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道徳的想像力論が投げかけるもの――応用倫理からメタ倫理学まで 

林 貴啓
 

教育の主目標は、想像力を培うことである。 

――メアリー・ウォーノック 

要旨 

 「道徳的想像力」は、日本ではまだ認知度がきわめて低いが、英語圏の倫理学では特に注

目を集めており、一般の論議でも使用されている概念である。本論考は、この道徳的想像力

の実践・理論双方に対する示唆を探ってゆくことを目的とする。背景には、主流の合理主義

的な倫理学に対する反省がある。実践的な意思決定の場面で倫理を実効あるものにするた

めに欠かせない能力として、想像力の意義が注目されているのである。代表的な理論家であ

るジョンソンによると、一見純粋に合理的なものに見える倫理学説や意思決定の場面でも、

想像力の資源が必ず働いているという。また道徳的想像力論は、「規範原理」の位置や、「道

徳の全域化」の展望、絶対的な価値を欠く社会のなかでの客観性など、メタ倫理的な射程も

含む。本論考ではこうした問いかけの意義を批判的見地も交えつつ吟味し、環境倫理や道徳

教育などの実践的なテーマへの示唆も探ってゆきたい。 

キーワード：道徳的想像力、ビジネス倫理、応用倫理、メタ倫理 

はじめに 

 本論考は、「道徳的想像力」という概念をめぐっての考察である。この概念をめぐる広範

にわたる議論状況を紹介し、その意味を明らかにすること、また、この概念によって開かれ

る、さまざまな倫理学そして社会全般に対する意義を示すことがその狙いである。 

 「道徳的想像力」とは、日常会話や一般メディアでの言説はもとより、哲学や倫理学の議

論においても、日本ではまだほとんど聞かれない言葉である。この語をキーワードに国内の

                                                   

 上智大学グリーフケア研究所、立命館大学ほか非常勤講師 
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記事や論文を検索しても、ヒットする件数は極めて少ない1。これを論題に掲げたり、キー

ワードに位置づけたりして考察を進めるような研究が、ほとんどないことを示していよう。

またわが国の倫理学研究のひとつの到達点といっていい『倫理学事典』（弘文堂）、『応用倫

理学事典』（丸善）にも、「道徳的想像力」あるいは原語の moral imagination についての項目

を見つけることはできなかった。もちろん、この立場を代表する M. ジョンソンらの業績も

取り上げられてはいない。 

これは、道徳的想像力の概念が日本の一般社会はもとより、哲学・倫理学界でもほとんど

まったく知られていないという証拠だろう。英語圏ではビジネス倫理や道徳教育などの文

脈で広く論じられ、ほぼ共有された概念となっている事情がうかがえるだけに対比は歴然

としている。英語圏では一般の言説でもしばしば常用語として用いられたり、主題として取

り上げられたりするのが見られるが、日本ではほんの断片的な言及しか見られない。 

西欧では、倫理学の主流はもちろん合理主義的なものである。その代表者として、I. カン

トを挙げることに異論の余地は少ないだろう。だが他方で、もともとヒュームやアダム・ス

ミスのように、倫理の基盤として合理性よりも、共感の意義を強調した思想家もいる。共感

とは想像力の主要な働きであることは言うに及ばない。想像力の他の働きについての論究

は弱かったとはいえ、この意味で、道徳的想像力概念が注目を集めるにいたった背景はある

といえる。 

 翻って日本の精神風土を省みれば、「道徳的想像力」という考え方はむしろ受け入れやす

いように思われる。「察し」「思いやり」のような姿勢は共感的想像力と深く関わっているは

ずだし、思想的にも伊藤仁斎の「惻隠の心」のような形で表現されている。もともと少なか

らぬ日本人が、この言葉は知らなくても道徳的想像力というものを行使しているといえる

かもしれない。その限りで理解が難しいというわけではない。 

にもかかわらず、アカデミズムの倫理学ではまだ注目を見ていない。その結果、この方面

の議論からの示唆が十分に生かされないでいるとすれば、学問的にも、ひいては社会的にも

惜しむべき損失である。 

 今日の道徳的想像力論というのは、「共感」「察し」のような、常識的にも了解可能なレベ

ルをはるかに超えたところまで展開している。一人ひとりの行為者が個々別々の状況で倫

理的な判断を下し、行為するうえで、この能力は無視できない役割を果たしている。一般的

な規範原理の確立と正当化に関心を注いできた主流の倫理学に対して、大いに補完すると

                                                   
1 現時点では、梅津光弘（2007）がある程度である。これはビジネス倫理に関して、本研

究でも取り上げるワーヘインの道徳的想像力（ここでは「道徳的構想力」と訳される）論

について考察したものである。 
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ころがある。実際の行為場面で指針として働かないのなら、いかなる倫理学の考察も空理空

