する手段がない。言い換えれば、A は一人で自分の行為の正しさを決める基準を

持たないのである。このことは、刻みを入れたことの確認として木の側に小石を置くなど、さら

なる手立てを講じても同様である。この例は、一人では、実際に正しいことと正しく思われるこ

との区別がつかないことを示している。つまり、ある事柄が正しかったり誤っていたりするため

には、他者や共同体による公的な基準が必要なのである。ヒースは言う、「誤りという規範的概念

を意味あるものにするのは、まさにこの個人間の次元なのである」（ibid.…110）。

この議論に従えば、規範性は本質的に公的な性格を持つものである。そのため、文に関わる規

範性もまた、同様に公的なものだと考えられる。つまり、我々が推論や文、概念を正しく使用で

きているかどうかの答えは、「他の人々が我々を理解できるかどうかに依存しなければならない。

個人は自分だけで、自分が言うこと（あるいは考えること）が意味をなすかを決定する能力を持

たない」（ibid.… 113）ということになる。したがって、規範性を説明する資源が個人の心的状態に

見出せない点で、規範性を持つ文の構造を持った志向的状態を、個人の心的状態から説明するこ

とはできないのである。

これに対して、推論主義は、すでに見たように志向的状態を言語実践の規範的地位から説明す

る点で、上記（1）（2）の基準を充たす。すなわち、（1）推論主義は主張、つまり文を基本的な単位

として、（2）行為者がコミットメントやエンタイトルメントを引き受けたり帰属させ合ったりす

る規範的実践から、信念や意図を説明する。注意しておくべきは、こうした意図の理解が、従来

の意図に関する機能主義とも異なる見解を提示する点である。すなわち、ブランダムが「原初的

な（original）、独立した、あるいは非派生的な志向性は言語的な事柄（affair）である」（Brandom…

1994:143）というように、意図は本質的に、行為者間の言語的、また社会的な地位の点から理解さ

れるのである 38。

37… ヒースは、この構造化をブランダム（Brandom…1994）に負っているとしている（Heath…2008:180）。ブランダムの議論
でも、推論、表象、指示のそれぞれが正しさと誤りの規範的基準を持つことは繰り返し指摘される。これらに説明
を与える際、ブランダムは推論の実質的な良さ（つまり推論レベル）から分析をはじめ、それに基づき表象や指示の
適切さを説明する方針をとる。文的な志向的状態が規範的性格を持つという見解は、判断能力を規則に従う能力だ
と考えるブランダムのカント解釈に基づく（Brandom…1994:10-1,…30-1）

38… ヒースはより明確に次のように述べる。「何よりもまず重要なことは、志向的状態は心的状態でないということである。
志向的状態は、理由を与えたり求めたりするゲームで書き留められる「標識」である。このゲームは最初、我々が習
得する公的な実践である。内面化を通して、このゲームの「仮想的な」手番のシミュレーションを行う能力を獲得す
るのは、したがってこのゲームを用いて自分自身の計画能力を増幅する能力を獲得するのは、後になってからのこと
である」（Heath…2008:130）。



