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行為・理由・意志（Actions, Reasons, and the Will）  

 

Abstract  

 What happens when someone acts for reasons? In order f or someone to 

be able to act for reasons, i .e. ,  for her to be a rational agent, what kind 

of conditions must be met about her? In this paper, I attempt to provide 

a unified picture of human actions in a way we can answer these two 

questions. I will argue that whenever someone acts for reasons she takes 

certain situations as reasons for the action. This mental attitude, reason-

taking ,  in turn requires her commitments to “reasons systems” which 

connect situations and actions.  These commitments (which we can  

properly call “the will”) both make rational agency possible and play a 

key role in reason-explanation of action.  

 

 ある人が理由に基づいて行為するとき、そこで起こっているのはどのよう

なことだろうか。また、理由に基づいて行為することが可能であるためには、

ひいては「行為者」としての資格をもつためには、その人はどのようなあり

方をしていなくてはならないのだろうか。本稿では、これらの問いに取り組

むことによって、理由応答的な行為者性の統一的描像を与えることを試みる。

とりわけ、理由に基づく行為の基本的構造を理解するうえで、以下の二つの

概念を導入することが有用だと主張する。①一定の状況を一定の行為の理由

として捉えるという心的態度を指す、「理由把握」という概念。②どのような

状況をどのような行為の理由として捉えるのかについての行為者の観点を指

す、「意志」という概念。  

 理由に基づく行為についての従来のモデルのうちもっとも標準的なのは、

いわゆる欲求－信念モデルである。したがって、理由に基づく行為のモデル

を提案するからには、欲求－信念モデルに一定の評価を下さなくてはならな

いだろう。実際、欲求－信念モデルを批判的に吟味することは、本稿の狙い

の一つである。しかしこのモデルを正当に評価・吟味する作業には困難が伴

う。そしてその困難の一部は、私の考えでは、欲求という概念が多面的であ

り、非常に多岐にわたる心的態度に適用されるという事情 1 に由来する。欲

求－信念モデルを吟味する際には、この事情に留意しなくてはならない。欲

求－信念モデルに対する本稿の評価は、次のようなものになるだろう。すな

わち、一方で、欲求－信念モデルにおける欲求をある仕方で理解するならば、
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このモデルは不十分である。他方で、欲求を別の仕方で理解するならば、こ

のモデルは粗雑である。  

 本稿は三つの節に分かれる。 1 節では、理由に基づいて行為するときに何

が起こっているのかについて、「理由把握」という概念を導入しながら明らか

にする。 2 節では、理由に基づいて行為することが可能であるための条件に

ついて、「意志」という概念を導入しながら明らかにする。いずれの節におい

ても、欲求－信念モデルについて何事かが述べられるだろう。最後に 3 節で

は、本稿全体の議論を要約したうえで、本稿がもちうる意義について述べる

ことにする。  

 

 

1.  理由に基づく行為  

 ある人が理由に基づいて行為するとき、そこではどのようなことが起こっ

ているのか。この問いに対しては、デイヴィドソンに由来する 2 次のような

標準的解答がある。まず、行為者が①一定の目的に向けられた欲求と、②そ

の目的の実現手段についての信念（道具的信念）をもつ。次いで、これらの

欲求と信念が、それらの内容に見合うような行為を引き起こす。この描像を、

「欲求－信念モデル」と呼ぶことにしよう。  

 欲求－信念モデルは、理由に基づく行為のモデルであると同時に、その説

明のモデルでもある。たとえば、行為者 A が窓を開けたとしよう。「なぜ A

は窓を開けたのか？」という問いに対する答えは、欲求－信念モデルによれ

ば、次のようなものである。  

 

(1)  空気を入れ換えるためだ。（A は空気を入れ換えたかったからだ。）  

(2)  窓を開ければ空気を入れ換えることができるからだ。（A は窓を開けれ

ば空気を入れ換えることができると信じていたからだ。）  

 

(1) は行為者がもつ目的（あるいはそれを内容とする欲求）に、(2)  はその目

的の実現手段についての事実（あるいはそれを内容とする道具的信念）に言

及している。そして、これらの目的と事実（あるいはそれらを内容とする欲

求と道具的信念）が、行為者の観点から見た行為の良さを示すとともに、行

為を動機づけたり説明したりするような、「行為の理由」であるとされる 3。 

 欲求－信念モデルは、理由に基づく行為の適切なモデルになっているだろ

うか。上述のように、このモデルを評価する際には、欲求概念の多面性に注

意する必要がある。とりわけ、目下の文脈では、以下の二つの種類の欲求を
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区別するのが重要だと思われる。①個別的な事態を目的としており、その事

