
感情と道徳
—道徳を教えること／教わることという問題に向けて—

中川　大

1 はじめに
道徳を教えることや教わること、それも公教育の場で教えたり教わったり

することには、数学や外国語を教えたり教わったりするのとは、なにかしら

異なるところがあるように思われる。そして、それがどういう異なり方なの

かを考えるためには、道徳とは何なのか、教えることや教わることとは何な

のか、といったやっかいな問題に取り組まなければならない。本稿は、道徳

教育がかかえる問題に触発されたものではあるけれども、たとえば道徳の授

業法について直接に論じることはせず、むしろ道徳とはいかなるものである

のかについて、道徳と感情との関係という、限定された局面にしぼって検討

したい。

そのようなことをするのは、松下良平の議論に刺激されたからである。松

下は、わが国の道徳教育に浸透する「心情主義的道徳教育論」の弊害を告発

し、道徳原理の深い理解をめざす新しい教育の枠組みを提唱している。松下

の議論には傾聴するべきところが多いのだけれども、気になることもある。

それは、心情にはたらきかける道徳教育に疑問を投げかけているのにもかか

わらず、感情と道徳の関係について、俎に上げてしかるべき問題をやり過ご

しているように見えることである。

本稿ではとりあえずその欠落（とわたしたちには思えること）を埋めるとっ

かかりを与えてみたい。まず松下の著作についての不満を提示する。続いて、

フランソワ・ジュリアンの著作を足がかりに、知的反省以前の感情（「思わず

やってしまう」こと）が道徳にたいして占める位置について、若干の思考を

試みる。さらに、感情に基づく道徳論の古典的なかたちとして、スピノザや

ヒュームの仕事を顧みる。わたしたちの基本的な立ち位置は、心情主義的な
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道徳論を否定するにせよ擁護するにせよ、道徳性というものにおいて感情が

果たす役割について、真剣な考察を経なければならない、というものである。

2 心情主義の道徳教育
松下良平 (1959–) は「心情主義の道徳教育を超えて」という副題をもつ『知

ることの力』など、一連の著書1において、かれのいわゆる「心情主義的道徳

教育論」への批判を精力的に展開している。「心情主義的道徳教育論」という

ことで、どのような考え方を指すのかは、『知ることの力』で明確に規定され

ている。

知と行為の二元論や認識・情意・行為、あるいは知・情・意の三

分法に依拠する道徳教育論を、本書では「心情主義的道徳教育論」

と呼ぶことにする。本書の意図をはっきりとさせるためにも、ま

ずここで、心情主義的道徳教育論とは何かについて簡単な整理を

しておこう。

この理論の特徴は、認識と情意と行為の関係を、あたかもロケッ

ト本体と燃料（エネルギー源）と運動の関係と同じであるかのよ

うに捉えていることである。すなわち、ロケット本体が燃料＝エ

ネルギーを供給されることによって飛び出すように、判断や知識

も、意欲や自覚や「やる気」という心的エネルギーを供給される

ことによって行為に移るというわけである。それゆえそこでは、

知性と感情と意志すなわち知・情・意の関係も、ロケット本体と

重力と推進力とのアナロジーで捉えられることになる。ロケット

が飛び出すためには自然の重力に逆らう推進力が必要なように、
〈自然の傾向性 (inclination) ＝衝動や欲望等の感情的なもの〉に

抗う意志の力や心構えが必要というわけである。かくして、この
ような三段構えの構図にもとづいて認識と行為の関係を説明する

図式を、ここでは「ロケットモデル」と呼ぶことにしよう。心情

主義的道徳教育論とは、いいかえればこのロケットモデルに立脚

した道徳教育論のことにほかならない。

1松下良平『知ることの力』（教育思想双書２）、2002年、勁草書房、松下良平『道徳の伝達』、
2004 年、日本図書センター。
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このような図式のもとでは、「わかっているのにやらない」現象

