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本稿 1は行為の反因果説と呼ばれる立場を擁護するために，行為の理由に

関する反心理主義と呼ばれる，近年盛んに議論されるようになった立場を擁

護することを目指す．第 1節では，行為の因果説が理由の心理主義を前提し
ていることと，理由の反心理主義が行為の反因果説を支持することを示す．

第 2節では，なぜ理由に関して心理主義と反心理主義の対立が生ずるのかを
理解するために，それぞれが拠り所とする二種類のケースを見る．第 3節で
は心理主義を支持する典型的な議論を紹介し，第 4節で逆に反心理主義を支
持する議論を提示する．第 5節で反心理主義が抱える問題を指摘した上で，
その解決策を提示する．その解決策は同時に，第 3節で見た，心理主義を支
持する議論の前提の一つを拒否することにもつながる．

1．因果説は心理主義を前提し，反心理主義は反因果説を支持する

行為とは何かという行為論の中心問題に対し，G. E. M.アンスコムに由来
する考えによれば，行為とは，少なくともそれについて行為者に理由
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を求め
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Abstract

The causal theory of action, which has been the standard theory 

of action, presupposes that reasons for action are an agent’s men-

tal attitudes (e.g. beliefs and desires) and claims that they are the 

cause of the action. However, in this paper I argue that reasons 

for action are not the agent’s mental attitudes but their objects 

(e.g. facts, states of affairs, or propositions), inspired by the idea 

that reasons must be capable of justifying the action as well as ex-

plaining it, and that what has this normative force is not mental 

items, but something objective. I also solve a problem that derives 

from cases in which the agent believes things falsely.
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ることのできるようなものである．たとえば私が機械のレバーを握って腕を

上げるという行為をしたなら，それについて理由を求めることができ，その

理由を私は「レバーを上げるため」などと述べるだろう．他方で，何かの弾

みでレバーが跳ね上がったせいで私の腕が上がるという単なる身体運動が起

こった場合には，先のような理由を求めることはできず，腕の運動は「握っ

ていたレバーが跳ね上がったから」という原因
0 0

によって説明される．アンス

コムは行為の理由は行為の原因とは異なったものであると考えたため，その

立場は行為の「反因果説」と呼ばれる．これに対してD.デイヴィドソン
は，行為と単なる身体運動は理由により説明されうるかどうかによって区別

されるというアンスコムの論点を継承しつつも，行為の理由は行為の原因に

他ならないと考える点で彼女と袂を分かつ．彼によれば，行為の理由は行為

を合理化するような行為者の欲求－信念の組であり，さらにそうした欲求－

信念の組が行為を説明するためには、それらは行為を因果的に引き起こした

のでなければならない．このように行為の理由は行為の原因でもあるとする

デイヴィドソンの立場は行為の「因果説」と呼ばれ，今日の行為論の標準見

解ともなっている．

行為の理由である欲求－信念の組が行為の原因でもあるとデイヴィドソン

が考えるのは，行為者は同じ行為を合理化する別の欲求－信念の組をもって

いるかもしれず，後者の組が行為を説明しないとすれば，行為を説明する欲

求－信念の組と説明しない組との間に差異がなければならず，その差異を行

為との因果関係の有無に求めるからである．本稿が直接問題にしたいのはこ

の説明関係を因果関係によって捉えることが正しいかどうかではなく，行為

の理由をデイヴィドソンのように欲求－信念の組とすることが正しいかどう

かである．すなわち行為と理由の間の関係をどう理解すべきかを論じる前

に，そこで前提されている関係項の一つ ― 理由 ― の理解を問いたい．後
者の理解がデイヴィドソンと異なれば，前者の理解も変わってくることが期

待できるだろう．

行為の理由を行為者の欲求－信念の組とするのであれ，意図などの他の心

的態度とするのであれ，理由を行為者の何らかの心的態度
0 0 0 0

とする考えは「心

理主義」と呼ばれる．だが先の行為の例で「なぜ腕を上げたのか」と問われ

たとき，我々は通例「レバーを上げたいと思ったから」や「腕を上げればレ

バーを上げられると思ったから」のように心的態度に訴える形で説明するだ

ろうか．むしろ「レバーを上げたのだ」や「腕を上げればレバーを上げられ

るからだ」のように心的態度が向かっている先に直接訴えることで説明する

のではないだろうか．ここに現れている相違は一般に「作用－対象の二義性
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（act-object ambiguity）」と呼ばれるものである．「私が行為した理由は私の欲
求－信念の組である」と言ったとしても，そこで言われている「欲求」や

「信念」が作用ないし態度，すなわち私が何かを欲すること （my wanting）
や信じること （my believing） を表すのか，あるいはその対象，すなわち私に
よって欲されたもの （what I want） や信じられたこと （what I believe） を表す
のかという点はなお曖昧なままにとどまる．前者は行為者に帰属する心的な