企業の道徳的行為者性をめぐる企業の意図の問題　　　　西本優樹（北海道大学大学院文学研究科）

36
 応用倫理―理論と実践の架橋―
vol.12

企業活動から見る心理主義と推論主義

サールはこの議論に同意するだろうか。実際、サールは上記の（1）（2）のいずれも否定する。しかし、

本稿ではこの二点が、さらにこの二点を充たす推論主義が、企業活動の道徳的責任に関わる意図

の分析に適切だと主張する。順に見ていこう。

（1）サールは、動物や幼児などの言語を持たない主体も、「水を飲みたい」とか「外へ出たい」

のような志向的状態を持つため、志向的状態は必ずしも文的なものではないと主張する（Searle…

1983:5）。しかし、企業活動の道徳的責任に関わる意図は、基本的に文的なものだと考えられる。

フレンチのあげた M 社の督促状の例でいえば、それは文の形で表現されるし、フレンチと S の

対話も文を通じて交わされる。また、企業憲章をはじめ倫理綱領や定款、各種の契約や計画など、

企業活動を構成する要素もまた文の形を持つ。これらの点を考えれば、企業活動を実現する意思

決定や各種の行為（報告、命令、依頼や質問など）が、文の構造を持つ志向的状態に基づき遂行

されると考えるのは自然である。

もちろん、企業活動は督促状にサインする際に「指を動かす」というような、基本的な身体動

作を含む。その意図が文的なものかどうか判断は難しい。他方で、問題が企業活動の道徳的責任

である場合、争点になるのは、誰がそのような身体動作を意図したかではなく、誰が督促を意図

したかという点である。この場合の意図は、「誰々に督促を送付する」のような文的なものとなる

だろう。加えて、企業活動ではグラフや画像、動画など、文を含まない媒体も使用される他、最

終的な生産物がそうした媒体の場合もある。しかし、企業活動はそうした文を含まない媒体だけ

で進むわけではなく、必ずそれを用いる意図やそれを用いた帰結が、文の形で表現されることで

進むはずである。さらに、最終的な生産物が文を含まない媒体であったとしてさえ、それを生産

したり、使用したり、公開したりしたことで問題が生じた場合、発話であれ文書であれ文的な形

でその意図が問われ、文的な形でそれに答えることが要請されるだろう。こうした点から見れ

ば、企業活動の道徳的責任で問題になる意図が、文の構造をしていると考えるのは理に適っている。

これに対し、サールのいうような文的でない意図（のようなもの）を持ち出しても、議論の目的

に照らして適切な反論にはならない。むしろ、推論主義のいう主張を中心とした理由を与え求め

る実践こそが、文の形を持つ意図の分析に適切だと考えられる。

（2）サールは、志向的状態が本質的に規範的なものであることを認める一方、規範性が公的な基

準を要請することを否定する（Searle… 2001:182-3）。サールによれば、動物は目の前にある食べ物

や障害物に関する信念を持つが、それは、正しかったり誤っていたりする点で規範性を持つ。こ

の点で規範性は公的な基準を必要とするものではなく、自然の中にありふれたものと考えられる。

しかし、企業活動の道徳的責任が問題である場合、問題になるだろう意図は、組織内や社会で共

有された公的な規範によって理解されると考えるのは自然である。M 社の督促でいえば、S が意

図的にフレンチ宛の督促にサインしたのか、誤って意図しない通知にサインしたかにかかわらず、

それは M 社の督促として理解される（French… 1995:23）。つまり、M 社の督促は、S の心的状態や

自己理解ではなく、公的な基準に従って理解されるのである。この例によらずとも、企業の構成

員が、関係者の主張や行為を好きな仕方で解釈してはならないのは自明である。このように見れば、

動物の志向的状態（のようなもの）を持ち出し規範性が公的なものであることを否定する議論は、

より基本的な規範性の理解に関してなお妥当する余地があるかもしれないが、企業活動の道徳的
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責任が問題である場合、適切な反論にはならない 39。

このように、企業活動の道徳的責任に焦点を当てる場合、（1）問題となる意図が文的な構造を

持ち、（2）公的な規範の基準に服すと考えることは理に適っている。反対に、意図に関する心理

主義は、これらの点を充たさないため、適切な議論を提供することに失敗している。したがって、

レンネガードとヴェラスキーズは、有効な議論を提起できていない。これに対し、推論主義は（1）
主張、すなわち文の使用を基本単位とし、かつ（2）その規範的な使用から志向的状態を説明する

