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Abstract

It is thought that the problem of self-deception is difficult 

to treat because it includes a paradox. I investigate under what 

conditions self-deception occurs, rather than how the paradox 

is solved. I think one of the important conditions of self-

deception is that the two apparently contradicting beliefs 

coexist without either of them being unconscious. After sur-

veying the discussions concerning whether self-deception is 

intentional, I focus on the role of "motivation", following Alfred 

Mele, and try to state the necessary and sufficient conditions 

of self-deception on the basis of the motivations and situa-

tions of the self-deceivers.

はじめに

自己欺瞞は,我 々の知識や信念の合理性に疑問を投げかける.お おかた自

分の知識や信念がある種の合理的な体系をなしていると思って行動 している

にもかかわらず,我 々は しば しば矛盾 した信念を抱 え込み,自 己欺瞞に陥る.

我々がなぜ自己欺瞞に陥るのか,自 己欺瞞 とはそもそも何なのかが,多 くの

論者によって議論されて きた.こ れまで議論はたいてい,ど うした ら自己欺

瞞に関するパラドクスを回避できるかを追究 しているように思われる.そ れ

に対 して本稿では,自 己欺瞞特有のパ ラドクスの解決よりむしろ,あ る信念

の持ち方が自己欺瞞であるために最低限満たしておかなければならない条件

を明確にすることを目的 とする.

手始めとして,「自己欺瞞者は信念pと 相反する信念not-pを 同時に持 って

いる」とい うことを,自 己欺瞞の必要条件 として提案する.自 己欺瞞分析の
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中には,信 念pと 信念not-pの 共存は見かけ上の ものであるとしてパラ ドク

スの解決をはかる立場があるが,こ れらはいずれもパ ラ ドクスの解消には成

功 していないばか りか,自 己欺瞞の真の姿を捉えていないように思われるか

らである.

当然ながら,自 己欺瞞はpとnot-pと いう相反する信念の存在 に尽きない.

正常な論理的能力を持つ人ならば,一 方の信念を得た時点で他方 を信じな く

なるのが普通であろう.両 方の信念 を保持 し続けるという不自然な状況に陥

れば,何 らかの信念操作が行われると考えられる.そ れでは,信 念操作とし

ての自己欺瞞 を可能にするものは何なのか.2章 から4章 では,こ の信念操作

が意図によるものであるとする立場と,欲 求や感情など意図によらない要素

が関与 しているとする立場をとりあげて検討する.そ して自己欺瞞を単なる

「意図的信念操作」と見なす ことにより,多 種多様な自己欺瞞の特徴を把握 し

損なう恐れがあることを指摘する.5章 以降では,意 図的アプローチでは取り

扱いが困難である事例 を扱うために,信 念者の 「動機づけ(motivation)」 に

焦点を定めたA・ ミールのアプローチを検討すると同時に,彼 自身がすでに

提示 している自己欺瞞の必要十分条件 と,我 々が理想的と考える条件 を比較

しつつ,よ り的確な条件づけを目指す.

1.対 立する信念は両立 しうるか?

自己欺瞞の何が問題であるのかを明確にするために,他 人を騙す場合と比

較してみよう.AがBを 騙 してpと 信 じさせる場合,Bはpが 偽であること

を知 らない,も しくは信 じていない.も しBが それを知っていたら,「AがB

を騙す」とい う行為は成立 しないのである.だ が,自 己欺瞞においては,騙

す側と騙 される側が同じ人物であり,Aはpが 偽だと信 じているにもかかわ

らずpが 真であると自分に信 じさせようとしている.ミ ールはこれを 「静的

(static)パ ラドクス」と呼んでいる(Mele[1998],p.38,以 下で自己欺瞞の

パラ ドクスに言及す る場合は ,特 に指定がない限 りこの静的パラ ドクスを指

す)1.こ のパラ ドクスを解消する手段のうち代表的なのは,「自己欺瞞者は本

当はpとnot-pを ともに信 じている必要はない」 と主張するものである.例

えばR・ アウデ ィは,一 方の信念は意識的である一方,他 方の信念は無意識

的であると述べている(Audi[1988],p.94).自 分が末期ガンで もう回復す

ることはないのだと知 りながら 「自分は必ず治る」と信 じている人にこの見

方を適用すると,彼 は 「自分はもう回復 しない」という方の信念を意識から

追いやることにより自分を騙 していると言える.ま た,K・ バ ックは同様の区

別を「信 じる」ことと「考える」ことの違いとして説明 している(Bach[1981],
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P.357).信 念がdispositionalな 状態であるのに対 し,考 えるとい う状態 は