の原因は必然的に、認識や理解の不十分さというよりも、認識と

行為を媒介するものとしての意欲や自覚等の欠如や意志の弱さの
方にあることになる。すなわちその現象は、「頭ではわかってい

るんだけど『意欲や自覚が足りない』からやらない」とか、「悪い

こととは知りながら『衝動や欲望を抑えきれずに』『快楽に目が

くらんで』『誘惑にそそのかされて』それをやってしまう」事態と

して説明されるのである。そしてこのような現象は今日多く見ら

れるので、道徳教育の中心課題は、道徳的認識や判断力を身につ

けることよりも、意欲や自覚を高めたり、意志力や集中力や自己

抑制力を鍛えることだとする考え方が広まることになる。この道

徳教育論が「心情主義的」と形容されるゆえんである2。

松下の問題設定は、日本の教育事情やそれをもたらした歴史的経緯につい

ての批判的な検討から導かれたものであり、多くの啓発的な論点を含んでい

る。しかし、かれがこうしたロケットモデルないし知行二元論を、意志と表

象（知）を分離する近代の哲学的思考に根ざすものとし、それを乗り越える

べく「地平の融合」という〈フッサール–ガダマー〉的な道具立てをもちだし

てくる3議論の流れには、若干の違和感をいなみえなかった。というのも、表

象と意志を分離してとらえようとする傾きは、なるほどデカルトやカントの

議論のうちにはかなりあからさまに見てとりうるけれども、それが近代哲学

において支配的であったかといえば、それはかならずしもそうであるとは思

えないからである。むしろ、哲学史においてデカルトやカントと対抗的な位

置づけをされるスピノザやヒュームにあっては、それとは異なる構想がはっ

きり見てとれる4のであり、そして、心情（感情）を重視した道徳論というこ

とで、真っ先に連想されるのは、まさにスピノザやヒュームの議論にほかな

らない。要するに、〈デカルト–カント〉的なモデルを批判する（それも感情

と道徳とにかかわる議論において批判する）のであれば、現象学や解釈学に

2『知ることの力』、4–5 頁。
3同書第 4 章などを参照のこと。
4スピノザ『エチカ』第２部定理 49とそれへの注解を参照のこと。ヒュームは『人性論』第２

巻第３部第１節で、次のように述べている。「意志というとき私の意味するものは、我々が或る
新しい身体的運動を、又は新しい心的感覚を、知りつつ生起する (give rise to) とき、我々の感
じ意識する内的印象に他ならない」。（大槻春彦訳『人性論』（三）、1951 年、岩波書店、183頁。
原語の挿入は中川。David Hume, A Treatise of Human Nature, Second Edition, edited by

P.H. Nidditch, 1978, 1980, Oxford U.P. を参照した。）
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向かうよりも先に、むしろ〈スピノザ–ヒューム〉的なモデルを検討するのが

