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序論 

 

 本稿の目的は、行為者が能動的に行為するとはどういうことかを、部分的に解明することである。「行

為者が能動的に行為する」というあり方を、「行為者性」と呼ぶことにしよう。本稿では、行為者性の

哲学理論を構築することを目指す。その過程で、「意志」や「理由」といった、行為者性と密接に関連

する諸概念についても、一定の考察を加えることになるだろう。こうした考察を経て、最終的には、「ケ

ア」という概念が行為者性の理解に不可欠だという結論に辿り着くことになる。 

 一口に行為者性といっても、その程度や形態は様々である。本稿では、それらのなかでも、自律的

な行為者性（自律性）に的を絞って議論する。ここで「自律性」とは、自分の意志に従って行為する

というあり方のことである。自律性というと大仰なようだが、それほど特別なことではない。むしろ、

日常的に為されている行為の多くは、自律性を帯びていると考えられる。しかし、我々は時折、自分

の意志に背いて行為してしまう。いわゆるアクラシア（意志の弱さ）や、アルコール・薬物等に対す

る依存症患者の行為が、それに該当する。これらの自律的でない行為と、通常の自律的な行為は、精

確にはどのように区別されるのだろうか。これが本稿を貫く問題意識である。 

 うえで「自律性」を特徴づけるとき、私は「（自分の）意志」という言葉を使った。ここで、「意志」

とは何なのかという疑問を抱く人もいるだろう。これは当然の疑問であり、核心を突いた疑問でもあ

る。実を言えば、本稿全体を、この「意志」の構造を解明する試みとして理解することもできるので

ある。上述したように、自律的であるとは、自分の意志に従って行為するということである。したが

って、「自分の意志」の内実を明らかにすれば、同時に、自律性とは何なのかということも明らかにな

るだろう。本稿では、「理由」や「ケア」という概念に訴えながら、この意志の構造を解明することを

目指す。 

 言うまでもなく、本稿の議論は、多くの哲学者達の業績を踏まえて行われる。とりわけ、H. G. フ

ランクファートの影響は計り知れない。まず、「自分の意志」とは何かという観点を通じて自律性を解

明するという、本稿が採用するアプローチ自体が、フランクファートによって設定されたものである。

また、既述の通り、本稿では「ケア」という概念に着目するが、分析行為論（行為を主題とする、分

析哲学の一分野）においてケア概念の重要性を最初に指摘したのも、フランクファートである。もち

ろん本稿は、単に彼の見解を紹介するだけのものではない。たとえば第二章では、彼の見解が批判的

に取り上げられたうえで、十全なものではないとして退けられる。また第四章では、ケア概念を部分

的に理由概念に訴えて特徴づけるが、この点においても、本稿の見解はフランクファートの見解と袂

を分かつものである。しかしながら大枠としては、本稿の議論は、彼の問題意識や洞察に共感的なも

のになっているはずである。 

 

以下、論文全体の構成に沿って、大まかな概略を述べる。 

1 章（行為者性の問題）では、本稿の議論の背景的枠組みを与えると共に、本稿が中心的に取り組む

問題を設定する。行為者性に関する従来のモデルのなかでもっとも有力なのは、「行為の因果説」であ

る。本章では、因果説の一ヴァージョンとして「標準見解」を提示したうえで、このモデルは自律性
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をうまく捉えることができないと論じる。そのうえで、この状況認識に鑑みて、「自律性をうまく捉え

るために標準見解を補完する」という仕方で問題を限定する。自律性とは「当人の意志に一致して行

為する」というあり方のことだったが、本稿ではこの「当人の意志」を、フランクファートに倣って

「同化欲求」と呼ぶ。この用語法に基づいて言えば、自律性を解明するという試みは、同化欲求を解

明するという試みでもある。 

2 章（階層モデル）では、同化欲求及び自律性を解明する試みとしての「階層モデル」を取り上げ、

検討する。階層モデルによれば、ある欲求が同化欲求であるのは、その欲求が、何らかの高階の態度

と合致している場合である。たとえば初期のフランクファートによれば、同化欲求とは「二階の意欲」

と合致した欲求のことである。あるいは M. ブラットマンによれば、同化欲求とは「自己統御方針」

と合致した欲求のことである。しかし、この種の階層モデルは、「権威問題」と呼びうるような、よく

知られた困難を抱えている。この困難は、一言で言えば、「高階の態度（二階の意欲や自己統御方針）

が、欲求への同化を保証する権威をもつのはなぜなのかを説明せよ」という要求に答えることができ

ないという困難である。フランクファートは「満足」、ブラットマンは「通時性」という観念に訴えて

この要求に応えようとするが、彼らの応答が満足のいくものかどうかは明らかではないとされる。 

「権威問題」は、階層モデルが抱える構造的困難であるように思われる。階層モデルは、同化欲求

とそうでない欲求を、それが高階の態度との間にもつ関係によって区別しようとする。これは、階層

モデルが、「同化されている」という性質を関係的（外在的）性質と見なしている、ということを意味

する。しかし、同化欲求とそうでない欲求の間に、内在的性質における違いがあると考えたら、どう

だろうか。このように考えれば、もはや高階の態度に訴える必要はなくなり、権威問題も免れるので

はないだろうか。 

3 章（理由と価値）では、このような考えに基づいて、同化欲求とそうでない欲求の間に内在的な違

いがあるという可能性を探る。そしてその際に、「理由」という概念に着目する。そのためにまず、理

由という概念の諸側面を区別する。理由という概念は、少なくとも以下の三つの意味で用いられる。

すなわち、①規範理由、②動機理由一般、そして③（動機理由の一部としての）理由把握である。本

章では、これらのうち③が自律性を解明するうえで鍵になると論じる。大まかに言えば、「同化欲求と

は理由把握のことである」というテーゼを提示し、擁護する。ただし、理由把握は通常、合理性とい

う原理に司られて、他の理由把握と支え合い、構造化されている。そしてこのような理由把握群から

逸脱した理由把握は、自律性を損なうように思われる。したがって、自律性を分析するためには、理

由把握の一般的構造に注目する必要がある。 

 4 章（ケアと行為者性）では、この理由把握の一般的構造を捉えるために、ケアという概念を導入す

る。ケアとは、ある対象を大切にするという心的状態である。本稿の分析によれば、ケアは感情パタ

ーンと理由把握パターンによって構成される。すなわち、ある対象を大切にするとは、一方では、そ

の対象のあり方に応じて、一定の感情的影響を被るということであり、他方では、その対象のあり方

に関する事実を、行為の理由として捉えるということである。この分析は、従来の議論においてケア

の重要な特徴だと考えられてきた二つの性質、すなわち通時性と必然性をうまく捉えており、その点

でもっともらしいと言える。 

 前章までの議論によれば、自律的行為とは、理由把握の一般的構造に一致した行為のことであった。

そして、ケアはまさに理由把握の一般的構造を支える心的状態である。したがって、自律的行為は、
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ケアに一致した行為として分析されることになる。これが本稿の結論である。こうして、第一章で設

定された課題（すなわち、自律性を捉えるために標準見解を補完するという課題）は、「理由把握」や

「ケア」という概念の導入によって、達成されることになる。 
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1  行為者性の問題 

 

 本章の目的は、本稿の議論の背景的枠組みを与えると共に、本稿が中心的に取り組む問題を設定す

ることである。1 節では、行為とは何かという問いに対する有力な解答である「行為の因果説」の一ヴ

ァージョンとして、「標準見解」を提示する。2 節では、行為の因果説が、行為者に関する還元主義と

親和的な関係にあることを述べる。この行為の因果説と還元主義の対が、本稿の議論の背景的枠組み

を構成する。3 節では、自律性と目的性という二種類の行為者性を区別したうえで、1 節で提示した「標

準見解」が自律性をうまく捉えていないことを指摘する。そしてこの認識に基づいて、「自律性をうま

く捉えるために標準見解を補完する」という仕方で、本稿で扱う問題を限定する。4 節では、自律性の

解明が、「当人の意志」あるいは「同化欲求」と呼びうるものの解明を通じて達成されることを指摘す

る。最後に 5 節と 6 節では、意図概念の内実、及び自律性と自由の関係という、やや補足的な論点に

触れることにする。 

 

1.1  行為の因果説 

 序章で述べたように、本稿の大きな目標は、行為者が能動的に行為するというあり方、すなわち「行

為者性」の哲学理論を構築することである。ここで行為者性には、「行為」と「行為者」という、二つ

の中心的要素が含まれている。もちろん、行為とは行為者が為す何事かであり、行為者とは行為する

何者かであるから、これらの要素は不可分な仕方で結びついているが、形式上は両者を区別すること

ができるだろう。これらの要素のうち、本節ではまず、「行為」とは何かについて論じることにしたい。

次節では、「行為者」とは何かについて、本節の議論と関連づけながら論じる。 

行為とは何か。行為とは出来事の一種だと考えられるが、それはどのような種類の出来事なのか。

この問いに取り組むために、まずは行為の具体例を三つ挙げてみよう。 

 

① 手を上げる 

② 電気を点ける 

③ 挨拶をする 

 

一つ目の「手を上げること」は、その実質が身体運動に求められるような出来事だと思われる。それ

に対して、二つ目の「電気を点けること」は、その表現に明示的に身体運動が含まれているわけでは

ない。しかし、行為者 S が電気を点けるときに起こっているのは、たとえば S が一定の仕方で指を動

かし、それによってスイッチが入り、そしてそれによって電気が点くという帰結が引き起こされると

いうことである。つまり、「電気を点けること」の実質は、「電気が点くという帰結を引き起こすよう

な一定の身体運動」に求められるように思われる。 

 三つ目の「挨拶をすること」についてはどうだろうか。この表現にも、身体運動は明示的には含ま

れていない。しかし、行為者 S が挨拶をするときに起こっているのは、たとえば、前方の相手に向か

って手を振ることが挨拶と見なされるような規約の下で、S が手を振るということである。あるいは、
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「コンニチハ」という音の列を発することが挨拶と見なされるような規約の下で、S が「コンニチハ」

という音の列を発するような仕方で舌や口を動かすということである。つまり、「挨拶をすること」の

実質もやはり、「挨拶という帰結をもたらすような身体運動」に求められるように思われる。 

やや脇道に逸れるが、二つ目の例と三つ目の例は、身体運動と帰結の関係について大きな違いがあ

る。二つ目の例において、指の運動と「電気が点く」という帰結の間には、因果的な関係が成立して

いる。他方、三つ目の例において、手の運動が挨拶という帰結を引き起こしている、と述べるのは奇

妙である。むしろ、行為者が一定の規約に参加しており、そしてその規約の下では、一定の手の運動

が挨拶を構成する［constitute］のである。この関係を、因果的なものとして理解することはできない。

とはいえ三つ目の例においても、身体運動が一定の帰結を「もたらす」と言えるような意味があるだ

ろう。ここでの「もたらす」という語は、因果関係を含むが、必ずしも因果関係に限られないような、

広い意味で用いられている1。「もたらす」という語のこの用法の下では、二つ目の例と三つ目の例に

おける行為は、いずれも「一定の帰結をもたらすような身体運動」に実質があるものとして理解する

ことができる。 

以上を踏まえると、行為の実質は、（一定の帰結をもたらしたりもたらさなかったりする）身体運動

である、と述べるのがもっともらしいと思われる。つまり、行為とはどのような種類の出来事なのか

という問いに対して、ひとまずは「身体運動」という答えを与えることができる。 

しかしこれだけでは、行為とは何かという問いに、十全な答えを与えたことにはならない。ここま

ででわかったのは、行為とは身体運動の一種だということである。しかし、明らかに、全ての身体運

動が行為であるわけではない。このことを理解するためには、くしゃみやしゃっくり、腸の蠕動等の

例を考えるのがよいだろう。あるいは、単なる手の震えが、たまたま電気が点くという帰結をもたら

すという場合を考えてみてもよい。これらは行為者が能動的に為すような何事かではなく、それゆえ

行為とは言えないのである。以上の観察から、次のような問いが浮かび上がることになる。すなわち、

行為であるような身体運動と、行為でない単なる身体運動は、どのように区別されるのか。スローガ

ン的に言えば、「手を上げる」ことと「手が上がる」ことは、どこが違っているのか。 

この「行為と単なる身体運動の違いは何か」という問いに対しては、行為の因果説［causal theory of 

action］と呼ばれる見解が、標準的な解答を与えると考えられてきた2。この見解は、その名が示すと

おり、行為と単なる身体運動を、その原因によって区別する。因果説によれば、行為とは適切な心的

状態によって引き起こされた身体運動にほかならない。曰く、ある身体運動が、適切な心的状態を原

因としていたら、それは行為だと言ってよい。それに対して、心的でない原因や、あるいは心的な原

因であっても適切な種類のものでない原因によって引き起こされた身体運動は、行為ではない。因果

説の着想を大まかに言えば、「行為とは、行為者が望んでいることや考えていることを原因とする出来

事だ」というものになるだろう。そしてこの着想は、非常にもっともらしいと思われる。 

「適切な心的状態」に何を代入するのかは論者によって異なる。もっとも初期のヴァージョン3にお

いては、信念と欲求の対が代入されていたが、近年では、信念と欲求の対と身体運動の間に意図を代

                                                   
1 A. I. ゴールドマンであれば、「もたらす」ではなく「生成する［generate］」という表現を好むだろう。彼は因

果的生成・規約的生成・端的生成・付加生成という四種類の生成関係を区別する。Goldman 1970 を参照。 

2 分析行為論において、行為の因果説が「標準的」と呼びうるような地位を獲得するうえで大きな役割を担った

のは、D. デイヴィドソンによる論文「行為・理由・原因」（Davidson 1963）である。行為の因果説の歴史的展

開や問題点等については、Aguilar and Buckareff 2010 を参照。 
3 ここでは以下の仕事が念頭に置かれている。Davidson 1963; Goldman 1970. 
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入するモデルも標準的である4。因果説のこのヴァージョンを、「標準見解」と呼ぶことにしよう。 

 

［標準見解］ 

行為者 S の身体運動 M が行為であるのは以下の場合であり、そしてその場合に限る。 

① S が、事態 P であってほしいという欲求 D(P)と、M が P をもたらすだろうという信念 B(M→P)

の対をもつ。 

② D(P)と B(M→P)が、M によって P を達成しようという意図 I(M→P)を引き起こす。 

③ I (M→P)が、M を引き起こす。 

 

標準見解によれば、ある事態に対する欲求と、その事態の実現手段に関する信念が、まさにその手段

によってその事態を実現しようという意図を引き起こし、そしてその意図が適切な身体運動を引き起

こすとき、その身体運動は行為である。 

上の定式化は、それほど精確でないかもしれない。たとえば、行為者自身が関連する身体運動を産

出することができる、という自分の身体能力に関する信念も必要なのではないか。あるいは、行為者

が身体運動それ自体を欲している場合には、実現手段に関する信念は必要ないのではないか。また、

これらの心的状態と身体運動が単に因果的に結びついているだけでは十分ではなく、その因果過程は

適切な種類のものでなくてはならないのではないか5。こうした疑問について考えると、より精確な分

析が求められるかもしれない。しかし、本稿の中心的主題（それが何なのかはすぐ後で述べるが）に

ついて考えるという目的のためには、この分析で十分だと思われる。 

ちなみに、このモデルにおける信念と欲求の対は、しばしば「（行為の）理由」と呼ばれる。行為の

因果説の提唱者であるデイヴィドソンも、信念と欲求の対を「基本理由［primary reason］」と呼んで

いた6。この用語法に即して言い直せば、標準見解は、「理由が意図を引き起こし、意図が身体運動を

引き起こす」という描像を提示していることになる。しかし、この時点で詳しく述べることはしない

が、実はこの理由という概念がそれ自体で多面的であり、分析や解明を必要としている。上述のモデ

ルにおける信念と欲求の対も、ある意味では理由と呼ばれてよいのだが、別の意味では必ずしも理由

ではない。そして、私の見解では、その「別の意味」における理由こそ、本章で提出する行為者性を

めぐる問題に取り組むうえで、重要な鍵を握っているのである。こうした論点については、3 章で詳し

く述べる予定である。 

 

1.2  行為と行為者 

前節では、行為とは何かという問いに対する「行為の因果説」の解答を提示した。ところで、前節

の冒頭で述べたように、行為という主題は、行為者という主題と密接な関係にある。実際、行為の本

性に関する「行為の因果説」は、行為者の本性に関する一定の立場と、親和的な関係にあるように思

われる。 

                                                   
4 J. D. ヴェルマン（Velleman 1992: 461）は、信念－欲求モデルを意図の導入によって補完したヴァージョンを、

「標準的物語［standard story］」と呼ぶ。 

5 ここで私は、いわゆる「逸脱因果」と呼ばれる反例を念頭に置いている。たとえば Aguilar and Buckareff 2010

を参照。 
6 Davidson 1963: 4. 
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「行為者とは何か」というのは壮大な問いだが、ひとまずは、大きく分けて二つの立場を考えるこ

とができるように思われる。すなわち、行為者を心的状態の束として捉える立場と、行為者をそのよ

うな心的状態の束には還元不可能な実体として捉える立場である。前者を（行為者に関する）還元主

義、後者を非還元主義と呼ぶことができるだろう。（この区別は、人格の同一性に関する心理説と魂説

の区別に、ほぼ対応している。） 

結論から言えば、行為の因果説は、行為者に関する還元主義と親和的である。この論点を、「源泉性

の直観」と私が呼ぶものから説明したい。源泉性の直観とは、我々がもっている、「行為とは何らかの

意味で行為者を源泉とする」という直観のことである。この直観は、責任帰属の日常的実践を裏付け

ているという意味で、非常に重要である。「行為者を源泉とする」というのは曖昧な言い方だが、さし

あたりは因果関係を意味するものとして理解できるだろう。そうすると、源泉性の直観は、大まかに

言えば、「行為は行為者によって引き起こされる」と述べていることになる。十全な行為の理論は、源

泉性の直観を何らかの仕方で救わなくてはならない。 

そして、行為者に関してどのような立場を採っているかによって、この直観の救い方が異なってく

るのである。すなわち、還元主義が背景にある場合、「行為は行為者によって引き起こされる」という

直観は、「行為は行為者を部分的に構成する何らかの心的状態によって引き起こされる」という仕方で

解釈し直されることになる。それに対して、非還元主義が背景にある場合、源泉性の直観は、むしろ

額面通りに受け取られるだろう。別の言い方をすれば、非還元主義は、行為とはまさに（非還元的実

体としての）行為者によって引き起こされるという見解に、（源泉性の直観を介して）自然と辿り着く

のである。要するに、行為者に関する還元主義は行為に関する因果説［causal theory］と親和的であ

り、行為者に関する非還元主義は行為に関する行為者因果説［agent-causal theory］と親和的である。

（名称が紛らわしいが、因果説と行為者因果説は全く別ものである。） 

前節でも述べたように、行為の因果説は非常にもっともらしい着想に基づいている。実際因果説は、

理論的にも直観的にも説得的な見解であるように私には思われる。また、因果説は、分析行為論にお

いて標準的なものとして認められている見解でもある。これらの理由のゆえに、本稿では、行為の因

果説と還元主義を前提したうえで、この背景的枠組みの下で議論することにしたい。たとえば、次章

では階層モデルと呼ばれる理論と、そのモデルの難点について議論するが、そうした議論も、行為者

に関する還元主義を前提したものになる。因果説と還元主義を前提するというのは、これらの立場を

行為者因果説や非還元主義と対比したり、その利点や難点を加味したりしながら、因果説や還元主義

を擁護することはしないということである。そうした仕事が必要でないというわけではなく、むしろ

極めて重要だが、それは本稿の範囲を超えている。とはいえもちろん、仮に本稿の議論によって、因

果説の枠組みの内部で、行為や行為者のもっともらしい描像が浮かび上がるとすれば、それは因果説

の間接的な擁護になるだろう。 

 

1.3  二種類の行為者性 

前節までで述べたように、本稿では行為の因果説（及びそれと親和的な還元主義）を前提する。1.1

節では、行為の因果説の一ヴァージョンとして、「標準見解」を提示した。それでは、このモデルは、

行為者性の理論として十全なものだろうか。ここで注意すべきなのは、一口に行為者性と言っても、

その程度や形態は様々であるということだ。とりわけ、以下の二種類の行為者性を区別することが重
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要だと思われる。 

 

① 目的性［purposiveness］：目的に照らして身体運動を制御するあり方。 

② 自律性［autonomy］：「当人の意志」に照らして目的を制御するあり方。 

 