occurrentで あるというのが両者の違いであり,考えることな しに信 じること

は可能であるとバックは述べている.バ ックによれば,自 己欺瞞に陥ってい

る末期ガン患者は,自 分が治 らないという信念は持っているものの,そ れを

「考えて」はいないが故に,回 復 したら何 をするかを見舞客に話 したり,「自

分は必ず治る」と言ったりするなど,あ たかもその言葉どおりの信念を持 っ

ているかのような行為をして も矛盾にはならないのである.

アウディやバ ックの立場は,信 念pと 信念not-pが 信念として同等の位置

にはあり得ないとすることでパ ラドクスを回避 しようとするものであるが,

このような区別が自己欺瞞の問題解決一般に何 らかの形で貢献するのかどう

か疑問である.仮 に意識/無 意識,dispositional/occurrentと いう区別が

有効であるとしても,自 己欺瞞者が否定 したいと思っているはずの信念が意

識されたり考 えられたりしていない状態では,そ の信念の有無がどのように

して判断 されるのかが不可解である.も しその信念がたとえ意識されなくて

も実際に存在するのであれば,あ る信念を持つ人物がそれとは相反する信念

によって自らを欺 こうとすることか ら生 じるパ ラドクスは解決 されずに残 る

だろう.確 かに,我 々の信念は,ほ とんどが意識 されたり顕在的に考えられ

ることなく存在 している.我 々は 「地球は丸い」「太陽は東か ら昇 る」などの
一般的な信念 をとりたてて意識的に考えることはないが

,だ からといってそ

れらの信念 を持っていないのかと問われれば否定するだろう.し か し,自 己

欺瞞を無意識に訴えて説明することは,例 えば結婚など夢にも考えたことの

ない人に対 して 「あなたは本当は結婚願望があるけれども自分では意識 して

いないだけだ」と決めつけることによって,欺 瞞を起こしていない信念 まで

無理矢理に自己欺瞞化す ることを可能 として しまう.「あなたはpを 信 じるの

とは裏腹にnot-pも 信 じているが,た だそれを意識 していないだけだ」とい

う言い方が全ての信念について当てはまるならば,我 々の多くの信念が自己

欺瞞を起 こしていることになって しまうのではないか.

以上の考察から,自 己欺瞞を形成する対立 した信念 を異なるレベルに位置

づけてパ ラ ドクスを解決 しようとする立場は,自 己欺瞞の問題をより複雑化

するだけであり,問 題解決にはあまり有益であるとは思われない.少 なくと

も,対 立する信念が等しく信念として存在 していなければ,自 己欺瞞 を成立

させるのは難 しいのではないか.

2.自 己欺瞞の意図的アプローチ

前章で,自 己欺瞞の条件 としてひ とまず,信 念pと 信念not-pが 同時に存
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在する必要があることを確認 した.し か し,合 理的な人は,対 立する信念を

そのままに しておくよりは,通 常は何らかの しかたで信念を操作 して,い ず

れか一方 をより強 く信じられ る(または合理化できる)よ うにするだろう.そ

こで,そ の操作がどのように行われるのかを追究す ることで,自 己欺瞞の更

なる条件が見えてくるのではないか.現 在のところ,こ の操作が意図的に行

われるのか,そ れとも意図以外の要因によって行われるのかがひ とつの論争

点 となっている.以 下では前者の見解を 「(自己欺瞞の)意 図的アプローチ」,

後者 を 「非意図的(non-intentional)ア プローチ」と呼ぶことにし,両 者を

比較 しつつ自己欺瞞のプロセスを探ることにする.