態が実現されれば消えるような種類の欲求（個別的欲求）。②概括的な事態を

目的としており、個々の場面でその事態がある意味で「実現」されても、消

えることのないような種類の欲求（概括的欲求） 4。  

うえの例に登場する欲求、すなわち空気を入れ換えたいという欲求は、①

の個別的欲求に該当する。実際、行為するためには、この種の欲求をもつこ

とが不可欠だと思われる。概括的欲求だけでは、行為を産出することはでき

ない。行為とは常に、ある個別的な状況で為されるものであって、概括的欲

求が行為に結実するためには、関連する状況に見合うような個別的欲求の助

けを借りなくてはならないはずだ。したがってまずは、欲求－信念モデルに

おける「欲求」が、個別的欲求を指していると解釈することにしよう。この

意味で理解された欲求－信念モデルは、理由に基づく行為の適切なモデルに

なっているだろうか。  

 結論を先取りすれば、（個別的）欲求－信念モデルは、理由に基づいて行為

するときに起こっていること、あるいはその行為を理由によって説明すると

きに起こっていることの、一部分しか捉えていないように思われる。つまり

このモデルは、間違っているわけではないが、不十分なのである。どういう

ことだろうか。  

 欲求－信念モデルは、確かに、理由に基づく行為やその説明の重要な部分

を捉えている。我々は、理由に基づいて行為するとき、設定された個別的な

目的に向けて、（関連する道具的信念を踏まえつつ）それを実現してくれるよ

うな行為を遂行する。この意味でこのモデルは、理由に基づく行為の目的論

的な内部構造とでも呼びうる要素を捉えている。このことは、説明という観

点からも述べることができる。たとえば  (1) や  (2) の説明は、窓を開けると

いう A の行為の、目的論的な内部構造を明らかにしている。すなわち、A が

部屋の換気という個別的な目的をもっており、窓を開けるという行為はその

目的に向けて為されていること――言い換えれば、当該の状況における窓を

開けることは、空気を入れ換えることにほかならないことを、明らかにして

いるのである。そしてこれは、窓を開けることにおける A の意図が換気にあ

ったことを明らかにすることでもある。行為の目的論的な内部構造を明らか

にすることは、その行為に適切な再記述を与えることであり、その行為にお

ける意図を特定することでもある。  

しかし、行為の目的論的な内部構造を、あるいは行為における意図を明ら

かにすることは――「理由」という語の用法にもよるが――行為の理由を与

えることではない。あるいはより控えめに言うなら、理由を与えることが、
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行為の目的論的な内部構造や意図を明らかにすることに尽きるとは思われな

い。実際我々は、そのような内部構造全体、あるいは意図に対して、「なぜ？」

と問うことができる。うえの例で言えば、A に対して「なぜ空気を入れ換え

た（入れ換えようとした）のか 5」（あるいは、空気を入れ換えたのは空気を

よくするためであるなら、「なぜ空気をよくしたのか」）と問うことができる

のである。そして、これらの問いに対する答えこそ、行為の理由と呼ばれる

べきものであるように思われる。  

それでは、「なぜ空気を入れ換えたのか？」という問いに対する A の答え

は、どのようなものになるのだろうか。この問いに対して、次のような答え

が返ってくることもありうる。「空気を入れ換えたのは、空気を入れ換えたか

ったからだ。」一般に、ある行為について「なぜそうするのか」と問うたとき、

その答えが「単にそうしたいからだ」というものになる可能性はあってよい

ように思われる。それどころか、「すべての行為説明は、最終的には、それ以

上説明できない欲求に突き当たるのであり、その欲求がいわば説明の「底」

なのだ」とすら主張されるかもしれない。しかし、この最後の主張について

はひとまず脇に置くとして 6、少なくとも「空気を入れ換える」という行為に

ついては、それに理由を与えることが可能であるような状況を想定すること

はできるし、むしろそのように想定するほうがずっと自然である。すなわち、

「なぜ空気を入れ換えたのか？」という問いに対する答えは、たとえば次の

ようなものでありうる。  

 

(3)  埃っぽいからだ。  

(4)  食事のにおいが部屋に充満しているからだ。  

(5)  もう何時間も窓を閉めっぱなしだからだ。  

 

これらの答えに共通する特徴を三点指摘しておきたい。第一に、これらの答

えは、（より高次の欲求や目的ではなく、）A が置かれている個別的な状況に

言及している。第二に、これらの答えにおいて言及されている事実は、少な

くとも一見した限りでは、個別的な目的の実現手段についての事実ではない。

これらの事実は、空気を入れ換えるという目的や、空気をよくするという目

的の実現手段についての事実ではない。また、これらの事実を、何らかの別

の目的の実現手段についての事実として理解できるのかどうかも、一見した

限りでは明らかでない。しかしながら第三に、(3)-(5) で言及されている事実

はなお、空気を入れ換えるという行為の理由になっている。つまりこれらの

事実は、何らかの意味で、行為者の観点から見た換気という行為の良さを示



5 

 

している。別の言い方をすれば、これらの事実は、換気という行為を行為者

に推奨しているように思われる。  

 (3)-(5) の受け答えは、理由に基づく行為を、個別的状況への応答として捉

える視座 7 を提供する。この視座は、欲求－信念モデルを採っていると、見

てとりにくいものである。実際、前段落で述べた第二の特徴からわかるよう

に、ここでの状況の認識を、道具的信念として理解することは難しい。欲求

－信念モデルは、理由に基づく行為を、既に設定された個別的目的とその実

現手段についての事実への応答として提示する。しかし、そのような個別的

目的も理由に基づいて採用されるのであり、そしてそれらの理由は、目的の

実現手段についての事実として理解することのできないような、諸々の個別

的状況によって与えられるのである。  

 実際、このような個別的状況に訴える行為の理由説明は、ありふれている

ように思われる。たとえば、  

 

(6)  なぜ B は表に出たのか？――呼び鈴が鳴ったからだ。  

(7)  なぜ C は残業するのか？――上司に言いつけられたからだ。  

(8)  なぜ D は川に飛び込んだのか？――E が溺れていたからだ。  

(9)  なぜ F は教会に行くのか？――今日は日曜日だからだ。  

 

欲求－信念モデルは、これらの自然な受け答えを、うまく捉えることができ

ていないように思われる。もちろん、これらの例において被説明項となって

いる行為（表へ出ること、残業、川に飛び込むこと、教会に行くこと）には、

それぞれ目的論的な内部構造が備わっており、その限りにおいて、欲求－信

念モデルを適用することは可能である。しかし、欲求－信念モデルが、理由

説明の眼目のすべてを捉えているとは思われない。理由説明の眼目はむしろ、

目的論的な内部構造をもつ行為それ自体について、それが行為者の観点から

見てどのような良さをもつのかを示すことである。(3)-(9) で言及されている

個別的状況はすべて、その機能を担っている。そして（くどいようだが）こ

れらの状況の認識を、個別的欲求の実現手段についての道具的信念として理

解することは難しい。したがって欲求－信念モデルは、少なくともそこでの

欲求が個別的欲求として理解されるならば、理由に基づく行為やその説明に

ついて、不十分な描像しか与えていない。  

 しかしここで、次のような疑問が湧いてくるように思われる。(3)-(9) で言

及されている個別的な状況が、行為者にとって、それに対応する行為の理由

である（行為者の観点から見た行為の良さを示す）のは、いったいいかにし
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てなのか 8。たとえば  (8) において、E が溺れていることが D にとって川に