論のように扱われるおそれもなしとはいえないだろう。そうした実践的な場面での示唆に

加えて、道徳的想像力に依拠したアプローチは、倫理学ひいては倫理そのものの位置づけを

めぐる原理的な考察にまで及ぶ射程を有している。そこで、本研究では道徳的想像力をめぐ

る議論の流れを紹介しつつその意義を吟味していきたい。 

道徳的想像力論の流れ 

 先にも触れたが、カントに代表されるように、西欧の倫理学は合理主義が主流をなしてい

た。倫理学の課題とは、理性に根ざし、普遍的な妥当性をもつ規範原理を見いだし、それを

定式化することだと解されてきた。そして倫理的に振舞うとは、そうした原理にのっとって

行動することだとみなされた。ジョンソンの言葉を借りれば「道徳法則理論」が、倫理学の

多くの流派の共通の基本前提であった。「所定の状況においてなすべき正しいことを定める

道徳法則・規則に具体的な事例をあてはめる」（Johnson 1993, 4）というわけである。 

 とはいえ、想像力の役割を強調した論者もみられる。たとえば D. ヒュームである。ヒュ

ームは道徳的判断において理性が主要な役割を果たすことを否定し、道徳の基礎には共感

的な情緒がなければならないとした。想像力は共感のための条件であり、適切な道徳的判断

を生み出す認知能力として位置づけられる。あるいは、わが国ではほとんど経済学者として

のみ知られている A. スミスの『道徳感情論』は共感としての想像力を基盤にした道徳論で

ある。高校生でも知っている「神の見えざる手」の思想は、こうした共感的想像力の働きを

想定しているからこそ成り立つ、というのがスミスの本来の考えである2。 

 同じく共感を、「共苦」すなわち他者の苦しみを共にすること、として倫理の基礎に据え

たのがショーペンハウアーだ。この倫理思想には、この世界を永遠に満たされることのない

根源的な『意志』の顕れとみなす彼一流の厭世的形而上学がある。より時代を下れば、「相

手の立場に立つ」ことを何より重要だとしたヘアの倫理説もこの系譜に位置づけられよう。 

 こうした形で、倫理における想像力の役割を強調する思想家たちが、西欧の倫理思想史に

おいてひとつの傍流をなしていることは事実である。ただし、焦点はもっぱら「共感」に集

まりがちであった。それ以外の想像力の働きについての考察は手薄であった。認識論におい

ては構想力＝想像力の不可欠の役割を論じたカントは、道徳的判断の場面でも実は想像力

に一定の役割を認めてはいるものの、倫理の本性にかかわるものとしては扱っていない。ま

た「共感」が道徳現象において重要な役割を働いていることは確かに示していても、それは

                                                   
2 仲島（2006）は「共感」概念に焦点を当てて倫理思想の歴史をたどっている。 
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単に現象の記述にしかなっていない。倫理の基盤として扱うには規範性を欠いている、とい