自然な流れだと思われるのだけれども、それはまったく無視されているので

ある5。

もちろん、上にも述べたように、松下のいわゆる「心情主義的道徳教育論」

は、あくまで日本の道徳教育の現状にたいする批判的な考察に基づくのであっ

て、近世・近代の哲学や道徳思想への論及はいわば派生的なものであろうか

ら、こうした不満はないものねだりにすぎないのかもしれない。とはいえ、

松下が道徳教育論を展開するにあたって非常に広範な領域にわたって目配り

をしているにもかかわらず、スピノザやヒュームの問題系にはほとんど無関

心なのはやはり気になる。わたしたちが松下の議論を継承的に発展させるに

せよ、それに批判的に応じるにせよ、このすっぽりとあいた空隙をうめる作

業は必要だと思われる。本稿は、ささやかながらそのための準備に着手しよ

うとするものである。

松下の視野からスピノザやヒュームが抜け落ちる理由は、しかし、十分に

推測可能ではある。ロケットモデルの道徳教育論では、「意志の弱さ」の問題

や「モラルジレンマ」の問題は、感情を道徳によってどのように抑えつける

か、という発想に陥りがちである。それにたいして松下は、それらの問題を

むしろ道徳原理どうしの競合としてとらえようとする6。ところが、スピノザ

やヒュームの流儀で考えるならば、モラルジレンマというのは、もともと感

情どうしの競合によって生起するのであり、道徳の問題は、そもそもが感情

の統御の問題となる。したがって、そこで道徳原理をもちだしてくる松下は、

かれらにはかえって、ロケットモデル論者と同類の思考法にとらわれている

ようにしか見えない。こうした筋道は、松下にとって始末の悪いものに違い

ない。

しかし、自分が子供の頃に道徳の授業を受けたことをおもいだしてみれば

どうであろうか。それはやはり、他の授業とは違って7、わたしたちの感情に

はたらきかけるものではなかったか。そしてそれは、心情主義的道徳教育論

の偏向に起因することなのだろうか。それとも、道徳を教えること／教わる

5もっとも、現象学へのヒュームの影響や、聖書解釈にかんするスピノザの仕事の重要性など
は、近年強調される傾向にあるのだけれども。

6松下前掲書第３章などを参照されたい。
7じっさいには、感情に介入しようとすることは道徳の授業を特徴づけない。たとえば、国語

の授業は、すくなくともわが国においては、しばしば道徳の授業であるかのように展開される。
この点については、たとえば、石原千秋『国語教科書の思想』、2005年、筑摩書房を参照された
い。
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ことに本質的ななにかによることなのだろうか。

3 道徳の経験
フランソワ・ジュリアン (François Jullien, 1951–) は、著書の『道徳を基

礎づける』で、次のように述べている。

道徳という主題については、多くの議論がなされたが、結局、そ

の正しさを保証し、論証の善し悪しを区別できるのは経験だけで

ある。この経験を踏まえた上で、道徳を根底から把握する必要が

ある。そこで孟子は、典型的なケースとして次のような状況を作

り出した。今にも井戸に落ちようとしている子どもを目のあたり

にすれば、誰もが恐怖の渦に巻き込まれ、助けようと手を差し伸

べる、というものである（公孫丑上６［今人乍見孺子将入於井、

皆有怵惕惻隠之心］）。

これは、「子どもの両親から多大な感謝を受けたいから」でも、「隣

人や友人から賞賛を得ようとするから」でもなく、まして「悪い

評判をたてられたくないから」でもない。他者の不幸を前にした

忍びざる感情を特徴づけるのは、それがいかなる計算から生じた

ものでもなく、いかなる反省の対象でもなく、その反応が自然に

なされているということだ。ここには、どんな利害関心も入り込

んでおらず、助けを差し伸べようとしてなされた行動は、思わず

なされたものだ8。

ジュリアンがこの書物でもくろむのは、西洋近代の道徳思想を、孟子との

比較を通じて相対化することである。そのもくろみを果たすために設定され

た視座の一つが、道徳は経験によって基礎づけられるものなのか、それとも

理性によって基礎づけられるのか、という問いであり、その問いに答えるべ

く、かれは、最初から普遍的な理性に基礎を置いて具体的事例を考えるので

はなく、西洋と中国に共通する憐れみ（仁）の経験を、根底的な経験として

とらえなおし、そこから出発して、様々な道徳の基礎づけ方を比較しようと

する9。

8ジュリアン『道徳を基礎づける』、中島隆博、志野好伸訳、2002 年、講談社、23–24 頁。
9同書 35–36 頁の訳者による解説コラムを参照した。
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上の引用に現われる「経験」という語は、そのような脈絡で使われている。