飛び込む理由になるのは、どのような事情によるのか。E が溺れていること

が、レスキュー隊を呼んだり、動画を撮ったり、E に石を投げつけたりする

理由にならないのはなぜなのか。あるいはこの状況が、（ほかの無数の諸状況

と同様に）D にとっていかなる行為の理由にもならない、というあり方をし

ていないのはなぜなのか。また  (9) についても、次のように問うことができ

る。今日が日曜日だからといって（あるいはむしろ、日曜日であるにもかか

わらず）なぜ F は教会になど行かなくてはならないのだろうか。日曜日だか

ら草野球の練習に行ったり、日曜日だから一日中部屋にこもってオンライン・

ゲームをしたりするのではなく、日曜日だから教会に行くのはなぜなのか 9。

これらの問いは、関連する状況の認識を道具的信念として理解することはで

きないという上述の論点を勘案するならば、とりわけ喫緊なものに思われる

だろう。すなわち、(3)-(9) で言及されている諸状況がそれに対応する行為の

理由であるのは、その行為があらかじめ設定された目的を達成するための手

段となることを示すことによってではないのだとすれば、いったい何によっ

てなのか。  

 一つの応答は次のようなものである。行為者にとって一定の状況が一定の

行為の理由になるのは、ほかならぬ行為者自身が、その状況をその行為の理

由として捉える（その行為の良さを示すものとして捉える）からである 10。

たとえば、「E が溺れている」という状況が D にとって川に飛び込む理由に

なるのは、D 自身が「E が溺れている」という状況を川に飛び込む理由とし

て捉えるからである。同様に、「今日は日曜日である」という状況が F にとっ

て教会に行く理由になるのは、F 自身が「今日は日曜日である」という状況

を教会に行く理由として捉えるからである。この応答は、一方では、明らか

に満足のいくものではない（この点については、次節で詳しく述べる）。しか

し他方では、この応答は、まったくの無内容というわけでもない。というの

もこの応答は、次のことを意味するからである。すなわち、一般に、行為者

S が状況 p を理由にして（ p という理由に基づいて）行為Φを為すためには、

S は p が成立していると単に信じるだけでは十分でない。それだけでなく、

S 自身が p をΦの理由として捉えるのでなくてはならない。この心的態度を

「理由把握」と呼ぶことにしよう。理由に基づく行為には、理由把握が不可

欠なのである。  

もちろん、S が p をΦの理由として捉えるとき、S は常にΦを為すわけで

はないし、常にΦを為すという意図を形成するわけですらない。 S が p をΦ

の理由として捉えるということは、S の実践的な視野において、状況 p が行
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為Φを推奨するように見えているということである。このときΦは、「行為の

候補」として、つまりそれを実際に為すかどうかを決定するべき対象として

扱われることになる。たとえば  (3)-(5) の事例では、A が「埃っぽい」「食事

のにおいが充満している」「もう何時間も換気していない」という諸状況を、

「空気を入れ換える」という行為の理由として捉えており、そしてそれゆえ、

「空気を入れ換えること」は A にとって行為の候補である。もちろん A は、

空気を入れ換えることではなく空気を入れ換えないことを推奨する諸状況も、

理由として捉えているかもしれない（「選挙カーがうるさい」「外の気温は三

十五度だ」）。A はこれらの諸状況を比較考量した結果、最終的に、「空気を入

れ換える（入れ換えない）」という意図を形成するのである。  

 A が（窓を開けることによって）空気を入れ換えるとき、 A は「空気を入

れ換える」という意図を形成するだけでなく、その意図を実行している。そ

してその実行段階には、空気を入れ換えるためにはどうすればよいかについ

ての推論が含まれるだろう。つまりここには二種類の推論があることになる。

そもそも空気を入れ換えるべきかどうかについての推論（いわば、whether-

to 推論）と、空気を入れ換えるにはどうすればよいかについての推論（いわ

ば、how-to 推論）である 11。前者は意図の形成にかかわる推論であるのに対

し、後者は意図の実行にかかわる推論である。（ここにおいて意図は、理由と

行為を結び付ける媒介者としての機能を担っている。）とはいえ、理由に基づ

いて行為するときには常に、これら二種類の推論が意識的に遂行されると考

える必要はない。行為者が埃っぽいことを認識し、そして窓を開けるとき、

うえで素描したような推論過程が意識にのぼっていると考える必要はない。

また、私が外出するときに鍵をかけるのは理由があってのことだが、外出す

る度毎に、鍵をかけるべきかどうか、鍵をかけるにはどうすればよいかと思

い悩んだりはしない。そしてそのような場合でも、関連する理由把握・意図・

実践的推論を、行為者に帰属させることは適切でありうる。一般に、理由把

握や実践的推論の帰属は、他の種類の心的態度や心的活動と同様に、行為者

の内部に意識的過程が生じているかどうかに基づいてではなく、種々の心的

態度・心的活動・行為の間の合理的連関に基づいてなされる。  

 ここまで述べてきたことを踏まえて、「理由に基づいて行為するときに何

が起こっているのか」と改めて問うならば、その答えは次のようなものにな

る。①行為者 S が、状況ｐ（やほかの諸状況）を行為Φの理由として捉える。

②whether-to 推論を経て、Φを為すという意図を形成する。③ how-to 推論

を経て、Φを為すという意図を実行する。以上が、本稿の冒頭で設定した、

第一の問いに対する解答 1 2 である。  
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 このように整理してみると、欲求－信念モデルは③の部分しか捉えていな

いことがわかるだろう。個別的欲求と道具的信念が行為を引き起こす過程は、

確かに理由に基づく行為の重要な部分を構成する。しかしこの過程が、理由

に基づく行為のすべてを捉えているわけではない。それどころか、理由に基

づく行為を理解するうえで重要かつ興味深い現象は、①や②においてこそ起

こっている、と主張することすらできるだろう 13。この意味で、欲求－信念

モデルは、間違っているわけではないが、不十分なのである。  

もちろん、欲求－信念モデルがうえで述べた意味で不十分なのは、そこで

の欲求が、個別的欲求として解釈される限りにおいてである。実際、ここま

での欲求－信念モデルに対する批判は、論敵を勝手に矮小化したうえでのも

のであるように見えるだろう。それでは、欲求－信念モデルにおける欲求を、

より広い意味で理解したとき、このモデルに対する評価はどのようなものに

なるのか。この点については、次節の最後で論じることにしたい。  

 