うのも問題点であった。 

 学問的な倫理学の枠外では、E. バークや L. トリリングといった論者たちが、道徳的想像

力という言葉を好んで用いた。バークによれば、それは「私的な経験と瞬間的な出来事の壁

を越え出る知覚力」「詩や芸術で行使されるこの力の高次の形態」ということである。英語

圏ではこの言葉がかなり人口に膾炙したものとなっている事情も、こうした人たちの影響

力が大きいように思われる。記憶に新しいところでは、『不都合な真実』で地球温暖化の危

機を世界中に警告した A. ゴア元アメリカ副大統領も、環境問題への取り組みについて、道

徳的想像力の行使を求めている（Gore 2006, 11）。倫理、ないし道徳と想像力の結びつきは、

もとより決して不自然なものではないと受け止められているのである。 

道徳的想像力の現代的論議 

 こうした背景もあって、倫理と想像力の結びつきについて、現代的な視点から哲学的に論

究する機運は確実に高まりつつある。カント、ヒュームからコールリッジ、メルロ＝ポンテ

ィ、ウィトゲンシュタインに至るまでの哲学史的考察をもとに想像力の再評価をはかった

ウォーノック（1976）は、想像力を倫理を可能にする他ならぬ基盤的な能力として位置づけ

ている。『想像力と時間』（1994）において、想像力をもってする未来世代とのつながりは、

さながらヨナスの「世代間倫理」をも思わせるものである。 

あるいは M. ヌスバウム（1990）の仕事がある。彼女は文学と倫理の関係を立ち入って論

じ、特に「物語」において働く想像力が、倫理的にも深い意義を持っていることを示した。

「想像力」の事典項目の執筆も担当したキークス（1994）は、個々の行為者が個別・具体的

状況で直面する問題に対する関心が高まったことが、道徳的想像力の概念が注目を集めた

背景だと指摘し、想像力の意義を考察している。 

タイアニー（1994）もまた、理性に信を置き、原理に根ざした従来の倫理学が、現実の生

の複雑さに対しては実効性をもたないという問題意識から出発する。それが倫理理論と実

践の乖離につながり、相対主義の蔓延まで招いてしまった、というのである。そこから、倫

理学が人々の具体的な人生のうちで機能するよう変革することを求めて、原理のかわりに

倫理的な「理想」に礎を置くアプローチを提唱し、そこでの想像力の役割を追求するのであ

る。 

 このように、道徳的想像力についての哲学的な考究はかなり登場しつつある。だが、その

なかでも影響力のうえでも理論的な射程のうえでも最大なのは、ジョンソンの仕事であろ

う。現代の認知意味論の泰斗 G. レイコフと組んで多くの業績を挙げてきたジョンソンのア
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プローチは、認知科学に根ざしたものである。共著『レトリックと人生』（原題 Metaphors 

We Live by）では、人間の理解と推論の過程のかなりの部分で、メタファーという想像力の

働きが不可欠の役割をなしていることを示した（Lakoff and Johnson 1980＝レイコフ・ジョ

ンソン 1986）。また単著『心のなかの身体』では、「イメージ図式」をはじめとする認知の

想像的構造を身体に根ざしたものとして理解する理論を展開するなど、認知科学の哲学的

含意を探り続けている哲学者である（Johnson 1987）。そして『道徳的想像力』は、そのよう

な想像力の働きが、ほかならぬ道徳的理解・推論においても本質的なものであることを論じ

た著作である。 

道徳的想像力への着目は、こうした理論的な場面にはとどまらない。むしろ、さまざまな

応用・実践倫理の文脈のほうが、注目度は高いともいえる。具体的な状況でどう倫理的に行

為するか、また人を倫理的に行為するようにどう促すか、という問題において、想像力の果

たす多大な役割が見直されつつあるからである。キークスによれば、むしろ倫理学において

想像力が注目を集めているのはこちらの場面でのことである。 

とりわけ、ビジネス倫理という分野では、道徳的想像力に関する議論は非常に盛んであ

る。”moral imagination”をキーワードに論文を検索すると、ヒットする記事としてはこの分

野の専門誌に掲載されたものが特に目立つ。たとえばビジネス倫理では第一人者である P. 

ワーヘイン（1998, 2002 ほか）はジョンソンらの理論を踏まえつつ、「メンタルモデル」や

「システム思考」との関連で、ビジネス倫理における想像力の役割を論じている。あるいは

モバーグとシーブライト（2000）はビジネスにおける意思決定のさまざまな段階で想像力が

機能することを示し、道徳的想像力の発達を課題として掲げている。 

ビジネス倫理の文脈だけではない。医療や環境などにかかわる応用倫理でも、道徳的想像

力の役割に着目する論考は多々登場している。例えば医療倫理の領域ではジョンソンの議

論に主として依拠したノードグレン（1998）の考察がある。医療倫理における「原則主義」

の代表者のように言われるチルドレスらだが、その一方で別の著作では、ジョンソンの仕事

を援用し、実践的推論に関してはメタファーの役割を強調している（1997）。看護・ケアの

文脈はもとより想像力の立場に親近性が高い。一例を挙げればスコット（1997）がある。こ

こで注目されるのは当然、他者の気持ちに入り込み、そのパースペクティヴに同一化する

「共感」という想像力の働きである。 

環境倫理においては、イーベンレック（1996）やアドルフソン（2004）などが挙げられる。

未来世代や他種の生物など、「今ここ」の場面を離れた相手に対する配慮が問題になる環境

倫理の文脈では、想像力の意義が注目されるのは当然かもしれない。もとより現代の環境倫

理のひとつの源泉となっているヨナスの『責任という原理』においても、「恐れの発見術」
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というかたちで、彼の提唱する「責任の倫理」を実践するための方途としての想像力の役割