だから、経験による基礎づけといっても、それはたとえば、「井戸に落ちそう

な子どもを見て助けようとしない人はいない」というテーゼが経験科学的に

確証される命題だということではない。むしろそれは、わたしたちがまった

く経験的に感じ取る、その拘束性（「思わず」してしまう）が、同時に、道徳

とはなにかという（いっけん理性からのみ取り組みうる、つまり経験とは独

立にしか扱いえないように見える）問題を解く鍵を与えてくれる可能性に言

及しているのである。

孟子が提示する事例は、道徳性の範例 exempla として扱うべき

ものではない。それらは徴候にすぎず、経験の次元、感覚しうる

ものの次元にわずかに姿を覗かせた、ある「論理」の「端」にほ

かならない。その「論理」とは、経験を逃れ、感覚しうるものに

制約されない、「本心」の論理である。これらの事例において言及

された状況から、道徳性を判断する基準や、また道徳性を定義す

る概念が得られるわけではない。そうではなく、体験された反応

を通して、わたしは否定できないある手掛かりを認めるのだ。つ

まり、語られているのは、道徳性の規範ではなく、道徳性の要請

がわたしの内に存在するという保証なのだ10。

わたしたちはジュリアンの着想を、次の問いを問うことへと進めてみたい。

「だれもが思わずなしてしまうような行為であって、しかも道徳的であるよう

な行為なるものがいっさい存在しなかったとしたならば、はたしてそのとき、

人間が善なるものであるのかそれとも悪なるものであるのかを問うような問

いに、はたして眼目があるのだろうか」。

「眼目はない」と答えたいのである。すなわちこういうことだ。わたしたち

は、井戸に落ちそうな子供を見たら、思わず手を伸ばして助けてしまう。こ

れは別にこの特定の行為である必要はないのだけれども、とにかくこの種の

行為、だれもが思わずやってしまう道徳的な行為である。そのようなものが

いっさい無かったとしたならば、人間の性が善であるのか悪であるのか、と

いった道徳についての議論をするのはおよそ無意味になる。孟子の井戸の例

は、性善説を主張しているのだと理解されてきた。しかしそれはむしろ、わ

たしたちが体験する「思わずしてしまう」反応が、道徳についての議論が成

10同書 74–75 頁。
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り立ちうるためには必要だということを示唆しているとは理解できないだろ

うか。

本稿ではこの論点を十分に展開する余裕がない。しかし、その糸口になる

と思われる二、三のことに論及しておきたい。

一つは、道徳性とはどういうことかの探求と、たとえばフロギストンとは

どういう物質かを探求するのとは、まったく違う種類のことだということで

ある。フロギストンであれば、たとえばそれを抽出してみせれば、フロギス

トンが確かにあると証明することになるだろう。しかし、道徳性を抽出して

みようとする（超ストア派？）倫理学者はおそらくいないだろう。いっぽう、

気の毒なフロギストン研究者のふるまいや行為は、それがどんなに熱心なも

のだったとしても、フロギストンの実在を示す証拠にはならない。しかし、道

徳性は確かにあると証明したい倫理学者であれば、むしろまさに自分が道徳

的な行為を（道徳的な行為のふりではなく、本気でやるのでなければいけな

いが）なすことによって、これが道徳性だと示すことができるのではないか。

もう一つは、道徳性の観念は、きわだって基底的な観念であるということ

である。手がかりとして「名前」という観念をとりあげてみよう11。名前と

はどういうものであるのかについてなんの了解もなかったとしたならば、「こ

れはなに？」という、きわめて素朴な問いすらも意味をなさなくなるはずで

ある。そういう意味あいにおいて、名前という観念は相当に基底的な観念で

ある。すなわち、もしもそれがなかったとしたならば、わたしたちの生活は、

現にそうであるのとはずいぶんと違ったものになっていたと思われる。

しかし、名前の観念についてむしろ重要なのは、名前とはどういうものか

という了解が存在することが、まさに名前が存在することにほかならないと

いうことである。もちろんここで「了解」と呼ぶときには、いわば社会的共

同体的な了解という意味あいが強くなる。どうしても名前というものを理解

できない人が数人いたからといって、世の中から名前というものが消え去る

わけではない（とはいえ、理解できない当人にとっては、「しょうとくたいし」

という音列も「聖徳太子」という文字列も、たんなる物理的存在者であって、
11名前という観念を手に入れる以前、という想定については、ウィトゲンシュタインの『哲学探
究』が参照されるべきであろう。「この作業を私は、「直示的説明 (hinweisende Erklärung)」と
か「直示的定義 (hinweisende Definition)」とかとは言いたくない。何故なら、子供はまだ物の
名前について問う事が出来ないのであるから。この作業を私は、「語の直示的教示 (hinweisendes

Lehren)」と名づけたい。――― ここで私は言っておく：この作業は、訓練の重要な部分を構成す
るであろう：何故ならこの作業は、それ以外には考えられないから、ではなく、人間にとって事
実訓練の重要な部分なのであるから」（第６節）。黒崎宏訳・解説『『哲学的探求』読解』、1997