これまでに我々は何度か 「自己欺瞞の際には信念操作が行われている」と

いう言い方 を用いてきた.「信念操作」という語は,一一見すると何 らかの意図

の関与を示唆 しているように見える.け れども,こ の信念操作は不随意的に,

あるいは意図の有無 とは関係なく行われ るとする立場 もある.例 えばM・

ジ ョンス トンは,自 己欺瞞を意図の介在なしで目的を達成 させる因果プロセ

スと考 えてそれ を心的屈性(mental tropism)と 呼んでおり(Johnston

[1988]),後 に言及することになるA・ ラザールの立場では,pとnot-pの い

ずれかをより強く信 じるようになるのは,感 情など意図的でない心的状態に

よるとされる.そ こで,自 己欺瞞が意図的な信念操作であるか否かの立場の

相違 を概観 した上で,い ずれの立場が自己欺瞞の実態をより正確に捉えてい

るかを見ておく必要がある.こ こではまず,意 図的アプローチの代表として

デイヴィ ドソンの見解をとりあげる.

3.デ イヴィドソンの意図的アプローチ

デイヴ ィドソンは,自 己欺瞞を意志の弱 さと類比的に扱っている.意 志の

弱い人は,彼 が持つあらゆる信念を考慮 した上での最良の判断に背いた行動

をとって しまうわけだが,自 己欺瞞の場合もまた,手 持ちのあらゆる証拠が

支持するところの仮説が正しいと判断しながら(「帰納推論のための全体証拠

の要請」に従いなが ら)それとは別の仮説を信 じて しまう(Davidson[1985],

p.142).こ のような見方から,人 物Sがpと 信 じているにもかかわらずnot-

pを 信 じようとする自己欺瞞のプロセスをまとめると次のようになる.

(1) Sはnot-pよ りもpを 信 じるのに有利な証拠を持っている.

(2) Sはpと 考えることによってsnot-pを 信 じるために行為するよう動

機づけられる.

(3) Sはpを 裏付ける証拠から目をそむけ,ま たはnot-pを 支持する証拠
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を積極的に探そうとする.

(4)pという信念はnot-pと いう信念を引き起こすだけでなく,そ れを存

続 させてもいる.

(Dawidsvn[1985],p.145)

このプロセスにおいては,not-pを 信 じたとしても信念pは 存在 し続けるの

で,前 章で扱 ったアウディやバックらの立場 とは異なる.し か し,同 じ人物

が同時に相反する信念を持つというのは,依 然 としてパラ ドキシカルな状況

であるだろう.こ の状況を理解可能にするためにデイヴィドソンがとる対策

は,自 己欺瞞の際には 「心は分割 されている(partitioned)」 と見ることであ

る.信 念pは 心のある領域において,し かるべき証拠に基づいて妥当と見な

されるが,別 の領域ではやはりしかるべき証拠に基づいてnot-pが 信 じられ

ている,と いうのが自己欺瞞者の心の中で起 こっていることだというのであ

る.

デイヴィドソンの対処法の特徴のひとつは,こ の 「心の分割」という考 え

方にある.こ の立場は十分に吟味する必要があり,実 際にいくつかの議論も

なされているが,そ の検討は別の機会に譲 ることにし,今 回は異なる観点か

らの考察を試みよう.先 に見たとおり,デ イヴィドソンは自己欺瞞を意志の

弱 さとの類比において捉 えていた.自 分の都合の良いように証拠を操作 し,

事実に反することを信 じるようにする営みが自己欺瞞であると解釈するなら

ば,そ れは明 らかに一種の意図的行為であるといえる.意 図的行為は一般に,

自分にとって望 ましい行為を導 く実践的推論に裏付けられている.し か しこ

のような信念操作は,時 として信念者にとって望 ましくない信念や,あ るい

はそれに従って行為す ることにより望 ましくない結果 をもたらすであろう信

念 を持たせる.自 己欺瞞の結果,望 ましい行為 を導く実践的推論 と相容れな

い信念が生ずるとい うことは,そ れが本当に意図的に行われるのだろうかと

いう疑問を生 じさせる.以 下では,デ イヴィドソンに代表 されるこのような

「意図的アプローチ」への反論としてラザールの批判 をとりあげ,彼 女の代替

案が有効であるか否かを見てゆくことにする.