議論であり、企業活動の道徳的責任を問うという目的に照らして適切なものだといえる。この点で、

問題を企業活動の道徳的責任に限定する場合、推論主義は適切な意図の理解を提供する議論とい

える 40。レンネガードとヴェラスキーズの機能主義への批判に照らしていうならば、言語実践に基

礎を置く機能主義こそ、企業の道徳的行為者性を論じる際に適切な立場だということになる 41。

3.	 推論主義から見る企業の道徳的行為者性

では、企業活動の道徳的責任の問題に推論主義が適切だと考える場合、企業の道徳的行為者性は

どのように理解されるだろう。推論主義は、志向的状態の内容を言語実践の役割から説明する点で、

機能主義の一種である。他方でこの議論は、企業や人間を含む誰の意図をも機能的側面から説明

する点で、企業の意図に関して機能主義を、人間の意図に関して心理主義を採用する、企業に意

図を認める従来の議論とは異なる方針を取る。さらに、前節の議論に従う限り、推論主義を採用

できるのは、議論の対象を文の構造を持つ志向的状態に限定する場合である。この制約が、企業

の道徳的行為者性の議論にどのような含意を持つかは明らかではない。

そこで本節では、企業の道徳的行為者性を推論主義から検討することで、本稿としての評価を

示す。まず、企業の意図の問題を検討して、その上で企業の道徳的行為者性を論じる。

企業の意図

企業の意図の問題から考えよう。推論主義は企業の意図を認めるだろうか。前節の議論に従うな

らば、その答えは、企業が実践的コミットメントとしての意図を自ら承認したり、互いに帰属し

たりされたりすることができるかによって決まる。さらに、行為の意図は、信念的コミットメン

トをはじめとする他の規範的地位との関係で理解される。したがって問題は、企業を各種の規範

的地位の適切な主体として理解できるかどうかということになる。

ブランダムはこの点、その答えは寛容であるべきと述べるに留まる（Brandom… 1994:644）。他方

で、ゴンザレスとザモラは、推論主義に基づき集団の行為者性を論じた論文で、次のように答え

39… この点、推論主義を採用する場合、志向的状態の内容を説明する言語実践の規範性が、そもそもどうやって成立す
るかが問題となる（Brandom…1994:18-55）。しかし、企業のようなフォーマルな組織が問題の場合、安定したコミュ
ニケーションを成り立たせる程度の規範性は所与としてよいと思われる。ブランダムは、規範的地位の説明で提示さ
れる権威と責任の関係の説明において、自身の提示する言語実践が組織行動の研究と親和的であると指摘している

（ibid.…673…n.24）。
40… しかしこのことは、志向的状態の説明に推論主義が必要であることを意味しない。志向性に想定される表象関係を、

別の仕方で説明できる可能性もあるからである（白川…2017:14）。
41… 他方で、推論主義には、議論が言語実践の内部での話に終始しているために、言語を超えた実在的世界との関係

が説明できないという批判がある（白川…2015）。この点は、言語行為論から制度的事実の成立を議論し、同時に外
的世界の実在論や真理の対応説を主張するサール（Searle…1995,…1998）の議論と対照的である。
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る。すなわち、その答えは「人々に受け入れられている言説的な規範に依存する」（González… de…

Prado…Salas…and…Zamora-Bonilla…2015:15）42。二人によれば、この答えはトリビアルなものだが、こ

の基準から見ると、スポーツチーム、企業、組織、政府など特定の集団は、推論主義的な意味で

の行為者として理解することができる。例えば、サッカーチームは、ボールが適切な仕方でライ

ンを通過した回数に応じて点数、つまり規範的地位を持つ。「これらの存在は、明らかに義務論的

地位、すなわち世界の何らかの出来事をそれら存在の行為…として我々に解釈させる義務論的地

位を伴う」（ibid.）のである。

しかし、二人の議論は、推論主義の重視する言語実践への参加を、単に何らかの規範的実践に

参加することに矮小化している。少なくとも、サッカーの試合は（問題が生じない限り）明確な

言語実践なく進行するのに対し、企業活動はそうではない。この点で、両者を同一視することは

できない。

さらに、この議論は、企業が何らかの規範的地位を帰属される（あるいは規範的地位を引き受

けていると解釈できる）ことを示すだけで、企業もまた実践の参加者に規範的地位を帰属させる

可能性を検討していない。これは、企業を何らかのゲームの参加者と捉える従来の議論に共通す

る特徴である（French… 1995;… Ladd… 1970;…杉本… 2008）。これらの議論は、ゴンザレスとザモラのも

のも含めて、企業活動を外側から眺めて、企業を規範的実践の参加者と解釈しているに過ぎない。

これに対し、ブランダムが重視するのは、解釈者によって解釈される行為者と、解釈を行う行

為者の違いである（Brandom… 1994:55-65）。前者が持つ志向的状態は、後者が持つ志向的状態に依

存する。ブランダムが説明しようとするのは、基本的に後者の志向的状態である 43。後者は、前節

で見たように、行為者が言語実践で引き受けたり帰属したりされたりする規範的地位の点から説

明される。この点からいえば、志向的状態は「彼ら自身［実践の共同体］の活動の産物であって、

その活動を解釈する理論家の産物ではない」（ibid.… 61）のである。したがって、企業が規範的地位

の適切な主体だと主張するためには、企業に規範的地位を帰属できるとか、企業がそれを引き受

けていると解釈できることだけでなく、企業もまた実践の参加者に規範的地位を帰属できること

を示さなくてはならない。

M 社の例から考えよう。フレンチは、M 社の督促について、M 社をその主体として対応してい

た。これは、フレンチによる M 社への、督促の実践的コミットメントの帰属である。この督促は

同時に、M 社による督促の実践的コミットメントの承認とも考えられる。また、フレンチが問い

合わせを行った際、S は M 社の記録に言及して、督促が適切であることを説明している。これは、

M 社による督促のエンタイトルメントの提示と考えられる。さらに、この対話で、フレンチは督

促が誤りだという信念的コミットメントを自ら引き受け、また同様のコミットメントを帰属され

ることにもなる。この帰属は、M 社によるフレンチへのコミットメントの帰属と考えられるだろう。

もちろん、M 社の発話や行為は、S を通じて実行されるものである。次項で見るように、それら

42… 推論主義ではないが、フセインとサンドバーグ（Hussain…and…Sandberg…2017）も、企業が行為する規範次第で企業
の行為者性の評価が変わるという、多元論的機能主義を主張する。