年、産業図書、4 頁。
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いかなるものをも名指さないであろうけれども）。

わたしたちが指摘したいのは、道徳性もまた、その観念がきわめて基底的

であると同時に、それがどのようなものなのかという了解そのものが、それ

が現にあることを構成する側面をもつ、ということである。つまり、わたし

たちが道徳性の観念をもっていなかったとしたなら、わたしたちの生活は現

にあるのとは相当に違ったものだったはずだし、また、わたしたちが道徳性

の観念を手に入れるに最も相応しい場面は、まさしく道徳性が発現する場面

ではないか。そして、先にも述べたように、道徳性が現われるその場所とい

うのは、つまるところ人の行為のうちでしかない。となれば、みなが道徳的

だと是認する行為へとみずからが拘束されている（「思わず」してしまう）こ

との体験こそが、わたしたちが現にそのようなありかたをしている、人間と

いう共同体に属することの要件でなければならない。

孟子は井戸の例を提示したすぐあとで、「惻隠の心をもたないものは人間で

はない」と言い切っている。この言明は、わたしたちがいま述べているよう

な意味で理解されるべきであろう。井戸に落ちそうな子どもを見てもなにも

動かされない人というのは、わたしたちとはまったく異なる形式の生活を営

む人であり、悪人というよりも、善悪についてわたしたちと有意味な対話の

できない存在なのである。

4 スピノザとヒューム
ヒュームが共感 (sympathy) を、道徳的な観念が発生する源の位置に置い

ていることは、よく知られている。

さて、この同じ〔共感の〕原理が美的心持〔ないし情操〕を産むの

みならず、多くの場合に道徳的心持〔ないし情操〕を産むのであ

る。〔例えば正義の徳がそうである。一たい、〕正義ほど敬重され

る徳はなく、不正義ほど忌み嫌われる悪徳はない。換言すれば、

これら正義や不正義ほど、或る性格を愛すべきもの或は忌まわし

いものと確定する性質はない。ところで正義は、人類の善福への

傾向を有するが故にのみ道徳的徳である。実を言えば、正義はた

だこの目的〔すなわち人類の善福〕のための人為的案出物に他な

らない。この点は、忠誠や国際法や謙譲や作法に就いても同様に

言うことができる。けだしそれらはすべて、単に社会的利害のた

8



め人間が工夫したものにすぎないのである。然るに又、これらに

は、あらゆる国民および時代を通じて甚だ強い道徳的心持〔ない

し情操〕が伴って来ている。それゆえ、性格ないし心的性質が〔人

類の善福に対して〕有する傾向を省察すれば、〔該性格に対する道

徳的〕称賛や誹謗の心持〔ないし情操〕は十分に与えられる、と

認容しなければならない。ところで、或る目的への手段は、該目

的が快適であるときのみ快適である。且つまた、我々自身の利害

や友人の利害にかかわりない社会的善福は、ただ共感によっての

み快感を与える。従って、共感こそ、あらゆる人為的徳に対して

我々の払う敬重の源泉である道理になる12。

ヒュームは続けて、自然的徳についても共感が原理としてはたらくと論じ

ている。さて、わたしたちの文脈で重要なのは、この共感という原理が、反

省や推論という契機をまったく欠くはたらきだということである。恐怖に青

ざめた人の顔を見たとき、わたしたちは「かれは青ざめている。したがって、

かれはなにか恐ろしいものを眼にしている。かれはこちらを見ている。とい

うことは、わたしの背後になにか恐ろしいものがある」という推理の過程を

経て、それでもって恐怖を感じるのではない。むしろ、かれの恐怖は瞬時に

わたしたちに伝染し、わたしたちのうちにはいわば直に恐怖という感情が生

じるのである。

およそ人性の性質のうちで、それ自身にも又その結果に於ても最

も顕著な性質と言えば、他人に共感する向癖、すなわち他人の心

的傾性や心持が我々自身のそれとはいかほど異っていても、いや

反対でさえあっても、それら他人の心的傾性や心持を交感伝達に

よって受取る向癖、これに勝るものはない。これは、自分に提出さ

れるすべての意見を暗黙裡に奉じてしまう児童に於て歴然として

いるだけではない。判断力と知性とを最も多く具えた人々にあっ

てすら同様であって、それらの人々も、友人や日々の伴侶の理知

や心的傾性に対立してまで自己の理知や傾性に随うことは甚だ困

難であると見出すのである。

（中略）

12大槻春彦訳『人性論』（四）、1952 年、岩波書店、187–188 頁。
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〔まず注意すべきことには、他人の〕或る情念が共感によって心