4.非 意図的アプローチ

ラザールによれば,自 己欺瞞に意図が関与するという立場には三つの反例

を挙げることができる.第 一の例は,そ れによって選択者自身の本来の目的

達成 が妨げられるような 「クレージーな選択」である.博 士課程に在籍する

ある大学院生は学生時代に借りた奨学金を返済 しつつ家族を養わねばならず,
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早急に職 を得なければな らない状況にある.も し一定の期限 までに博士号を

取得できれば確実に研究職を得ることができるが,間 に合わなければ数少な

い就職の機会を逸 してしまう.し かし,現 時点では学位論文の準備は十分に

できておらず,指 導教官からも 「今無理 して論文を書いても審査を通過する

ことはできないだろう」と言われるなど,あ らゆる証拠が期限内の学位論文

提出が不可能であることを示 している.に もかかわ らず,彼 女は論文の準備

にとりかかることにする(Lazar[1998],p.23).意 図的アプローチによれば ,
この大学院生は,「自分は博士号を取得できない」という信念 を避けようとし

て 「自分は博士号を取得できる」という不合理な信念を意図的に形成 し自分

を欺 くということになる.し かし,後 者の信念に従って行動 しても期限内の

博士号取得は絶望的であることが彼女自身にもわかっているとしたら,意 図

的アプローチは,彼 女が「研究職を得て生活を安定 させることが望 ましい」と

いう判断の実現を困難にする方の信念をなぜ保持 しようとするのかを説明す

る必要がある(Lazar[1999],pp.272-4).意 図的アプ ローチは,「クレージー

な選択」がどのように行われるのかを説明することはできても,な ぜそのよ

うな選択が起 こるのかの説明を与えていないように思われる.

第二に,自 己欺瞞の中には,自 分が受け入れたくない信念の方をより強 く

信 じて しまう事例が少なくない.例 えば,自 分の恋人が浮気をしていないこ

とを示す多くの証拠があるにもかかわらず,あ えて浮気をしていると信じ込

んだり,自 分がライバルよりも優れていることを示す圧倒的な証拠があって

もなお,ラ イバルよりも劣っていると信 じ込む場合などがそうである.実 践

的推論に基づいて信念の操作を行 うことによって自己欺瞞が生じるとする意

図的アプローチによれば,十 分な証拠があるなら当然 自分にとって望ましい

方を信 じるはずであるが,こ れ らの例では,自 己欺瞞の結果得 られた信念は

その逆 となっている(Lazar[1999],pp.274-7).

第三にラザールが指摘 しているのは,不 合理な信念形成 をしようとする計

画や意図自体が,却 ってその信念の形成 を妨げるかもしれない2という点であ

る(Lazar[1999],pp.277-80).実 力よりもやや上の志望校 を受験する生徒

が,自 分は受からないという信念を押 さえつけて,手 持ちの証拠(模 試の好

成績や担任が太鼓判を押 してくれたことなど)を もとに 「自分は受かる」と

信 じようとしているとする.し か し,彼 自身がそのような考え方自体が気休

めに過 ぎないことを悟 ったり,合 格を支持すると思われた証拠が大 して当て

にならないことが明 らかであるならば,「自分は受かる」と信 じて自分を欺 く

のは難 しいだろう.

これ らの点か らラザールは,自 己欺瞞が意図によって生 じるという見解
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を斥け,か わりにその要因として 「感情」および 「欲求」といった不随意的

な心的状態を挙げている.感 情や欲求は,信 念者に不利な証拠を無視する力

を与 え,自 己欺瞞の末に自分の意図せざる,あ るいは自分の本来の願望とは

相容れない結果をもたらすであろう信念をなぜ持つようになるのかの説明を

容易にする.先 に挙げた三種類の事例 は,実 践的推論に基づいて形成 された

信念 としては説明が困難である.な ぜなら,も し自己欺瞞を意図的行為と見

なすならば,そ れは常に行為者の目的に適った行為であるはずだからである.