 

2.  意志  

 前節では、個別的欲求－道具的信念モデルと対比しながら、理由に基づく

行為を個別的状況への応答として理解する視座を提示した。そのうえで、そ

もそもある行為者にとって一定の状況が一定の行為の理由になるのはいかに

してなのかと問うた。そしてこの問いに対して、「行為者自身が、その状況を

関連する行為の理由として捉えているからだ」と述べることによって、つま

り理由把握の存在を主張することによって、暫定的な応答を与えたのだった。

しかし、すでに示唆してあるように、この応答は明らかに満足のいくもので

はない。というのも、「状況 p が S にとって行為Φの理由になるのはなぜな

のか」という疑問において、理由把握の存在は、（たとえそれが個別的欲求－

信念モデルにおいて無視されているとしても、）あらかじめ前提されている

ように思われるからである。たとえば  (9) の例で、「日曜日であることが、F

にとって教会に行く理由になるのはなぜなのか」という疑問に対して、「行為

者自身が、日曜日であることを、教会に行く理由として捉えているからだ」

と答えたとしよう。この答えに対する自然な反応は次のようなものだろう。

「そんなことはわかっている。私が訊いているのは、それはなぜなのか――

つまり、行為者が日曜日であることを教会に行く理由として捉えるのはなぜ

なのか、ということである。」  

 このように問う（一定の理由把握について、「なぜそのような理由把握をも

つのか」と問う）ことによって、我々は、「理由に基づいて行為するときに何
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が起こっているのか」という問いの範囲を超え出ている。というのも、前節

の議論が正しいならば、理由に基づいて行為するときに起こっていることは、

行為者がある状況を理由として捉え、そうした理由把握から意図を形成し、

そしてその意図を実行するという過程であり、そしてそれに尽きるからであ

る。この過程に登場する理由把握について、そのような理由把握を行為者が

もつのはなぜなのかと問うことは、そもそも理由に基づいて行為することを

可能にする条件について問うことである。そしてこのように問いの焦点を変

えることによって、我々は、個々の場面の行為から、そのように行為する能

力をもつ行為者へと、視線を移しているのである。  

 それでは、 (9) の例において、なぜ F は日曜日であることを教会に行く理

由として捉えるのだろうか。この問いに対しては、たとえば次のような解答

が与えられうる。①F は熱心なキリスト教徒であり、キリスト教の教義を重

要視している 1 4。そして、②キリスト教の教義を重要視することは、部分的

には、「日曜日であるならば、（他の条件が適切な場合には 1 5）教会に行くこ

と」という規則を引き受けることである。同様に  (8) において、D が「E が

溺れている」という状況を川に飛び込む理由として捉えるのは、たとえば次

のような事情による。①E は D の妻であり、D は E の幸福を重要視してい

る。そして、②E の幸福を重要視することは、部分的には、「E が困っている

ならば、E を助けること」という規則を引き受けることである。(3)-(7) の例

についても、構造的に類似した解答を与えることができるように思われる。  

 これらの例から、「 S が p をΦの理由として捉えるのはなぜか」という問い

に対する答えの一般的形式を取り出すことができるように思われる。すなわ

ち、S が p をΦの理由として捉えるのは、以下の二つの事情による。① S は

何らかの対象 X（たとえばキリスト教の教義や、個別的な人物の幸福）を重

要視している。そして、②X を重要視することには、どのような状況におい

て何を為すべきなのかを述べる、一群の規則を引き受けることが含まれてい

る。我々は、この二要素に言及することによって、S にとって p とΦの間に

理由関係が成立するのはなぜなのかを得心させるような、そういう文脈を与

えることができるのである。ここで、一定の状況と一定の行為の結びつきを

保証するような規則の束を「理由システム」と呼ぶことにしよう。「 S が p を

Φの理由として捉えるのはなぜか」という問いに対する答えは、重要視とそ

れに含まれる理由システムへの言及によって与えられる。  

ただし、ここでの「規則」や「理由システム」という言い方によって、そ

れらを個別的状況に対して機械的に適用すれば意図や行為が一意に決定され

る、という描像が示唆されるとすれば、それは本意ではない 1 6。ここでの「規
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則」は例外排除条項付きのものにすぎず、そしてその条項の内実を、非循環