に注入されるとき、最初はただ結果によって知られるだけである。

換言すれば、顔貌や談話などに於ける外的標徴によって知られる

だけで、この標徴が情念の観念を心に伝えるのである。然るにこ

の観念は忽ち印象に転換する。言換えれば、強い程度の勢と活気

とを獲て、情緒そのものになり、〔他人のうちにある〕根原の情念

と等しい情感を産む13。

人間科学におけるニュートンたることを志していたヒュームが、この精神

の遠隔作用を、万有引力という法則から着想したというのはありそうなこと

だ（「シュンパテイア」というギリシャ語は、もともと自然学的・力学的な文

脈で使われたらしい14）。万有引力もまた、どれほど遠距離であっても一瞬に

おいて力が伝達されるものであり、17世紀にはオカルト的な想定だと、大陸

のデカルト派やホイヘンス派から嘲笑されたのだけれども、ヒュームが活躍

した 18世紀には、ニュートンの力学の勝利はあきらかであった。

もちろん共感は（井戸に落ちそうな子どもを助ける行為とは違って）それ

自体としては道徳的なものではない。しかし、わたしたちがもつ道徳的是認

の感情が共感を源泉とすると述べるとき、ヒュームはいわば、わたしたちが

感情の拘束を感じるその体験と道徳性の観念の成立とを、力学の法則を連想

させる一般原理でもって結びつけるのであり、これは、これまでわたしたち

が望み見てきた型の道徳論に、さらなる解明を与える試みだと理解すること

もできる。

ヒュームがスピノザからどのようにして影響を受けたのか、ということは、

研究者間でもいまだ問題であり続けているように見える15 。それはともあれ、

スピノザの議論のうちにヒュームの共感論の先蹤となる発想を見出だせるの

はまちがいがない。『エチカ』の第３部定理 27にはこうある。

われわれは、われわれに似ているものがあると、それにたいしてい

かなる感情ももたないのに、それがある感情に動かされるのを想

13大槻春彦訳『人性論』（三）、1951 年、岩波書店、69–70 頁。
14山口義久によれば、「共同感応（シュンパテイア）」とは、ストア派において月と潮の満ち引
きとの関係のような遠隔作用を説明するときに使われた語で、それを精神的な遠隔作用に転用し
たのはプロティノスだということである。内山勝利責任編集『哲学の歴史　２』、2007年、中央
公論新社、514–515 頁。

15Cf. Klever, Wim, “More About Hume’s Debt to Spinoza,” Hume Studies 19(1), 1993,

pp.55–74.
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像される場合、ただそれだけで、それと似た感情に動かされる16。

証明を読めば17 、この定理の主張は、スピノザが感情を身体の変化の知

覚であると理解していることから帰結しているのがわかる。たとえば大声を

あげ顔に青筋を立てて身を震わせている人を見るとき、わたしたちはかれが

怒っていると想像する。ところが、わたしたちが怒りを想像するということ

はけっきょく、わたしたちの身体が怒りを感じているときの状態を再現する

ことにほかならないので、まさにわたしたちの身体が怒った状態になるので

ある。スピノザは、定理の注解で、このような心のはたらきを、「感情の模倣

(affectuum imitatio)」と呼んでいる。

感情のこのような模倣は、悲しみの一つと見なされるとき、あわ
れみと呼ばれる〔これについては、この部の定理 22の注解を見ら

れたい〕。ところが、それが欲望に関係してその一つと見なされ

る場合、対抗心と呼ばれる。それゆえ対抗心とは、あるものへの
欲望であるが、これはわれわれに似た他のものが同じ欲望をもっ
ていると想像することから、われわれに生ずる欲望にほかならな
い18。