これら二種類の行為者性を区別する必要があることを示すために、依存症の事例を考えてみたい。一

方で、依存症患者の行為7は行為者性を欠いている、と言えるような意味がある。たとえば、アルコー

ル依存症を患っている人は、アルコールに対する欲求に突き動かされて、飲酒を目的とするような行

為をしてしまう。この目的は、それが自分の意志に反して（あるいは、当人の意志に関わりなく）採

用されたものであり、したがってその目的に照らして為された行為も、自分の意志に反している。フ

ランクファートの言い方を借りれば、彼は自分の行為の「無力で受動的な傍観者」8なのである。 

ここで、「当人の意志」とは何なのかという疑問が、当然生じるだろう。序論でも触れたが、これは

核心を突いた重要な疑問である。本稿の議論は、その全体が、この「当人の意志」の構造を解明する

試みとして理解されうるものである。この点については、節を変えて述べることにしたい。現時点で

は、次の論点を確認しておくことが重要である。すなわち、依存症患者の行為は、（それがどのような

意味であれ）「当人の意志に反している」と言いたくなるようなあり方をしており、その点で行為者性

を欠いている。 

しかし他方で、依存症患者の行為は行為者性を帯びている、と言えるような意味もある。彼は自分

の行為に関して、完全に「無力で受動的」なわけではない。というのも彼の行為は、飲酒という目的

に向かって、かつその目的の手段に関する信念に可感的な仕方で、制御されているからだ。もちろん

その目的は、当人の意志に反して採用されている。しかしそれでも、彼の行為は、しゃっくりや手の

震え等の「単なる身体運動」には欠けているような、基本的な行為者性を帯びているのである。 

ここまでの観察を約言すると、次のようになる。すなわち、依存症患者の行為は、ある意味では（そ

れが当人の意志に反するという意味では）行為者性を欠いているが、別の意味では（それが一定の目

的に向かって制御されているという意味では）行為者性を帯びている。ここから、本節の冒頭で導入

した、目的性と自律性という二種類の行為者性を区別する必要が生じることになる。この用語法に基

づいて言い直せば、依存症患者の行為は、目的性をもつが、自律性はもたない。 

目的性と自律性の区別について、別の観点から整理してみよう。目的性は、自律性に比べてより基

本的な（あるいは、弱い）行為者性である。目的性は、ある身体運動がそもそも行為であるためには

それをもたなくてはならないような、そういう種類の行為者性である。というのも、ある身体運動が

目的性をもたず、かつ行為である、ということはありえないように思われるからだ。それに対して、

自律性は、目的性に比べてより強い行為者性である。つまり、ある身体運動が自律性をもたず、かつ

行為であることはあってよい。これは言い換えれば、自律的でない行為という言い方が意味をなすと

いうことである。実際、依存症患者の行為や、意志の弱い（アクラシア的な）行為が、それに該当す

                                                   
7 すぐ後でも触れているが、依存症患者による麻薬の摂取や飲酒は、目的性というミニマルな条件を満たしてい

るので、「行為」と呼びうるものだと思われる。これに対して、責任帰属や意図性の概念と絡めて、それらはそも

そも「行為」ではないという反論をする論者がいるかもしれない。（金杉 2012: 215 の註 5 に、実際そのような

疑念が提示されている。）この反論については 1.5 節を参照。 
8 Frankfurt 1971: 22. 
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ると思われる。 

つまりここには、行為者性のスペクトラムのようなものがある。一方の極には、しゃっくりのよう

な、目的性も自律性ももたず、そもそも行為でないような「単なる身体運動」があり、もう一方の極

には、目的性と自律性の両方を備えた、正常な行為が位置づけられる。そしてその中間に、目的性を

もつが自律性はもたないような、中間的な行為の領域がある。依存症やアクラシアの事例は、この領

域に含まれることになる。 

 目的性と自律性という、二種類の行為者性の区別を踏まえたうえで、改めて、標準見解は行為者性

の理論として十全なのかと問うてみよう。まず、目的性についてはどうだろうか。標準見解は、目的

性をうまく捉えているように思われる。というのも、標準見解には意図が登場するが、ある意図をも

つことは、自分が欲している事態を目的として採用することだと考えられるからである。（少なくとも、

本稿では意図概念をこのような仕方で理解する。意図概念の内実については、1.5 節でもう少し詳しく

述べる。）この意図がまさにその内容に見合う身体運動を産出すれば、その身体運動は目的性を帯びる

ことになるだろう。ここで、「目的性は行為のミニマルな条件である」という先に述べた見解を前提す

れば、標準見解は、行為の理論として十全だとすら言えるかもしれない。 

他方、このモデルが自律性をうまく捉えているようには思われない。標準見解には、「当人の意志」

に該当するものは登場していないし、当人の意志に照らして目的（意図）を制御するというあり方も

描かれていない。このことは、依存症患者の事例が、標準見解を現に満たしているという事実からも

わかる。（ここで、依存症患者はそもそも飲酒を意図しておらず、それゆえ標準見解を満たしていない

のではないか、という疑問が生じるかもしれない。この点については、1.5 節で触れることにしたい。）

そして、強い行為者性としての自律性を捉えていないということは、行為者性の理論として十全でな

いということを意味する。 

標準見解は、目的性をうまく捉えているが、自律性は捉えていない。以上の状況認識に鑑みると、

自律性を捉えるために標準見解を補完する、という課題が、自ずと浮かびあがるだろう。本稿では、

このような仕方で問題を限定する。つまり、行為者性のなかでも、より強い形態の自律性に的を絞っ

て、議論することにしたい。 

 

1.4  意志と同化欲求 

 先送りにしていた、「当人の意志」の問題に移ろう。前節の規定によれば、自律性とは、自分の意志

に照らして目的（意図）を制御するあり方のことであった。簡潔に言えば、自律性とは意志応答性の

ことである。問題は、この（当人の）意志とは何か、ということである。「当人の意志」の内実を明ら

かにすれば、自律性を解明することができるだろう。あるいはより強く、自律性を解明することは、

とりもなおさず「当人の意志」を解明することにほかならない、と言ってよいかもしれない。次章以

降では、この課題に取り組むことになる。本節では、その準備段階として、意志概念一般と照らし合

わせながら、「当人の意志」という語で私が意味している事柄の概略を述べることにしたい。 

 意志という語は、もっとも一般的に言えば、行為を産出する心的なあり方全般を指すのに使われる。

しかし、行為を産出する心的なあり方が多様であることに対応して、意志という概念も非常に多面的

であり、いくつかの区別されるべき用法をもつ。まずもっとも大まかな区別として、心的態度として
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の意志と、心的能力としての意志を区別するべきだろう9。更に、心的態度としての意志が念頭に置か

れている場合でも、一定の目的を採用しているような心的態度を「意志」と呼ぶこともあれば、行為

を動機づける態度である欲求全般を表すためにこの概念を用いることもある。前者の場合、「意志」と

「意図」はほぼ同じ意味で使われている。 

 本稿における「当人の意志」は、心的態度としての意志の一種である。しかしそれは意図のことで

はなく、かといって欲求全般を指しているわけでもない。仮に「当人の意志」が意図を指していると

すれば、「依存症患者は当人の意志に反して行為する」という言明が意味を成さなくなってしまう。と

いうのも依存症患者の行為は、それがそもそも行為である以上、自分の意図に基づいているからであ

る。「当人の意志」は意図ではなく、むしろそれに照らして意図を制御するような心的態度のことであ

る。同様に、「当人の意志」が欲求全般を指すと考えた場合にも、上述の言明は意味を成さない。依存

症患者は、飲酒や喫煙に対する欲求に動機づけられており、その欲求にしたがって行為しているので

ある。「当人の意志」は欲求全般のことではなく、むしろある特定の種類の欲求のことである。 

 依存症患者の行為が「当人の意志に反する」と言いたくなるのは、その行為を動機づけた欲求が、

何らかの意味で、行為者にとって「外部」にあるものだからである。もちろんその欲求はあくまでも

行為者自身の欲求であり、その意味では行為者の内部にある。しかし他方で、この欲求は行為者の外

部にあると言えるような意味もある。この欲求は行為者にとって、それに従って行為するのが適切で

あるものというよりも、むしろそれにうちかつべき障害であるように感じられるだろう。つまり依存

症患者の欲求は、我々の行為の成功を妨げる（文字通りの意味で）外的な障害と、類比的な身分をも

つのである。この意味で、依存症患者の欲求は、行為者の「外部」にある。逆に言えば、この意味に

おいて行為者の「内部」にあるような欲求に従って行為すれば、自律的だということになるだろう。 

私が「当人の意志」と呼んできたものは、この強い意味で「内部」にある欲求のことである。フラ

ンクファートに倣って、ある欲求が強い意味で行為者の内部にあるということを、その欲求に同化す

る［identify］と言い表すことにするならば10、「当人の意志」とは同化された欲求（同化欲求）のこと

である。自律的であるとは、同化欲求に照らして目的（意図）を制御することにほかならない。もっ

ともこれはまだ分析ではない。むしろ分析されるべきものに（意図や欲求一般と区別するために）「同

化欲求」というラベルを貼り直しただけである。次章以降では、この「同化欲求」すなわち「当人の

意志」の内実の解明を目指して議論することになる。 

次章に入る前に、補足的な論点に二つほど触れておきたい。一つは意図概念について、もう一つは

自律性と自由の関係についてである。 

  

1.5  意図 

 1.3 節でも触れたが、本稿では、ある意図をもつことを、自分が欲している事態を目的として採用す

ること、あるいはその事態を目指すこととして理解する。ある事態を単に欲しているだけではなく、

目的として採用していることの眼目は、その人の身体運動がその目的によって制御されるという点に

求められるだろう。意図概念のこのような理解に基づくと、依存症患者も、飲酒や喫煙を意図してい

ることになる。というのも、実際に飲酒という行為に及ぶとき、彼らは飲酒を単に欲しているわけで

                                                   
9 Ekstrom 2010 を参照。 
10 Frankfurt 1971 を参照。なお、成田和信は、本稿が「同化欲求」あるいは「当人の意志」と呼んできたものを、

「その人が本当に望んでいること」という意味で、「本心」と呼ぶ。成田 2004 の 6 章を参照。 
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はなく、それを目指している（言い換えれば、彼らの身体運動がその目的によって制御されている）

からである。しかし、「依存症患者は飲酒を意図している」という考えに対しては、以下の二通りの仕

方で反論することができる。 

 

A. 前提①：ある人が飲酒を意図しており、そしてその意図を実行するならば、その飲酒という行

為は意図的行為である。前提②：一般に、人は自分の意図的行為に対して責任をもつ。しかし、

前提③：依存症患者による飲酒行為は、責任を免れている。以上三つの前提から、背理法的に、

「依存症患者は飲酒を意図しているわけではない」という結論が導かれる。 

B. 1.3 節でも強調されていたことだが、依存症患者によって採用された目的は「当人の意志」に反

している。したがって、依存症患者がもつ飲酒に対する意図は、当人の意志に反することにな

る。しかし、「当人の意志に反する意図」などというものは、原理上ありえない。 

 

反論 A に対しては、「責任の程度差」という考え方を導入することによって応答したい。1.3 節では、

行為者性のスペクトラムのようなものが存在すると述べた。そのスペクトラムでは、一方の極に単な

る身体運動があり、もう一方の極に正常な自律的行為がある。そしてその中間に、依存症のような自

律的でない行為の領域がひろがっている。要するに行為者性には程度差があるのだ。そうだとすれば、

それに対応する仕方で、責任にも程度差があると考えるのは自然である。つまり、人は単なる身体運

動に対しては一切責任をもたず、正常な自律的行為には十全な責任をもち、そして依存症的な行為に

対しては、中程度の責任をもつと考えるのである。 

この考えは人々の直観にもそれなりに適合するのではないかと私は期待する。依存症患者の行為が

責任を免れているという見解がもっともらしく聞こえるのは、暗黙のうちに、それを自律的で正常な

行為と対比しているからだと思われる。しかし、依存症患者の行為を、発作や腸の蠕動のような単な

る身体運動と対比するとどうだろうか。人が単なる身体運動に対して責任をもたないのと全く同じ意

味で、依存症患者は自分の行為に責任をもたないのだろうか。それは奇妙であるように私には思われ

る。彼は、自分の意志に反するという仕方においてではあるが、飲酒を目指し、その目的に照らして

行為しており、そしてその限りにおいて、自分の行為に対して一定の責任をもつのである。 

責任にも程度差があるという考えを導入したうえで、反論 A を検討しよう。この反論が成立するた

めには、当然ながら、前提②と前提③における「責任」が、同じ意味で用いられていなくてはならな

い。既に述べたように、前提③（依存症患者の行為は責任を免れる）がもっともらしいのは、それを

正常な自律的行為と対比する限りにおいてである。言い換えれば、この前提③における責任は、強い

意味で用いられている。それに対して、前提②がもっともらしいのは、意図的行為一般を、単なる身

体運動と対比しているからだと思われる。つまりここでの責任は、より弱い意味で用いられている。

以上より、前提②と前提③における責任の意味が異なるので、反論 A は成立していない。 

しかしそれでもなお、「依存症患者は飲酒を意図する」とか、「依存症患者の行為は意図的である」

という言い方に抵抗を感じる哲学者もいるかもしれない。私の見解では、彼らがそうした抵抗感を覚

えるのは、反論 B のようなことを陰に陽に考えているからである。反論 B は、一言で言えば、当人の

意志に反する意図などそもそも意図ではない、と述べている。この反論にはどう応答すればよいだろ

うか。 
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「当人の意志に反する意図」という言い方には、確かに矛盾した響きがある。もちろん、前節で述

べたように、ここでの「当人の意志」とは、意図のことではなく、同化欲求のことである。しかし、

この点を確認したうえでなお、「当人の意志に反する意図」という言い方には抵抗感が残る。そしてこ

の抵抗感の由来は、私の考えでは、当人の意志に反する意図がありえないということではなく、当人

の意志に反する意図が正常でないということに、求められるべきである。 

確かに、多くの場合、意図が当人の意志に反することはない。というのも、正常な場合には、意図

は当人の意志から生成されるはずだからである。しかしこの事実は、意図が当人の意志に反する仕方

で生成されることがありえない、ということを意味しない。それはちょうど、正常な場合に意図が行

為を生成するという事実は、意図が行為を生成しないことがありえないということを意味しないのと

類比的である。そして、行為を生成しなかった意図がそもそも意図でなくなるわけではないのと同様

に、当人の意志によって生成されなかった意図がそもそも意図でなくなるわけではないと言いたい。

一般的に言えば、意図とは当人の意志から生成されるような種類の心的態度であり、その意味におい

てであれば、当人の意志から生成されることは意図にとって本質的であると言えるかもしれない。し

かし個別の意図を取り出してみるならば、当人の意志から生成されることは、意図にとって本質的で

はないように思われる。 

とはいえ、意図という語をより強い意味で理解したい論者もいるだろう。彼らは「意図」や「意図

的」という語を私よりも強い意味で（すなわち、「当人の意志に一致する」ということを含むような意

味で）理解する。つまり、個別の意図についても、それが当人の意志から生成されることが本質的だ

と考える。それに対して私は、意図をもう少し弱い意味で用いているのである。反論 B の擁護者が、

「意図」という語をより強い意味で用いているのだとすれば、私との対立は、単に用語法の食い違い

に過ぎないものになるだろう。 

いずれにしても、本稿における「意図」が、単に「自分が欲する事態を目的として採用しているよ

うな心的状態」を意味するということは強調しておきたい。この用語法に基づいて言えば、意図性と

目的性は実質的に同じである。したがって、1.3 節で二種類の行為者性を区別したとき、私は目的性の

代わりに意図性という言葉を使うこともできた。そうしなかった理由は、（反論 B の擁護者が想定して

いるかもしれないような）意図や意図性という概念をより強い意味で理解する論者に配慮したためで

ある。以下でも、混乱を避けるために、目的性という語を継続して用いる。 

 

1.6  自律性・自由・責任 

 自律性は自由と深く関わっている。したがって自律性の問題は、それ自体で興味深いだけでなく、

自由を解明するという観点からも興味深いものであると言える。また、自由は責任を帰属させるため

の必要条件であるという考えは広く受け容れられている。もっとも、前節で提示したような、責任に

も程度差があるという見解に基づくと、この考えは必ずしも自明ではない。たとえば、（依存症のよう

な）目的性は満たすが自由ではないような行為について考えてみよう。自由は責任の必要条件である

という見解に基づくと、この行為に責任はないことになってしまう。ところが、私が先に提示した見

解に基づくと、このような行為についても中程度の責任はあるはずなのである。しかし、自由が責任

を帰属させるための必要条件であると言われるときの「責任」を強い意味で理解するならば、この考

えは私の先の主張と整合的である。いずれにしても、自由と責任の間に深い関係があるのは間違いな
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い。したがって、自律性が自由と関係するということは、同時に、自律性が責任と関係するというこ

とでもある。 

 それでは、自律性と自由は、具体的にどのような関係にあるのだろうか。G. ワトソンの整理によれ

ば、自由には二つの側面がある。一つが自律性あるいは自己決定［self-determination］であり、もう

一つが他行為可能性［alternative possibilities］である11。つまり彼によれば、ある行為が自由である

ということには、その行為が行為者自身によって決定されていることと、行為者がその行為をしない

こともできたということが含まれているのである。この整理に基づくと、自律性は自由の必要条件だ

と言えそうである。 

この整理はかなり的確であるように私には思われる。ちなみに、ある哲学者が、この整理を踏まえ

たうえで「他行為可能性は（その見かけに反して）自由に必要ではない」という主張を展開したとし

よう。いわゆるフランクファート事例を使えば、この種の主張にそれなりの論拠を与えられることは、

よく知られているところだ12。この場合、彼にとっては、自律性と自由がぴったりと重なることになる。

次章でも触れるが、この論点は、フランクファートによる自由に関する議論を、自律性に関する議論

として解釈し直すことを、正当化するのに役立つだろう。 

 しかし、自律性は自由の必要条件であるという主張には、次のような仕方で反論することができる。

すなわち、①アクラシアは自律性を欠いた行為である。②アクラシアは自由な行為である。したがっ

て、③自由であるために自律的であることは必要ない。要するに、アクラシアがワトソン的な整理の

反例になるのである。 

この反論はもちろん、アクラシアがそもそも可能であるという主張に依拠している。しかしこの主

張が、議論の前提に使ってよいほど自明なものかどうかは、疑問の余地があるだろう。アクラシアの

標準的な特徴付けは、「価値判断に反する自由な意図的行為」だが、価値判断に反して意図的に行為す

ることが可能だという主張に異を唱える論者がいるかもしれない。また、価値判断に反する意図的行

為は可能だが、それが自由でありうるということは否定する、という立場もありうる。実際、ワトソ

ンは後者の立場を採っている13。つまりワトソンにとっては、自由なアクラシアというものはありえな

いので、前提②は偽である。したがって、上述の反論は成立しないことになる。 

しかし他方、自由なアクラシアの可能性を否定するというのは、それほど気軽に採れる選択肢では

ない。たとえば、アクラシアと依存症の違いは、通常は、それが自由であるかどうかという点に求め

られる。したがって、自由なアクラシアを否定すると、両者の境界線を引けなくなるのである。我々

は通常、依存症患者の行為と意志の弱い行為に対して、とりわけ責任の帰属に関して、かなり異なっ

た態度を採るように思われる。しかし実際には両者を区別できないとすると、この態度の違いを正当

化する根拠がなくなってしまうだろう。この帰結を嫌う論者にとっては、自由なアクラシアを否定す

るという選択肢を採ることはできない。 

このように考えてくると、自律性は自由の必要条件だという見解を捨てた方が、むしろ賢明なのか

もしれない。ある行為が自由であることは、その行為が自律的であることを含意しないのかもしれな

い。つまり、自律性は自由よりも強い条件だと考えるのである。実際、J. M. フィッシャーは、そのよ

                                                   
11 Watson 1987: 145 を参照。 
12 Frankfurt 1969 を参照。 
13 Watson 1977 を参照。 
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うな整理を提案している14。 

 本稿では、自律性が自由の必要条件であるかどうかや、（自由な）アクラシアが可能であるかどうか

という点については、立場を決めないでおきたい。ただ、たとえ自律性が自由の必要条件でないとし

ても、自律性が自由と全く無関係であるということにはならないだろう。仮にアクラシアという悩ま

しい例外があるにしても、典型的な事例においては、自律的な行為と自由な行為は重なり合うと考え

られる。そうだとすれば、依然として、自律性と自由（ひいては責任）の間には密接な関係があると

言えるだろう。 

 前節と本節では些か補足的な論点に触れた。次章に入る前に、本章の大まかな内容を振り返ったう

えで、展開の予告をしておこう。まず、本章の要点は以下の通りである。第一に、本論文では、行為

の因果説、及びそれと親和的な行為者に関する還元主義を、議論の背景的枠組みとして採用する。第

二に、本論文では、「自律性をうまく捉えるために、行為の因果説の一ヴァージョンである標準見解を

補完する」という課題を設定する。次章以降では、実際にこの課題に取り組むことになる。 

次に展開の予告である。自律性に関する従来の見解の多くは、同化欲求を、それに対する高階の態

度と調和的関係に立つ欲求として理解する。この種のモデルを「階層モデル」と呼ぶことにしよう。

階層モデルは、その高階の態度それ自体が同化されていない（「当人の意志」を構成しない）場合はど

うなるのか、という共通の反論に直面する。第二章では、この階層モデルの主要なヴァージョンや、

それに対する上述の反論、そしてその反論に対する再反論等を提示し、批判的に検討する。 

階層モデルは、同化欲求と同化されていない欲求を、その欲求が高階の態度に対してもつ関係によ

って区別する。このことは、階層モデルが、欲求に備わる「同化されている」という性質を関係的（外

在的）な性質として理解している、ということを示唆する。それに対して本稿では、同化欲求と同化

されていない欲求の間に内在的な違いがあるという可能性を探りたい。そしてその際に、理由や価値

という概念に注目する。第三章では、理由概念の様々な側面を区別したうえで、自律性や同化欲求を

理解するための鍵になる概念を取り出す。その概念を本稿では「理由把握」と呼びたい。更に、第四

章では、理由把握の一般的構造を捉えるために、「ケア」という概念が導入される。理由把握やケアと

いう概念に訴えることによって、同化欲求、ひいては自律性の分析が得られる。1.3 節で設定された、

「自律性を捉えるために標準見解を補完する」という本稿の課題は、理由把握やケアという概念の導

入によって達成されることになるだろう。 

  

                                                   
14 Fischer 2010 を参照。 



17 

 

 

2  階層モデル 

 

本章では、自律性あるいは同化欲求を解明する試みとしての「階層モデル」を検討する。1 節では、

階層モデルの主要なヴァージョンである、初期フランクファートによる「二階の意欲」説を提示する。

2 節では、「二階の意欲」説が直面するよく知られた問題として、「権威問題」を提示する。3 節では、

権威問題に対してフランクファートが提示した、「満足」に訴える解決案を提示する。しかしこの解決

案は、十全なものではないと結論される。4 節では、やはり階層モデルの主要なヴァージョンである、

ブラットマンによる「自己統御方針」説を提示する。この見解は、自律性にとって通時性が本質的で

あるという基本的着想に基づいたものである。最後に 5 節では、階層モデルの検討から幾つかの教訓

を引き出しつつ、次章以降で提示する代替的なモデルの概略を予告する。 

 