的に特徴づけることはほとんど不可能だろう。また、ある個別的状況におい

て、複数の重要視、複数の理由システムが関連性をもち、それらが相互に相

容れない行為を推奨することもある。更に、ある個別的状況が、一定の理由

システムを適用するべき状況であるのかについて、解釈の余地がある場合も

あるかもしれない。しかし、これらの事情にもかかわらず、重要視を「規則」

や「理由システム」という語彙で特徴づけるのは有用だと私は考える 1 7。  

 重要視は理由システムを含むが、その仕方は大きく二つに分けられるよう

に思われる。一つ目の仕方は次のようなものである。まず、一定の理由シス

テムが、社会や共同体の内部で、あらかじめ存在する。そしてその理由シス

テムを、行為者が重要視するという場合である。たとえば  (9) において F は

キリスト教という理由システムを重要視しており、 (7) において C は会社と

いう理由システムを重要視している。  

 ここでの「キリスト教」や「会社」は、ロールズが実践［ practice］と呼ん

だものに対応しているように思われる 18。実践とは、一群の規則によって規

定される活動の形態である。この種の実践は、いわば「行為の文脈」を設定

する機能をもっている。教会に行くという行為や残業という行為を、「キリス

ト教」や「会社」という実践によって設定される文脈ぬきで理解することは

できない。実際それらの行為は、関連する実践がなかったならば、そもそも

「教会に行くこと」や「残業すること」として記述されることはなかっただ

ろう。この種のロールズ的実践を重要視すること（換言すれば、この種の実

践に参加すること）によって、行為者は一定の理由システムを引き受けるの

である。  

 重要視が理由システムを含む二つ目の仕方は、次のようなものである。ま

ず、行為者が、一定の事態を重要視する。たとえばある人は、個別的人物（恋

人、友人、自分自身等）の幸福や福利を重要視するかもしれない。あるいは、

抽象的理念（明朗であること、享楽的であること、自分の体面を保つこと等）

の例化や実現を重要視するかもしれない。このような場合、重要視の対象は

理由システムそのものではなく、何らかの概括的事態である。しかし、たと

えば E の幸福の重要視には、「E が困っている状況では、E を助けること」等

の規則を引き受けることが含まれており、「自分の体面を保つこと」という理

念の実現への重要視には、「誰かに侮辱されたら、仕返しをすること」等の規

則を引き受けることが含まれるかもしれない。このような仕方で、概括的事

態を対象とする重要視も、理由システムを含むことになる。  

 人は様々な実践、人物、理念を重要視している。これらの対象を重要視す
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ることは、部分的には、理由システムを引き受けることであり、一定の状況

を一定の行為の理由として捉えるような観点をもつということである。何か

を重要視しているからこそ、自分が直面する諸状況が、理由として際立つ

［ salient］ 1 9 のであり、そしてその状況によって推奨される行為が、それを

実際に為すかどうかを決定するべき対象として、つまり「行為の候補」とし

て、その人の実践的な視野に浮かび上がってくる。ある対象を重要視するこ

とは、世界を実践的な観点から眺めるということである。このような観点を

もっていない人は、そもそも一定の状況を一定の行為の理由として（一定の

行為を推奨するものとして）捉えることができず、したがって、理由に基づ

いて行為することもできない。この意味で重要視は、理由に基づいて行為す

ることが可能であるための、ひいては理由応答的な「行為者」としての資格

をもつための条件になっている。  

 重要視は、何が自分にとって重要なのか、何が何の理由になるのかについ

ての行為者のコミットメントであると同時に、そもそも「行為者」としての

資格をもつための条件である。ここで、このような重要視の束をまとめて「意

志」と呼ぶのは、適切な用語法だと私は考える。学校という実践を重要視す

ること、優雅であるという理念を重要視すること、夫の幸福を重要視するこ

と。これらはすべて、その人の意志を、つまり行為者としての根本的なあり

方を構成する。我々はこのような意志をもつことによって、一群の理由把握

をもつ。これらの「意志」と「理由把握」という二要素こそ、理由に基づく

行為を理解するうえで、決定的に重要なものであるように思われる。  

上述のような意味で理解された意志は、理由把握から意図を経て行為へと

至る実践的推論過程の背景的枠組を、あるいは文脈を設定する。意志によっ

て設定された枠組の下で、一定の状況が理由として捉えられ、意図が形成さ

れ、行為が遂行される。意図が個別の行為へのコミットメントだとすれば、

意志は意図形成の原理へのコミットメント、あるいは大仰な言い方をすれば、

生き方へのコミットメントである。このように「意図」と「意志」という仕

方でコミットメントが二重化していることが、理由応答的な行為者性の顕著

な特徴である。  

意志は実践的推論の背景的枠組を設定する。ところで一般に、行為者の一

人称的な実践的推論過程は、他者に向けて為される行為説明と対をなしてい

る。というのも、行為の説明とは行為者の（行為の時点での）観点から見た

行為の正当化を与えることであり、そして行為者が一人称的にどのような推

論過程を経て行為に到達したのかを述べることは、行為者の観点から行為が

どのように正当化されるのかを述べることだからである。したがって、意志
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が推論の背景的枠組であると同時に、行為説明の背景的枠組であるとしても、

それは驚くべきことではない。たとえば、  

 

(8)  なぜ D は川に飛び込んだのか？――E が溺れていたからだ。  

(9)  なぜ F は教会に行くのか？――今日は日曜日だからだ。  

 

これらの説明が、そのまま理解可能なこともあるだろう。その場合、説明す

る側と説明される側の間に、行為者の意志のあり方について一定の理解が共

有されている。換言すれば、行為説明の背景的枠組や文脈が共有されている

のである。行為を理由によって説明することは、行為を行為者が理由として

捉えている状況によって説明することだが、この説明が意味をなすためには、

その状況がその行為の理由であることであることを得心させるような理由シ

ステムを、行為者が引き受けている必要がある。この意味において意志は、

行為の理由説明の背景的枠組を提供するのである。  

逆に言えば、そのような文脈や背景的枠組を共有しない人にとっては、(8) 

や  (9)  の説明は理解不可能だろう。実際、「今日は日曜日であることが、F に

とって、教会に行く理由になるのはなぜか」という問いは、関連する文脈を

共有しない人から発せられる。このような場合には、意志は行為説明の背景

から前景へと浮上し、行為説明において明示的に言及されることになる。た

とえば、  

 

(10)  なぜ D は川に飛び込んだのか？――溺れている E は、D の妻だから

だ。  

(11)  なぜ F は教会に行くのか？――F はキリスト教徒だからだ。  

 

これらは、行為者が理由として捉えている状況による説明ではなく、むしろ

行為者がどのような意志をもっているのかを示唆する説明である。言い換え

れば、これらの説明は、行為者がどのような人物なのかに言及する説明であ

る。  

 意志に言及する、あるいは行為者がどのような人物なのかを述べることに

よって、我々はいわば、行為の理由説明の「底」に突き当たるように思われ

る。もちろん、その「底」について、つまり意志について、それ以上の説明

を要求したり与えたりすることもあるだろう。しかしその説明は、なぜその

ように行為したのかの説明と言うよりは、むしろその人はなぜそのような行

為者になったのかの説明である。個別的な行為の説明は、意志に突き当たっ
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た時点で完結しているのである。  