あるものを欲しがる人がそばにいれば、その人の気持ちを想像することで、

自分もそれをほしくなる、というのだ。これは上の引用でヒュームが共感に

ついて述べていたことと変わらない。感情の模倣もまた、共感と同じく、人間

を社会的なふるまいへと導くものであり、感情と道徳性との結節点でもある。

スピノザやヒュームにとってのこうした哲学的仮説は、しかし、現在の脳

科学や認知科学において、その先見性を高く評価されてもいる19。このこと
16工藤喜作と斎藤博の訳による。下村寅太郎責任編集『スピノザ　ライプニッツ』（中公バッ
クス世界の名著　 30）、1980 年、中央公論社、210 頁。Benedictus de Spinoza, Die Ethik.

Lateinisch/Deutsch, Revidierte Übersetzung von J. Stern, 1977, 2002, Reclam を参照し
た。

17次の論文では、この定理とその証明を、『政治をするサル』で知られる動物行動学者フランス・
ドゥ・ヴァール (Frans de Waal, 1948–) が「情動伝染 (emotional contagion)」の「ロシア人形
モデル (Russian Doll Model)」とよぶものと関連づけている。Boros, Gábor, “Seventeenth-

Century Theories of Emotion and Their Contemporary Relevence,” European Journal of

Analytic Philosophy 2(1), 2006, pp.125–142.
18スピノザ前掲書 211 頁。
19意志決定についての「ソマティック・マーカー仮説」で著名なアントニオ・ダマシオ (Antonio

Damasio, 1944–) が Looking for Spinoza (2003) という本を書いていることはよく知られてい
るだろう（『感じる脳』、田中三彦訳、2005年、ダイヤモンド社）。次の論文の注には、ミラーニュー
ロン研究との関連が述べられている。Levi, Sergio, “Affective Simulation, Imitation, and the

Motor Mirror System,” Perspectives: International Postgraduate Journal of Philosophy

1, 2008. 本稿の注 17 も参照のこと。
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は、かれらの議論の「哲学的価値」（？）を直接引き上げるわけではないかも

しれない。けれども、たとえば教育の問題のような実際的問題を考える際に

は、これは無視できない要素である。すなわち、およそ感情にかかわること

どもについて科学的に検討しようとするのであれば、〈スピノザ–ヒューム〉

モデルは素通りすることが許されない相手なのだ。

5 おわりに
デカルトの『情念論』へのスピノザの批判（『エチカ』第５部序文20）は、「心

情主義的道徳教育論」への松下の批判と重ね合わせて理解しうるとおもわれ

る。というのも、デカルトが意志の力で感情を絶対的に支配することができ

ると考えているのを、スピノザは批判しているからだ。スピノザもまた理性

に導かれた生活について語るのであるけれども、それは感情についての十全

な観念を形成することによってもたらされるものであり、感情がそれ以外の

ものによって抑えつけられるのではない。松下の「理解を深める教育」21を、

もしもこのような意味での感情の認識をめざすものとして再解釈できるので

あれば、松下の道徳教育論を〈スピノザ–ヒューム〉的な枠組みと結合するこ

とも可能だろう。

とはいえ、松下自身は「感情」と「理解」を対立する範疇に入れて論じて

いるので、おそらくそのようなやり方は認めないはずだ。松下は、「意志の弱

さ」を道徳原理と感情の葛藤とみなし、「モラルジレンマ」を道徳原理の葛藤

とみなしつつ、道徳原理の理解は感情とはまったくの別物だと考える。しか

し、道徳原理そのものが感情という契機を不可欠にふくむと見なす立場もあ

りうる。スピノザやヒュームにとっては、「意志の弱さ」や「モラルジレンマ」

の問題は、むしろ感情どうしの相克の問題である。かれらが道徳原理を理解

することについて語るとすれば、それはひっきょう感情の理解について語る

こととなろう。

こうした立場の齟齬が、道徳を教えることや教わることについての考えの

違いにどこまで影を落としうるのか。わたしたちは、その問いに向かって歩

を進めていかなければならない。

20スピノザ前掲書 342–344 頁。
21松下前掲書第 4 章を参照されたい。
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