2.1  二階の意欲 

 前章では、自律性を捉えるために標準見解を補完する、という課題が設定された。自律性とは、「当

人の意志」すなわち同化欲求に照らして目的（意図）を制御するというあり方のことである。したが

って、同化欲求とは何かを解明すれば、自律性も解明されることになる。 

同化欲求とは何かという問題に対する従来の解答のなかには、同化欲求（ひいては自律性）を欲求

の階層的構造によって説明するものがある。この種のモデルを、「階層モデル」と呼ぶことにしよう。

階層モデルによれば、欲求 D が同化されているとは、D が、D に対する高階の態度と調和的（整合的）

関係に立っているということにほかならない。「D に対する高階の態度」に何を代入するのかは、論者

によって見解が異なる。別の言い方をすれば、「D に対する高階の態度」に何を代入しているかによっ

て、階層モデルの様々なヴァージョンが区別されることになる。 

 本章では、階層モデルの最も主要なヴァージョンとして、（初期の）フランクファートによる見解と、

ブラットマンによる見解を検討する。フランクファートによれば、同化欲求とは、二階の意欲

［second-order volition］と調和的な関係に立つ欲求のことである。ここで二階の意欲とは欲求の一種

であり、「欲求 D が行為の産出において実効的である」という形式の内容をもつ欲求のことである。つ

まりフランクファートは、「D に対する高階の態度」に、二階の意欲を代入する。また、ブラットマン

によれば、同化欲求とは、自己統御方針［self-governing policy］と調和的な関係に立つ欲求のことで

ある。ここで自己統御方針とは意図の一種であり、「実効的な実践的推論において、タイプ T の欲求を、

規範理由を与えるものとして扱う」という形式の内容をもつ意図のことである。つまりブラットマン

は、「D に対する高階の態度」に、自己統御方針を代入する。 

 歴史的に言えば、フランクファートの見解は、単に階層モデルの主要なヴァージョンであるという

だけではなく、階層モデルの最初のヴァージョンでもある。つまりフランクファートは、階層モデル

の一ヴァージョン（すなわち、「二階の意欲」説）の提唱者でもあるが、それと同時に、階層モデルそ

のものの提唱者でもある。階層モデルの基本的着想は、多くの論者の目に魅力的に映ったと言ってよ

い。その証拠に、「二階の意欲」説とは異なるが、階層モデルの基本的枠組みには合致した見解が、幾

度も提出されているのである。その中でも、ブラットマンによる見解が、もっとも主要なものである。
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ブラットマンの見解は、フランクファートの見解をめぐる論争を踏まえたものであり、「二階の意欲」

説が抱える困難を回避する試みでもある。 

 以上の歴史的事情に鑑みると、先にフランクファートの見解を検討するのが適切だろう。まずは、

本節の残りの部分で「二階の意欲」説の概要を説明する。更に、2.2 節と 2.3 節では、この見解が直面

するよく知られた困難と、それに対するフランクファート自身の応答を検討する。ブラットマンの見

解の検討は、2.4 節にまわすことにしたい。 

 「二階の意欲」説は、フランクファートが 1971 年の論文「意志の自由と人格概念」によって提示し

た見解である。厳密に言えば、フランクファートがこの論文で明示的に分析の対象としているのは「自

由意志による行為」であって、自律的行為ではない。しかし、彼の見解を、自律的行為に関する見解

として解釈するのはもっともらしい15。というのも、①1.6 節で述べたように、自由意志は自律性と他

行為可能性という二つの側面をもつと考えられるが、②フランクファートは別の論文16で、他行為可能

性が自由意志に必要であることを否定しているからである。つまり彼にとって、自律性と自由はほぼ

重なると考えることができるのである。 

 フランクファートは、自由意志による行為（≒自律的行為）を、欲求の階層的構造に訴えて分析す

る。彼はまず、一口に欲求といっても様々な形態がありうることを指摘したうえで17、欲求に関して三

つの区別を導入する。第一の（もっとも基本的な）区別は、一階の欲求と二階の欲求の区別である。

一階の欲求とは、通常の行為を内容とするような欲求のことである。たとえば、お酒を飲みたいとい

う欲求や、飲酒を差し控えたいという欲求は、一階の欲求である。それに対して、二階の欲求とは、

一階の欲求それ自体を内容として含むような欲求である。たとえば、「飲酒を差し控えたいという欲求

をもちたい」という欲求は、一階の欲求をその内容に含んでいるので、二階の欲求である。 

 第二の区別は、一階の欲求に関するもので、行為において実効的な［effective］欲求と、そうでな

い欲求の区別である18。ここで実効的であるとは、その人の現実の行為を産出するうえで役割を担うと

いうことである。一般的に言って、ある人がもつ一階の欲求の全てが、その人の行為に結びつくわけ

ではない。たとえば、ある人が、お昼に天丼を食べたいという欲求、ラーメンを食べたいという欲求、

そしてオムライスを食べたいという欲求をもっていたとしよう。更に、実際にその人がお昼に食べた

のは天丼だったとしよう。このとき、行為において実効的な欲求は天丼に対する欲求だけであり、ラ

ーメンやオムライスに対する欲求は、実効的でない欲求に分類されることになる。あるいは、より複

雑な事例として、次のような場合を考えることができる。ある人が、溺れている子供を助けたとしよ

う。彼は、子供の命を守りたいという欲求と、他人から賞賛されたいという欲求の両方をもっていた

かもしれない。いずれの欲求も、溺れている子供を助けるという行為において、実効的でありうる種

類の欲求である。しかし、実際に彼の行為において実効的であったのは、どちらか一方の欲求だけか

もしれない19。 

                                                   
15 これは標準的な解釈だと思われる。たとえば Watson 1987 を参照。 
16 Frankfurt 1969 を参照。 
17 以下、本節の整理は、Frankfurt 1971: 13-16 を参照したものである。 
18 フランクファートはこの論文において実効的欲求のことを「意志」と呼ぶように取り決める（Frankfurt 1971: 

14）。しかし言うまでもなく、実効的欲求は、本稿における「当人の意志」とは意味が異なる。したがって、いら

ぬ混乱を避けるためにも、この用語法は採用しない。 
19 もっとも、この種の想定がそもそも可能だという考えに疑問を差し挟むことはできるかもしれない。なおこの

種の想定は、しばしば行為の因果説それ自体の擁護という文脈でもちだされる。たとえば Davidson 1963 を参照。 
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 第三の区別は、二階の欲求に関するもので、二階の意欲と、それ以外の二階の欲求（単なる二階の

欲求）の区別である。ここで二階の意欲とは、何らかの一階の欲求 D が行為において実効的である、

という形式の内容をもつ（二階の）欲求のことである。たとえば、「お酒を差し控えたいという欲求が

行為において実効的である」という内容をもつ欲求は、二階の意欲である。それに対して、この形式

の内容をもつわけではないが、一階の欲求を内容に含んでいるような欲求は、単なる二階の欲求であ

る。たとえば、お酒を差し控えたいという欲求をもつことだけを欲しており、それが行為に結びつく

ことを欲していない場合、その欲求は単なる二階の欲求に分類される。 

 もっとも、「一階の欲求 D をもつ」ことに対する二階の欲求の事例は、少々不自然である。フランク

ファートは、「麻薬依存症の患者に心理療法を施している医師」の例を挙げている。この医師は、依存

症患者にとって麻薬を欲するとはどのような感じなのかが分かれば治療の役に立つだろうと考えた結

果、「麻薬の摂取に対する欲求をもつこと」に対する欲求をもつに至った。しかし彼は、麻薬の摂取そ

れ自体を欲しているわけではないし、「麻薬の摂取に対する欲求が行為において実効的であること」に

対する欲求をもっているわけでもない。この事例において、この医師は、二階の意欲はもたないが、

二階の欲求はもっていることになる。フランクファートによれば、二階の欲求一般はそれに対応する

一階の欲求の存在を含意しない。たとえば、上の例における医師は、麻薬の摂取に対する一階の欲求

をもたない。しかし、二階の意欲は、それに対応する一階の欲求の存在を含意する。すなわち、「行為

A に対する一階の欲求 D が、行為において実効的である」ことを欲する人は、必然的に、行為 A それ

自体を欲している。 

 フランクファートは、二階の意欲をもつことが、人格［person］であることにとって本質的な条件

だと考える。二階の意欲をもつというのは、言い換えれば、自分の欲求を反省する能力をもつという

ことであり、自分の欲求のうちのどれが行為へと結実するのかについて関心をもつということでもあ

る。それに対して、二階の意欲をもたず、したがって人格でもない存在は、ウオントン［wanton］と

呼ばれる。フランクファートによれば、幼児や人間以外の動物はウオントンである。また、通常の成

人も、しばしばウオントン的に行為する。 

 フランクファートによれば、我々は二階の意欲の形成を通じて、一階の欲求に同化［identify］する。

たとえば、ある人がお酒を飲みたいという欲求と、飲酒を差し控えたいという欲求をもっているとす

る。ここで彼女が、飲酒を差し控えたいという欲求が行為において実効的であってほしいという欲求、

すなわち二階の意欲を形成したとしよう。この場合彼女は、これによって、飲酒を差し控えたいとい

う欲求に同化することになる。要するに、同化欲求とは、二階の意欲と調和的関係に立つ欲求のこと

である。 

 フランクファートは、欲求に関する三つの区別を踏まえて、自由意志による行為を分析する。彼に

よれば、自由意志によって行為するとは、二階の意欲と実効的欲求が一致することにほかならない。

これは言い換えれば、同化欲求が行為に結実するということである。たとえば、上述の例において、S

が実際に飲酒を控えた場合には、飲酒を控えたいという欲求が実効的欲求であることになるため、二

階の意欲と実効的欲求が一致している。したがってこの場合、S は自由意志によって行為したことに

なる。他方、S がお酒を飲んでしまった場合には、お酒を飲みたいという欲求が実効的欲求であるこ

とになるため、二階の意欲と実効的欲求は一致していない。この場合、S の飲酒という行為は、自由

意志に基づく行為ではないことになる。 
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 この分析に基づけば、もちろん、自由意志に基づいて行為するためには、そもそも二階の意欲をも

っている（すなわち、人格である）必要がある。したがって、二階の意欲をもたないウオントンは、

必然的に自由意志を欠いている。もちろん、二階の意欲をもつ人も、実効的欲求がそれに一致してい

ないときは、自由意志を欠いている。依存症患者の行為が、まさにそのような事例に該当する。しか

し、依存症患者が自由意志を欠く仕方と、ウオントンが自由意志を欠く仕方は、全く異なっているの

である。 

 以上が、フランクファートの見解の概要である。要点を繰り返しておけば、同化欲求とは二階の意

欲と調和的関係に立つ欲求のことであり、この欲求に動機づけられて行為するとき、その行為は自由

意志による行為だということである。彼の言う「自由意志による行為」を、自律的行為とほぼ同じも

のと見なしてよいということは、本節の冒頭で述べたとおりである。 

 

2.2  権威問題 

 さて、フランクファートの見解は、次のようなよく知られた問題に直面する。（この反論の原型は、

ワトソンによって提出されたものである20。）フランクファートによれば、同化欲求とは、二階の意欲

と調和的な関係に立つ欲求のことである。それでは、二階の意欲それ自体は、同化されているのだろ

うか。それとも、同化されていないのだろうか。 

一方で、この疑問に「同化されていない」と答えるわけにいかないことは、明らかだと思われる。

というのも、もし二階の意欲それ自体が、同化されていない欲求（当人の意志に反した欲求）である

とすれば、それによって支持されている一階の欲求もまた、同化されていない欲求だと考えるのが自

然であるからだ。一般的に言えば、高階の態度 M と D の調和的関係によって、D が同化欲求であるこ

とが保証されると言えるためには、M それ自体もまた、同化された心的態度でなくてはならないよう

に思われる。 

しかし他方、上述の疑問に「同化されている」と答えるのは、恣意的であるように思われる。二階

の意欲それ自体が同化されたものだと考える根拠は、いったい何なのか。結局のところ二階の意欲も、

単なる欲求に過ぎない。もちろん、二階の意欲はある特定の内容（一階の欲求 D が実効的であるとい

う内容）をもつ、高階の欲求であり、その点で他の欲求とは区別される。しかし、そのような内容を

もつことや、高階の欲求であることが、二階の意欲それ自体への同化を保証する（そしてそれゆえ、

それによって支持される一階の欲求への同化も保証する）と考えられる根拠は何なのか。その根拠が

提示されない限り、二階の意欲は常に同化された欲求なのだと答えるのは、恣意的だという批判を免

れない。 

「二階の意欲それ自体は同化されているのか」という疑問に対して、「同化されていない」と答える

ことはできない。かといって、「同化されている」と答えるのは恣意的である。つまり「二階の意欲」

説は、ある種のジレンマに陥っている。これが、「二階の意欲」説が直面する困難である。この困難に

答えるためには、「二階の意欲」が欲求への同化を保証する権威（ブラットマンの言い方を借りれば、

「行為者的権威」21）をもつと考えられる根拠を示さなくてはならない。つまり上述の疑問は、フラン

クファートに対して、二階の意欲が欲求への同化を保証する権威をもつと考えられる根拠を示すよう

                                                   
20 Watson 1975 を参照。 
21 たとえば Bratman 2003: 222 を参照。 
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要求しているのである。この意味で、「二階の意欲」説が抱えるこの問題を、「権威問題」と呼ぶこと

ができるだろう22。 

権威問題は、「二階の意欲」説が抱える理論的な困難である。しかし、具体例に則して考えても、「二

階の意欲」説はやはり説得的でないように思われる23。たとえば、ある人が、幼少期に一定の宗教的理

念を教え込まれた結果、同性に性的に惹かれたときには、その欲求を抑圧するようになったとしよう。

すなわち、「同性と性的関係をもつことを差し控えることに対する欲求が実効的である」という内容を

もつ二階の意欲を抱くようになったとしよう。その後彼女は、よりリベラルな思想に触れて、同性と

性的関係をもつことに対していかなる疚しさを覚える必要もない、という具合に考えを変える。とこ

ろが、そのように考えを変えたうえでなお、同性に対する欲求を抑圧する二階の意欲が、残存し続け

てしまうかもしれない。 

このような事例において、彼女は自分の二階の意欲を、それに打ちかつべき「内なる外的障害」で

あるかのように感じるだろう。つまり、依存症患者の欲求がある意味で行為者の「外部」にあるのと

同じ意味において、この二階の意欲も、彼女の「外部」にあるように思われる。二階の意欲がこのよ

うな仕方で行為者の「外部」にある事例、つまり行為者によって同化されていない事例は、（それほど

不自然ではない仕方で）他にも思い浮かべることができるだろう。このように具体的に考えてくると、

「二階の意欲が欲求への同化を保証する権威をもつと考えられる根拠を提出せよ」という要求は、い

っそう喫緊なものに思われてくる。 

ここで、二階の意欲が同化されていることを保証するために、フランクファート自身の見解を再び

適用すると、事態はいっそう深刻なものになる。フランクファートによれば、ある欲求が同化欲求で

あるとは、その欲求に対する二階の意欲によって支持されているということである。この見解にした

がえば、二階の意欲が同化欲求であるとは、二階の意欲に対する二階の意欲、すなわち三階の意欲に

よって支持されるということである。そして、この三階の意欲に対してもまた、上述の疑問が投げか

けられることになるだろう。三階の意欲それ自体が、同化された欲求であるのはなぜなのか。これ以

上続ける必要はないだろう。要するに、フランクファートの見解に沿って理論的整合性を保とうとす

ると、悪性の無限後退に陥ってしまうのである。 

あるいは、「ある欲求が二階の意欲と呼びうるのは、その態度が同化された欲求である場合に限られ

る」と答えても、もちろん解決にはならない。一方で、行為者による欲求への同化を、二階の意欲と

欲求の整合的関係として分析しておきながら、他方で、二階の意欲を分析する際に、行為者による欲

求への同化という観念に訴えるとすれば、それは明白な循環である。フランクファートの見解が、一

見した限りではもっともらしく思われるとすれば、それは二階の意欲が、暗黙のうちに、それ自体へ

の同化を含意するものとして理解されてしまっているからかもしれない。しかし、循環していないか

のように装いつつ、実際には分析されるべきものを密輸入しているような概念に訴えても、認識は進

まないのである24。 

本節では、「二階の意欲」説に対する反論、すなわち権威問題を提示した。この問題に対して、フラ

ンクファート自身が応答を試みている。次節では、彼の応答を提示し、検討することにしたい。 

                                                   
22 権威問題という呼称は、Hinshelwood 2013 から借りている。 
23 以下の例は、Hinshelwood 2013 で提示されている例と同種のものである。 
24 この論点は Velleman 1992: 474-475 において鮮明に提示されている。 
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2.3  満足 

 フランクファートによる応答は、満足［satisfaction］という概念に訴えたものである。彼は、「二階

の意欲」説をこの概念の導入によって補完する。この修正案によれば、行為者が欲求に同化するため

には、単にその欲求に対応する二階の意欲をもつだけでは十分ではない。それだけではなく、行為者

が二階の意欲に満足していなくてはならない。言い換えれば、欲求への同化は、満足された二階の意

欲によって構成される25。 

 では、行為者がある心的状態に満足するとはどういうことか。フランクファートによれば、ある心

的状態に満足しているとは、その心的状態を変化させようとする傾向性が存在しないことである26。つ

まり心的状態 M に対する満足は、M の持続を脅かす一連の心的状態の不在によって構成される。たと

えば、行為者がある二階の意欲 V に満足しているとは、V の持続を脅かす心的状態が存在しないとい

うことである。（ここで、「V の持続を脅かす心的状態」には、V に対する疑念や、V と対立する別の

二階の意欲、あるいは V に対する否定的価値判断等が考えられるだろう。） 

 この応答の巧妙なところは、満足が一定の態度の不在によって特徴づけられているということであ

る。仮に、M に対する行為者の満足が、M を内容とするような何らかの心的態度 N によって構成され

ると考えたとしよう。この考えに対しては、「N に行為者が満足していない場合もあるのではないか」

という反論が、ただちに投げかけられるだろう。そして、N に対する満足は別の心的態度 O によって

構成されると考えなくてはならなくなり、無限後退に陥る。要するに、満足を心的態度の存在によっ

て特徴づけてしまうと、「二階の意欲」説の難点を解決するどころか、それと類比的な問題を、新たに

生じさせることになってしまうのである。しかしフランクファートによれば、満足は心的態度の存在

ではなく、不在によって特徴づけられる。したがって彼の応答は、少なくとも、新たな困難を呼び寄

せてはいない。 

 それでは、「満足」によって補完された「二階の意欲」説は、前節の反論を免れているのだろうか。

つまり、満足された二階の意欲に対して、「それが同化されていない場合もあるのではないか」と問う

ことはできないのだろうか。あるいは同じことだが、満足された二階の意欲は、必然的に同化された

欲求であり、そしてそれゆえ、それに対応する一階の欲求への同化を保証する権威をもっているのだ

ろうか。 

 これらの問いには、否定的に答えなくてはならないと思われる。一方で、満足という条件は、同化

を保証するうえで弱すぎる。確かに、満足という付帯条件は、二階の意欲に行為者が同化していない

事例の一部を排除するかもしれない。行為者によって同化されていない二階の意欲のなかには、確か

に、二階の意欲を変化させようとする傾向性（たとえば二階の意欲に対する疑念や、対立する別の二

階の意欲）が存在する事例がある。前節で提示した同性愛者の例も、その種の事例に分類されるだろ

う。そうした事例を排除している点で、満足という条件には一定の意味がある。しかし、二階の意欲

を変化させる傾向性が存在しておらず、かつ、行為者が二階の意欲に同化していない事例もあると思

われる。ブラットマンはそのような事例として、「衰弱［enervation］、消耗［exhaustion］、憂鬱

                                                   
25 Frankfurt 1992: 105. 
26 Frankfurt 1992: 103-104. 
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［depression］」27を挙げている。行為者が単に衰弱していたり憂鬱に陥っていたりするがゆえに、二

階の意欲を変化させる傾向性が存在しない場合には、必ずしもその二階の意欲は、同化されたもので

はないように思われる。 

 他方で、満足という条件は、同化を保証するうえで強すぎる。たとえば、依存症患者が、飲酒を差

し控えたいという欲求が実効的であってほしいという二階の意欲に同化している、という事例を考え

ることはできるが、この事例において、二階の意欲を変化させる傾向性はもちろん存在している。す

なわち、飲酒に対する欲求である。したがって、満足という条件は、同化のために必ずしも必要でな

いと思われる。この種の素朴な反論を回避するためには、たとえば、二階の意欲を変化させようとす

る傾向性の種類を限定することによって、満足という観念を洗練させるという方策が考えられる。し

かし、少なくとも現時点では、こうした方策がうまくいくという保証はない。 

約言すれば、満足という概念によって補完された「二階の意欲」説もやはり、同化欲求（ひいては

自律性）を適切に捉えているとは言えない。したがって、満足に訴える応答は、十全なものではない

と結論したい。 

 

2.4  自己統御方針と通時性 

 フランクファートの見解の検討は以上で終わりにして、ブラットマンの見解の検討に移ろう。ブラ

ットマンによる「自己統御方針［self-governing policy］」説は、彼の一連の論文28において提示された

見解である。ブラットマンは、フランクファートとは異なり、はっきりと自律性を問題にしている。（自

律性の代わりに、自己統御［self-governance］という語を用いることもある。）「自己統御方針」はブ

ラットマン独自の用語である。この用語について説明するために、まずは手短に文脈を確認すること

から始めたい。 

 ブラットマンは、分析行為論の伝統において、意図概念の重要性を指摘した論者として知られてい

る。彼は、意図が計画の構成や実践的推論において役割を担うという論点や、意図が独特の合理的制

約に服するという論点に訴えながら、意図が信念や欲求には還元不可能な心的状態であることを説得

的に論じた。ブラットマンは意図に関する自分の見解を、意図の計画理論［planning theory of 

intention］と呼ぶが、これらの仕事は、1987 年の著作『意図と行為』29にまとめられている。私は 1.1

節で、信念－欲求モデルを意図の導入によって補完することも近年では標準的であると述べたが、こ

のような潮流の形成に最も貢献したのは、ブラットマンだと言ってよいだろう。 

 『意図と行為』のなかで、ブラットマンは方針［policy］という用語を導入する。（個人的方針［personal 

policy］という言い方がされている箇所もあるが、後の論文では単に「方針」と呼ばれていることの方

が多いので、本稿もこれに従う。）彼によれば、意図には、個別的な内容をもつものと、一般的な内容

をもつものがある。前者は、個々の場面において何を為すかに関するものである。我々が意図につい

て語るとき、通常はこの種の意図が念頭に置かれているだろう。これに対して、後者は、繰り返され

る一定のパターンにおいて何を為すかに関するものである。この後者の種類の意図こそ、ブラットマ

ンが「方針」と呼ぶものである。 

                                                   
27 Bratman 1996: 195. 
28 たとえば以下を参照。Bratman 1996; 2000; 2003. 
29 Bratman 1987. 原題は Intention, Plans, and Practical Reason である。 
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たとえば、「今夜は寝る前に読書しよう」という内容をもつ意図は、個別的な意図である。他方、「毎