人がどのような信念 を持つようになるかは,意 図による制御なしでも,感 情

や欲求によって直接に影響 されるのである.

しか し,果 たして感情や欲求は,意 図よりも適切に自己欺瞞のプロセスを

説明できるのであろうか.ラ ザールの意図的アプローチ批判は,行 為者の意

図があくまで彼(女)に とって望 ましい行為 をもたらすという前提に基づい

ている.だ が,意 図の中には,意 志薄弱な行為者の意図のように,必 ず しも

望ましいとは限らない行為をもたらすこともある.も ちろん自己欺瞞を生 じ

させる意図もこの部類に属するだろう.こ のような実践的推論と相容れない

意図 も行為の意図として認めるのであれば,ラ ザールが挙げたような,不 自

然な信念 をもたらす自己欺瞞も意図によって説明することができ,感 情や欲

求などの非意図的要素に依拠 して自己欺瞞を説明する利点は少ないように思

われる.

更に,自己欺瞞における感情や欲求の役割をどう位置づけるかによっても,

ラザールの立場の評価は分かれるだろう.彼 女はそれらが不随意的な心的状

態であること,す なわち,意 図 とは関係なく生 じうる心的状態であることを

重視 し,意 図の代わりに自己欺瞞 を誘発するものの候補に挙げているのであ

る.だ が,感 情や欲求は意図の形成の発端にもなりうるという点で,全 く意

図と無関係であるわけではない.そ れならば,感 情や欲求 もまた意図の働 き

の一部をなすものとして機能す ることになり,こ の場合もまた非意図的アプ

ローチの方が優位にあるとは考 えにくい.よ って,ラ ザールの挙げる根拠に

よっては,意 図が自己欺瞞において果たす役割を完全に否定することはでき

ないだろう.

非意図的立場か らのラザールの指摘は,デ イヴィドソンの意図的アプロー

チを覆すのに十分であるとは言えない.そ れでも,意 図的信念操作 としては

理解しがたいタイプの自己欺瞞にどう対処するかとい う問題は依然 として残

るだろう.こ の種の事例を扱うためには,感 情や欲求の他 にプラスαの要素

が要求される.そ して,そ の候補として有力であると目されるのが,信 念者

の 「動機づけ」である.次 章か らは,自 己欺瞞における動機づけの役割を重
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要視 しているミールの見解を手がかりに,信 念者の当初の意向に反する結果

をもた らす自己欺瞞(以 下では彼にならい 「ね じれた(twisted)自 己欺瞞」と

呼ぶことにする3)を 扱う方法を探 り,自 己欺瞞の的確な条件づけを目指 した

いと思う.

5.信 念の動機づけと自己欺瞞 ミールの見解

ミールは 「入手可能なデータが,我 々にとって真であってほ しい命題が偽

であることを示 しそうな場合であっても,我 々はその命題 を信 じる傾向があ

る(Mele[1998],p.42)」 と述べている.我 々は意図の有無にかかわらず ,動
機によって自分の信 じたい方の命題 を支持する証拠 を重視 し,そ れが自己欺

瞞のきっかけにもなる.こ のような傾向は,ミ ールが挙げている心理実験に

おいても顕著である.「女性はカフェインの摂取過多により婦人病や乳ガンに

かかる危険性が高 くなる」という記事を女性と男性同数に読 ませ(そ の後 ,記
事内容や意見を書かせ)る という心理実験 を行ったところ,女 性のカフェイ

ン摂取者の反応は同性の非摂取者よりもはるかに鈍かったという.ちなみに,

男性の場合は記事への関心度は女性のそれよりも低 く,ま たカフェイン摂取

者と非摂取者 との差 も女性ほど大きくはなかった.こ の現象については,女

性カフェイン摂取者が記事の内容を深刻に受け止めた結果かえってそれに懐

疑的になったか,あ るいは記事を読むまいとする抑制が働いたために内容が

印象に残 らなかったか,な どといった説明が可能である.い ずれに しろ,信

念者が自分の置かれている状況に応 じて信念を偏 らせ る傾向がみ られること

は間違いない(Mele[1998],pp.42-3).