 本節のここまでの部分では、理由に基づく行為とその説明の基本的構造に

おいて、意志概念が担う役割の重要性について述べてきた。理由に基づいて

行為することが可能であるための条件、ひいては「行為者」としての資格を

もつための条件は、うえで規定したような意味での「意志」をもつことであ

る。これが、本稿の冒頭で設定した、第二の問いに対する解答である。  

 それでは、これまで提示してきた描像を踏まえると、欲求－信念モデルに

はどのような評価を下せるのだろうか。前節では、欲求－信念モデルを個別

的欲求－信念モデルとして解釈したうえで、それが理由に基づく行為の一部

しか捉えていないという意味で不十分だと論じたのだった。しかし、欲求－

信念モデルにおける欲求を、概括的欲求も含めた広い意味で理解したらどう

だろうか。実際、①これまで「意志」と呼んできたものは、概括的内容をも

つ欲求として理解できるように見える。そして、②意志をもつことによって

可能になる理由把握は、個別的欲求－信念モデルにおける、道具的信念の位

置に対応するものとして理解できるように見える。更に、③理由把握から意

図に至る whether-to 推論は、意志という概括的欲求を実現するための how-

to 推論として理解できるように見える。以上三つの論点を踏まえるならば、

理由把握から意図に至る過程も、欲求－信念モデルの下で、問題なく理解で

きるのではないだろうか。要するに、「意志」と「理由把握」という新たな概

念を導入してみたところで、結局のところそれは、欲求－信念モデルの焼き

直しに過ぎないのではないだろうか。  

しかし、理由把握から意図に至る過程を欲求－信念モデルの下で理解する

のは、理由に基づく行為を理解するうえで有用なことではないと私は考える。

まず①の論点についてだが、意志と個別的欲求の両方を、「欲求」という同じ

語の下で理解するのは、ミスリーディングである。意志と個別的欲求では、

理由に基づく行為やその説明において担う役割が大きく異なる。個別的欲求

は、理由把握によって喚起され、そしてそれを実行に移すかどうか（いわば

その欲求を意図に「昇格」させるかどうか）が考慮されるような種類の心的

態度である。つまり個別的欲求は、whether-to 推論の主題である。それに対

して意志は、少なくとも日常的な場面においては、この種の推論の主題にな

らない。むしろ意志は、その推論が生じる文脈（その推論を可能にする背景

的枠組）を設定するような種類の心的態度である。要するに、意志は推論の

場を設定するのに対し、個別的欲求はその場の中で生起したり、評価された

り、意図や行為に結実したりするのである 2 0。このように、かなり異なる機

能を担う心的態度を一括して「欲求」と呼ぶのは、混乱の元でしかない。  
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 次に②の論点についてだが、理由把握と道具的信念を類比的なものとして

理解できるかどうかは疑わしい。その根拠の一つは、そもそも理由把握を信

念の一種として理解できるのかどうかが定かではないというものである。状

況 p を行為Φの理由として捉えることを、状況 p が行為Φの理由であると信

じることに還元できるかどうかは、少なくとも自明なことでは全くない。し

かしたとえこの還元が成功したとしても、なお理由把握を道具的信念と類比

的に理解するのは適切でない。というのも、信念として理解された理由把握

が評価的な内容をもつ（そしてそれゆえ、それ自体で欲求・意図・行為を方

向づける）のに対して、道具的信念は記述的な内容しかもたないからである。  

 最後に③の論点についてだが、理由把握から意図に至る whether-to 推論

を、意志という概括的欲求を実現するための how-to 推論として理解するの

も、有益であるとは思われない。その根拠を述べるための一つの方法は、意

志を構成する重要視の多元性に注目することである。人は様々な実践、人物、

理念を重要視する。したがって、ある個別的状況において、複数の重要視が

関連性をもち、それらの重要視に基づく理由把握が相互に相容れない行為を

推奨することもありうる。たとえばある会社員は、重役会議と娘のピアノの

発表会の日時が重なるという不運に見舞われるかもしれない。このような場

面で、この会社員の頭の中で起こるはずの思考過程を、あらかじめ目的が設

定されたうえでなされる how-to 推論として理解することは難しいように思

われる。  

ここで、我々の意志を構成する重要視の束は、常にある単一の重要視の下

で一元化されており――たとえば、もっともありそうなのは、自分自身の幸

福の重要視の下で一元化されており――複数の重要視が対立しているように

見える場面で生じる推論も、その単一の重要視を実現するための how-to 推

論として理解できるのだ、と主張されるかもしれない。この主張にはどう応

答すればよいだろうか。  

この主張に対して、「我々の意志は常に、単一の重要視の下で一元化されて

いる」という想定はそもそも実情に即していないし、この想定を信じる根拠

も薄弱である、と冷淡に応じることもできるかもしれない。しかし、仮にこ

の想定が正しいとしてみよう。たとえば、我々の意志は常に、自分の幸福へ

の重要視の下で一元化されているとしよう。この想定を認めたとしても、や

はり、理由把握から意図への whether-to 推論を、自分の幸福を実現するため

の how-to 推論として理解することは、ミスリーディングであるように私に

は思われる。  

たとえば件の会社員の例に戻ろう。目下の想定においては、彼が重役会議
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とピアノの発表会のどちらを選ぶかを決めるとき、その基準は、どちらの選