事柄であるのに対し，後者はふつうそうは考えられない．両者が別々のもの

であることは，それぞれに異なった性質が帰属しうることからも分かる．宝

くじに当たることを欲することは珍しいことではないかもしれないが，そこ

で欲されていること，すなわち宝くじに当たることは珍しいことだろう．し

たがって，行為の理由を行為者の心的態度とするのではなく，その対象
0 0

とす

るような立場が考えられる．J.ダンシーはそうした立場を「反心理主義」と
呼んで展開し，理由を巡る論争の火付け役となった．

因果説が心理主義を前提していることはすでに確認した2．理由を行為者

の心的態度と見なすなら，理由と行為 （身体運動） の間に因果関係を想定す
ることにさほど困難はないだろう．心の哲学では，そうした心身因果を理解

するための理論的選択肢が複数用意されている．問題は理由に関して反心理

主義を採った場合である．心的態度の対象がより詳しく何であるかに関して

は種々異論があるだろうが，ここではそれを命題
0 0

とする見解と事態
0 0

 （state of 
affairs） とする見解の二つを取り上げよう．命題は真であったり偽であった
りするものであるのに対し，事態は成立したり不成立だったりするものであ

り，成立した事態 （事実） は対応する命題を真にするもの （truth-maker） で
あると一般に考えられる （cf. Textor, 2012）．理由を命題と捉えるなら，理由
と行為の間に因果関係を想定することは難しくなるだろう．命題はふつう因

果関係に立つものとは考えられないからである．他方，理由を事態と捉える

なら，事態が成立している場合に関してのみ，通常の出来事因果 （event-
causation） とは異なる事実因果 （fact-causation） を採用するという方策もある
かもしれないが，事実因果なるものが認められるかどうか自体難しい問題で

あるばかりか，それを認めたとしても，成立していない
0 0

事態の場合に関して

はそれと行為との間に因果関係を想定することはなお困難であり続ける．

以上のように，理由の心理主義は行為の因果説と折り合いのよい立場であ

るのに対し，反心理主義を採りながら因果説を採ることは難しく，それゆえ

反心理主義は反因果説を支持する．ではそもそも心理主義と反心理主義のど

ちらがよりもっともらしいのだろうか．これが本稿の主要な問いである．
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2．二種類のケース

するという行為について，その説明には「 したいと思ったから」や「p
と思ったから」などと心的態度に訴えたように見える説明と，「 したのだ」

や「pだから」などと態度の対象に直接訴えた説明の少なくとも二種類の可
能性があることをすでに示唆した．前者を暫定的に「心理的説明」，後者を

「対象的説明」と呼ぶことにしよう．それぞれの説明は典型的にどのような

場合に用いられ，そこにはどんな違いがあるのだろうか．その点について見

るために二種類に分けられる四つの事例を比較したい．夏のビーチに私は友

人と来ているとする．ふと見ると彼の背中に虫が止まっていると思い，私は

彼の背中を軽く叩いた．彼は驚いて「なんで叩いたの？」と私に訊く．私の

返答に関して，次の四つの事例を考えてみよう．

  成功例Ｄ　叩いた後，虫は彼の背中から離れて飛んでいった．そこで私
は「虫を追い払ったのだ 3」と答えた．

  成功例Ｂ　叩いた後，虫は彼の背中から離れて飛んでいった．そこで私
は「背中に虫がいたからだ」と答えた．

  失敗例Ｄ　叩いた後でよく見ると，虫だと思ったものは彼のホクロだっ
た．そこで私は「虫を追い払おうと思ったからだ」と答えた．

  失敗例Ｂ　叩いた後でよく見ると，虫だと思ったものは彼のホクロだっ
た．そこで私は「背中に虫がいると思ったからだ」と答えた．

以上の四つの事例から何が読み取れるだろうか．二つの成功例と二つの失

敗例 4はそれぞれ，「背中に虫がいる」という私の信念 5が真のケースと，偽

のケースである．両ケースにおいて背中を叩くことは虫を追い払うことを目

的としており，成功例Dではその達成された目的を挙げることで行為が説明
されている．対して失敗例Dでは，虫に関する私の信念が誤っていて目的が
達成されなかったために，達成された目的を理由として挙げることができ

ず，代わりにその目的を対象とした態度としての欲求 6が理由に挙げられて

いるように見える．続いて成功例Bでは，「背中に虫がいた」という私に
よって正しく信じられたこと ― 事実 ― が理由として挙げられている．こ
れに対して失敗例Bでは，私の信じたことは誤っていたので，それを理由と
して挙げることができず，代わりに私がそれを信じたという態度そのものが

理由として挙げられているように見える．以上から，成功例では態度の対象

が理由として挙げられているのに対し，失敗例では私の偽なる信念ゆえにそ
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れらの対象が現実的 7なものとなっていないため，それら対象を理由として