晩寝る前に読書しよう」とか、「特にすることがないときは読書しよう」という内容をもつ意図は、一

般的な内容をもっており、それゆえ方針である。ブラットマンは、「車に乗るときはシートベルトを締

めよう」「夕食のとき、二杯目のビールは控えよう」といった例を挙げている。これらの方針は、個別

的な意図と区別されるが、それらと無関係なわけではない。実際、方針が具体的な行為へと結実する

場合には、個別的な意図を経由することになるだろう。たとえば、「車に乗るときはシートベルトを締

めよう」という方針は、自分が置かれている状況に関する信念と組み合わさって、「これからシートベ

ルトを締めよう」という個別的な意図に結実するかもしれない。ブラットマンは、これらの意図を、「方

針に基づいた意図［policy-based intention］」と呼ぶ。とはいえ、繰り返すが、方針それ自体も意図の

一種である。 

このような通常の意図と方針の区別は、『意図と行為』においては、どちらかというと周辺的な論点

だった。しかし、後に自律的行為者性に関心を移すときに、この論点が重要性を帯びることになる。

ブラットマンは、方針のなかでも、自己統御方針と彼が呼ぶものに注目する。自己統御方針とは、「実

効的な実践的推論において、一階の欲求 D を、規範理由を与えるものとして扱う」という形の内容を

もつ方針のことである30。フランクファートにおける二階の意欲は、一階の欲求を内容に含む二階の欲

求の一種だったが、それと類比的に、ブラットマンにおける自己統御方針も、一階の欲求を内容に含

む方針の一種であると言えるだろう。 

自己統御方針の内容に表れている「規範理由」とは、行為を善いものにする（正当化する）理由の

ことであり、行為を動機づけたり説明したりする「動機理由」と区別される。フランクファートにお

ける二階の意欲は、「一階の欲求 D が行為において実効的である」という形の内容をもつ欲求のことだ

ったが、欲求 D が行為において実効的であることは、その欲求が動機理由であるということである。

したがってフランクファートにおける二階の意欲は、ある欲求が動機理由であるということ（だけ）

を内容としている。それに対してブラットマンにおける自己統御方針は、ある欲求が規範理由を与え

るということも内容に含んでいる。（ただしブラットマンは、欲求が動機理由であるということは内容

に含まれないと考えているわけではない。それは、「実効的な実践的推論において」という限定を付け

ていることからもわかるだろう。） 

つまりブラットマンは、動機理由だけでなく規範理由にも着目することが、自律的行為者性を理解

するために肝要だと考えているのである。そしてこの洞察は正しいものだと私は考える。1.1 節でも触

れたが、従来の行為論においては、単に「理由」というとき、行為を動機づける信念と欲求の対を意

味することが多かった（これはデイヴィドソン的な用語法であるといえる）。しかし、後に述べるよう

に、これらの信念と欲求の対は動機理由ではあるが、それ自体では規範理由ではないし、規範理由を

与えるとも限らない。従来の見解が自律性をうまく捉えられなかった要因の一つは、規範理由の軽視

にあるように私には思われる。規範理由と動機理由の区別や、「規範理由として扱う」という観念につ

いては、次章でもう少し詳しく説明したい。これらの考えは、3 章で私が擁護する見解にとって中心的

なものになるだろう。 

ブラットマンによれば、行為者が欲求 D と同化するということは、（大まかに言えば）「実効的な実

践的推論において、D を規範理由として扱う」という内容をもつ自己統御方針を行為者がもつことに

                                                   
30 Bratman 2000: 51-55 を参照。 
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ほかならない。つまりブラットマンは、行為者による欲求への同化を、自己統御方針と欲求の整合的

関係によって分析しているのである。ブラットマンにおける自己統御方針は、フランクファートにお

ける二階の意欲の代替物であると言える。 

しかし、自己統御方針は、本当に欲求への同化を保証する権威（ブラットマンの言う「行為者的権

威」）をもつのだろうか。この問いに答えることができないとすれば、「自己統御方針」説もまた、権

威問題に直面するだろう。自己統御方針が同化を保証する権威をもつのだと単に述べるだけでは、そ

の主張は説得的ではないし、恣意的だという批判も免れない。それでは、ブラットマンによる、この

問いに対する解答は、どのようなものだろうか。 

 権威問題に対するブラットマンの応答は、一言で言えば、「自己統御方針は、行為者の通時的同一性

を支える機能を担うからだ」というものである。もう少し丁寧に整理すると、以下のようになる。 

 

① （自律的な）行為者であることにとって、それが通時的に拡張していることが本質的である。 

② したがって、行為者の通時的同一性を支える機能を担う心的状態は、欲求への同化を保証する

権威をもつ。 

③ 自己統御方針は、行為者の通時的同一性を支える機能を担う。 

④ したがって、自己統御方針は、欲求への同化を保証する権威をもつ。 

 

順に説明しよう。まず①だが、ブラットマンは、時間的な幅をもつことが、行為者の顕著な特徴だと

考える。行為者は、特定の時点において、行き当たりばったりに行為するわけではない。むしろ、自

分自身を、過去から現在、そして未来へと、通時的に持続する存在者と見なしている。そしてその自

己理解を背景として、個々の行為に通時的な一貫性を与えるのである。ブラットマンは、「論文を書く」

という例を挙げてこのことを説明している31。論文の執筆は、一定の期間に渡って遂行される活動であ

る。この活動に従事する際、行為者は時間的な幅をもっており、そして自分自身をそのような者とし

て理解している。すなわち、この行為者は、過去に論文を書き始め、現在論文の中間部分を書いてお

り、そして未来にはこの論文を書き終える者であり、そしてその間、通時的同一性を保っている者な

のである。このような仕方で、我々の行為者性は、通時的に拡張していると言える。 

 ブラットマンは、この洞察に鑑みて、行為者の通時的同一性を支える機能を担う心的状態は、欲求

への同化を保証する権威をもつはずだ、という着想を提示する。これが、上の整理の②に該当する部

分である。以下はブラットマンからの引用である。 

 

けっきょくのところ、行為者というのはその瞬間にだけ存在するようなものではない。むしろ彼女

は、長期にわたって活動し続ける行為者、すなわち、時間的な幅をもった行為者性を有する者なの

であり、また彼女自身、そのことを理解しているのである。このことから次のような考えへと自然

に導かれるだろう。すなわち、行為者がある欲求を承認するというのは、簡単に言えば、長期にわ

たる行為者の活動に特有なロック的つながりを構成し、支えることを通じて、時間を通じた彼女の

行為者性をまとめあげるのを容易なものとしている何らかの態度によって、その欲求が承認される

                                                   
31 Bratman 2000: 43-46 を参照。 
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ということなのである32。 

 

引用文中にある、「欲求を承認する（欲求が承認される）」という表現は、本稿における「欲求への同

化」と同じものだと考えてよい。また、「長期にわたる行為者の活動に特有なロック的つながりを構成

し、支えることを通じて、時間を通じた彼女の行為者性をまとめあげるのを容易なものとしている何

らかの態度」というのは、要するに、行為者の通時的同一性を支える機能をもつ態度のことである。

つまりこの箇所では、「行為者による欲求への同化は、行為者の通時的同一性を支える機能をもつ心的

状態 M と欲求の整合的関係として分析される」という見解が提示されている。そして、ブラットマン

に言わせれば、我々は、行為者が通時的に拡張しているという洞察から、上述の見解へと「自然に導

かれる」のである。 

 更に、ブラットマンによれば、自己統御方針は行為者の通時的同一性を支える機能をもつ心的状態

である。この点は理解しやすいだろう。自己統御方針は、欲求 D を、規範理由を与えるものとして扱

うべきかに関する一般的な意図であり、したがって、欲求 D の扱いが問題になるような状況における

個別的な意図や行為を、通時的に束ねる機能を担っているのである。この点で確かに、自己統御方針

は行為者の通時的同一性を支える機能をもつ。これが上の整理の③に該当する。また、④は②と③か

ら導出されるので、説明は不用だろう。 

 以上がブラットマンの応答の概要である。彼の応答は、自律性にとって通時性が本質的であるとい

う基本的着想に依拠したものである。（この着想については、4.4 節で再び触れる。）また、繰り返しに

なるが、通時性を支える自己統御方針の内容を特定する際に、規範理由という概念に着目している点

にも特徴がある。ブラットマンの見解が権威問題を免れているかどうかは、これらの洞察がどのくら

いもっともらしいかにかかっていると言えるだろう。 

 以上のように、ブラットマンの見解は非常に啓発的である。ただし、彼の見解にも、説得的でない

点があるように思われる。しかしその論点は、本稿で擁護する見解をある程度提示した後のほうが理

解しやすい。したがって、3.6 節で、彼の見解を再訪することにしたい。 

 

2.5  代替的モデルに向けて 

 本章では、階層モデルやそれが抱える問題点、そしてその問題点に対する解決策を検討してきた。

本節では、こうした検討から二つの教訓を引き出したうえで、次章で提示する描像を予告することに

したい。 

第一の教訓は、肯定的なものであり、自律性と（心的）整合性の関係についてのものである。本章

で提示されたフランクファートとブラットマンによる見解はいずれも、行為者による欲求への同化、

ひいては自律性を、心的状態 M と欲求の整合的関係によって理解していた。彼らは M に何を代入す

るのかに関して見解を異にしていたが、この基本的な構造は共通している。つまり彼らは、実質的に、

自律性の本質をある種の心的整合性に見出していることになる。更に、2.2 節ではこの構造をもつ見解

が共通して直面する困難が提示され、2.3節と 2.4節ではこの困難に対する二つの応答が提示されたが、

これらの応答も、自律性とはある種の心的整合性であるという洞察を敷衍することによって得られる

ものと見なすことができる。修正を経ていないフランクファートの見解が課しているのは、いわば、

                                                   
32 Bratman 2000: 46 を参照。訳文は邦訳に従う（300-301 ページ）。 
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個別の行為を産出する過程における、局所的な整合的関係である。それに対して、フランクファート

による「満足」に訴える応答は、心的状態 M を変化させる傾向性の不在という条件を課していた。こ

の条件は、心的状態 M と別の様々な心的状態との、共時的で広域的な整合的関係を捉えている。同様

に、ブラットマンによる「通時性」に訴える応答は、通時的で広域的な整合的関係を捉えようとする

ものである。 

 以上のように、本章で検討された諸見解は、「自律性とはある種の心的整合性である」という洞察を

共有している。そしてこの洞察自体は、もっともらしいものだと思われる。この洞察が、本章の議論

から取り出したい第一の教訓である。そうだとすれば、争点は、自律性をどのような種類の整合性と

して理解するかという点に求められることになるだろう。本稿ではケア概念に訴える見解が擁護され

るが、実はこの概念も、ある種の心的整合性を捉えるうえで有用なものである。この論点については、

次章で再び触れることになるだろう。 

 第二の教訓は、否定的なものであり、階層モデルの構造的欠陥についてのものである。本章では便

宜上、権威問題を、フランクファートの見解に対する批判として提示した。しかしこの問題は、階層

モデルの構造を共有する見解の全てに当てはまるように思われる。再三述べているように、階層モデ

ルは、欲求への同化を、欲求とそれに対する何らかの高階の態度との調和的関係として理解する。こ

の「何らかの高階の態度」に、フランクファートは二階の意欲を、ブラットマンは自己統御方針を代

入するのだった。しかし、何を代入しても、その態度は欲求への同化を保証する権威をもつのだろう

か、という疑問が生じることになる。 

 この困難は、階層モデルが、欲求に備わる「同化されている」という性質を、関係的性質と見なし

ていることに由来するように思われる。これが、私が引き出したい二つ目の教訓である。フランクフ

ァートやブラットマンは、同化欲求とそうでない欲求を、欲求が高階の態度に対してもつ関係によっ

て区別している。これは、裏を返せば、同化欲求とそうでない欲求の間に内在的な差異はないという

考えが背後にあるということなのである。しかし、もし同化欲求とそうでない欲求の間に内在的な違

いがあるとすれば、もはや同化という概念を欲求の階層構造に訴えて説明する必要はなくなり、権威

問題も消失するのではないだろうか。 

 こうして、二つ目の教訓は、階層モデルに対する代替案の概略を示唆してくれる。それは、同化欲

求とそうでない欲求の間に内在的な差異を見出すような代替案である。次章以降では、この可能性を

探っていく。そしてその際に、理由や価値という概念に着目したい。基本的な着想を述べれば、次の

ようになるだろう。我々の行為を動機づける欲求のなかには、理由や価値を内在的に含んでいるよう

な欲求と、そうでない欲求がある。そして、同化欲求とは、前者の種類の欲求のことなのである。次

章以降で、この着想を突き詰めていくことにしたい。 
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3  理由と価値 

 

 本章では、自律性を分析するための鍵である同化欲求を、「理由把握」という概念によって解明する

ことを目指す。簡潔に言えば、同化欲求とは理由把握のことである、というテーゼを提示する。1 節で

は、理由把握を特徴づけるための準備として、規範理由と動機理由の区別を導入する。2 節では、理由

把握を、一定の事実を規範理由として捉えるという心的状態として特徴づける。3 節では、同化欲求と

は理由把握のことであり、したがって自律性は理由把握という概念を通じて解明される、という主張

を提示し、擁護する。4 節では、理由把握の一般的構造に注目することが重要であると論じる。5 節で

は、理由把握に訴える見解とよく似た見解として、ワトソンによる価値判断に訴える見解を提示する。

そのうえで、理由把握に訴える見解は「決定不全性」の問題を免れているという点において、価値判

断に訴える見解よりも優れていると論じる。最後に 6 節では、やはり「理由把握」説に似た要素をも

つ見解として、ブラットマンによる「自己統御方針」説を再訪する。彼の見解を完全に退けることは

できないが、あらかじめ「理由把握」説の観点に立ったうえで論じるなら、彼の見解は十全ではない

とされる。 

 

3.1  動機理由と規範理由 

 前章の最後では、同化欲求とそうでない欲求を、（高階の態度との調和的関係という外在的性質では

なく）内在的性質によって区別するという方針を提示した。そして、その内在的性質の違いの鍵は、

理由や価値という概念に求められるという着想を提示した。理由という概念が、自律性や同化欲求に

とって本質的であるという着想自体は、これまでも何人かの哲学者が提示してきた33。しかし、理由と

いう概念は多面的であり、それ自体で分析を必要としている。したがって、この着想に沿って同化欲

求を解明するためには、理由概念を解きほぐすことから始めなくてはならない。本節ではまず、動機

理由［motivating reason］と規範理由［normative reason］の区別を導入する。 

動機理由（説明理由）とは、行為を動機づけたり説明したりする理由のことである。（このように「動

機づけ」と「説明」を並列的に扱うのは奇異に思われるかもしれない。実際、少数派ではあるが、動

機理由と説明理由を区別する論者もいる34。しかし、行為の説明は常に動機づけによる説明であるとい

うもっともらしい前提に立つと、動機づける理由と説明する理由は常に一致することになる。）それに

対して規範理由（正当化理由）とは、行為の善さや価値を示す理由のことであり、行為を正当化した

り、規範的に根拠づけたりするときにもちだされる。 

 この区別の必要性を示すために、動機理由と規範理由が一致しない事例を、二つ挙げてみよう。た

とえば、「牛乳は健康によい」という事実 P1 と、「行為者 S の目の前のコップに牛乳が注がれている」

という事実 P2 が、行為者 S による「目の前のコップに注がれている液体を飲む」という行為 A の価

値を示しているとしよう。このとき、S はこれらの事実に気づかないかもしれない。たとえば、S は牛

乳が健康によいという事実（P1）をそもそも知らないかもしれない。あるいは、P1 は知っているのだ

                                                   
33 たとえば以下を参照。Hinshelwood 2013; Moran 2002; Raz 1997; Scanlon 2002. 
34 Alvarez 2010 を参照。 
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が、目の前のコップに牛乳が注がれているという事実（P2）は知らないかもしれない（目の前のコッ

プに注がれているのは白いペンキだと勘違いしているかもしれない）。このとき S は、他に特別な事情

がない限り、行為 A を遂行するよう動機づけられることはないだろう。したがってこの場合、S が A

を遂行する規範理由は存在するが、動機理由は存在しないことになる。 

 今度は少し想定を変えてみよう。「S の目の前のコップに、（牛乳ではなく）白いペンキが注がれて

いる」という事実 P3 が成立しているとする。この場合、P1 と P3 は、行為 A の価値を示していない。

しかし S は、目の前のコップには牛乳が注がれていると誤って信じている。（そして、牛乳は健康によ

いと正しく信じている。）このとき S は、行為 A へと（すなわち、目の前のコップに注がれている液

体を飲むように）動機づけられるだろう。そして、実際に S が A を為したときには、この誤った信念

が、行為の説明にもちだされることになる。S は「どうして白いペンキを飲んだのか？」と問われた

ら、「中身が牛乳だと思っていたのだ」と答えるだろう。つまり、S のもつ「中身が牛乳である」とい

う信念が、動機理由（の一部）になっているのである。したがってこの場合、S が A を遂行する規範

理由は存在しないが、動機理由は存在する。 

この二つの事例の教訓は、動機理由の存在は規範理由の存在を含意しないし、規範理由の存在は動

機理由の存在を含意しない、ということである。そしてこの教訓は、動機理由と規範理由の区別の必

要性を示している。 

 上の例において規範理由であるとされた事実 P1「牛乳は健康によい」や、事実 P2「目の前のコッ

プには牛乳が注がれている」は、行為者の心的状態とは独立に成立する、（いわば）外的な事実である

35。それに対して、行為者を動機づけるのは、行為者がもつ欲求や信念であると思われる。つまり、規

範理由は外的な事実であるのに対して、動機理由は行為者の心的状態である、と整理するのが自然だ

と思われる36。このように、二種類の理由が異なる存在論的カテゴリーに属するかのような整理に異議

を唱える論者37もいるが、本稿ではこの整理を採用して議論を進めたい。このように整理すると、規範

理由と動機理由が食い違いうるのはなぜなのかを理解するのはたやすい。我々は、行為の善さを示す

外的な事実に気づかなかったり、誤って認識したりすることがある。あるいは、そのような事実に対

応する欲求をもたなかったり、対応しない欲求をもったりすることがある。このような場合に、規範

理由のあり方と動機理由のあり方が、食い違ってしまうのである。 

 

3.2  理由把握 

 規範理由と動機理由の区別についてはこれで終わりにして、第二の区別に移ろう。第二の区別は、

動機理由に関する区別で、規範理由の把握と、単なる欲求の区別である。規範理由の把握のことを、

以下では単に「理由把握」と呼ぶことにしよう38。ここで理由把握とは、一定の事実を一定の行為の規

                                                   
35 これらの事実が規範理由であるために、行為者が一定の心的状態に置かれなくてはならないと考える論者もい

る。たとえば、P1 と P2 が行為 A の規範理由であるためには、行為者 S が健康を欲していなくてはならない（逆

に言えば、S がそもそも健康を欲していないならば、P1 と P2 は A の善さを示さない）と彼らは主張する。つま

り彼らは、規範理由についての言明の真理性には、行為者の欲求に関する条件が課せられると考えるのである。 
36 この整理を採用している論者としては、M. スミスが代表的である。Smith 1994 を参照。 
37 たとえば以下を参照。Dancy 2000; Alvarez 2010. 
38 私が「理由として捉えること［taking as reasons］」という観念に注目するようになったのは、以下の二つの

文献の影響である。Scanlon 1998: ch1; Setiya 2003. この観念に関する本稿の考察も、これらの文献に多くを

負っている。 
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範理由として捉えるという心的状態である。我々はしばしば、事実 P を「行為 A を善いものとする事