は強調されていた。すでに触れたが、一般的な言説では、ゴアの『不都合な真実』のなかで

も用いられている。 

 また道徳教育の場面でも注目は集まっている。教育の目標をさまざまな意味での道徳的

想像力の発達に置く議論は、パルデールズ（2002）、ジョゼフ（2003）、ヒースロップ＝マー

ジソン（2006）などにみられる。ここでは特に道徳的に重要な情緒としての「共感」を可能

にする能力として、想像力の役割が注目されることが多い。 

注目の背景 

 こうして、理論的にも応用的にも倫理における想像力の役割に注目が集まっている理由

としては、従来の合理主義的な倫理の立場だけでは現実の行動には役立たないということ

への反省がある。現実の世界での行為は、適切な道徳原理を選び出し、それを数学の公式の

ように当てはめれば問題が解決するというには、あまりに複雑なものである。規範原理を合

理的に定式化することに専心してきた従来の倫理学は、具体的な実践の指針としては役立

たない。理論や概念が精緻になればなるほど、それだけ倫理学が専門家の理論という枠内に

とどまり、人々の生きる現実からかけ離れてしまう。この点を、タイアニーは「理論家のデ

ィレンマ」と呼んでいる（Tierney 1994, 6）。 

いかに倫理学者が思索の末に規範原理を樹立しえたとしても、それが人々の生を律する

ものとして機能しなければ、それは観念の殿堂を出ることはない。W. ジェイムズ風に言え

ば、この世界に「何の違いももたらさない」のである。後述するが、従来の合理主義的な倫

理学が意思決定のモデルとしてきた「道徳法則理論」では、現実の行為条件で倫理的にふる

まうためにはほとんど効力を持たないということである。だからこそ、現実の倫理的判断・

行動のうえで広範に役割を果たす、想像力について考察を進める必要が生じてきたのであ

る。 

とりわけ、実践・応用的な文脈では、従来の倫理理論が現実の道徳的判断を求められる状

況ではあまり助けにならないことへの不満が述べられている。教育の文脈でのパルデール

ズ（Pardales 2002, 425）、ビジネスの文脈でのヤンとアニセット（Young and Annisette 2009, 

94）などにみられる。倫理的判断を、「原理を個別事例に適用する」という枠組みで考える

―これが、ジョンソンが問題視する「道徳法則理論」の基本的な考え方である―のでは、倫

理的な実践を現実に生み出すには足りないのである。つまり、倫理が現実に人々の行為を律

する力となるうえでは、さらに何かが求められる。その認識が、論者たちが道徳的想像力の

意義に着目する動機をなしている。 
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だがさらに進んで、倫理をほとんどもっぱら理性の領分に置き、合理的なものとして規定