ここで重要なのは,た とえ偏 った信念を持つことが意図的に行われるとし

ても,そ のことから直ちに,自 己欺瞞が意図的に行われるという結論は出て

こないということである.人 はある行為がもた らす結果を意図することなし

に,そ の行為を意図的に行 うことができる.サ ムが特定の証拠から意図的に

目をそらしているということは,配 偶者のサ リーが不貞を働いていないと信

じ続けるという結果をもたらすが,そ のとき彼はそのように信 じ続けること

を意図 しているわけで もなければ,自 分を騙そうとしているわけでもない ,
というのが ミールの診断である(Mele[2001],p.58) .そ の代わり,ミ ール

は感情や欲求の方に自己欺瞞へのより大きな関与を認めているように見える

(Mele[2001],pp.98-104)点 で,ラ ザールの立場に近いと言 えるだろう.
ミールの立場で もうひ とつ注意 しておきたいのは,自 己欺瞞の際にpと

not-pを 同時に信 じているのだとする見解を杏定 しそいる点である.多くの事

例において,真 である信念not-pは 偽である信念pに 先 だって存在している
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自己欺瞞の条件

わけではなく,む しろ,欲 求の影響を受けたデータ(証 拠)の 操作自体が,真

である信念を斥け偽である信念を受け入れるという結果をもたらすのである

(Mele[2001],p.60).

以上見てきた限 りで ミールの立場の特徴をまとめると,(1)自 己欺瞞は非意

図的に行われる,(2)自 己欺瞞 を可能にするのは動機づけ,お よびその発端と

なる感情や欲求などである,そ して(3)相 反する信念は存在 しない,の 三点

となる。デイヴィドソンが二つの信念pとnot-pの 存在 を認め,そ れらの意

図的な信念操作として自己欺瞞が行われると考えていたの と比較すると,端

的には信念pとnot-pの 存在は意図的アプローチ,両 者の両立不可能性は非

意図的アプローチにつながるとみることができるだろう.我 々が自己欺瞞の

条件 をたてる際には,先 に二つの対立する信念の存在の必要性を強調 し,そ

の一方で,ね じれた自己欺瞞をうまく説明することができないという理由で

意図的アプローチに否定的な立場をとることになるので,こ れ ら二つの傾 向

をクロスオーバーさせる形となるであろう.

幸いにして,ミ ール も自己欺瞞の十分条件なるものを提示 しているので,

それらを参照 し利点を取 り入れてゆくことで,よ り適切な条件をたてること

ができる.次 章はその具体的試みである.

6.自 己欺瞞の条件づけ

まず,4章 までの議論で我々が得ることができる自己欺瞞の諸条件をまとめ

ておこう.

【自己欺瞞の暫定的(tentative)条 件】

T1人 物Sはpとmot-pを どちらも信 じている.

T2pかnot-pの いずれかが真である.

T3Sはpとnot-pの うち真でない方をより強 く信 じている.

T4pかnot-pの いずれかをより強力に支持す る証拠があるときは,証

拠によって支持されていない方をより強 く信 じている.

T1は1章 の議論からの帰結である.T2は,pとnot-pが 同時に真でありえな

いとする矛盾律から明らかである.T3に ついては説明が必要だろう,と いう

のも次のような疑問が生じるからである.恋人が浮気をしているのではないか

と疑いなが らあえて恋人が浮気 をしていないと信じ込もうとしている人がい

て,実 際に彼の恋人が浮気をしていないとしたら,彼は結果的には真である方

を信じることになるが,こ の事例は果たして自己欺瞞 とされるのだろうか.
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この間いの答えは 「自己欺瞞 とはならない」となるだろう.例 えばこの人