実」として捉えるがゆえに行為することがある。その理由把握は、行為を動機づけるとともに、その

行為の説明にもちだされる。したがって理由把握は、動機理由の一つの形態であると考えられる。実

際、上の二つの例においては、この形式の説明が暗黙のうちに前提されていた。それに対して、我々

は、ある行為を単に欲するがゆえに為すことがある。一般的に言って、ある行為を欲することは、何

らかの事実をその行為の規範理由として捉えていることを含意しない。しかしこのような単なる欲求

も、それが欲求である以上は行為を動機づける力を持っており、その意味で動機理由になりうる。 

理由把握の内実について、もう少し詳しく述べてみよう。事実 P を行為 A の理由として捉える人は、

「P は A を為す理由である」ことを信じていなくてはならない。この信念は、P が（そもそも）成立

しているという信念を含意するが、それによって含意されない。また、事実 P を行為 A の理由として

捉える人は、「P を理由にして A を為す」ことを欲していなくてはならない。この欲求は、A に対する

欲求を含意するが、それによって含意されない。 

しかし、これらの信念と欲求（すなわち、「P は A を為す理由である」という内容をもつ信念と、「P

を理由にして A を為す」という内容をもつ欲求）は、理由把握の必要条件に過ぎない。ある行為者が

一定の事実を行為の理由として捉えることの本質は、その行為者が何を為すべきかを決定するうえで、

その事実を考慮に入れるという点に求められる。このような「実践的推論において、関連する事情と

して扱う」という要素は、上述の信念と欲求の対によって十全に捉えることができないように思われ

る。 

具体例を挙げながらこの論点の説明を試みよう。ある哲学専攻の学生は、哲学に関連する様々な理

由把握をもっている。彼はある文献が哲学的に興味深いという事実を、その文献を読む理由として捉

える。あるいは、ある研究会に参加すると哲学的思考を刺激される傾向にあるという事実を、その研

究会に参加する理由として捉える。換言すれば、意図形成の際に、哲学に関連する様々な事実を考慮

に入れるのである。 

こうした一連の理由把握は、一定の信念と欲求を確かに含んでいる。つまり彼は、哲学的探求を進

めることには理由があると判断しており、また哲学的探求を進めることに対する欲求を抱いてもいる。

しかし、彼がそうすることには理由があると判断していること、あるいはそれを理由にして行為した

いと欲していることは、哲学に関連する事柄だけではないかもしれない。たとえば、彼は哲学と同様

に、科学や文学の研究にも、それをする理由があると判断しており、またその理由のために行為した

いという欲求を抱いている。彼は、「ある論文が科学的に興味深いという事実が、その論文を読む理由

になる」と判断していたり、「ある作品が高い文学的価値をもつという事実を理由にして、その作品を

鑑賞する」という内容をもつ欲求をもっていたりするかもしれない。しかし彼は、何を為すべきかを

決定するうえで、そうした事柄を考慮に入れない。つまり彼は、科学や文学に関連する一連の理由把

握をもたない。 

 何を為すべきかを決定するうえで考慮に入れないのであれば、そもそもそうした理由に関する信念

や欲求をもっていることにはならないのではないか、と言われるかもしれない。しかしそのように言

うことは、信念や欲求という語の用法を不当に狭めることであるように思われる。一般的に言って、

我々は自分の能力と時間に関して限界づけられており、そしてそれゆえ、そうすることには理由があ

ると信じている事柄や、それを理由にして行為したいと欲している事柄の全てを、実践的推論におい
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て考慮に入れることはできない。もし我々が全知全能の神のごとき存在であるとすれば、理由に関す

る判断のあり方をくまなく考慮したうえで、その結果を世界のあり方へと反映させることができるだ

ろう。しかし我々はそのような存在ではない。我々が実践的推論において考慮に入れる（ひいては、

行為に反映させる）ことができるのは、そうすることには理由があると信じているものや、それを理

由にして行為したいと欲しているものの一部だけである。ある人がどの理由に関する信念や欲求を行

為へと反映させるのかという問題は、その人のコミットメントの問題、あるいは生き方の問題である。

理由把握は、このコミットメントのあり方を支えている心的状態なのである。（上述のような、理由把

握が信念や欲求の対に還元できないような要素を含んでいるという論点は、理由把握に訴える見解と、

ワトソンが擁護した価値判断に訴える見解を比較するうえで鍵になる。この点については 3.5 節で述

べる。） 

 このような理由把握は、上述のように、単なる欲求とは区別されるべきである。しかし他方、理由

把握（規範理由の把握）は、規範理由とも異なっている。これは、動機理由一般が規範理由と異なっ

ており、そして理由把握が動機理由の下位区分であるということからも明らかなことである。以下で

は、理由把握が規範理由と食い違う仕方について、具体的に述べておくことにしたい。 

 理由把握は理由に関する一定の信念を含んでいるが、この信念は当然ながら誤りうるものである。

そして、理由把握に含まれる信念が間違っているとき、理由把握（規範理由として捉えること）と規

範理由の間に齟齬が生じることになる。その齟齬は二つの仕方で生じうる。第一に、行為者の「P が

成立している」という記述的信念がそもそも偽であり、したがって「P は A を為す理由になる」とい

う信念も自動的に偽となる場合がありうる。3.1 節で挙げた、牛乳とペンキを間違える行為者の例は、

この場合に該当する。 

なお、こうした事例を念頭に置くと、本節の冒頭における、「事実 P を行為 A の理由として捉える

という心的状態」という理由把握の特徴づけは、ミスリーディングだったかもしれない。というのも

この特徴づけは、P がそもそも真であることが、P を A の理由として捉えることの必要条件であるか

のように示唆してしまうからだ。しかし、上述した通り、この示唆は正しくない。実際には、P を A

の理由として捉えることの必要条件は、P が真であることではなく、P が成立しているという信念を行

為者がもっていることである。したがって精確には、理由把握は「行為者が事実だと信じている事柄 P

を行為 A の理由として捉えるという心的状態」として特徴づけられるべきかもしれない。本稿では簡

潔さを重視して、以下でも理由把握のことを「事実 P を行為 A の理由として捉える」と呼ぶことがあ

る。しかしそこでの事実は、実際には成立していないこともありうるという点を留意しておいてほし

い。 

規範理由と理由把握の間に齟齬が生じる第二の仕方は、「P が成立している」という信念自体が真で

あるにもかかわらず、「PはAを為す理由になる」という規範的信念は間違っているという場合である。

たとえば、「マイケルが外国人であるという事実は、マイケルを邪険に扱う理由になる」という規範的

信念をもつ人がいるかもしれない。この規範的信念は、たとえマイケルが外国人であるというのが事

実だとしても、間違っているだろう。（この例は特定の道徳的見解に依拠しているのでよくないと思わ

れるかもしれない。しかしいずれにしても、「P が成立している」が真であることは、「P は A を為す

理由になる」が真であることを含意しないという一般的論点は、明らかに正しいだろう。）この種の規

範的信念の誤りは、別の記述的信念の誤りに由来するかもしれないし、別のより一般的な規範的信念
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の誤りに由来するかもしれない。 

ここで、前節の内容も含めて、要約をしておこう。本章では、理由概念が同化欲求を解明するうえ

で鍵になるという着想を背景として、理由概念の諸側面を区別してきた。前節では、規範理由と動機

理由の区別を導入した。規範理由とは行為の善さを示す外的な事実のことであり、動機理由とは行為

を動機づけたり説明したりする心的状態である。本節では、動機理由の下位区分として、「理由把握」

と呼びうるものを、単なる欲求から区別した。ここで理由把握とは、事実 P を行為 A の規範理由とし

て捉えるという心的状態である。（ただし、既述の通り、この「事実」は成立していないこともある。）

この心的状態は、「P は A の理由である」という内容をもつ信念と、「P を理由にして A を為す」とい

う内容をもつ欲求を含意するが、それらによって含意されない。この心的状態は、これらの信念と欲

求の対だけでなく、実践的推論（何を為すべきかを決定する推論）において P を関連する事情として

考慮に入れることを含んでいる。また、理由把握が動機理由の下位区分である以上当然のことではあ

るが、理由把握は規範理由とも区別される。 

つまり、単に「（行為の）理由」と言われるとき、その語は少なくとも三つの意味で解釈されうる。

すなわち、①規範理由、②動機理由、③（動機理由の一部としての）理由把握である。理由概念を含

んだ主張や議論を検討する際には、この多面性に注意を払うことが不可欠だと思われる。 

やや脇道に逸れるが、理由概念の多面性に注意を払うことの一般的な重要性について、一言述べて

おこう。分析行為論において、「理由」は鍵概念の一つであり続けてきた。たとえば、「全ての行為は

理由のゆえに為されるのか（理由のない行為はありえないのか）」という問題がある。デイヴィドソン

は、この問いに肯定的に答える。1.1 節でも触れたが、彼によれば、行為とは信念と欲求の対によって

適切に引き起こされた身体運動のことである。そしてその信念と欲求の対が、「基本理由」を構成する。

したがって行為は必然的に理由と適切な因果関係に置かれており、それゆえ「理由のゆえに」為され

ているのである。それに対して G. E. M. アンスコムは、この問いに否定的に答える。彼女によれば、

行為にとって本質的なことは、理由を問うことが意味を成すことである。そしてこの条件は、その行

為が実際に理由のためになされていることを要求しない。というのも理由を問われたときに、その問

いを不可解なものとして退けるのではなく、有意味なものとして引き受けたうえで、「理由は特にない」

と答えることも可能だからだ39。（たとえば、しゃっくりや腸の蠕動のような単なる身体運動に理由を

問うことは、そもそも意味を成さない。他方、何となく鼻歌を歌っているとき、なぜ歌っているのか

と問われて「理由はない」と答えるときには、理由の問いが拒否されているわけではない。） 

ここで両者の見解を子細に検討するつもりはない。指摘しておきたいのは、この問いに対する解答

が、理由という語によって意味されている事柄によって変わりうるということである。もし「全ての

行為は理由のために為されるのか」という問いの「理由」が、①の規範理由のことであるとすれば、

この問いに対する答えは明らかに否定的なものになる。（我々の行為は、規範理由の誤った認識によっ

て動機づけられるかもしれない。）他方、「理由」が②の動機理由のことであるとすれば、この問いに

対する答えは肯定的なものになりそうである。（動機づけを欠いた行為というのは考えにくい。）そし

て「理由」が③の理由把握のことであるとすれば、この問いに対する答えは、再び否定的なものにな

ると思われる。というのも、我々の行為が単なる欲求によって動機づけられることはありうると思わ

れるからだ。 

                                                   
39 Anscombe 1957: 25 を参照。 
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このように整理すれば、デイヴィドソンとアンスコムの対立は、ひょっとすると解消されるかもし

れない。たとえば、アンスコムが理由のない行為は可能だというとき、それは理由把握のない行為が

可能だという意味であり、それに対してデイヴィドソンが理由のない行為は不可能だというとき、そ

れは動機理由のない行為が不可能だという意味かもしれない。そうだとすれば、両者の見解は衝突し

ないことになる。もちろん、実際にこのように整理できるのかというのは別の問題である。しかし、

以上の例によって、理由概念の多面性に注意を払うことの重要性が示唆されていると思われる。 

 

3.3  理由把握と自律性 

ここで、本章の議論の出発点であった、「自律性や同化欲求にとって、理由が本質的である」という

基本的着想に戻ろう。前節の最後で述べた、理由概念の多面性に注意を払うことが重要だという論点

は、この着想にも当てはまる。つまりこの着想の説得力は、「理由」という語によって何が意味されて

いるかによって変わるのである。そして私の見解では、この着想が説得力をもつのは、「自律性にとっ

て理由把握が本質的である」という意味で解釈された場合である。 

たとえば仮に、この着想が「自律性にとって動機理由が本質的である」という意味だとしよう。こ

こで、1.1 節で述べたことを踏まえれば、あらゆる行為は、欲求と信念の対によって動機づけられてい

る。これらの欲求と信念は行為を動機づける心的状態であり、したがって動機理由である。（逆に言え

ば、デイヴィドソンの言う「基本理由」は、実際には動機理由のことだったことになる。）換言すれば、

全ての行為には、それがそもそも行為としての身分をもつ以上、何らかの動機理由が対応している。

しかし、1.3 節で述べたように、自律性は、そのような基本的な行為者性よりも強い行為者性のことで

ある。実際、アクラシアや依存症のような非自律的な行為にも、それらを動機づける心的状態、すな

わち動機理由が対応している。したがって動機理由は、行為者性一般を際立たせるものではあるが、

自律的な行為者性を際立たせるものではない。 

もちろん、ある出来事が自律的行為であるためには、その出来事はそもそも行為でなくてはならな

い。したがって、（冗語的な言い方だが）動機理由によって動機づけられることが自律性の必要条件で

あるという意味においてであれば、それは自律性の「本質的特徴」である。しかしそれは我々が探し

求めていたものではない。動機理由はむしろ、行為のミニマルな条件（ある出来事がそもそも行為と

しての身分をもつための条件）としての目的性の本質的特徴である。我々が探していた自律性の本質

的特徴とは、その目的性（動機理由応答性）に加えて必要な、プラスアルファの部分である。 

あるいは、上述の着想が「自律性にとって規範理由が本質的である」という意味だとしよう。とこ

ろが、規範理由の存在は、自律性の条件としては、明らかに強すぎる。再三述べているように、我々

は規範理由の認識に失敗することがある。そしてその誤った認識が、行為の動機づけに寄与すること

もある。しかしそのような行為が、まさにそのことによって自律的でなくなると考えるのはもっとも

らしくない。我々が探し求めていた自律性は、依存症やアクラシアと対比される意味における自律性

である。この種の行為が非自律的である所以は、外的な規範的事実との間に生じる齟齬ではなく、む

しろ心的状態間の内的な齟齬であると思われる。 

それでは、上述の着想を「自律性にとって理由把握が本質的である」という意味で理解するとどう

だろうか。この着想はかなりもっともらしいものであると思われる。この着想が述べているのは、要

するに、自律的であるとは、行為者が規範理由として捉えているものを行為に適切に反映させること
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にほかならない、ということである。ここで、理由把握を行為に「適切に」反映させるとは、理由と

して把握された諸事実を比較考量40したうえで、その結果に照らして行為するということである。たと

えば、この見解によれば、アクラシアや依存症の事例が自律的でないのは、それが行為者の理由把握

のあり方に応答的でないからである。たとえば麻薬依存症の患者は、麻薬が人生を破滅させるという

事実を、麻薬を摂取しない理由として捉えており、かつ、いかなる事実も、麻薬を摂取する理由とし

て捉えていないかもしれない。あるいは、麻薬の摂取が非凡な作品を生む原動力になりうるという事

実を、麻薬を摂取する理由として捉えているのだが、この理由よりも、麻薬を摂取しないことを支持

する諸事実の方を、より重要なものと見なしているかもしれない。しかし、それにも関わらず、彼は

麻薬を摂取してしまう。このような、理由把握のあり方に対する非応答性が、彼らの行為の自律性を

損なっているのである。 

自律的であるとは、理由把握のあり方を行為に反映させることにほかならない。これは言い換えれ

ば、我々がいままで「当人の意志」あるいは「同化欲求」と呼んできたものは、実は理由把握のこと

だったということでもある。簡潔に言えば、同化欲求とは理由把握のことなのである。（もちろん、こ

こでの理由把握は、規範理由と食い違ったものでありうる。）ただし、次節では、この主張に多少の修

正を加える。 

この見解（「理由把握」説と呼ぼう）は、権威問題を免れているだろうか。「理由把握」説に基づく

と、同化欲求と単なる欲求は、高階の態度との関係によって区別されるわけではない。そうではなく

て、同化欲求は、それ自体がもつ諸特徴（すなわち、前節で挙げた理由把握の諸特徴）によって、単

なる欲求と区別されるのである。したがって、高階の態度に対して「それが欲求への同化を保証する

権威をもつのはなぜか」と問われることは、そもそもありえない。この意味においては、「同化欲求と

は理由把握のことである」という見解は権威問題を免れており、したがって階層モデルよりも優れて

いるように思われる。 

 

3.4  理由把握の構造 

 前節までで、自律性にとって理由把握が本質的であり、同化欲求とは理由把握のことであるという

主張を擁護した。本節では、ここからもう一歩考察を進めて、理由把握の一般的な構造に注意を向け

てみたい41。 

たとえばある行為者が、「牛乳を切らしている」という事実を、スーパーに行く理由として捉えてい

るとしよう。この理由把握は通常、それ単独で行為者にもたれているわけではない。このような理由

把握をもつ人は、当然「牛乳を切らしている」ということを信じている。しかしそれだけではなく、「ス

ーパーには牛乳が売っている」ということや、そもそも牛乳を補充することがよいことであることを

示す何らかの事実、たとえば「牛乳は健康によい」ということも、信じているはずである。そしてこ

れらの事実もまた、行為者によって、スーパーに行く理由として捉えられている。つまりこの例では、

少なくとも三種類の理由把握がある。 

通常の場合、これらの理由把握は連動している。たとえば、彼がスーパーでは牛乳が売り切れてい

                                                   
40 理由として把握された諸事実の比較考量は、意識的な推論という形をとることもあれば、無意識的で自動的な

メカニズムの作動という形をとることもあるだろう。これは、（次章で導入される）ケアと意図を結びつける能力

の顕在化を詳述するという課題に関連している。註 75 を参照。 
41 この点に関して、Scanlon 1998: 50-55 が啓発的である。 
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るということを示す証拠を手にしたとしよう。その場合、彼は当然、「スーパーには牛乳が売っている」

という事実をスーパーに行く理由として捉えることをやめるだろう。しかしそれだけではなく、「牛乳

を切らしている」という事実をスーパーに行く理由として捉えることや、「牛乳は健康によい」という

事実をスーパーに行く理由として捉えることもやめるはずである。というのもこれらの事実は、（それ

ぞれ単独にではなく）相互に支え合いながら、スーパーに行くという行為の善さを示していたからで

ある。 

もしこの行為者が、もはや「スーパーに牛乳が売っている」と信じていないにも関わらず、依然と

して「牛乳を切らしている」という事実や「牛乳は健康によい」という事実をスーパーに行く理由と

して捉え続けていたら、この行為者は不可解であり、その意味で、（理解可能性の原理としての）合理

性を欠いていると見なされるだろう。逆に言えば、これらの理由把握は、合理性という原理に司られ

ていることになる。一般的に言って、理由把握は、合理性という原理によって束ねられ、構造化され

ていると考えられる。 

我々は完全に合理的な主体ではないため、このような「合理性によって構造化された理由把握群」

から逸脱した理由把握をもつこともあると思われる。そして、そのような逸脱した、不合理な理由把

握に動機づけられて行為する場合、その行為を自律的であるとするのはもっともらしくない。この論

点は、2.5 節で述べた、自律性はある種の心的整合性であるという論点と関わっている。ある理由把握

が逸脱的であるということは、その理由把握が、他の理由把握と整合的でないということである。そ

のような理由把握は、自律性を損なうと思われる。 

したがって厳密に言えば、前節で提示した「同化欲求とは理由把握のことである」という主張は、

必ずしも精確ではなかった。個々の理由把握は、それ自体では自律性を保証しない。自律性を分析す

るためには、うえで素描したような理由把握の一般的構造に注目する必要がある。 

次章では、この構造を捉えるために、ケア（何らかの対象を大切にする、という心的状態）という

概念を導入する。分析行為論においては、フランクファートが最初にこの概念を導入して以来42、何人

かの論者が、ケア概念に訴えて自律性や自由の分析を試みてきた。しかし、ケアとは何か、それは精

確にはどのように定義されるべきなのかについては、同意が得られていない。次章では、理由把握の

構造という観念に（部分的に）訴えながらケア概念を導入し、それによって自律性の分析を目指すこ

とにする。 

次章に入る前に、理由把握に訴える見解と似た要素をもつ見解を二つ取り上げて、検討しておきた

い。一つはワトソンによる「価値判断」に訴える見解であり、もう一つは、2.4 節でも取り上げた、ブ

ラットマンによる「自己統御方針」に訴える見解である。 

 