しようとしてきた倫理学伝統そのものに対する反省ということも伴っている。ジョンソン

らの議論には、単に「応用倫理」「実践倫理」にとどまらない射程がある。道徳上の諸概念

の想像力に根ざした本性を明らかにする、道徳規範・原理の位置づけを想像力の観点から問

い直す、ウィリアムズの言う「道徳という特異な制度」を問いに付し、生の領域全体に道徳

の次元を拡張するなど、従来の「倫理」の位置づけそのものに変革を迫るような企てを展開

している。それがどこまで功を奏しているかは後の考察で触れるとして、道徳的想像力論の

展望は、こうした倫理をめぐる原理的なレベルの論議にまで及んでいることは、強調に値す

るだろう。 

道徳的想像力のさまざまな働き 

西欧哲学の伝統では、感性と理性とを橋渡しする能力として、想像力の役割そのものはア

リストテレスの昔から注目されていた。近世哲学において、主要な関心事となった認識論の

見地からこれをとらえなおしたのかヒューム、そしてカントであることは言うまでもない。

ウォーノックは近世以降、ヒューム、カントからサルトル、ウィトゲンシュタインに至るま

での想像力論の系譜をたどり、想像力を「世界のうちのものを慣れ親しんだものとして理解

するにも、見慣れないものを見てとるにも必要」（Warnock 1976, 10）な能力、「世界を解釈

する手段でも、心のうちにイメージを形成する手段でもある」（Warnock 1976, 194）と位置

づけている。このように日常語で言う「想像力」の意味との接点は保ちつつも、それにとど

まらない想像力の意義についての探究には、すでに多くの積み重ねがある。 

ただし、倫理学の領域では、想像力の役割はおおむね「共感」「同情」といった側面に局

限されてきたことも否定できない。現代の道徳的想像力論は、そこにとどまっていない。よ

り広範な場面で、倫理において想像力の果たす役割を追究している。本節では、想像力の倫

理における機能について、さまざまな論者の論点を紹介すると同時に、それらを包括的に展

望する視点を呈示したい。 

一般的規定 

 道徳的想像力というのは、字義通りには、道徳、あるいは倫理的な判断・行為の場面で働

く想像力のことである。その点は論者たちの間に意見の相違があるわけではない。だがさら

に立ち入った定義を試みている論者も多い。たとえばジェイコブズは「さまざまな選択肢を

分節化し吟味し、そのありうる含意を比較考量し、自らの他の計画や関心への影響を考慮し、

他者の関心や感情への影響を考慮する」能力と規定している（Jacobs 1991, 25）。ジョンソン



136 

によれば「一定の状況のなかでさまざまな行為の可能性を想像的に識別し、一定の行動から

結果しうる潜在的な益と害を思い描く能力」（Johnson 1993, 202）、ワーヘインによれば「特

定の状況にあって、その状況からは端的に決定されるわけではない、あるいはそこで働いて

いるメンタルモデルには制限されない、一連の規則や規則に支配された関心ではフレーム

化されない諸可能性を発見し、評価する能力」（Werhane 1998, 75）という。一般的な定義は

このようなものだが、倫理における想像力の働きについては、さらに多様な形で考察が試み

られている。以下では、その諸相について触れておこう。 

共感 

 道徳的想像力の働きとしてまず連想されるのが、すでに触れたことだが「共感」である。

ヒュームやスミスなどの古典的な論者たちも、まずこの側面に注目した。モバーグとシーブ

ライトがそうした古典的な論者と、現代的な道徳的想像力論者たちの接点はここにある、と

位置づけているのも無理からぬところである（Moberg and Seabright 2000, 854）。 

ヒュームらの議論を受けたハイスロップ＝マージソンは共感の必須条件にして、適切な

道徳的判断を生み出す認知能力として想像力を位置づけ、「周縁化された人たち」に対する

共感的な想像力こそ、教育を通して培うべき能力である、と論じている（Hyslop-Margison 

2006, 26）。人格教育の提唱者として知られる T. リコーナも、道徳的想像力の主要な役割と

して「パースペクティヴ引き受け」を挙げている（Lickona 2001, 243）。 

この用語を採用する論者が彼をはじめとしてしばしば見られるのも、「共感」「同情」とい

った語につきまとう情緒的なニュアンスを排し、道徳的な判断の能力として位置づけなお

すためである。モバーグらも「意思決定により影響を受ける相手の視点を共感的に引き受け

る」という働きを、道徳的想像力の重要な役割の一つに数えている。 

状況認知 

 合理主義的な倫理が依拠しているのは、道徳法則理論。明晰な概念によって状況は一義的

に規定できる、という想定である。であれぱ、あとは適切な法則のもとに包摂し、適用すれ

ばよい、という道徳法則理論が妥当することになる。だが、そうした事態は、典型的＝プロ

トタイプ的な状況にはあてはまっても、日々刻々直面する具体的な状況、あるいは新たな倫

理的問題にはあてはまらない、というのがジョンソンの指摘である。 

 カントの道徳哲学には批判的でありつつも、状況認知については、ジョンソンはカントを

受けた洞察を展開する。『心の中の身体』で提唱した、経験を組織化する機構としての「イ

メージ図式」の概念はカントの図式論を受けて展開したものであった。つまり、経験を組織

化し、現実を規定するうえでは図式を通した想像力の働きが不可欠に関わっている、という
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ことである。ただし、ワーヘインが敷衍して述べているように、このしくみは生得的なもの

ではなく、社会的に構成された概念枠組みとして位置づけなおされているが（Werhane 2006, 

403-04）。 

 そして、これは倫理的な推論、意思決定の場面でも言えることである。ジョンソンは経験

を組織化するしかたを認知科学の用語を用いて「フレーム」と呼ぶ（Johnson 1993, 42）。こ

のフレームはメタファーをはじめとする想像力の資源に依拠しており、どの行為状況にも

特定のフレームが一義的に妥当することはない。つまりどんなフレームを用いて状況を定

義するかが、道徳的理解・行動のありように違いをもたらす。タイアニーもカントの図式論

とヴィトゲンシュタインの「として見る」概念を踏まえ、「よき生の想像的構想、よき生と

みなすものの観点から世界を解釈し、反応を組織する手続き」（Tierney 1994, 59）として倫

理的理想が機能するという議論を展開し、ここに道徳的想像力の重要な役割を見てとって

いる。 

その具体例として、ジョンソンは結婚に対して、「商取引」「旅」「有機的一体性」いずれ

のフレームで理解するかによって、カップルの関係が決定的に分かれた実例を引く（Johnson 

1993, 54）。またノードグレン（Nordgren 1998, 125）はジョンソンを受けて，医療に関して

「戦争」「ビジネス」「機械修理」「ケア」といったさまざまなフレームが存することを指摘

する。そのいずれを採るかによって、医療実践のありように、こと患者との関わり方には決

定的な相違が生じるのであって、その倫理的含意は看過できない、というのである。 

 このように状況を規定するしかたに想像力が関わっているだけでなく、その枠組みを自

覚し、反省することもまた道徳的想像力の重要な役割であることが、多くの論者たちによっ

て指摘されている（Werhane 1998; Adolphson 2004; Gorman 2005; Hargrave 2009）。たとえばワ

ーヘインは自らが置かれた文脈を自覚し、そこで働いているフレーム、あるいは別の認知科

学の用語で言えばメンタルモデルに反省を加える働きを、カントにならって「道徳的想像力

の再生的機能」と呼んでいる（Werhane 1998, 83）。よく知られたフォード社の事件は、人命

が関わる問題について、費用便益分析という経済的な枠組みで考えることに対する反省が

欠けていたことからきた悲劇である、というのが、この見地からの指摘である。 

ゴーマンによれば、自身のメンタルモデルを認識するだけでなく、他の利害関係者すべて

のメンタルモデルも想定し、それを比較したうえでの合意形成まで、道徳的想像力の働きと

して論じている（Gorman 2005, 201）。このような観点から、ワーヘインが道徳的想像力とシ

ステム思考によるアプローチとの親近性を論じているのもゆえなしではない（Werhane 2007, 

467）。思考や制度、利害関係者たちによる複雑なネットワークを含んだシステムに対して多

視点的なアプローチをとるうえで、どんなメンタルモデルのもとで状況を考慮しているの
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か、そこで何か見逃されたものがないのかを反省するうえで、道徳的想像力が多大な役割を