43… ブランダムはこれを原初的志向性（original… intentionality）と呼ぶ（Brandom…1994:60-61）。これは、サールの本来
的志向性に相当する。ブランダムはサールと同様に、解釈される主体と解釈を行う主体に区別を設けないデネットの
議論を問題視する。他方でブランダムは、原初的志向性（本来的志向性）を解釈者の内在的な信念や意図と考える
サールの議論に関して、信念や意図の内容を後退なく説明できない点で欠陥があるとしている（ibid.）。
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の発話や行為が、S の私的なものである可能性は常にある。他方で、フレンチが S の発話や行為を

S の私的なものとして対応するなら、それが特異なものでない限り、不適切なのはフレンチの方と

いうことになるだろう。そのような不適切さは、企業の側から理由を尋ねられたり、場合によっ

て修正されたりすると思われる。

このように見れば、企業は規範的地位を引き受けたり帰属されたりするだけでなく、実践の参

加者に帰属させもする主体だと考えられる。M 社の督促を、フレンチは人間と企業のコミュニケー

ションと表現したが（French… 1995:13）、推論主義の語彙で言い直せば、それは人間と企業による

理由を与え求める実践ということになるだろう。

全てが企業の意図なのか

とはいえ、この議論は、企業がその活動を構成する全ての意図の主体だと主張するものではない。

少なくとも、次の二点に注意する必要がある。一つ目に、企業活動を構成する意図の中には、「督

促状をポストまで運ぶ」とか「電話の受話器を取る」のように、企業がその主体となることがで

きないものもある。しかし、このような意図が企業活動に含まれること自体は、企業活動に企業

が主体となる意図があることを否定しない。特に、基本的に責任の所在で問題になるのは、誰が

督促状を集荷場所まで運ぶことを意図したかとか、誰が督促の電話で受話器を持ち上げたかとい

うような、身体運動に言及する意図ではなく、誰が督促を意図したかのような、企業がその主体

となり得る意図であるように思われる 44。いずれにせよ、企業が全ての意図の主体になるわけでは

ないことは、企業が道徳的責任の所在で問われる意図の主体として排除されることを意味しない。

二つ目に、問題を企業が主体となることのできる意図に限定しても、その意図が企業のものか

どうか、常に議論の余地は残る。これは、フレンチによる企業の意図の議論と同様である。企業

の意図と個人のそれを区別する基準の一つは、フレンチの言う通り CIDS だろう。実践の参加者

は、問題の決定や行為が企業のものかどうかを尋ねることができるし、問われた相手は CIDS に言

及して、それが企業の意図であることを説明することができる。また、なされた決定が企業のど

のレベルのものか、例えば督促が M 社それ自体のものか、あるいは M 社のクレジット部門のも

のかといった点も、CIDS の組織フローチャートに照らして説明が可能である。このように見れば、

CIDS は、問題の決定や行為が企業それ自体や企業内の特定の組織のものであることを正当化する

エンタイトルメントの役割を果たすといえる。もちろん、特定の決定や行為が、企業内の個人に

帰属されるべき場面もある。例えば、故意による企業の倒産、合併や分裂、社名の変更など、企

業が道具主義的に扱われる場合、その決定は個人に帰属されるべきだろう（杉本…2008:52）。個々

の事例で問題の決定や行為が誰のものであるかは、その都度の実践の様態に照らして判断される

事柄である。重要な点は、企業活動を意図する主体が誰であるかは、常に実践で問われる余地が

あるということである。

以上、このように注意すべき点はあるが、企業が理由を与え求める実践の参加者であり、規範

的地位を引き受けたり帰属したりされたりすると考えることは、理に適っていると思われる。こ

44… もちろん、企業内の個人は、身体運動をもって督促を発送したことや、督促の電話をかけたことの責任を問われる
場合もあるだろう。この点については、次項で言及する。
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の点で、推論主義から企業の意図を正当化することは可能である。