物が我々の知 り合いであり,「自分は彼女が裏切っているのを知っているけれ

ども,あ えて裏切っていないと思い込んで自分を欺いているのだ」と告白さ

れたとしよう.も し,彼 の恋人が彼を裏切っていないことが我々にとって明

白であるならば,我 々には彼が自己欺瞞を犯 しているとい うよりは,(は じめ

に 「彼女が浮気をしている」と信 じ込んでいる時点で)何 か重大な誤解をし

ているかのように映るのではないか.自 己欺瞞が成立するためには,あ る信

念 を他の信念で欺こうとするという働きだけでは不十分であり,そ の働きの

結果誤った信念 を得るということが必要である.こ のことは他人を騙す場合

と比較すれば明 らかである.「騙す」という行為は,嘘 や偽 りを信 じさせて初

めて意味 をなす.も し人を騙 したあと,自 分が信 じさせた虚偽が真実だった

ことが明 らかになったな らば,「騙す」という行為は無効になるはずである.

自己欺瞞 を他人を欺 くことと一概にパラレルに扱 うことはできないが,「 欺

瞞」という語が他人を騙す ことと何 らかの共通点を持つとすれば,そ れは「誤

りを信 じさせる」という一点に他ならない.以 上の根拠 を考え合わせるなら

ば,た またま真である信念によって自分を欺 こうとする先の例はT3の 反例 と

はならないといえる.

他方,pと 信 じることにより自己欺瞞をおかす際の ミールの条件はこのよう

になっている.

【ミールによる自己欺瞞条件】

MISが 受け入れるpと いう信念は偽である.

M2Sはpの 真理値 に適 したデータを,動 機づけにより偏った しかたで

扱 う.

M3そ のようなデータの処理は,Sがpと 信 じる逸脱 していない原因で

ある.

M4そ の ときSが 持つ証拠の総体は,pよ りもnot-pの 方を強 く支持 し

ている.

(Mele【2001],PP.50-1,120,番 号付けは筆者による)

M2は ミールの見解の中枢をなすものであり,非意図的観点から自己欺瞞を特

徴づけるためには必要である.M3は 動機づけを不合理な信念につなげる働 き

をする.M1お よびM4はT3お よびT4と それぞれ類似点が見られ,M4は と

りわけねじれた自己欺瞞の条件として必要である.M1の みでは,博 士号の取

得 を信 じて不合理な選択をする大学院生や,実 力がやや不足 しているのに
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「自分は合格する」と信 じている受験生を自己欺瞞者であるとすることはでき

ない.彼 らの信念は未来の出来事に関するものであり,信 念 を持つ時点では

その真偽は未定なので,証 拠に支持 されているかどうかが重要となるのであ

る.

我々は先に提示 した条件とミールの条件の両方の利点を生かしたいと考え

ているが,ミ ールの条件に完全に同意するわけではない.そ のために検討 し

ておかなければならない論点は二つある.ひ とつは我々の条件 とミールのそ

れの唯一の相違点 といってもよいT1の 成立可能性であり,も うひとつは,動

機づけに積極的な役割を与えるための,自 己欺瞞者の外側か らの条件づけで

ある.

ミールが相反する信念の存在が自己欺瞞には不必要であると述べたのに対

し,我 々は必要だという結論をすでに1章 において出 している.対 立する信

念の存在を否定する根拠のひ とつ として ミールが挙げている例は,妻 の不貞

に関して自己欺瞞に陥っている男性は,彼 女が不貞をおかしている(p)の で

はないかと疑っている時点で,pを 信じているように見えるか も知れない,と

いうものである.し かし,pで はないかという疑念だけではpを 信 じていると

いうことにはならず,pとnot-pが ともに信 じられているということを認めな

くとも,not-pを 「信 じ」る一方でpで はないかと 「疑 う」ことは可能である

(Mele【2001】,p.80).こ れまでの ミールの説明に従 うならば,こ の男性がた

どるプロセスは,「pで はないかと疑 う→pと 信じることを恐れる→ この恐怖

感によりnot-pと 信 じるよう動機づけられる→not-pと 信 じる」というものに

なり,疑 念から来る恐怖感が自己欺瞞の引き金 となっていると思われる.だ

が,恐 怖の対象に対 して我々がそれを信 じていないという状況は必ずしも成

立 しない.幽霊を怖がる人は幽霊の存在を信 じるからこそ怖がるのであって,

その存在自体を信 じていなければはじめから恐怖感は湧かないだろう.も ち

ろんこの点についても更に議論が尽 くされるべきではあるが,自 己欺瞞者が

pとnot-pを ともに信 じているという条件を否定するには至 らないのではない

かと考える.