果たす、ということである。「ステイクホルダー・マップを描きなおす」ということである。 

可能性の探索 

 置かれた状況のなかでさまざまな行為の可能性を構想することが道徳的想像力の重要な

働きであることは、ジェイコブズやジョンソンがこの概念に与えた定義そのものの中に含

まれていた。ジョンソンから再説すると「一定の状況のなかでさまざまな行為の可能性を想

像的に識別し、一定の行動から結果しうる潜在的な益と害を思い描く能力」（Johnson 1993, 

202）というわけである。多くの論者たちもこの点は強調するところであり、先述のワーヘ

インがやはりカント用語を踏襲して道徳的想像力の「産出的機能」および「創造的機能」と

呼ぶ働きも、行為者が置かれた状況に対してフレームを与えなおし、さまざまな視点から、

新たな行為の可能性と、その行為に対する正当化や行為の帰結を思い描くものとして位置

づけられている（Werhane 1998, 83）。 

たとえばキークスは道徳的想像力の働きの一面として、「探索的機能」を挙げる（Kekes 

1995, 1131）。ここでは、さまざまな行為の可能性をさぐるうえで、自らの状況をさらに自覚

化することが伴わなければならないとされる。自身の置かれた歴史的伝統への反省や異文

化への理解、あるいは文学などのフィクションを通して、さまざまな可能性に身を置くこと

で、自身の直面する問題をより深く認識する働きとして理解されているのである。 

 またフェスマイヤーはデューイ哲学の中に存した道徳的想像力に関する洞察を発展させ

て論を進める。「可能的なものに照らして眼前のものを創造的に知覚する」（Fesmire 2003, 65）

ことで、状況の認識を直接的な知覚を超えて豊饒化するというのが、彼の見る想像力の基本

的な働きである。そのなかで「劇的予行」がキーコンセプトをなす。それは「行為のありう

るストーリーを、想像において織り上げてはほどく」（Fesmire 2003, 77）ものであり、リク

ールの議論を受けてジョンソンが認知の想像的構造の一部としてとらえた「物語」について

の洞察が踏まえられている。 

 行為の可能性を探るという想像力の働きは、この語の通常の語義に照らしても理解しや

すい。何らかの意味で「眼前にないものを思い描く」、そして「イメージを形成する」とい

う誰でも理解できるような想像力の役割と連続しているからである。ただ道徳的行為が問

題となる場面で、想像力のしくみを踏まえたいっそう自覚的な行使が、論者たちの求めると

ころだといえよう。 

道徳的次元の導入 

 ワーヘインはまた、推論、意思決定のプロセスに倫理的次元を導入するということも、道
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徳的想像力の重要な働きとして提示している。ここには、優良企業として知られていた企業