企業の道徳的行為者性

次に、企業の道徳的行為者性は上記の議論から正当化されるかを検討する。第一節で見た道徳的

責任の理解に照らせば、企業が道徳的行為者だというためには、企業が意図を持つことに加え、

行為を引き起こすことを示さなくてはならない。本稿では、意図が行為の原因となるかどうかを

問う、いわゆる行為の因果性の問題には立ち入らない 45。差し当たり、この点に関するブランダム

の基本的な考えを示すに留める（Brandom…1994:259-61）。

まず、意図と行為の関係は、第一に規範的な関係として理解される。すなわち、行為者が特定

の行為への実践的コミットメントを承認するなら、行為者はそのコミットメントを理由として行

為すべきという関係である。他方で、ブランダムによれば、特定の場合にそのコミットメント（理

由）は、行為の原因とも考えられる。ここで、特定の場合や原因の内実など、議論の詳細には立

ち入らない 46。企業が行為を引き起こすかどうかという点に関していえば、次項で見る、行為を引

き起こす事態の内実に関する、企業と個人の相違が重要である。今の段階で確認しておくべきは、

ブランダムの説明を額面通りに受け取るなら、企業の意図もまた、特定の場合に行為の原因とし

て理解できるだろうことである。そうであれば、企業が意図を理由として行為を引き起こすと考

えることは可能である。

付言しておくと、本稿では、道徳的行為者性の条件を、意図的に行為を引き起こす行為者

であることとして議論を進めてきた。この条件に対しては、例えば、自律性（Rönnegard… and…

Velasquez…2017）、合理性（List…and…Pettit…2011）、会話可能性（Pettit…2017）など、様々な追加条

件が提案されている。これらの条件を推論主義がどう説明するか、さらなる検討が必要であるこ

とは言うまでもない。他方で、本稿で設定した、意図的に行為を引き起こす行為者であるという

条件を企業が充たすのであれば、その限りで、企業は道徳的行為者だと考えられる。

個人と企業の関係をめぐる三つの課題

しかし、ここまでの仕方で企業の道徳的行為者性を正当化する場合、なお検討すべき問題は残る。

本稿の最後に、推論主義から企業の道徳的行為者性を論じることで生じる問題として、次の三点

を指摘しておく。

一つ目に、推論主義に基づき、意図が行為を引き起こすことを説明できるとしても、その内実

は、個人と企業で大きく異なる。企業の行為は、個人の行為なしには引き起こされない点で、そ

の成否を個人に依存する（Werhane…1985:52-5）。そうであれば、企業の行為に関わる個人は、部分

45… 行為を引き起こすことの内実に関して、ヴェラスキーズは 1983 年の論文で、行為者を行為の創始者と考える行為者因
果説の立場を示している（Velasquez…1983:13-4）。他方で、2003 年の論文では、「事物に関する思考あるいは事物の
知覚（またはその事物が内包的対象である何らかの他の志向的状態）がそれ自体でリアクションや反応を引き起こす
時に、その事物が提示する因果性」として、志向的因果性（intentional…causality）という概念を導入しており、志
向的状態を行為の原因と考える立場も示している（Velasquez…2003:540,…555…n.28）。以下では、志向的状態が行為
の原因となるかを問う後者の意味で議論を進めるが、仮に前者の行為者因果が問題になる場合、以下で言及する企
業活動が個人の行為に依存するという点がより大きな問題となると思われる。

46… ブランダムによれば、意図が行為の原因とされるのは、行為者が行為へのコミットメントを承認し、かつエンタイトル
メントを帰属される場合である（Brandom…1994:262）…。この議論で注意すべきは、こうした意図と行為の関係が、あ
くまで規範的関係（実践の参加者の規範的態度）を通じて理解される点である（ibid.…14-17,…254）。
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的にせよ責任を問われる余地があるように見える。ヴェラスキーズは、「企業の行為のある場面に

