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概要 	
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の概要	１	

• Scott-Kakuresによる
reflective	reasoning	２	

• 自発的な推論者として
の自己欺瞞者像	３	
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「自己欺瞞」の哲学
的議論の概要	
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自己欺瞞とは？	

•  あらゆる証拠がpが真であることを示しており、
主体Sにもpが真であることが理解できるにもか
かわらず¬pであると信じようとすること	

u がんで余命幾ばくもないと知りながら未来があると信じる	
u 意中の人が自分に無関心なのが明らかなのに自分への思いを

隠していると信じる	

	
自己欺瞞者は単に現実から目を背ける弱い人	
たちなのか？	
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これまでの哲学的アプローチ	

•  「pを信じている自分を¬pを信じているかのよう
に騙す」という自己欺瞞像は正しいのか？	
その場合、自己欺瞞者はpと同時に¬pを信じているこ
とになる	

•  pと¬pを同時に信じることのパラドックス（Mele）	
［静的パラドックス］	
pと¬pを同時に信じること自体が矛盾である	
［動的パラドックス］	
pを信じている自分を¬pと信じさせようとする時点

で欺瞞の企てが頓挫し自己欺瞞に至らない	
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これまでの哲学的アプローチ	

•  パラドックスを生じさせるとされるpと¬pの両
立説＝伝統主義に対し、欲求を引き金とす
る動機説が提示される	

•  パラドックスの解決（解消）についての論争	
•  意図か動機か？	
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自己欺瞞の哲学的論争・まとめ	
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デフレ説とは	

（Mele	2001）	
【自己欺瞞であることの条件】	
1.  Sが信じている¬pは実は偽である	
2. 　Sは¬pの真理値に関連するデータを動機に
よって偏ったしかたで扱う	
3.  2.の偏った扱いがSの¬pへの信念の原因であ

る	
4.  Sの手元にある証拠の総体は¬pではなくpが真

であることを示している	
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デフレ説とは	

	
• 自己欺瞞で行われていること：実際には真で
はない¬pを信じるために、¬pに有利な証拠を
集めpを合理化するだけでしかない	
• pへの証拠づけは実践的推論によって形成さ
れた意図によってではなく、欲求を動機として
なされる	
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デフレ説への疑問	

Ø 現実逃避や希望的観測と区別がつかないの
ではないか（都合のよい証拠だけをピック
アップしている点では変わらないのでは？）	

Ø 逆に、現実逃避や希望的観測と「自己欺瞞」
を明確に区別する特徴があるとすればそれ
は何か？	
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Scott-Kakuresに
よるreflective 
reasoning	
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Scott-Kakures	(2002)	

•  基本的には動機説を支持するものの伝統主
義における意図性に着目	

•  動機説と伝統主義の中間的立場	
※デフレ説には与しない	

•  信念pと信念¬pが共存し「意図的に自分を騙
す」という状態ではないが、かといって欲求
のままに「のみ」なされるのでもない	
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自己欺瞞者は欲求の奴隷ではない	

l N.Levy	(2004)の主張	
自己欺瞞者は信念のコントロール能力を欠い
ているがゆえに責任を問えないこともある	

しかし、	
「自己欺瞞は間接的に意図的である」 
自己欺瞞状態を維持しようとする働きは意
図的ともいえる 
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中立的立場	

Scott-Kakures		
伝統主義と動機説との折衷案を提示	
	
　　　　　　　　　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
	

［伝統主義］ 
信念者の信念への重心
がpから¬pに移るときに 
意図的な関与がある	

［動機説（デフレ主義）］ 
pから¬pへの歪曲の 
起点となるのは欲求である	
	

Ø  pから自分が信じたい¬pへを有利
に導くreflectiveな推論は、主体
的に行われる〔「自分を騙そう！」
という意図を形成するとは限らな
い〕 

Ø 推論を左右するのは欲求の力で
ある 

Ø 欲求は起点となるだけではなく、
その後の推論の方向を決定づけ
る 
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Scott-Kakuresが想定している
reflective	reasoningとは？	
u 自分自身の信念に対して理由（reason)を与

えるプロセス	
Ø  理由づけをすることで、自分がまったく不合理

な考え方をしているわけではないと自己を正当
化・合理化する	

Ø  この正当化・合理化が、第三者から見て明らか
に誤りであるような信念において行われる	
（スライド８　Meleの条件１．および４．参照）	

14	



reflective	reasoning	

•  pが偽であるとき仮説pを支持：誤った肯定	
•  pが真であるときに仮説¬pを支持：	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誤った否定	
誤った肯定のコストと誤った否定のコストは等