で発生した不祥事に対する認識があった。当事者たちは倫理規範についての知識はあり、一

定の道徳的感受性も有していながら、にもかかわらず当面した問題が道徳的なものでもあ

るという認識を欠いたために不祥事に手を染めることになった、というのである。求められ

るのは倫理的な次元も含まれたものとして状況を規定しなおすことであり、そこに道徳的

想像力の働きがある、というのがワーヘインの論である（Wernane 1998, 81）。 

 ここには先述の、状況認知の次元において働く想像力の意義に通じるものが見てとれる。

やはり心的な枠組み、メンタルモデルに対する反省が伴うからである。ただしこちらの場合、

そもそも問題を倫理的なレベルで扱うように行為者を方向づける点で、メタレベルで働く

機能として解することができるだろう。モバーグとシーブライトが道徳的想像力を「倫理的

判断を腐敗させる組織的な要因に対抗するもの」として位置づけているのも、この点を踏ま

えてのことであろう（Moberg and Seabright 2000, 845）。 

 ワーヘインによると、問題となった企業にも倫理担当部門や社内の倫理教育も存在した

という。だが「一般的な規範原理を認識し、それを状況に適用する」という伝統的なアプロ

ーチでは、現実に倫理的な振る舞いを生み出すことはできない、と指摘した。これはまずも

ってビジネス倫理の文脈での議論だが、規範原理の確立を探求の中心課題としてきた倫理

学全般の論議に対しても、考えさせるものをもっていよう。 

示唆と展望 

 ここまで見てきたように、道徳的想像力には多方面にわたる働きが存する。個々の人間が

自分の置かれた具体的な場面で適切な倫理的判断を下し、行為するうえで極めて重要な能

力であることは、まず確認できよう。そのかぎりで、実践的な有用性は疑うべくもない。現

に英語圏の文献ではビジネス、医療、環境など多方面にわたって注目されているように、「実

践倫理」「応用倫理」の場面では何より意義深いはずである。 

 新しいテクノロジーの出現や社会構造の変化により、従来の倫理では想定されていなか

った問題が次々と現出している。H. ヨナスが『責任という原理』で強調しているように、

人間の行為条件は一変し、自然や未来世代に対する責任など、責任の新しい次元が生じる事

態となっている、というのはその典型的な例である。それに対処し倫理的に真に責任ある振

る舞いをしていくためにも、道徳的想像力の行使は強く求められるところであろう3。 

                                                   
3 ジョンソン（Johnson 1993, 254）には、道徳的配慮の視野を他種生物や生態系にまで拡張

していくことを道徳的想像力の観点から考える議論がある。状況認知に関わるフレームの

組みなおしを通じてのものである。また別箇所では、「動物の権利」の思想が「権利主

体」「人格」の概念を、メタファーを通して拡張されたものとして理解する見識を示して
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あるいは、実際に倫理的にふるまう人間を育むことを目的とした「教育」の文脈でも、こ

の能力を培うことが一大課題となってもよい。ウォーノックが倫理教育の最重要課題とし

て、子どもの想像力を培うことを挙げているのも納得できる（Warnock 2003, 175）。少なく

ともそのかぎりにおいても、わが国の倫理学研究においてもさらなる注目を受け、論究の対

象となることが望まれるキーコンセプトである。 

 だが事が実践的な有用性にとどまるなら、倫理学の取り組む課題としては副次的なもの

でしかない、という見方も成り立つだろう。倫理学プロパーの課題とは規範の確立と正当化

をめぐる合理的な論議であり、道徳的想像力が有意義なのはあくまで応用的な部門でのこ

とだというわけである。あるいは、想像力の働きをめぐる経験的な知見に依拠することから、

むしろ道徳心理学に委ねられる事柄となるかもしれない。 

 だが道徳的想像力の役割は、倫理のもっと本質的な部分にまで入り込んでいる、という主

張も存する。本研究でたびたび言及してきたジョンソンの議論が代表である。彼によれば、

そもそも私たちの道徳的理解には、メタファーという想像力の資源が不可欠にかかわって

いる（Johnson 1993, 61）。一つは、「目的」「義務」「規則」などの倫理上の概念は、メタファ

ー的にのみ理解できる、という点である。合理主義的な倫理学の真骨頂とされるカントの倫

理学も例外ではなく、「道徳法則は自然法則である」「目的の王国」などは、メタファー的な

本性のものである、というのがジョンソンの指摘である。もう一つは、先述のように、状況

を認知する概念図式、フレームには、メタファーが基本的に関与している、という点である。 

 また主流の合理主義的倫理学が依拠する「道徳法則理論」、つまり一般的な規範原理を個

別状況に適用する、という意思決定のあり方は、認知科学が示した人間の認知構造について

の経験的な知見に合わず、これにしたがって実践しようとすると困難が生ずる、ということ

である。道徳法則理論が想定するよりはるかに複雑多岐にわたる個別の状況で倫理的に判

断し、行為していくためには、規範原理の理解だけでなく想像力を働かせることが不可欠だ

ということである。 

 この見地に立つならば、「倫理を実効化する」うえで不可欠の要因として道徳的想像力は

位置づけられることになる。たとえ合理的な論議を尽くして倫理的な規範原理を確立した

ところで、それが人間行為において現実化され、状況に違いをもたらすためには道徳的想像

力の働きをまたなければならない、というわけである。そのかぎりで、想像力の駆使という

のは、倫理的責任のほかならぬ一部と位置づけてさしつかえないだろう。「人間の思考の想

像的構造を知ること」「道徳的想像力を研ぎ澄ますこと」という二つの責任をジョンソンが

                                                   

いる。 
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挙げているのもこの観点に立ってのことだと思われる（Johnson 1993, 215）。こうした「実効