3.5  価値判断 

一つ目の「価値判断」説は、ワトソンが 1975 年の論文「自由な行為者性」において提示した見解で

ある。この表題から分かるように、ワトソンは（フランクファートと同様に）基本的には自由を問題

にしている。しかし、その後に書かれた別の論文43を読むと、ワトソン自身が、「自由な行為者性」で

提示された見解を自律性に関する主張として理解していることが分かる。彼はその論文において、自

                                                   
42 Frankfurt 1982 を参照。 

43 Watson 1987. 
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由が他行為可能性と自律という二側面をもつことを述べたうえで、前半部では自律、後半部では他行

為可能性について論じている。そして、2.1 節で提示したフランクファートの見解と、本節でこれから

提示するかつての自分の見解についての議論を、前半部に含めているのである。したがって、彼の見

解もまた、自律性に関するものとして解釈しうる。 

 ワトソンはまず、自由に関する伝統的見解（の一つ）が抱える、ある難点を指摘することから始め

る。ここでの「伝統的見解」とは、自由の本質を「自分の欲することを為すこと」に求める見解のこ

とである。ワトソンによれば、この見解が抱える難点は、不自由な行為という言い方に意味を与える

ことができないことにある。というのも、あらゆる行為は、それがそもそも行為である限りにおいて、

何らかの欲求によって引き起こされているはずであり、そしてそれゆえ「自分の欲すること」である

はずだからだ。（明示的に述べられていないが、ワトソンはこのステップにおいて、1.1 節で言及した

信念－欲求モデルを念頭に置いていると思われる。）たとえば、伝統的見解に基づくと、依存症患者の

行為も自由であることになってしまう。依存症患者は、薬物やアルコールの摂取に対する欲求をもっ

ており、そしてその欲求が行為に結実しているからだ。要するに、伝統的見解の下では、自由な行為

という概念が冗語的であることになってしまう。ワトソンが述べているように、伝統的見解は、「自由

な行為と意図的行為の混同を体現していると思われる」44。ここでワトソンが指摘している自由な行為

と意図的行為の区別は、1.3 節で述べた自律性と目的性の区別に、ほぼ対応するものとして理解できる

だろう。 

 それでは、（不）自由な行為という言い方を有意味なものにするためには、どうすればよいだろうか。

ワトソンはここで、欲求［wanting］と評価［valuing］の区別、あるいは同じことだが、欲求によっ

て構成される動機システム［motivational system］と、評価（と関連する記述的判断）によって構成

される評価システム［valuational system］の区別に訴える。彼によれば、欲求と評価はしばしば暗黙

のうちに同一視されてしまうが、実際にはこの両者は区別されるべきである。これらのシステムは、

その内容において合致することもあるが、分離することもある。そして彼は、両者の内容が分離しう

るからこそ、ある行為が自由であったりなかったりするのだと主張する。どういうことだろうか。 

ワトソンによれば、ある行為が自由であるためには、その行為が評価システムから産出される必要

がある。この見解に基づくと、依存症患者の行為が自由でないのは、それが彼の評価システムに合致

していないからだ、という仕方で説明されることになる。そしてこの見解は、先の伝統的見解が抱え

る難点を免れている。というのも、自由な行為を評価システムに合致した行為として理解すれば、評

価システムと動機システムが分離したときに、その動機システムによって産出された行為が自由では

ないことになり、不自由な行為の余地が生じるからである。このように、ワトソンに言わせれば、動

機システムと評価システムの分離可能性が、（不）自由の条件になっているのである。 

以上がワトソンの見解の概要である。なおワトソンは、少なくともこの論文が書かれた時点におい

ては、評価を価値判断と同一視している。したがって、彼の見解を、「価値判断」説と呼ぶことができ

るだろう。「価値判断」説は、欲求の階層構造に訴えているわけではなく、むしろ、単なる欲求と価値

判断の間の、内在的な違いに訴えている。この点において、「価値判断」説は「理由把握」説と非常に

良く似ている。しかし、理由把握と価値判断には、決定的な違いがある。そして、結論を先回りして

言えば、この違いが、「価値判断」説よりも「理由把握」説を支持するための根拠になるように思われ

                                                   
44 Watson 1975: 205. 
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る。 

まず、理由把握には価値判断が含まれるという点を確認したい。理由把握は、部分的に、「事実 P は

行為 A の理由になる」という内容をもつ信念と、「P を理由にして A を為す」という内容をもつ欲求

によって構成される。ここで、「P は A の理由である」といわれるときの理由とは規範理由のことであ

り、そして規範理由とは、行為の価値や善さを示す事実のことであった。したがって、「P は A の理由

である」という内容は、「P は A の価値を示す」とか、「P という事実のゆえに、A には価値がある」

といった内容と等価である。したがって、理由把握に含まれる信念は、価値判断の一種として理解す

ることができるのである。 

そうすると、理由把握と価値判断の違いは、「P を理由にして A を為す」という内容をもつ欲求、と

いう要素に求められるのだろうか。価値判断は認知的態度である以上動機づけの力を持たないとする、

「動機外在主義」の立場を採る論者ならば、そのように主張するかもしれない。しかし、価値判断に

は動機付けが内在的に含まれているとする「動機内在主義」の立場を採る論者もいる。この立場によ

れば、たとえば「行為 A は善い」という価値判断をもつ人は、必然的に、A を欲している。逆に言え

ば、A を全く欲していない人は、A は善いという価値判断をもっていないのだ、ということになる。

動機内在主義が価値判断に含まれる動機（欲求）の内容をどのようなものとして特定するのかは、論

者によって異なるだろう。しかし、もしその立場が、価値判断に含まれる欲求の内容を「P を理由に

して A を為す」として特徴づけるとすれば、上述の理由把握に含まれる信念と欲求の対は、結局のと

ころ、価値判断にほかならないことになる。 

したがって、仮に理由把握が「P は A を為す理由である」という内容をもつ信念と「P を理由にし

て A を為す」という内容をもつ欲求に尽きるとすれば、理由把握と価値判断の違いは、厳然としたも

のにはならない。しかし、理由把握はこのような信念と欲求の対に還元できない要素を含んでいるの

だった。すなわち、行為者が何を為すべきかを決定するうえで、P を考慮に入れる（実践的推論にお

いて、P を関連する事情として扱う）という要素である。3.2 節でも述べたことだが、一般的に言って、

人はそれをする理由がある（それには価値がある）と判断している事柄の全てを、実践的推論におい

て考慮に入れるわけではない。たとえば、ある人は「アフリカ諸国の子供たちが恵まれない環境に置

かれているという事実は、アフリカ諸国に寄付をする理由になる」と信じていながら、自分が何を為

すべきかを決定するうえで、その事実を考慮に入れることはないかもしれない。こうした事例は日常

に溢れていると思われる。自分がもっている諸々の価値判断のうち、どれを実践的推論において関連

する事情として扱うのかという問題は、その人の生き方の問題であり、個人的なコミットメントの問

題である。この要素こそが、理由把握と価値判断の決定的な違いである。 

そしてこの違いは、これから説明するように、「価値判断」説よりも「理由把握」説の方を支持する

ための根拠になるように思われる。「価値判断」説に対しては、ブラットマンが指摘した決定不全性

［underdetermination］の問題が生じる45。すなわち、価値判断は、同化欲求のあり方、すなわち「当

人の意志」のあり方を、完全に決定することができないのである。たとえばある若者が、一方では従

軍して敵国と戦うことには価値があると判断しており、他方では祖国に残って母親を看病することに

は価値があると判断しているとしよう。彼は、どちらの選択肢にも同じくらい価値があると判断して

いるかもしれないし、どちらの選択肢により価値があるのか、判断が付きかねているかもしれない。

                                                   
45 たとえば Bratman 2003 を参照。 
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あるいは、これらの選択肢がもつ価値は、そもそも比較不可能だと判断しているかもしれない。しか

し、このような判断をもちつつ、この若者は（たとえば）祖国に残って看病することに対する欲求に

同化し、敵国と戦う欲求には同化しないかもしれない。この種の事例を考えると、価値判断だけでは、

同化欲求のあり方は決まらないように思われる。このことは、価値判断と同化欲求を同一視すること

はできない、ということを意味する。 

ここで、「行為者が看病に対する欲求に同化しているならば、行為者は従軍よりも看病の方に価値が

あると判断しているのだ（したがってやはり、価値判断のあり方を見れば、同化欲求のあり方も分か

るのだ）」と言いたくなるかもしれない。しかしそのように言うことはもっともらしくない。ブラット

マンの言うように、価値判断には、それがそもそも「判断」としての身分をもつ以上、「間主観性の制

約」とでも呼びうるものが課せられているように思われる46。すなわち、P であると判断している人は、

大まかに、「合理的な主体が私と同じ認知的状況に置かれたら、やはり P と判断するだろう」という主

張に、コミットしていなくてはならないのである。しかし、従軍よりも看病に対する欲求に同化して

いる人が、（この場合にも）そのような主張にコミットしていると考える根拠はないように思われる。

あるいは、3.2 節で挙げた例を使うなら、科学や文学にも価値があると判断していながら、哲学（だけ）

にコミットしている学生の全てが、「合理的な主体が私と同じ認知的状況に置かれたら、科学や文学よ

りも哲学に価値があると判断するだろう」という主張にコミットするとは思われない。我々はしばし

ば、いずれの選択肢にもっとも価値があるのか判断が付かぬまま、一定の選択をするように強いられ

る。そしてそのような場合でも、同化欲求と一致して、すなわち自律的に、行為することは可能であ

るように思われる。したがってやはり、価値判断だけを見れば同化欲求のあり方が分かると考えるの

は、もっともらしくないのである。そしてそれゆえ、価値判断を同化欲求と同一視することはできな

い。 

 以上のように、「価値判断」説には、決定不全性の問題が生じる。それに対して「理由把握」説は、

まさに本節で指摘したような価値判断と理由把握の違いのゆえに、この困難を免れているように思わ

れる。既述の通り、理由把握を価値判断から分かつ相違は、理由として把握されている事実を実践的

推論において考慮に入れるという点に求められる。この要素のゆえに、理由把握は「当人の意志」す

なわち同化欲求のあり方を決定してくれる。上述の例における若者が、従軍ではなく看病に対する欲

求に同化しているなら、何を為すかを決定するうえで、母親の看病に関連する事実を考慮に入れるは

ずであり、逆にそれらの事実を実践的推論において考慮に入れるならば、看病に対する欲求に同化し

ているのである。そして、このような理由把握には、間主観性の制約が課せられるようには思われな

い。 

このように、事実 P が行為 A の理由であると判断することと、事実 P を行為 A の理由として捉える

ことの間にはギャップがあり、そしてこのギャップのゆえに、理由把握は自律性の分析に有用なので

ある。 

 

3.6  「自己統御方針」再訪 

 二つ目の「自己統御方針」説は、2.4 節でも述べたとおり、ブラットマンが提示した見解である。こ

の見解によれば、欲求 D が同化欲求であるとは、「欲求 D を、規範理由を与えるものとして扱う」と

                                                   
46 Bratman 2003: 233-236 を参照。 
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いう形式の内容をもつ方針（すなわち、自己統御方針）をもつことにほかならない。この見解は、「規

範理由（を与えるものとして扱う）」という概念に着目しているという点において、「理由把握」説と

類似した要素をもっている47。それでは、「理由把握」説を採る本稿の観点から見ると、「自己統御方針」

説は、どのように評価されるだろうか。 

 まず、両説の相違点を確認したい。大まかにいえば、両説の違いは以下の二点に集約されるように

思われる。第一に、「理由把握」説によれば、理由把握それ自体が同化欲求を構成する。それに対して、

「自己統御方針」説によれば、同化欲求とは自己統御方針と調和的関係に立つ欲求のことである。要

するに、「自己統御方針」説は階層モデルの一ヴァージョンだが、「理由把握」説はそうでない。第二

に、「理由把握」説によれば、理由把握とは、事実 P を行為 A の規範理由として捉えることそのもの

である。それに対して、「自己統御方針」説によれば、自己統御方針とは、「欲求 D を、規範理由を与

えるものとして扱う」という内容をもつ方針のことである。ここで、簡単のために、「欲求 D を、規範

理由を与えるものとして扱うこと」が、「事実 P を規範理由として捉えること」に、ほぼ対応している

48と考えることにしよう。そうすると、理由把握は事実 P を規範理由として捉えることそのものであ

るのに対して、自己統御方針は、事実 P を規範理由として捉える、という内容をもつ方針のことであ

る。 

 第一の相違点は、どちらの説をより説得的なものにするだろうか。「理由把握」説はそもそも階層モ

デルではないので、権威問題を免れているように思われる。したがって、仮に「自己統御方針」説が

階層モデルの他のヴァージョン（たとえば「二階の意欲」説）と同様に権威問題を免れないとすれば、

この相違点は、「理由把握」説をより説得的なものにするだろう。しかしブラットマンは、「自律性に

とって通時性が本質的である」という基本的着想に依拠しながら、この問題に一定の応答を与えてい

たのだった。そうだとすれば、単に「自己統御方針」説が階層モデルの一ヴァージョンであるという

事実だけからは、この説を退けることはできない。 

 それでは、第二の相違点についてはどうだろうか。両説を公平な観点から眺めることは難しい。し

かし、「理由把握」説の観点に立ったうえで述べるなら、ブラットマンの見解は、この相違点のゆえに、

十全でなくなっているように思われる。「自己統御方針」説によれば、自己統御方針は、事実 P を理由

として捉えるという内容をもつ方針のことである。しかし、ここでの方針とは、一般的な内容をもつ

意図のことである。そして意図とは、それ自体が、（正常な場合には）一定の理由把握によって形成さ

れるべきものである。ここで、二つの場合を分けて考えよう。すなわち、自己統御方針が一定の理由

把握によって形成される場合（方針の形成過程が正常である場合）と、そうでない場合である。後者

の場合、自己統御方針に一致して行為したとしても、その行為が自律的だとは言えないように思われ

る。というのも、その方針自体が、当人の理由把握のあり方に反しているからである。他方、前者の

場合、自己統御方針に一致して行為したとすれば、その行為は自律的だということになるかもしれな

                                                   
47 もっともこれはある意味で当然のことである。というのも、註 38 で述べたように、私が理由把握という概念

に着目したのは T. スキャンロンの影響だが、ブラットマンも、自己統御方針の内容を特定する際に、スキャンロ

ンの影響を受けているからである。Bratman 1996: 196 を参照。（なお、ブラットマンが言及しているスキャンロ

ンの著作の出版年は、当のブラットマンの論文の刊行年よりも後である。おそらくブラットマンは、スキャンロ

ンの著作の草稿に目を通す機会を得ていたのだろう。） 
48 たとえば、「『牛乳を切らしている』『牛乳は健康によい』『スーパーには牛乳を売っている』等の諸事実をスー

パーに行く理由として捉えること」を、「牛乳を飲みたいという欲求を、規範理由を与えるものとして扱う」とい

う具合に言い換えることは、それほど不自然ではない。この種の言い換えが概ね可能だとすれば、「事実 P を理由

として捉える」ことと、「欲求 Dを理由として扱う」ことは、大まかに対応すると考えることができるだろう。 
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い。しかし、その行為の自律性の由来は、自己統御方針というよりも、自己統御方針の形成に寄与し

た理由把握の側に求めるべきであるように思われる。 

要するに、「事実 P を理由として捉える」という内容をもつ方針（一般的な意図）に一致した行為が

自律的であるのは、その方針それ自体が、理由把握によって形成される場合に限られるように思われ

る。しかしそうだとすれば、最初から理由把握に訴えて自律性を分析したほうが適切ではないだろう

か。 

もっともこの批判は、端から「理由把握」説の観点に立ったものである。ブラットマンは、自己統

御方針それ自体が（正常な場合には）理由把握から形成されるということを拒否するのかもしれない。

あるいは、理由把握から形成されていようといまいと、自己統御方針は、それが通時性を支える限り

において、自律性を保証するのだと主張するのかもしれない。理由把握に反して形成された自己統御

方針も自律性を保証しうるという見解は、私には、もっともらしくないものであるように思われる。

しかし、繰り返しになるが、その見解がもっともらしく感じられないのは、私が「理由把握」説を採

っているからなのかもしれない。 

 以上のように、やはり、ブラットマンの見解を完全に退けることはできないように思われる。した

がってここでは、「理由把握」説の観点に立ったうえで言えば、彼の見解にはもっともらしくない点が

ある、ということだけを確認しておくに留めたい。 

本章の最後の二節では、「理由把握」説に似た要素をもつ見解として、「価値判断」説と「自己統御

方針」説を検討した。「価値判断」説については、（少なくとも形式上は）議論によって退けた。また、

「自己統御方針」説については、完全に退けることはできなかったが、「理由把握」説の観点に立った

うえでなら、一定の批判を与えることができた。また、3.1 節から 3.4 節の議論は、「理由把握」説に、

それ自体でもっともらしさがあることを示しているように思われる。以上を踏まえて、次章では、「理

由把握」説を精緻化する方向に進むことにしたい。そしてその際には、「ケア」という概念が、重要な

役割を担うことになるだろう。 
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4  ケアと行為者性 

 

 本章の目的は、ケアという概念に訴えることによって、自律的行為の分析を与えることである。1

節では、その準備段階として、ケアという語の用法に関する一般的留意点を述べたうえで、ケアを「重

要視」という仕方で言い換えることができることを確認する。2 節ではケアが一定の感情パターンによ

って、3 節ではケアが一定の理由把握パターンによって、構成されていると論じる。4 節と 5 節では、

本章で擁護する分析が、通時性と必然性というケアの二つの特徴をうまく捉えており、その点でもっ

ともらしいと論じる。6 節では、ケアの変化・生成・消滅、あるいは複数のケアの差異や対立といった、

ケアの動的側面について、最低限のことを述べる。最後に 7 節では、以上のケア概念の分析を踏まえ

て、自律的行為の分析を与える。1 章で設定された、「自律性を捉えるために標準見解を補完する」と

いう課題は、理由把握やケアという概念の導入によって、達成されることになるだろう。 

 

4.1  ケアの導入に向けて 

 前章では、理由把握の一般的構造が自律性にとって重要であると論じた。本章では、この構造を捉

えるために、ケアという概念を導入し、それによって自律性の分析を目指す。そのためにまず、本稿

でのケアという語の用法について一般的な留意点を二つ挙げ、そのうえで、ケアとは何かということ

について、大まかな概略を示すことにしたい。より詳細な特徴付けは、次節以降にまわすことにする。 

 第一の留意点は、訳語についてである。英語でのケア［Caring］という語は、気にかける、心配す

る、懸念する、介護する等々、様々な意味で用いられる。しかし、分析行為論にこの概念を導入した

フランクファートによる一連の論文や著作を読む限り49、自律性の分析を目指すという本稿の文脈にお

いては、この語を「大切にする」と訳すのが最も適切であると思われる。日本の分析行為論において、

この概念にいち早く注目した早川正祐も、次のように述べている。 

 

ケアの多義性にもかかわらず、「x をケアする」の一つの中心的な意味を、「自分にとって x が大切

だと思っている」という意味を含むものとしてさしあたり捉えておくことは、ケアの意味に関する

一つの自然な解釈である50。 

 

しかし日本語には、この語の名詞的な対応物（つまり、「信じる」に対応する「信念」や、「欲する」

に対する「欲求」）が存在しない。かといって、「大切にすること」と表現するのは些か不格好である。

したがって本稿では、この概念を動詞的に表現する際には「大切にする」という語を用い、名詞的に

表現する際には、そのまま「ケア」という語を用いることにする。 

 第二の留意点は、倫理学におけるケア概念との関係についてである。倫理学においては、いわゆる

「ケアの倫理」が、「正義の倫理」と対比される形で導入されて以降、様々な議論が為されてきた51。

                                                   
49 Frankfurt 1988b, 1999b, 2004. 
50 早川 2008: 263. 
51 ギリガン 1986 を参照。 
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実際この概念については、行為論においてよりも倫理学においての方が、盛んに議論されてきたよう

に思われる。日本語圏の哲学者達も、「ケア」という語でまずは「ケアの倫理」を思い浮かべることが

多いのではないだろうか。しかし、分析行為論におけるケア概念、ひいては本稿におけるケア概念は、

「ケアの倫理」に関連する文脈におけるケア概念とは、さしあたり別だと考えてほしい。もちろん、

いずれの分野においても、一定の必然性をもって「ケア」という語が用いられている以上、行為論に

おけるケアと倫理学におけるケアの間に何らかの結びつきがありそうだと考えるのはもっともらしい。

行為論と倫理学が非常に密接に関連する両分野であるという事情に鑑みれば、なおさらそうであろう。

しかし、両者を単純に結びつけるのは危険である。たとえば、ケアの倫理はしばしば「理由」中心の

倫理学に対置されると考えられているが、こうした対置を念頭に置いてしまうと、本稿のような、理

由概念に部分的に訴えたケア概念の分析を理解しがたくなってしまうだろう。本来ならば、ケアの倫

理についての議論にも目を配り、倫理学におけるケアと行為論におけるケアの結びつきを明確にする

作業がなされるべきだが、それは本稿の範囲を超えている。したがって本稿におけるケア概念は、さ

しあたり、倫理学におけるケア概念とは別物だと理解してほしい。 

以上の留意点を踏まえたうえで、ケアとは何であるかという問題に移ろう。我々が一定の対象を大

切にすることの本質は、どこにあるのだろうか。我々は、個別的な人物（これには自分自身も含まれ

る）・集団・組織・国家から、抽象的な理念・価値観・人生の指針まで、多岐に渡る対象を大切にする

52。本稿ではこれらのなかから、個別的人物と抽象的理念を代表例として考えたい。我々が個別的な人

物（たとえば夫）や抽象的理念（たとえば正義）を大切にするとは、どのようなことだろうか。 

これはまだ分析と呼びうるようなものではないが、第一近似としては次のように言える。すなわち、

行為者 S が対象 X を大切にするとは、S が X のあり方を自分にとって重要なものと見なすこと（重要

視すること）である53。ケアの対象が個別的人物の場合、S がその人を大切にするとは、その人の福利

や幸福を自分にとって重要なものと見なすということである。たとえば、ある母親が自分の赤ん坊を

大切にするとすれば、その要素には赤ん坊が健康に育つこと（これは福利の一部だと考えられる）を

自分にとって重要なものと見なすことが含まれている。他方、ケアの対象が抽象的理念の場合、S が

その理念を大切にするとは、その理念の実現や例化を自分にとって重要なものと見なすということで

ある。たとえば、ある学者が知的に誠実であるという理念を大切にするとすれば、その要素には、自

分の議論や論文が知的誠実さを示していることを自分にとって重要なものと見なすことが含まれてい

る。 

このように、ケアという語を「重要視」という仕方で言い換えることができるという論点は、それ

ほど論争含みではないと思われる。それでは、このようなケア及び重要視の内実は何だろうか。ケア

や重要視は、行為者がもつ一連の心的状態によって構成されると考えられるが、それらはどのような

心的状態なのか。この点については、様々な見解を採りうるだろう。たとえばフランクファートは、

この概念を導入した先駆的論文のなかで、「ある人が特定の事物を大切にするという事実は、認知的・

感情的・意欲的な傾向性や状態の複合体によって構成される」と書いている54。ところが後の論文を読

むと、ケアの本質的要素は、認知的状態や感情ではなく、むしろ意志や意欲に求められるという意味

                                                   
52 Frankfurt 1982: 81. 
53 Frankfurt 1999a: 155. 
54 Frankfurt 1982: 85. 
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のことが書かれている55。これらの記述は（少なくとも一見した限りでは）相容れないので、おそらく

見解を変えたのだろう。また、D. シューメイカーや A. ジャオースカは、ケアがもっぱら感情的な状

態や傾向性によって構成されるという主張を擁護している56。それに対して J. セイドマンによれば、

ケアは感情的な傾向性と認知的な傾向性によって構成されており、そして認知的な傾向性は、理由を

認識する傾向性であるとされる57。 

本稿では、ケアが感情と理由把握という、二種類の基本的要素によって構成される、という見解を

擁護したい。4.2 節（次節）でケアと感情、4.3 節でケアと理由把握の間に本質的な関係があるという

主張を提示し、擁護する。この見解はセイドマンのそれに最も近いが、細部において違いがないわけ

ではない。たとえば、前章で述べたように、本稿で規定した「理由把握」は認識的な要素だけではな

く、意欲的な要素を含んでいる。したがって理由把握の束は、単に認識的な傾向性ではない。（この意

味においては、本稿の見解は、初期のフランクファートの言明を踏襲するものだとも言えるだろう。）

また、本稿では、ケア概念を記述的側面と指令的側面に分けて整理するが、このような整理も、セイ

ドマンには見られないものである。とはいえ大枠としては、本稿の立場は、セイドマンに共感的なも

のになるだろう。 

 

4.2  ケアと感情 

 前節でも触れたが、ケアと感情の間に本質的関係があるという見解には、何人かの擁護者がいる。

本稿でも、具体例を挙げながら、この見解の一種を擁護したい。天下りになるが、ケアと感情の間に

成立する一般的関係は、大まかに、次のように整理できると思われる。 

 

S が X を大切にする（X のあり方を自分にとって重要なものと見なす）とき、 

① S は、X の福利（実現）が促進されているという事実を認識すると、肯定的感情を抱く 

② S は、X の福利（実現）が損なわれているという事実を認識すると、否定的感情を抱く 

 