択が自分の幸福を促進する手段としてふさわしいかという一点にかかってい

ることになる。しかし、ここで設定された目的を記述するのに用いられてい

る「（自分の）幸福」という概念は、その内実について確定した理解が共有さ

れているようなものではない。そしてより重要なことに、この会社員が、自

分の幸福とは何かについてあらかじめ確定した理解をもっているとも限らな

い。そして、自分の幸福について確定した理解がないのであれば、その目的

に向けた how-to 推論を遂行することもできないはずである。  

したがってこの会社員は、how-to 推論と適切に呼びうるようなものを始め

る前に、まずは、自分が直面している状況に即して、自分の幸福を構成する

も の は 何 な の か に つ い て 考 え る と い う 段 階 、 ウ ィ ギ ン ズ な ら 詳 細 化

［ specification］と呼ぶだろう段階 2 1 を踏まなくてはならないように思われ

る。つまり、重役会議とピアノの発表会のどちらを選択するべきかを考える

whether-to 推論過程には、詳細化という要素が含まれるのである。そしてこ

の論点は、自分の幸福への重要視だけでなく、実践・理念・他人の幸福への

重要視にも当てはまる。したがって、娘の幸福への重要視や、会社という実

践への重要視（目下の想定においては、自分の幸福への重要視によって包摂

されているはずの重要視）についても、個別的状況に即した詳細化の過程が

必要であることになる。そしてこの過程において起こっていることは、あら

かじめ確定された目的の実現手段を考える過程とほとんど似ていないがゆえ

に、両者に how-to 推論という同じラベルを貼ることは、誤解の種をまくこ

とでしかないように思われるのである。  

要約しよう。理由把握から意図に至る過程も欲求－信念モデルによって理

解できるという考えの背後には、①－③の三つの論点があるのだった。しか

しこれらの論点には、それぞれ、うえで述べたような困難がある。したがっ

て、理由把握から意図に至る過程を欲求－信念モデルで理解しようと試みる

のは、有用なことではない。  

以上の諸論点は、欲求－信念モデルの擁護者を説得するうえで十分ではな

いかもしれない。うえで指摘した諸困難はすべて、欲求－信念モデルの下で

克服可能かもしれない。しかしそうだとしても、本稿で提示した意志・理由

把握・意図を基本要素とするモデルは、欲求－信念モデルと比べて、より詳

細かつ実情に即した描像を与えていると私は主張したい。意志と個別的欲求、

理由把握と道具的信念、whether-to 推論と how-to 推論、これらはすべて、

理由に基づく行為を理解するうえで区別されるべきものだと思われる。そし

て、欲求と信念という二要素だけを使うことにこだわっている限り、これら
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の区別を適切に捉えることはできないだろう。そうだとすれば、欲求－信念

モデルは、理由に基づく行為について、いわば「解像度」の低い、粗雑な描

像しか与えることができないということになるはずだ。もちろん、本稿で擁

護した描像も、埋められるべき細部を多く残しており、その意味では粗雑な

ものでしかない。しかしこの描像は、理由に基づく行為の基本的構造を大ま

かに正しく捉えたものであるように、私には思われる。  

 

 

3.  まとめと展望  

 本稿の全体を振り返ろう。本稿では、①理由に基づいて行為するときに何

が起こっているのか、②理由に基づいて行為することが可能であるためには、

その人はどのようなあり方をしていなくてはならないのか、という二つの問

いを立てた。そのうえで、第一の問いには「理由把握」という概念の導入に

よって、第二の問いには「意志」という概念の導入によって、一定の応答を

与えた。またその過程で、欲求－信念モデルに批判的な吟味を加え、このモ

デルは（理由に基づく行為を理解するうえで）不十分であるか粗雑であるか

のどちらかだと主張した。  

最後に、本稿がもちうる意義について述べておきたい。本稿で擁護したよ

うな、意志概念を中心に据えた描像を提示することには、それなりの意義が

あると私は考える。というのも意志は、何が重要であるのか、何が何の理由

になるのかについての行為者の観点を構成するとともに、実践的推論や行為

説明の背景的枠組を設定するが、これらの特徴をもつ心的なあり方について

問われるべき問題、語られるべき事柄はたくさんあるように思われるからで

ある。たとえば、  

 

(a)  我々は、自分の意志や重要視を、どのくらい自覚しているのか 2 2。  

(b)  我々は、自分の意志や重要視を、どのくらい制御できるのか 2 3。  

(c)  我々の意志や重要視は、どのように生成され、どのような仕方で変化す

るのか 24。また、その生成や変化の過程について、我々は自覚や制御を

もちうるか。  

(d)  意志の自覚、制御、生成・変化のあり方は、行為者の自律と自由、ひい

ては行為者への責任帰属とどのような関係にあるか。  

(e)  我々はどのような意志をもつべきであり、何を重要視するべきなのか 2 5。

そもそも、この種の問いについて何か「真相」はあるのか。  
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これらの問題が我々にとって重要であるのは明らかだろう。そうだとすれば

我々は、そもそも意志とは何であり、それは理由や行為とどのような関係に

あるのかということについて、統一的な理解をもっていなくてはならないは

ずだ。そしてもし本稿が、そのような理解をえるために少しでも貢献してい

るのなら、本稿にもそれなりの意義があると言えるように思われる。  

 

 

注  

1.  欲求概念の多面性について、たとえばデイヴィドソンによる賛成的態度

［ pro attitude］に関する記述を参照（Davidson 1980: 4、邦訳 3 頁）。

またフランクファートは、哲学者たちの間で「多面的［ protean］」な欲求

概念が「様々な役割において、不注意に」用いられていることを指摘した

うえで、行為や実践的推論を理解するためには、従来の概念的レパート

リーを拡張するべきだと主張している（ Frankfurt 1999: 155）。私はここ

での彼の主張に同意する。また、彼はこの主張を踏まえて「ケア［ caring］」

の概念を導入するのだが、私が本稿で「意志」や「重要視」と呼ぶものは、

大まかに、彼がケアと呼ぶものに対応している。詳しくは 2 節の議論を

参照。  

2.  Davidson 1980: ch1 を参照。「由来する」と書いているのは、欲求－信念

モデルの本稿による定式化と、デイヴィドソン自身の定式化は、精確に

同じものではないからである。  

3.  行為論の業界においては、行為の理由は心的状態としての欲求や信念な

のか（心理主義）、それともその内容としての目的や事実なのか（反心理

主義）という論争が存在する。ここでの記述はこの論争に配慮した書き

方になっている。以下では、無用な混乱を避けるために、言葉遣いを反心

理主義的なそれに統一するが、本稿がこれらの立場のいずれかにコミッ

トするものではないということは明記しておきたい。（換言すれば、本稿

は、心理主義と反心理主義の論争にかかずらおうとしない。）  

4.  個別的欲求と概括的欲求を区別することにどのような眼目があるのかに

ついては、本稿の全体を読んで判断してほしい。また、両者の区別には境

界事例があるという論点は、両者を区別する眼目を失わせるものではな

いと私は考える。  

5.  一般的に言って、行為の理由と意図の理由は（ほとんど）同じである。こ

の論点についてたとえば Davidson 1980: 96（邦訳： 116 頁）を参照。  

6.  説明の「底」に関する本稿の見解については、 2 節における、「意志」が
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行為説明の背景的枠組であるという論点を参照。  