しくない　エラーコストは非対称的	
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決定	 仮説が真	 仮説が偽	

仮説を認める	 正しい受容・肯定	 誤った受容・肯定	

仮説を却下する	 誤った却下・否定	 正しい却下・否定	
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Trope, Gervey, Liberman (1997)	



エラーコストと仮説バイアス	

非対称的エラーコストは非対称的な確証閾値を生じさせ、
その結果、仮説テストにバイアスが生じる	

l 誤った受容のコスト＞誤った却下のコストの場合	
受容閾値＞却下閾値	
→その仮説は受容される可能性が極めて高いものでなけ
ればならない	
誤った却下のコスト＞誤った受容のコストの場合	
却下閾値＞受容閾値	
→その仮説は決して却下され得ないものでなければなら
ない	
	(Trope,	Gervey,	Liberman,	pp.	118-19）	
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コストと信念	

信じたい命題を信じないことのコストはより深刻	
1) 望んだ仮説を誤って却下することはしばしば目
的達成の機会を逃すことになる	
2) 我々は欲求が充足された状態に焦点を合わせ
がちであり、これは何らかの望んだ結果が真実で
あることを捉え損なうコストをより鮮明にする	
3) 望んだ仮説を受容するポジティブな効果は誤っ
た受容のコストを弱めるが、望んだ仮説を斥ける
ネガティブな効果は誤った却下のコストを増大さ
せる             	

		(Trope,	Gervey,	Liberman	pp.119-20)	
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【花子の場合】	

花子は最近腰痛に悩まされている	
仮説H：花子はガンにかかっている	
Hの誤った肯定：腰の痛みはガンの兆候である	
Hの誤った否定：腰の痛みはガンによるものではない	
Ø 花子にとっては、Hの誤った肯定のコストの方が

誤って否定するコストよりも高い	
Ø 誤った肯定の確証閾値を上げ（＝確証のハードル

を下げ）る一方、誤った否定の確証閾値を下げ（＝
確証のハードルを上げ）ることで、Hを反証する証
拠を列挙して執拗な検証を繰り返す	
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【花子の場合】	

（a）Hを裏付ける証拠	
（a−1）原因不明の微熱がよく出る〈隠れた疾病の可能性〉	
（a−2）おばが卵巣ガンで亡くなっている〈遺伝的要因〉	

（b）Hの反証となる証拠	
（b−1）他に目立った自覚症状はない	
（b–2）母方の祖母は関節炎を患っておりその症状に近い	

Ø （a）の立証能力を低く見積もる一方で（b）の立証能力
を（不当に）高く見積もる	
Ø （a）で挙げられた証拠はことごとく（b）の証拠によって
打ち消される	
これらの推論の原動力：	
「自分はガンであってほしくない」という欲求 
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自発的な推論者と
しての自己欺瞞者
像	
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reflective	reasoningによる	
「自己欺瞞」とは？	
	
「信念者がpを信じた場合と信じない場合の
コストに応じて、その誤った肯定および誤った
否定それぞれに不均衡な確証閾値を設定し、
念入りな検証を続けている状態」 
　　　　　　　　⬇	
信念者にとって都合のよい仮説はすんなり受け入
れられる一方で、不都合な仮説は厳しくテストさ
れる	
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reflective	reasoningによる説明の
利点	
•  伝統主義と動機説両方の長所を取り入れ、

自己欺瞞者にreflectiveな推論を行うことが
できる者としての自発性を認めることができ
る	

•  希望的観測など類似の心理状態と自己欺瞞
とを区別できる	

希望的観測は自己欺瞞にみられるような
推論能力を欠いている	
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信念＝仮説の支持？	

•  Scott-Kakuresが自らの立場の基盤としている
Trope,	Gervey,	Libermanら社会心理学者の見
解は、伝統主義vsデフレ説の対立を超えて第三
の立場を提示するのに貢献している	

だが、	
•  彼らの理論が示しているのは仮説選択のメカニ

ズムのみなのでは？	
•  本当に自己欺瞞はそれに尽きるのか？	
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信念＝仮説の支持？	

•  仮説へのコミットメントと「欲求」	
•  科学的仮説形成と異なる点：科学での仮説

選択は正しさが重視されるが、自己欺瞞に
おける仮説選択は欲求が充足できるかどう
かがカギを握る	

•  仮説の選択およびそこに至る推論が欲求に
裏打ちされたものである限り、その仮説選択
は「信念」となりうる	
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