たとえば、ある母親が自分の赤ん坊を大切にしているとしよう。彼女は、「赤ん坊が初めて言葉を喋っ

た」という事実を認識すると、嬉しくなるはずである。そして、「赤ん坊がインフルエンザに罹った」

という事実を認識すると、悲しくなるはずである。このような感情的反応が、ケアを部分的に構成す

るように思われる。 

 ここで、次のような疑問が湧くかもしれない。これらの感情的反応は、本当にケアにとって本質的

なのだろうか。赤ん坊を大切にしているのだが、赤ん坊がインフルエンザにかかっても悲しくならな

い、ということはありえないのだろうか。 

 この疑問に答えるために、二種類の場合を区別したい。第一に、この母親は、「赤ん坊が足を怪我し

た」という事実を認識しても悲しくならないし、「赤ん坊がインフルエンザから快復した」という事実

を認識しても安堵しないかもしれない。この場合はやはり、この母親は赤ん坊を大切にしていないと

述べるのが自然である。赤ん坊のあり方に応じて感情的影響を被ることが一切ないにもかかわらず赤

ん坊を大切にしているということはありえないと思われる。 

                                                   
55 Frankfurt 1999a: 161. 
56 Shoemaker 2003; Jaworska 2007. 
57 Seidman 2009. 
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 第二に、この母親は、「赤ん坊が足を怪我した」という事実を認識すると悲しくなるし、「赤ん坊が

インフルエンザから快復した」という事実を認識する安堵するかもしれない。この場合、この母親が

赤ん坊を大切にしているということは、十分にありうるように思われる。しかしそうだとすれば、ま

さに彼女が赤ん坊を大切にしているがゆえに、赤ん坊がインフルエンザに罹ったという事実を認識し

ても悲しくならないのは不可解であり、理解可能性の原理としての合理性に反するという意味で、不

合理だと思われる。つまり、彼女が赤ん坊を大切にしているという前提に立つと、「赤ん坊がインフル

エンザにかかっている」と信じているのなら、それによって悲しむのが合理的だ、と言えるような意

味がある。 

したがって、上述の疑問に対する解答は次のようにまとめられる。すなわち、ケアにとって、一定

以上の感情パターンを示すことが本質的である。（ここで感情パターンとは、悲しみや安堵のような個

別の感情的反応の集まりのことである。）しかし、個別の感情的反応は、必ずしも本質的ではない。 

そしてこの疑問に答える過程で得られた観察から、我々はケアの（感情に関する）記述的側面と指

令的側面を見てとることができる。すなわち、一方で、X を大切にする人は、事実として一定の感情

パターンを示している（記述的側面）。もしこのような感情パターンを示さないとすれば、その人はそ

もそも X を大切にしていることにならないからである。他方で、X を大切にする人は、まさにそのこ

とによって、X を取り巻く感情についての一定の合理性要請に服する（指令的側面）。上述の例で言え

ば、赤ん坊がインフルエンザに罹っているという信念と、悲しみという感情の間に、合理的な結びつ

きがある。この例の第二のケースにおける母親は、この要請を破っているがゆえに、不合理とされた

のである。 

この説明においては、一定の認知状態と感情の間に合理的要請が課されているとされた。しかし、

認知状態と感情の間だけではなく感情同士の間にも、合理的要請が課せられていると考えられる。た

とえば、上述の例の母親の不合理性を、インフルエンザに罹っているのを知っても悲しくならないに

もかかわらず、インフルエンザから快復すると安堵するという点に求めることもできる。このことは、

悲しみと安堵の間に合理的要請が課せられているということを示唆する58。 

このような、感情に合理的要請が課せられるという見解（換言すれば、ある感情が合理的であった

りなかったりすることがありうるという見解）は、「感情」と「理性」を二分するような伝統的な立場

からすると、理解しがたいかもしれない。実際、この母親が赤ん坊の病気を知っても悲しくならない

ことの「不合理性」が、矛盾した信念をもつことの不合理性と全く同じ種類のものであるかどうかは、

疑問の余地があるだろう。しかしともかく、本節で提示した具体例を用いた議論は、感情にも何らか

の意味で合理性が課せられるという見解に一定の支持を与えるように思われる。 

以上のように、X を大切にする人が事実として示す感情パターンは、合理的要請によって構造化さ

れている。更に、この感情パターンを構成する諸々の感情は全て、当然ながら、X という対象（上述

の例で言えば、赤ん坊）に対する指示を含んでいる。したがって、ある対象を大切にする人が示す感

情パターンは、その対象に対する指示関係と一定の合理的要請によって束ねられ、構造化された感情

パターンであると言えるだろう59。 

 

                                                   
58 これは Jaworska 2007: 561 における論点である。 
59 この論点も Jaworska 2007:561 に負う。 
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4.3  ケアと理由把握 

今度は理由把握である。理由把握とケアの間に成立する一般的関係は、大まかに、次のようなもの

だと思われる。 

 

S が X を大切にする（X のあり方を自分自身にとって重要なものと見なす）とき、 

① S は、「行為 φ は X の福利（実現）を促進するだろう」という事実（あるいはその事実を説明

する別の事実）を認識すると、それらの事実を、φ を為す理由として捉える。 

② S は、「行為 φ は X の福利（実現）を損なうだろう」という事実（あるいはその事実を説明す

る別の事実）を認識すると、それらの事実を、φ を為さない理由として捉える。 

 

再び、赤ん坊を大切にする母親の例で考えよう。彼女は、たとえば「赤ん坊に某社製の離乳食を与え

ることは、赤ん坊の成長を促進するだろう」という事実を認識すると、その事実を、赤ん坊に某社製

の離乳食を与える理由として捉えるはずである。あるいは、その事実を説明する別の事実、たとえば

「某社製の離乳食には成分 A を適量含んでいる」という事実や、「成分 A は赤ん坊の成長を促進する」

という事実を、その離乳食を与える理由として捉える。また、彼女は「都会に引っ越すことは赤ん坊

の健康を害するだろう」という事実を認識すると、それを都会に引っ越さない理由として捉えるはず

である。あるいは、その事実を説明する「赤ん坊が喘息もちである」「都会の空気は喘息を悪化させる」

等の事実を、都会に引っ越さない理由として捉える。このような理由把握が、感情と共に、ケアを構

成すると思われる。 

さて、この主張に対しても、前節で感情について提出されたものと類比的な疑問を投げかけること

ができる。すなわち、X を大切にする人が、「φ は Xの福利を促進する」という事実を知っていながら、

その事実を φ の理由として捉えないことは、ありえないのだろうか。たとえばこの母親が、「某社製の

離乳食は成長を促進する」という事実を、この離乳食を与える理由として捉えないことはありえない

のだろうか。 

この問いに対する解答は、やはり、個別の理由把握は必ずしもケアにとって本質的ではないが、一

定以上の理由把握パターンを示すことは本質的である、というものになるだろう。前節においてと同

様に、二種類のケースを分けて考えよう。一方で、彼女はその理由把握だけでなく、他の適切な理由

把握ももたないかもしれない。このケースでは、彼女は赤ん坊を大切にしていないと述べるのが適切

だと思われる。φ は X の福利を促進する（損なう）という事実を、φ を為す（為さない）理由として

捉えないということは、自分が何を為すかを決定するうえで、その事実を考慮に入れないということ

である。そのような人は、X を大切にしているどころか、むしろ X に一切無関心であると言うべきだ

ろう。他方で、彼女はその理由把握はもたいないのだが、他の諸々の理由把握はもっているかもしれ

ない。このケースでは、他の条件が適切であるならば、彼女は赤ん坊を大切にしているといってよい。

しかしこの場合、まさに彼女が赤ん坊を大切にしているがゆえに、「某社製の離乳食は成長を促進する」

という事実を、離乳食を与える理由として捉えないのは、不可解であり、不合理なのである。 

以上の観察から、ケアの（理由把握に関する）記述的側面と指令的側面を見てとることができる。

すなわち、一方で X を大切にする人は、事実として、一定以上の理由把握パターンを示す（記述的側

面）。他方で、X を大切にする人は、まさにそのことによって、理由把握に関連する合理的要請に服す
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る（指令的側面）。 

 感情に課せられる合理的要請には、感情と認知状態の結びつきに関するものと、感情同士の結びつ

きに関するものがあった。それでは、理由把握に課せられる合理的要請についてはどうだろうか。上

述の第二の想定において母親が不合理だと言われるとき、この不合理性は、理由把握と認知状態の不

一致に由来するので、まずは理由把握と認知状態の間に合理的要請が課せられていることがわかる。

また、3.4 節でも指摘したことだが、理由把握は一般に他の理由把握と相互に支え合っているので、理

由把握同士の間にも、合理的要請が課せられている。ここまでの事情は、感情と同様である。しかし

それだけではなく、理由把握は、意図（ひいては行為）との間にも合理的連関をもっていると思われ

る。たとえば、これは極端な例だが、ある一群の事実が S によって φ を為す理由として捉えられてお

り、φ を為さない理由として捉えられている事実は一切存在しないとすれば、通常の場合、S は φ を

為すことを意図し、そして実際に φ を為すはずである。そうしないのは不合理であり、不可解なので

ある。このことは、理由把握と意図（行為）の間に合理的要請が課せられていることを示している。 

理由把握も、感情と同様に、ケアの対象に対する指示を含んでいる。（もっとも、この指示は間接的

である場合もある。「φは Xの福利を促進する」という事実 P1 を φの理由として捉えている場合には、

その理由把握が含む X への指示は直接的である。それに対して、P1 を説明する別の事実のなかには、

必ずしも X への指示を含まないものもある。しかし、そのような場合でも、P1 についての理由把握を

介して、間接的に X への指示関係を保っていると言える。）したがって、理由把握パターンも、感情パ

ターンと同様に、ケアの対象に対する指示関係と合理的要請によって構造化されていると言えるだろ

う。 

前節の内容も踏まえて、ケアの記述的側面と指令的側面をまとめておこう。簡潔のために、「X への

指示関係と一定の合理的要請によって構造化される」を単に「X を中心とする」と表記すると、次の

ようになる。 

 

ケアの記述的側面： 

(1) X を大切にする人は、Xを中心とする感情パターンを示す 

(2) X を大切にする人は、Xを中心とする理由把握パターンを示す 

ケアの指令的側面： 

(1) X を大切にする人は、感情に関する一定の合理的要請に服する 

(2) X を大切にする人は、理由把握に関する一定の合理的要請に服する 

 

 以上の分析が正しいとすれば、ケアは感情と理由把握という両側面をもつ、ということになるだろ

う。大まかに言えば、感情は人生の受動的側面に、理由把握は（行為を産出するという意味で）人生

の能動的側面に関わっている。ある人が対象 X を大切にするとは、その人の人生の受動的側面と能動

的側面が、X を中心として展開していくということである。したがってケアは、いわば、合理的に連

関し合った諸々の心的状態の、中心点のようなものを捉えるための概念だと言える。 

ケアは感情と理由把握のパターンによって構成されるが、この両側面を切り離すことができるかど

うかは定かではない60。たとえば、ケアに特徴的な感情パターンを示すが、ケアに特徴的な理由把握パ

                                                   
60 ケアが感情パターンと理由把握パターンの関係にあるのだとすれば、両者はどのような関係にあるのだろうか。
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ターンを示さないということは、ありうるのだろうか。論理的には可能であるように思われる61が、そ

のような人を具体的に想像するのは困難だと言わざるをえない。こうした逸脱的な事例については、

本稿では、考察の脇に置いておきたい。いずれにしてもこの種の事例は、標準的なケアのあり方から

は外れていると思われる。したがって、この種の事例を無視したとしても、ケアが感情と理由把握の

二側面をもつという主張の説得力は、それほど減少しないだろう。 

 

4.4  ケアの通時性 

 以上が、本稿で擁護するケアの分析である。この分析は、単にそれ自体でもっともらしいだけでな

く、従来の議論においてケアの重要な特徴だと考えられてきたものをうまく捉えているという利点を

もっている。すなわち、通時性と必然性である。本節では、前者の通時性について論じる。必然性に

ついては、次節にまわすことにしたい。 

ケアには通時性という特徴があるとしばしば考えられてきた。以下は、フランクファートがケア概

念を導入した論文からの引用である。 

 

とりわけ、これらの態度［欲求や価値判断］や信念が、その時間的な特徴においてケアと重要な仕

方で異なっている点は留意されるべきである。何かを大切にする人の観点は、本来的に未来志向的

である。すなわち、彼は必然的に、自分は未来をもっていると考えている。それに対して、ある生

物が、自分は存在し続けるかもしれないという事実を一切考慮することなく欲求や信念をもつこと

は可能である62。 

 

人は、多かれ少なかれ拡張した時間幅に渡ってのみ、何かを大切にすることができる。一瞬だけそ

れを欲したり、それには価値があると考えたりすることは可能である。欲求や信念は本来的な持続

をもたない。欲することや信じることの本性のうちには、欲求や信念が存続しなくてはならないと

いうことを要求するものは含まれていない。しかし、統御の概念、ひいてはケアの概念は、行動の

一定の整合性と安定性を含意する。そしてこの整合性と安定性は、一定程度の持続を前提する63。 

 

これらの記述においては、大まかに、「ケアは、単なる欲求や信念とは異なり、通時性という特徴をも

つ」ということが、言われている。とりわけ二つ目の引用では、ケアが時間的に点在する諸々の行動

を組織化し、束ねる機能をもつものであることが示唆されている。もちろん、彼の記述に、細かい疑

問や批判を差し挟むこともできるかもしれない。しかし大枠としては、これらの引用箇所において、

正鵠を射た洞察がなされているように私には思われる。 

 本稿のケア概念の分析は、この通時性という特徴を、うまく捉えているように思われる。4.3 節まで

                                                                                                                                                               
一つの考え方は次のようなものだろう。すなわち、理由把握が一定の事実を規範理由として捉えることであるの

に対して、感情は一定の事実を規範理由として知覚することである。少し前に述べた、理由把握は意図と合理的

に連関しているが感情はそうでないという論点も、この違いにかかわっているかもしれない。こうした点につい

て掘り下げて議論することは、今後の課題としたい。 
61 もっとも、感情についてある種の哲学理論を採れば、感情と理由把握は実は同じものだということになるかも

しれない。この場合、感情パターンと理由把握パターンの分離は、論理的にすらありえないことになる。Seidman 

2009: 290 において、この可能性が示唆されている。 

62 Frankfurt 1982: 83. 
63 Frankfurt 1982: 84. 
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で提示された分析によれば、ケアは個別的な感情や理由把握ではなくて、感情や理由把握のパターン

によって構成される。これらのパターンは、当然、一定の期間に渡って示されるものである。そして、

これらのパターンのうち、理由把握パターンは、理由把握と意図を結びつける合理的連関を媒介して、

それに対応する意図や行為のパターンを産出する。この点において、ケアは通時性を帯びており、意

図や行為の通時的組織化を支える心的状態であると言える。したがって本稿の分析は、通時性という

特徴をうまく捉えているだろう。4.2 節や 4.3 節では、感情パターンや理由把握パターンが、合理性と

対象に対する指示関係によって構造化されているという論点が述べられていた。この論点と関連づけ

て論じるなら、これらのパターンは、単に共時的に構造化されているだけでなく、通時的にも構造化

されているのである。 

 やや脇道に逸れるが、ここにおいて、2.4 節や 3.6 節で触れた、ブラットマンによる自己統御方針に

訴える見解が思い出されるだろう。彼の見解は、通時性が自律的行為者性の本質的特徴であるという

基本的着想に基づいたものだった。もし自律性にとってケアが本質的であり、そしてケアは通時性と

いう特徴をもつのだとすれば、自律性と通時性の間には、確かに重要な結びつきがあると言えそうで

ある。ただし、本稿が採っている見解によれば、ケアが自律性にとって本質的であるのは、ケアが通

時性を帯びるからではない、ということは強調しておきたい。そうではなくて、ケアが自律性にとっ

て本質的であるのは、ケアが理由把握の一般的構造を支えるからである。本稿の見解とブラットマン

の見解は、「自律性と通時性の間に重要な結びつきがある」という主張を擁護するという点において共

通している。しかしその主張が議論においてもっている身分は異なっている。ブラットマンは、自律

性にとって通時性が本質的であるという着想から出発したうえで、自己統御方針は通時性を支えるが

ゆえに、自律性にとって本質的である、と論じる。それに対して本稿は、自律性にとって理由が本質

的であるという着想から出発したうえで、理由概念に関する考察を経て、ケアは理由把握の一般的構

造を支えるがゆえに、自律性にとって本質的である、と論じる。そしてこのケアが、通時性という特

徴をもつがゆえに、自律性と通時性の間に結びつきがあるということが判明するのである。約言すれ

ば、ブラットマンにとって自律性と通時性の間に結びつきがあるという考えは議論の出発点であるの

に対して、本稿にとってその考えは、議論の諸帰結の一つである。 

 

4.5  ケアの必然性 

 ケアがもつもう一つの特徴は、必然性である。すなわち、人が一定の対象を大切にするとき、しば

しばその人はその対象を大切にせざるをえない。たとえば、ある僧侶は一定の宗教的理念を大切にせ

ざるをえず、ある母親は自分の赤ん坊を大切にせざるをえないかもしれない。ケアがしばしばこの種

の必然性を呈するという論点は、フランクファートによって強調されたものである。そして、ケアが

この種の必然性を呈するがゆえに、それによって産出される行為も、必然性を呈することになる。彼

はそのような例として、マルティン・ルターによる「私はここに立つ。そうするよりほかにない」と

いう歴史的発言を例に挙げている64。ルターは、おそらく一定の宗教的理念を大切にせざるをえず、そ

してそれゆえ、「ここに立つ」ほかになかったのである。 

対象 Xを大切に「せざるをえない」というのは、何らかの意味において、Xを大切にすることが「必

然的」だということである。しかしその必然性は、明らかに、論理的な必然性ではない。母親が赤ん

                                                   
64 Frankfurt 1982: 86 を参照。 
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坊を大切にすることや、ルターが「ここに立つ」ことが論理的な必然だということは考えられない。

かといってそれは、自然法則的な必然性でもない。（もちろん、母親が赤ん坊を大切にすることは、自

然法則的にも必然的な事柄かもしれない。しかしこの必然性は、いま我々が問題にしているような事

例を際立たせている種類の必然性ではない。）むしろこの必然性は、「当人の意志」の構造からして、

それを大切にすることが必然的だという意味である。フランクファートは、このような種類の必然性

を、「意欲的必然性」と呼んだ65。 

一部のケアが意欲的必然性を帯びるというのは、全てのケアが随意的な［voluntary］制御下におか

れているわけではない、ということでもある。随意的な制御下におかれるというのは、行為者が意図

的に産出したり変更したりする66ことができるということであり、そしてこれは、大まかに、意図（あ

るいは意図を産出する決断）に応答的な仕方で変化するということである。ケアのなかには、このよ

うな仕方で制御されうるものもあるかもしれない。しかし、フランクファートの見解では、全てのケ

アがそうであると考えるのは誤りである。彼によれば、ある人が何かを大切にすることを決断するこ

とは、それを大切にすることと同じではないし、その人がそれを大切にすることを保証するわけでも

ない。したがって、「ある人が何を大切にしているのかということが、一般に当人の直接的かつ随意的

な制御下におかれている、と前提することは確かにできない」67。 

 この種の意欲的必然性や（随意的）制御不可能性は、一見すると、自律性を脅かすように見えるか

もしれない。実際、依存症患者の行動が自律性を欠いているのは、それが随意的制御を免れているか

らであるようにも思われる。しかし、依存症患者の行為と、（ルターのような）意欲的に必然化された

行為の間には、決定的な違いがある。すなわち、その行為を動機づけた欲求が行為者によって同化さ

れているかどうかという違いである。実際、1.4 節で述べたように、ある行為が自律性を帯びているか

どうかは、第一義的には、欲求が同化されているかどうかという観点から判断されるべきなのである。

本稿の議論が正しければ、同化欲求とは理由把握のことであった。したがって、（部分的に）理由把握

パターンによって構成されるケアも、それが意欲的に必然化されているかどうかにかかわらず、行為

者によって同化されている。したがってルターの行為は、依存症患者の行為とは異なり、自律性を帯

びている。 

実際フランクファートによれば、この種の必然性は自律性を脅かすどころか、自律性を強化する。

意欲的に必然的なケアは、それがまさに必然的であるがゆえに、行為者の意志の本質を構成する68。（一

般に、X にとって p であることが必然的であるとき、p であることは Xの本質を構成する。）したがっ

て、意欲的に必然的なケアに動機づけられた行為は、行為者の意欲的本質から派生している。フラン

クファートによれば、このような、当人の意志の本質的部分から生じている行為こそが、もっとも自

律的な行為なのである。 

このような、「意欲的に必然的なケアから派生した行為のほうが、そうでないケアから派生した行為

より強い意味で自律的である」という論点は、論争含みだろう。しかしより一般的な、意欲的必然性

                                                   
65 Frankfurt 1982: 86. 
66 厳密には、産出における制御と変更における制御は区別されるべきかもしれない。たとえば、あるケアは、随

意的に産出されたという点においては必然的ではないが、随意的に変更不可能だという意味では必然的かもしれ

ない。 

67 Frankfurt 1982: 85. 
68 Frankfurt 1994: 132. 
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が自律性を脅かさないという論点は、認められるべきだと思われる。というのも、繰り返しになるが、