化の手段」まで倫理の一部として考えさせる視点は、倫理学の論議全般に対して、一石を投

ずるものがあるのではなかろうか4。 

 ただし、これらは個々の規範原理が規定する実質的な責任や義務ではなく、メタレベルの

ものである。具体的にどのような規範原理を採るかということは、道徳的想像力論そのもの

からは直接には帰結しない。ヒルバーグが指摘するように、彼の議論は分析哲学的なアプロ

ーチとは別のしかたでの、メタ倫理に属するのである（Hilberg 1995, 335）。分析哲学では「倫

理言語の身分」に即して行おうとしたが、こちらは「言語」とは深く結びつきつつも、むし

ろ認知科学を援用しつつ、人間の認知と思考の過程に定位して倫理の地位を定めようとす

るのである。 

 道徳的想像力論の見地からは、「規則」「原理」についても新たな位置づけが与えられる。

人がそれに従い、個々のケースに適用される不変の厳格な法則としてではなく、行為の実践

的な指針、先人たちの道徳的洞察の要約、伝統の沈殿した知恵というものである（Johnson 

1993, 183）。この観点から、「何をなすべきか」という規範原理の確立と根拠づけにかかわる

道徳哲学、倫理学と、人々の道徳的な思考についての経験的な探究である道徳心理学との厳

格な区別は、取り払われる必要がある、というのがジョンソンの議論である。 

だが両者を峻別する垣根は取り払われたとしても、やはり相対的な、機能上の差は残るの

ではないか。たとえ法則理論の限界は認めたとしても、道徳原理の規範的な正当化というこ

とは、すぐれて道徳哲学の課題として残るのではないか。道徳原理を「道徳的洞察の要約」

として位置づける議論はあるものの、これが道徳的だと受け入れられている、という経験的

事実にのみ基づいてなされたものであれば、事実から規範を導くような推論を犯していな

いのか。 

 もう一つ、ジョンソンの想像力論からするメタ倫理的な示唆として、「道徳の狭隘化・領

域化」に対する批判がある。道徳法則理論が想定するように「規則に従うこと」「義務の問

題」としてとらえることは、道徳的な問題の範囲を著しく狭めてしまう。B. ウィリアムズ

の言う「道徳という特異な制度」のうちに問題を閉じ込めてしまうことになる。これはたと

えばビジネス倫理の領域で、倫理を「会計」「広告」「人事」などと並ぶ問題解決の一部門と

してしまい、大部分の事柄を倫理とは無関係なものとして扱うような弊害となって現れて

                                                   
4 先にも触れたヨナスは、現代テクノロジーの出現によって生じた責任の新しい次元の一

つとして「知の新しい役割」を挙げている。これは倫理の実効化の問題に関わる議論とし

ても興味深い。そしてここでキーコンセプトとなる「恐れの発見術」はすぐれて想像力と

結びついたアプローチとして理解できる。道徳的想像力論の環境倫理への展開を考える上

で、この概念を考察してゆくことは意義深い企てになるにちがいない。 
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いる、という（Johnson 1993, 253）。私たちの行為が人々（自他ともに）を益し、あるいは害

するかぎりでは道徳、倫理というのは生のあらゆる場面に浸透している、というのがジョン

ソンの見方である。道徳法則理論の想定を克服すれば、もっと広範な倫理的問題に目を開く

ことができる。こうした倫理の「領域化」から「全域化」への移行を提言する見地は、道徳

的想像力論のもつひとつの興味深いメタ倫理的な示唆であろう。ただし、このように関わる

範囲を拡張する場合、それでは逆に倫理、道徳と呼ばれる部門の固有性がどこにあるのか、

という問いが逆に生じることになり、この点は、先に述べた課題とも相通ずるものであり、

さらなる探究と議論が望まれるところであろう。 

 このような意味で、道徳的想像力をめぐる議論は、倫理的な事柄の成り立ちと性質を問い

に付す、メタ倫理レベルの議論にも深く関わっている。たびたび触れてきたようにその議論

は尽くされたとは言いがたい。もとより認知科学という経験科学の見地に依拠したもので

あり、倫理を自然化するアプローチの一つとして理解できるだけに、その正当性自体をめぐ

る議論の余地もあるだろう。 

 道徳的想像力の実践的な有用性は看過できないものがあるだけに、こうした理論的な方

面での論究はなおさら欠かせないはずである。実践、理論双方の面でこの概念に対する認

知・理解と、さらなる探究が求められるところであろう。  
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Some Implications of Moral Imagination: 

From Practical Ethics to Metaethics 

Abstract 

“Moral Imagination” has become a key ethical concept in the English-speaking 

world, though inadequately recognized in Japanese academic ethics. This paper aims to 

explore the theoretical and practical implications of moral imagination. 

Some ethicists, including Hume and Smith, discussed the role of imagination in 

ethics. Today the importance of moral imagination has been more and more emphasized, 

because the limit of mainstream rationalist ethics is growing obvious. Its model of moral 

reasoning is invalid to real ethical problems. Moral imagination is an essential faculty that 

enables us to implement ethics in practical cases, functioning in the cognition of situation, 

reflection on mental models, and the exploration of possibilities. Especially business 

ethicists take moral imagination seriously. 

According to Mark Johnson, there are various imaginative resources in moral 

reasoning: metaphors, prototypes, framing of situation, and narrative. These underlie 

alleged purely rationalist ethical theories and decision-making.  

On the other hand, moral imagination theory has a metaethical dimension: a 

questions on the position of normative dimension, a broader scope of morality, and 

“transperspectivity” as a form of objectivity without absolutes. This paper examines these 

points critically and explores its implications for environmental ethics and moral 

education. 

Keywords: moral imagination, business ethics, applied ethics, metaethics 