7.  理由に基づく行為を外的状況への応答として捉える視座について、Stout 

2005: ch1-3 の論述が参考になる。  

8.  この問いはあくまでも、実際に行為者を動機づけるような、行為者の行

為の時点での観点から見た行為の良さを示す理由、すなわち動機理由に

ついてのものである。それに対して、行為者の行為の時点での観点とは

何らかの意味で独立の観点から、「 p は S の行為Φの良さを本当に示して

いるのか、本当に正当化するのか」という問いが発せられることもある。

この問いにおいては、規範理由の有無が問われている。（規範理由の問い

がそこから発せられるところの観点が、行為者の行為の時点での観点か

ら独立であるのはどのような意味においてなのか、という点については

見解が分かれうる。たとえばその観点は、人称や時制から独立の観点か

もしれないし、そうでないかもしれない。あるいはその観点は、行為者の

行為の時点での観点から合理的熟慮を通じて到達可能なものでなくては

ならない（Williams 1981: ch8 にそのような見解が提示されている）か

もしれないし、そうでないかもしれない。）繰り返すが、本文で私が「 p が

S にとってΦの理由になるのはなぜなのか」と問うとき、私は規範理由の

有無を問題にしているのではない。  

本来ならば動機理由と規範理由の関係についてはもう少し丁寧に論述す

るべきだが、紙幅の都合上断念した。  

9.  少し別の角度から、次のように問うこともできる。「なぜ教会に行くの

か？――埃っぽいからだ。」「なぜ残業するのか？――E が溺れているか

らだ。」これらの受け答えが、少なくともそのままでは意味をなさないと

すれば、それはなぜなのか。これらの受け答えと、 (3)-(9) の受け答えの

違いは、どこにあるのだろうか。  

10.  「理由として捉える［ taking as reasons］」という心的態度の重要性につ

いて、以下の文献から示唆を得た。 Scanlon 1998: ch1; Hieronymi 2011. 

ま た 、 Wiggins 1975/76: 43ff に お け る 「 状 況 把 握 ［ situational 

appreciation］」についての論述も参照。  

11.  ただし、これらの推論は相互に影響を及ぼしうる。たとえば、Φを為すべ

きかを決定する際には、少なくとも大まかには、Φをどのように為すの

かについて見通しがついていたほうがよい。また、一度Φを為すことを

決定したのだが、それをどのように為すのかについて思案を巡らせた結

果、そもそもΦを為すかどうかをもう一度見直す場合もある。しかし、こ

うした相互影響関係は、両者の区別の眼目を失わせるものではない。  
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12.  Hieronymi 2011 も、経路は異なるが、類似の結論に到達している。  

13.  この論点について、Wiggins 1975/76: 38, 44 における主張を参照。  

14.  本稿は、重要視という概念の意義やその理解について、フランクファー

トによるケア［ caring］についての一連の論文（特に Frankfurt 1988: ch7,  

Frankfurt 1999: ch14）に多くを負っている。私がフランクファートに完

全に依拠する形でケア概念を用いない理由の一つは、彼がケア概念の分

析において理由や規則という概念を用いようとしないという事情がある

からであり、また別の理由は、一般にケアという語に含まれるニュアン

ス（たとえば、いわゆる「ケアの倫理」におけるそれ）を避けたかったか

らである。  

なお、本稿で重要視と呼ぶものに大まかに対応すると私が考えているも

のとして、以下を挙げることができる。Wiggins 1975/76 における「関心

［ concern］」、Williams 1981: ch1 などにおける「企図［ project］」「性格

［ character］」、Stout 2005: ch3 における「正当化システムへのコミット

メント」。  

15.  以下、この但し書きを省略する。  

16.  こうした描像への批判については、Wiggins 1975/76: 36-42 を参照。関

連して、本稿における「規則」や「理由システム」が成文化可能［ codifiable］

であると考える必要もない。  

17.  本稿はこの点において Wiggins 1975/76 に同意しない。  

18.  Rawls 1955: 24ff を参照。  

19.  Wiggins 1975/76: 45 における表現。  

20.  この論点に加えて、「個別的欲求は充足すると消えるが、意志は充足され

ても消えない（そもそも、意志について適切に「充足される」という言い

方が意味をなすかどうかもわからない）というディスアナロジーもある。 

21.  Wiggins 1975/76（とりわけ p. 42 以降）を参照。  

22.  フランクファートによれば、我々は自分のケア（本稿における意志や重

要視に対応するもの）を自覚していないかもしれない（ Frankfurt 1999: 

162）。  

23.  我々は、自分の意志や重要視を制御できないかもしれない。そしてより

重要なことに、その制御の不在は、我々の自律や自由を脅かさないかも

しれない。この論点は、フランクファートが「意欲的必然性」、ウィリア

ムズが「実践的必然性」と呼んだものに関連している（ Frankfurt 1988: 

ch7, 13; Frankfurt 1999: ch9, 11, 14; Williams 1981: ch10）。  

24.  本稿では、意志があるからこそ理由把握が可能になるという側面を強調
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していた。しかし他方、意志はどのように生成されるのかと問うてみる

と、その一つの仕方は、相互に類似した諸状況での理由把握を繰り返す

ことだと思われる。そうだとすれば、意志と理由把握の間には、いわば

「鶏と卵」のような関係が見出されることになる。一定の理由把握が可

能であるのは意志をもっているからなのだが、その意志は理由把握の積

み重ねによって生成されるのである。  

25.  Frankfurt 1988: 80, 94 を参照。もちろんこの問題は、規範理由の問題と

密接にかかわっている。  
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