次に,動 機づけがどのような場合に起こるかという問題 を考 えたい.こ れ

まで取 り上げた諸々の立場においては,自 己欺瞞 を喚起する感情や欲求がい

かにして生 じるかにほとんど注意が払われていなかった.そ れを明 らかにす

るためには,そ れ らが生 じる 「背景」にまで考察範囲を広げる必要があるだ

ろう.こ こで注目したいのは,自 己欺瞞者の置かれている 「状況」である.な

ぜな ら,あ る矛盾 した信念が自己欺瞞となるか否かには,信 念者 をめぐる

様々な外的条件や状況が大いに関与 してくると思われるからだ.自 分の恋人
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が浮気を していると同時にしていないとも信 じている人がいたとしても,恋

人に対 してもう愛が醒めて しまい,浮 気をしていてもしていなくてもどちら

でもよいと思っているならば,彼 女は自分をどちらかの信念に誘導する必要

はない.彼 女に自己欺瞞 をさせるのは,真 に恋人を失いたくないと思わせる

状況ではないか.同 様に,「人間の行動パターンは全て遺伝子によって決定 さ

れている」と信 じる一方でそうでないとも信 じている人は,も しそのいずれ

かを信 じることによって何 らかの利益を得ないならば,そ の人はただ不整合

な信念を持っているだけである.だ が,そ れらを信 じているのが動物行動学

者であり,こ の信念の否定が自分の研究の一貫性を損なわせるという不利益

をこうむるならば,人 間の行動パターンは遺伝子によって決定されてはいな

いのではないかと思いながらそれを肯定 しようとする営みは自己欺瞞 と言 え

るのではないか.

以上の二点,お よび先に掲げた二種類の条件 を総合的に考慮すると,最 終

的な自己欺瞞の必要十分条件は次のようになるだろう.

【自己欺瞞の条件】

CISはpとnot-pを どちらも信じている.

C2pかnot-pの いずれかが真であるか,ど ちらかをより強力に支持す

る証拠がある.

C3Sはpとnot-pの うち真でない方,あ るいは証拠によって支持され

ていない方をより強く信 じるよう動機づけられている.

C4C3が 成 り立つのは,Sがpかnot-pの いずれかを信じることで何ら

かの利害が生 じるがゆえである.

おわりに

我々は相反する信念や,自 己欺瞞の意図性や動機づけをめぐる議論を経て,

最終的な自己欺瞞の条件に到達 した.し かし,こ の条件自体にはまだ考察を

重ねる余地が残 されている.相 反する信念の共存は依然として明らかな矛盾

を含む以上,ど のような形で共存するのかについて更に論究を進める必要が

ある.ま た,自 己欺瞞者が置かれる状況の具体像をここでは明らかにできな

かった.こ れらは今後の考察において解決を要する課題であることを確認 し

つつ,本 稿を閉じることとする.
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注

1.こ れ に対 して 「動 的(dynamic)ま たは戦略(strategy)」 と呼 ばれ るパ ラ ドクス

もある.自 己欺瞞 を行 う当人 がその意図 や計画 を知 っているな らば 自己欺瞞 をお

かすのは困難 だが,そ れ らを知 らない状態 で も自己欺瞞 は不可能 で ある(Mele

[1998],p.38).

2.こ れ は 「動 的(戦 略)パ ラ ドクス」 に対応 する.

3.こ れ に対 し,一 部の希望的観測 など,自 分 の思 い通 りの信念 を抱 くよう証拠 を操

作 する事例 は 「ス トレー トな自己欺瞞」 と呼ばれ る.ミ ール は,ね じれ た自己欺

瞞への アプローチはス トレー トな自己欺瞞への それ と矛盾す るもので はないと考

えている(Mele[2002],p.94).
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