自律性の有無は欲求への同化の有無によって判断されるべきであり、そして、ケアを構成する理由把

握は、そのケアが意欲的必然性を帯びるかどうかにかかわらず、行為者によって同化された欲求だか

らである。そのケアが意欲的に必然化されているという事実は、自律性を強化することはあっても、

自律性を奪うことはない。 

このような意欲的必然性は、思考不可能性という観点からも説明することができる69。人がある対象

を大切にすることが意欲的必然であるとき、まさにそのことによって、その人にとって、一定の行為

を為さないことは考えられないものになる。ルターが「ここに立つほかなかった」のは、ルターにと

って、「ここに立つ」こと以外の選択肢が考えられないということである。あるいは、赤ん坊を大切に

している母親が、赤ん坊の病気が深刻であると分かって、ただちに病院に向かうとき、彼女にはそれ

以外の選択肢が考えられないということは、大いにありそうなことである。おそらく彼女は、様々な

選択肢を検討し、比較考量したうえで、病院に向かうことを決めたのではない。そうではなくて、直

ちにその選択肢が、そしてその選択肢だけが彼女の頭に浮かび、実行に移されるのである。ワトソン

が述べているとおり、「思考不可能性の本質は、その提案が『問題にならない』ということ、熟慮的ス

クリーンから完全に外れていることにある70。」上述の例における母親にとって、赤ん坊を病院に連れ

て行かないという選択肢は、彼女の「熟慮的スクリーン」の外部にあるのである。約言すれば、意欲

的に必然化されたケアは、一部の選択肢を思考不可能にするという性質をもつ。 

ここまでで、ケアの一部が意欲的必然性、あるいは（随意的）制御不可能性という性質をもつとい

う点と、この性質が思考不可能性という性質と結びついているという点を述べた。さて、本稿で擁護

されたケア概念の分析は、これらの性質をうまく捉えているように思われる。このことは、二つの観

点から述べることができる。 

第一に、本稿の分析によれば、ケアは部分的に感情パターンによって構成される。一般的に言って、

感情は当人の随意的制御下にない場合が多いと思われる71。（たとえば感情を押し殺して行為するよう

なとき、「感情を制御する」という言い方をする。しかしその場合でも、制御されているのは感情に基

づく行為であって、感情それ自体の生起ではない。）そうだとすれば、ケアの一部が随意的な制御下に

ない（意欲的に必然である）という事実は理解しやすくなるだろう。ケアを部分的に構成する感情パ

ターンが随意的な制御下にないことが多いのだとすれば、当然、ケアそれ自体もしばしば随意的な制

御を免れることになる。 

第二に、本稿の分析によれば、ケアは部分的に理由把握パターンによって構成される。理由把握と

は、一定の事実 P を行為 A の規範理由として捉えるという心的状態のことであった。この状態は、「P

は A の理由である」という内容をもつ信念と、「P を理由にして A を為す」という内容をもつ欲求を

含んでいる。しかしそれだけではなく、理由把握には、何を為すかを決定するうえで、P を考慮に入

れる（実践的推論において、P を関連する事情として扱う）ということが含まれる。したがって理由

把握は、ひいては部分的に理由把握パターンによって構成されるケアは、実践的推論の背景的枠組み

を構成する。この枠組み（ワトソンの言葉を借りれば、「熟慮的スクリーン」）の外部にあるものは、

                                                   
69 Frankfurt 1988a や Watson 2002 を参照。 
70 Watson 2002: 141. 
71 感情だけでなく、理由把握も随意的制御下にないかもしれない。しかしこの主張は、感情が随意的制御下にな

いという主張よりも論争含みであるように思われる。 
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そもそも考慮に入れられることがなく、それゆえ「思考不可能」なものになるのである。したがって、

何かを大切にすることは、考慮に入れる選択肢を限定することでもあり、そしてそれゆえ、そのよう

に限定された選択肢の外部にあるものを思考不可能にするということでもある。このように、ケアは

部分的に理由把握パターンによって構成されるという分析は、ケアがもっている「一部の選択肢を思

考不可能にする」という性質を、うまく説明できるのである。 

なお、やや脇道に逸れるが、前々段落における「感情は随意的制御下にない」という論点は、4.2 節

における「感情に合理的要請が課せられる」という論点と折り合いが悪いように見えるかもしれない。

というのも、①ある感情の存在（不在）が随意的制御下にないということは、その感情をもたない（も

つ）ことが「できない」ということである。②感情に合理的要請が課せられるということは、言い換

えれば、（何らかの条件の下で）一定の感情をもつ「べき」だと言えるような意味があるということで

ある。ところが、③一般に、「S は A をするべきである」は、「S は A をできる」を含意する。このそ

れぞれにもっともらしい三つの命題が、相互に矛盾するように見えるのである。しかし、この見かけ

上の矛盾を取り払う有効な方策はあると思われる。たとえば、まずは、③の命題が説得的であるのは

「べき」や「できる」がある特定の意味で理解されるときに限られるという点を明らかにする。そし

てそれを踏まえて、その「べき」の意味は感情に課せられる種類の合理的要請によって含意される「べ

き」の意味とは異なっているとか、その「できる（できない）」は感情の多くが随意的制御下にないと

いわれるときの「できない」の意味とは異なっている、と論じていくのである。このような議論に入

り込むことは本稿の範囲を超えているが、こうした方策がうまくいくことは十分にありうるように私

には思われる。少なくとも、感情の多くが随意的制御下にないという主張と、感情に一定の合理的要

請が課せられるという主張は、あからさまに矛盾するわけではない。 

本題に戻って、前節の内容も含めてまとめよう。本稿が擁護するケア概念の分析は、しばしばケア

の重要な特徴だと考えられてきた二つの性質、すなわち通時性と必然性を、うまく捉えているといえ

る。この事実は、本稿が擁護するケア概念の分析、ひいては（4.7 節で提示する）それに依拠した自律

的行為の分析の説得力を増大させるように思われる。 

 

4.6  ケアの動的側面 

 ここまでの議論においては、単一のケアがもつ静的な内部構造や、その構造に由来する特徴につい

て述べてきた。しかし、実際には我々のケアは、単に静的な構造をもつだけではなく、むしろ様々な

仕方で変化し、生成し、消滅する。また、我々はそれぞれにただ一つの対象を大切にしているわけで

はなく、むしろ多岐に渡る様々な対象を大切にしている。それらの複数のケアは、その程度や様態に

おいて異なっていたり、その内容において対立したりするかもしれない。本節では、このようなケア

の変化・生成・消滅、そして複数のケアの差異や対立といった、ケアの動的側面とでも呼びうるもの

について、最低限のことを述べることにしたい。 

 まずはケアの変化についてである。ことによると、ケアが変化しうるという事実は、前節で取り上

げた必然性という特徴と緊張関係にあるように思われるかもしれない。しかし実際には、ここには何

の衝突もない。というのも、第一に、ケアのなかには意欲的に必然化されていないものもあり、そう

したケアは、随意的に変えることができる。また第二に、意欲的に必然化されたケアについても、確

かにそれらを随意的に変えることはできないが、それはそのケアが変わることがありえないというこ
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とを意味しない。一般的に言って、変えられないということと、変わりえないということは、別の事

柄である。我々のケアは、それが意欲的に必然化されていようといまいと、様々な原因によって変わ

りうる。結局のところ我々のケアは、理由把握パターンと感情パターンによって構成される。これら

の理由把握や感情は、他の諸々の心的状態と同様、心理的及び物理的な原因によって、変化したり、

生成したり、消滅したりするのである。個別的な感情や理由把握が散発的に変化するだけならば、ケ

アそれ自体には特に影響はない。しかしそうした変化が、感情や理由把握の総体的なパターンにまで

及ぶ場合には、それによってケアも変化を被ることになる。 

 ただし、そのようなケアの変化は、比較的希にしか起こらない。4.4 節で述べたように、ケアは通時

性という特徴をもつ。すなわちケアは、その対象を中心として、時間的に点在する様々な行為を組織

化する機能を担う。しかしこの通時的組織化という機能は、本来的に、ある程度長い期間に渡っての

み担われるものである。したがって、ケアが頻繁に変化することは、（単に事実としてありそうもない

というよりも）原理上ありえない。この不可能性は、ケアが本来的にもつ機能に由来するものである。 

 ケアは心理的及び物理的な原因によって変化する。たとえば、ある僧侶が一定の宗教的理念を大切

にしているとしよう。その僧侶は、世界を旅行して様々な経験に晒されるうちに、その理念を大切に

しなくなるかもしれない。あるいはその逆に、ある無神論者は、何らかの啓示的経験を通じて熱心な

イスラム教徒へと変貌するかもしれない。また、妻を大切にしていた夫が、彼女の言動や行動、ある

いは別の女性に出会ったことがきっかけで、彼女を大切にすることをやめるという例を考えてもよい。

こうした変化は、行為者自身がそれを大切にする（しない）ことを決めたことによって生じる場合も

あるし、特にその種の決断を媒介することなく、ただ自ずと大切にする（しない）ようになる場合も

ある。意欲的に必然化されていないケアの場合は、両方の仕方で変化しうるだろう。また、意欲的に

必然化されたケアも、後者の仕方で変化することがありうる。 

 次に、複数のケアの差異や対立についてである。我々は、それぞれに単一の対象を大切にしている

わけではなく、むしろ非常に多岐に渡る対象を大切にしており、それゆえ複数のケアを同時に保持し

ている。ケアをその対象と、それに向けられる作用に分けて考えるならば、複数のケアは、その対象

と作用の両面において異なりうる。まず作用における違いだが、一方で、ケアはその程度（あるいは

強さ）において異なりうるように思われる。たとえばあるサラリーマンは、立身出世という理念と、

他人との友好的関係という理念を大切にしているが、両者を比較するなら、立身出世のほうをより大

切にするかもしれない。これは程度の違いであり、量的な違いである。他方で、立身出世に対するケ

アは意欲的必然性を帯びる（すなわち彼は、立身出世を大切にせざるをえない）のに対して、友好的

関係に対するケアはそうではない、という違いがあるかもしれない。これは何かを大切にする様態の

違いであり、質的な違いである。もっとも、この量的な違いと質的な違いの間には、何らかの関係が

あるかもしれない。たとえば、ある対象を大切にせざるをえない人は、必ずその対象をかなり強い程

度で大切にしている、というのは大いにありそうなことである。 

しかし、複数のケアが異なりうるもっとも重要な仕方は、当然ながら、その対象における違いだろ

う。これらの対象を異にするケアは、互いに衝突することなく共存しているかもしれない。しかし、

これらのケアが対立してしまうこともある。このようにケアが対立する仕方には、二種類のケースが

考えられる72。すなわち、ケア同士が偶然的に対立する場合と、必然的に対立する場合である。 

                                                   
72 Frankfurt 1992: 99. 
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たとえば、上述のサラリーマンによる、立身出世という理念に対するケアと友好的関係という理念

に対するケアは、必然的に対立するわけではない。すなわち、これらのケアが特に衝突することなく

共存することは可能である。しかし、彼がたまたま直面した、偶然的な状況において、両者は対立す

るかもしれない。たとえば、出世をするためには、同僚と激しく競ったり、同僚を欺いたりすること

が不可欠であるような状況に、彼はおかれるかもしれない。あるいは、一方で出世するためには午後

の会議に出かけなくてはならず、しかし他方で、彼はある誤解に基づいた夫婦喧嘩に巻き込まれてお

り、この誤解を放置したまま会議に出かけると、妻との友好的関係が修復不可能なほどに破壊されて

しまうことが予想される、というような状況を考えてもよい。 

それに対して、ケア同士の対立が必然的である場合もある。たとえば、ある宗教的理念と政治的理

念の両方を大切にしているのだが、突き詰めて考えると両者は相容れないかもしれない。あるいは、

やはりある宗教的理念と一人の女性を大切にしているのだが、その理念は女性と深い関係をもつこと

を禁じているかもしれない。このような場合、ケア同士の対立は必然的であり、不可避的である。 

いずれの種類の対立も、我々に実践的困難をもたらす。もしこのような仕方で対立するケアが、そ

の程度や強さにおいて大きく異なっているとすれば、そうした困難の解決は比較的容易かもしれない。

しかし、両者の程度が高いレベルで拮抗している場合には、この困難は深刻なものになる。ただし、

この種のケア同士の対立によってもたらされる困難を、依存症に苦しむ人が直面している困難と、混

同してはならない。依存症における困難は、行為者によって同化された欲求ではなく、むしろ同化さ

れていない欲求が行為へと結実してしまうという困難である。この困難において対立しているのは、

同化欲求とそうでない欲求である。本稿が擁護する見解によれば、同化欲求とは理由把握のことであ

り、そしてケアは理由把握パターンによって構成される。つまりケアは、行為者による欲求への同化

を保証する権威をもっている。したがって、同化欲求とそうでない欲求の対立は、いわば、ケアとそ

の外部にあるものの対立であり、そのような対立によってもたされる困難は、自分が大切にしている

事柄、あるいはその人が本当に望んでいる事柄を、行為へと適切に反映させることができないという

困難である。依存症患者は、ある意味で、「したくないことをしてしまう」という苦境に立たされてい

るのである。 

他方、ケア同士の対立によってもたらされる困難は、このようなものではない。この困難において

対立しているものは、いずれも行為者による欲求への同化を保証する権威をもっている。つまりこの

対立は、いわば、同化欲求同士の対立であり、「当人の意志」の内部分裂である。このような対立によ

ってもたらされる困難は、「したくないことをしてしまう」というものではなく、むしろ、自分が本当

にしたいことが何なのかわからないという困難である73。 

 ケアとその外部にある欲求が対立している状況において、外部にある欲求（本心でない欲求）が行

為へと結実した場合、その行為は自律性を欠いているのに対し、ケアが行為へと結実した場合、その

行為は自律的である。それでは、ケア同士が対立している場合はどうだろうか。対立しているケアの

強さや程度にかなり差がある場合には、その程度において劣っているケアが行為へと結実したとき、

その行為は非自律的だと言うべきかもしれない。しかし、対立しているケアの程度が拮抗している場

合には、どちらのケアが行為へと結実したとしても、ケアから行為への過程が適切であるならば74、そ

                                                   
73 Cf. Frankfurt 1992: 99. 
74 ケアと意図を結びつける過程が適切であるとは、ケアと意図を結びつける能力が顕在化するということである。



54 

 

の行為は自律的だと言ってよいように思われる。というのも、どちらの行為も、ケアを構成する理由

把握によって、ひいては、行為者によって同化された欲求によって産み出されたものだからである。 

 以上、ケアの変化・生成・消滅、あるいは複数のケアの差異や対立といった、ケアの動的側面につ

いて、手短に論じてきた。ケアの哲学理論を構築するうえで語るべきことはほかにもあるだろうが、

ひとまずここで終わりにして、自律的行為の分析に話題を移すことにしたい。 

 

4.7  ケアと自律性 

 まず、前章の内容を簡単に振り返ろう。前章では、理由把握という概念を導入した。そして、大ま

かに言えば、同化欲求とは理由把握のことであるというテーゼを提示した。ただし、一定の仕方で構

造化された理由把握群から逸脱した不合理な理由把握は同化欲求ではなく、それによって動機づけら

れた行為も自律的なものではない。それゆえ、自律性の分析を与えるためには、理由把握の一般的構

造に注目することが重要だと論じたのだった。 

そして本章のここまでの部分では、ケアがまさに理由把握の一般的構造を支える心的状態であると

論じた。（もっともここまでの議論は、ケア以外にも理由把握の一般的構造を支える心的状態があると

いう可能性を排除しておらず、その点で疵はある。）したがって、ケアという概念に訴えることによっ

て、自律的行為を分析することができるように思われる。自律的に行為するとは、同化欲求に照らし

て意図を制御し、そしてその意図を実行することである。そして、先に述べたことからすれば、同化

欲求に照らして意図を制御するということは、理由把握の一般的構造に、すなわちケアに照らして意

図を形成するということである。 

ケアに照らして意図を形成する仕方には、二種類のものが考えられる。第一に、ケアを構成する理

由把握が、意図に結実する場合である。本稿のここまでの部分で、ケアや理由把握について具体的に

語るとき、基本的にはこの種の事例が念頭に置かれていた。このように、意図の源泉がケアそれ自体

に由来する場合には、その意図によって生成される行為は、自律的だといってよいと思われる。 

第二に、ケアによって許可された（単なる）欲求が、意図に結実する場合である。一般的に言って、

理由把握以外の単なる欲求に動機づけられる行為の全てが自律的でないかと言えば、必ずしもそうで

ないように思われる。たとえば、我々の生理的欲求は理由把握ではない。（もちろん我々は、食事や排

泄に対して、それをよいものにする外界の事実、たとえば「野菜は健康によい」という事実や、「渋滞

に巻き込まれると、しばらくトイレに行けなくなるだろう」という事実を理由として捉えるという形

で、欲求を抱くこともある。しかしそのような欲求は、もはや生理的欲求ではない。）もしこれらの生

理的欲求が、ケアのあり方に反して意図に結実してしまうとすれば、その意図に基づいた行為は自律

的ではないだろう。しかしこれらの欲求が、ケアの許可を通過して意図に結実した場合には、その意

図に基づいた行為は自律的だと言ってよいように思われる。 

ここで、ケアが単なる欲求を「許可」するとは、その欲求が意図へと結実する際に、ケアと意図を

結びつける能力が顕在化するということである。我々は、自分が大切にしている事柄を適切に意図（ひ

いては行為）に反映する能力をもっている。この能力が顕在化していないにもかかわらず、たまたま

ケアのあり方と（意図に結実した）単なる欲求のあり方が一致してしまうこともありうるが、そのよ

                                                                                                                                                               
したがって、この「適切な過程」を既述するためには、ケアと意図を結びつける能力のあり方を理解する必要が

あるが、これは今後の課題としたい。この点については、註 75 も参照。 
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うな場合には、その欲求がケアによって許可されたとは言えず、その欲求から生じた意図に基づく行

為も自律的ではないことになるだろう75。 

要するに、我々がもつ欲求は、それがケアに対してもつ関係に応じて、以下の三種類に分けられる。

第一に、ケアを構成する欲求。第二に、ケアを構成しないのだが、ケアによって許可された欲求。そ

して第三に、ケアを構成せず、かつケアと対立する欲求。これらのうち、第三の種類の欲求が意図に

結実した場合には、その行為は非自律的であることになる。以上より、自律的行為は、大まかに次の

ように分析される。 

 

［ケア説］ 

行為者 S が自律的に行為するのは以下の場合であり、そしてその場合に限る。 

① S のケアを構成する理由把握か、あるいは、S のケアによって許可された欲求が、意図を引き

起こす。 

② その意図が、その内容に見合う身体運動を引き起こす。 

 

これが、1 章で提示された本稿全体の課題に対する基本的な解答である。その課題とは、自律性をうま

く捉えるような仕方で標準見解を補完せよ、というものであった。それに対して我々は、理由把握や

ケアという概念の導入によって補完するという解答を与えることができる。ケア概念に訴えて、自律

的行為を上述のような仕方で分析すれば、あくまでも行為の因果説の枠内で、自律性をうまく捉える

ことができるのである。 

 最後に、この分析がもつ帰結の一つに触れることにしよう。それは、感情と行為の関係についての

ものである。4.2 節でも少し触れたが、伝統的には、「感情」と「理性」を二分するような考え方が支

配的だったように思われる。このような二分法は、「自律的な行為とは感情ではなく理性に従った行為

である」という見解へと、自然に結びつく。この見解に基づけば、「感情に流されて」為された行為は

自律的ではない。換言すれば、感情はもっぱら自律性を脅かす要因であると見なされてしまうのであ

る。ところが、もし本稿の分析が正しければ、感情は自律性を脅かすどころか、自律性に不可欠な要

素だということになる。というのも、自律的に行為するためには、ケアと適切な関係（すなわち、構

成関係か調和的関係）に立った欲求に動機づけられていなくてはならないが、そこでのケアは部分的

に、その対象を取り巻く感情パターンによって構成されるからである。もちろん、この種の感情パタ

ーンから逸脱した不可解な感情は、自律性を脅かすだろう。しかし、その感情が自律性を脅かすのは、

それがそもそも感情だからではなく、それが不合理な感情だからである。感情であることそれ自体は、

自律性を脅かすことはない。 

                                                   
75 ケアと意図を結びつける能力は、部分的には、その人の意識的な推論能力によって構成される。つまり、ケア

と意図を結びつける能力は、意識的な推論という形をとって顕在化することがある。しかし、その能力が顕在化

する過程が、常に意識的な推論であるかどうかは、必ずしも明らかでない。たとえば、その過程は、無意識的で

自動的なものかもしれないし、あるいは感情的なものかもしれない。いずれにしても、ケアが欲求を「許可」す

るということをより明確にするには、この能力のあり方を詳述しなくてはならないが、これは今後の課題とした

い。（1.4 節で、意志という語には心的能力としての用法もあると述べたが、ケアと意図を結びつける能力は、心

的能力としての意志の一部を構成するように思われる。） 

 なお、自律性や自由を理解する際に能力という概念に着目した研究として、以下を参照。成田 2004; Schroeter 

2004. 
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 もしこの帰結が人々の直観に反しているとすれば、それはケアに訴える見解の説得力を減じるだろ

う。しかし、私には、感情はもっぱら自律性を脅かす要因であるという考えの方が、むしろ奇妙であ

るように思われる。いずれにしても、ケアによる自律的行為の分析は、感情と行為の関係という主題

に、新たな光を投げかけるという側面をもっていると言えるだろう。 
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結論 

 

 最後に、本稿全体の内容を振り返りながら、結論を述べることにしよう。1 章では、行為の因果説の

一ヴァージョンとしての「標準見解」を提示したうえで、標準見解では自律性及び同化欲求をうまく

捉えることができないと論じた。そしてこの状況認識に鑑みて、「自律性（同化欲求）をうまく捉える

ために標準見解を補完する」という仕方で、問題を限定したのだった。また、2 章では自律性について

の見解としての「階層モデル」を検討したうえで、それが抱える構造的困難（すなわち、権威問題）

のゆえに、退けた。 

3 章では、代替的見解として、大まかに言えば、理由把握とは同化欲求のことであると主張した。た

だし、相互に支え合った理由把握群から逸脱した理由把握は自律性を損なうという観察から、理由把

握の一般的構造に着目することが重要であると論じた。そして 4 章では、理由把握の一般的構造を捉

えるために、ケアという概念を導入した。ケアとは、何かを大切にするという心的状態のことであり、

感情パターンと理由把握パターンによって構成されるのだった。したがって、ケアに一致して行為す

れば、理由把握パターンに一致して行為したことになり、ひいては自律的に行為したことになる。こ

のような考察に基づいて、ケア概念に訴えた自律的行為の分析が与えられた。 

こうして、1 章で設定された「自律性を捉えるために標準見解を補完する」という課題は、理由把握

やケアという概念の導入によって達成されたことになる。自律性や行為者性について、あるいは「意

志」や「理由」、そして「ケア」について、語るべきことはほかにもあるだろうが、ひとまずこの地点

で、考察を一区切りさせることにしたい。 
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