は、必ずそれを因果的に引き起こしたことに責任のある個人がいる」（Velasquez… 2003:543）と主

張するが、企業それ自体に責任を問う場合も、この議論は有効である。企業に道徳的責任を帰属

させる場合の、個人責任のあり方を検討する必要がある 47。

二つ目に、推論主義は企業と個人を意図的な行為者として同等に扱うが、そうした議論が、企

業の非倫理的行為を促進するのではないかという懸念がある。アシュマンとウィンスタンリー

（Ashman… and… Winstanley… 2007）は、企業の道徳的行為者性は実践的な利点がある一方、これを

認める場合、企業の対外的な統一性の裏側で非倫理的行為が覆い隠されると主張する 48。こうした

懸念は、杉本の「企業にも道徳的人格を認めるほど人格概念を劣化させてしまうことは、翻って

そこで働く経営者や従業員らの物件化になりかねない」（杉本…2019:77）のような指摘にも読み取

れる。

この点に関して、本稿の議論を振り返れば、問題は企業の道徳的行為者性の正当化にではなく、

その正当化を適切とみなさせる実践にあると思われる。本稿の議論が正しいとすれば、企業がそ

の活動の道徳的責任に関する意図の主体となるかどうかは、実践の内容に依存して決まる問題で

ある。例えば、本稿では、身体運動を含む意図のような、人間だけを主体とする意図が議論から

除外されると論じることで、企業が問題となるだろう意図の主体になり得ることを主張した。こ

れは、身体の有無のような個人と企業の違いが捨象され、両者が言語実践で機能的に等価な主体

として扱われる実践で、企業の道徳的行為者性が成立することを意味する。翻っていえば、実践

の内容次第で、企業の道徳的行為者性は否定されもするのである。従来の議論は、個人を基準と

した企業の特徴の評価に終始してきたが、企業と個人の相互的な実践に目を向ける必要がある。

最後に、推論主義により志向的状態を企業と個人の相互的実践から説明する場合、道徳的行為

者性の理解そのものが見直される必要がある。本稿で採用した道徳的行為者性の条件は、信念や

意図などの志向的状態を、主体の内的な資源と考える心理主義的な前提において設定されている。

これに対し推論主義は、ここまでに見たように、志向的状態の理解を大きく変える。特に注意す

べきは、本稿の議論に従う場合、個人の志向的状態もまた、企業とのやり取りの影響を免れない

点である。例えば、ヒースは次のように言う。「心的状態［志向的状態］がその内容を決定的に言

語に依存するなら、そして言語が社会的実践から生じるなら、個人の志向的な計画能力…は非常

に重要な仕方で行為者の社会的環境に依存するように見えるだろう」（Heath… 2008:102）。このよう

な志向的状態の特徴は、従来から指摘される企業内の個人の脆弱性、例えば、意志の弱さ（Garrett…

1989）、マルクス主義的な疎外（Ladd… 1970）、企業のプレッシャーや拘束力（Gilbert… 2014;… Pettit…

2003;…Werhane… 1985）、社会心理学の集団浅慮（Phillips… 1995）などと親和的に見える。主体の意

思決定の資源が社会的産物だと考えられる場合の、道徳的行為者性の理解が明らかにされる必要

がある 49。

47… フレンチは、人間のいない完全にプログラム化された企業の例をあげているが、その場合は異なる議論になるだろう
（French…1995:34-35）。プログラムを作成した人間の責任など、人工知能の責任論も参照する必要がある。

48… 二人は、心を持たない企業に志向的状態を認めることはできないというヴェラスキーズの議論を支持し、企業の道徳
的行為者性は理論的には誤りだと考える（Ashman…and…Winstanley…2007:87-88）。

49… ブランダムがこうした脆弱性をどう評価するかは検討が必要である。ブランダムの想定する行為者は、言語実践で理
由を与え求めることを通じて、自らを発展させていく合理的主体である（Brandom…1994:3）。ヒースは、個人は規範
に従って行為する存在だが、その内容が規範倫理学で論じられるような道徳的内容を伴うことは保証されないと主張



企業の道徳的行為者性をめぐる企業の意図の問題　　　　西本優樹（北海道大学大学院文学研究科）

42
 応用倫理―理論と実践の架橋―
vol.12

結　論

本稿では、企業の道徳的行為者性をめぐる企業の意図の問題について、レンネガードとヴェラス

キーズの議論に反論を提起する形で推論主義を導入し、二人の主張する心理主義が妥当性を欠き、

推論主義が適切であることを示した。その上で本稿では、推論主義から企業の意図、また企業の

道徳的行為者性が、条件つきではあるが正当化できることを示した。ここまでの議論は、あくま

で行為の意図に焦点を当てたものであり、企業の道徳的行為者性をめぐって提示される論点を尽

くしたものではない。しかし、本稿で示した推論主義に基づく議論は、従来の機能主義に基づく

議論よりも、企業の道徳的行為者性をめぐる議論において、機能主義が適切であることを示して

いる。推論主義に基づくさらなる分析により、企業の道徳的行為者性に関するより適切な理解を

提示することが期待される 50。
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