挙げることができず，代わりにそれ自身なお現実に存在している態度そのも

のが理由として挙げられているように思われる．別言すれば，行為者の信念

が真の場合には対象的説明がなされ，偽の場合には心理的説明がなされてい

る．

3．心理主義の議論

目下問題になっているのは「行為の理由は行為者の心的態度なのか，それ

ともその対象なのか」である．では行為者の信念が真の場合には行為の理由

は対象であり，偽の場合には心的態度だということになるのか．実は双方の

場合において理由は心的態度であるとする強力な議論が存在する．それは知

覚の哲学におけるいわゆる「錯覚論法」と構造がとてもよく似ているので 8，

その議論を「失敗例論法 （argument from error case）」と呼ぶことにしよう．

失敗例論法（以下のM （x） に関し，Mは心的態度を，xはその対象を表す）
  1 . 行為の理由は，現実的なものでなければならない．（現実性原理）
  2 . 行為者の信念が偽のときにも，行為の理由はある．
  3 . （1と 2より）行為者の信念が偽のときの行為の理由は，現実的な

ものでなければならない．それは現実的でないxではありえず，現実
的なM （x） である．

  4 . 行為者の信念が真であれ偽であれ，行為の理由は同じものでなけれ
ばならない．（共通原理）

  5 . （3と 4より）行為者の信念が真のときにある行為の理由も，xでは
なく，M （x） である．

まず前提 1について，行為の理由は現実的なものでなければならないとい
う原理 （「現実的」の意味については注 7を参照） は，よく説明の叙実性
（factivity） と呼ばれる性質と結びつけられる．一般に「叙実的 （factive） であ
る」とは，目的節の内容が真であることを要求するような動詞について言わ

れる．たとえば「知っている」は「私はpと知っている」が「p」を含意す
るゆえに叙実的であるのに対し，「信じている」は「私はpと信じている」
が「p」を含意しないゆえに叙実的でない．ここで説明の叙実性とは，「私が
したのは，……だからだ」のような文が「……」を含意する，すなわち

「……」の表すものが現実的だということである．たとえば背中に虫がいな

いのに，背中を叩いた理由を「虫を追い払ったのだ」や「背中に虫がいたか
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らだ」のように説明することは奇妙に響くことから，説明の叙実性は多くの

人が認めるところのものである．

前提 2は異論ないだろう．失敗例においてたとえ「背中に虫がいる」とい
う私の信念が誤っており，それゆえ虫を追い払うことに失敗したとしても，

私が彼の背中を叩いた理由がなくなるわけではない．

前提 1と 2を認めると，失敗例において行為の理由は，現実的なものでな
ければならないということが出てくる．となると「背中に虫がいる」という

私の信念は誤っており，「虫を追い払う」という私の欲求は満たされなかっ

たのだから，その信念の対象や欲求の対象は現実的ではなく，行為の理由と

はなりえないことになる．では他に行為を説明できる現実的なものはあるだ

ろうか．背中に虫はおらず私は虫を追い払わなかったが，しかし私が背中に

虫がいると信じ
0 0

，虫を追い払おうと欲した
0 0 0

ことはなお現実的である．こうし

て失敗例における行為の理由は，そうした信念態度や欲求態度だと帰結され

る．

前提 4の共通原理は，この失敗例に関する帰結を，成功例に関しても拡張
する役目を果たす．「背中に虫がいる」という私の信念が真であろうと偽で

あろうと，なぜ私が彼の背中を叩いたかの理由は変わらないと思われる．次

の例を考えてみよう．少年は病める母のため，山頂に生えている薬草を取り

に山に登り始めた．登り始めの頃には，山頂に薬草があるという少年の信念

は真だった．ところが登っている間に，少年のあずかり知らぬところで薬草

は他の動物に全部食べられてしまい，少年の信念は偽になってしまった．で

はこの信念の真偽の変化のみによって，少年が山に登る理由も変化するだろ

うか．しないと思われる．少年を山へ駆り立てるものは同じものであり続け

るだろう．

心理主義にとっては好都合なことに，成功例では「虫を追い払ったのだ」

や「背中に虫がいたから」のような説明だけでなく，「虫を追い払おうと

思ったから」や「背中に虫がいると思ったから」のような説明も可能である

ように思われる．共通原理は，後者の心理的説明こそ成功例の適切な説明の

仕方であると考えるよう人々を誘う．こうして以上の全てを認めると，失敗

例だけでなく成功例においても，すなわちどんな場合でも，行為の理由は行

為者の信念態度や欲求態度であるという心理主義的な結論が得られる．

ところで成功例において心理的説明こそ適切であるとするなら，そこで通

常与えられる対象的説明についてはどう考えればよいのだろうか．行為の適

切な説明が心理的説明と対象的説明のどちらか一方だけだと考えるなら，心

理主義は成功例における対象的説明を心理的説明の省略形にすぎないと考え
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るかもしれない （cf. Wallace, 2006, 67, n. 3）．しかしそのように考えること
は，対象的説明がもつ独自の特徴を無視してはいないだろうか．そしてその

独自の特徴こそ，次節で詳述するように反心理主義が重視するものである．

4．反心理主義の議論

本稿ではここまで行為の理由を，行為を説明する
0 0 0 0

ものの一種として理解し

てきた．しかし理由には説明の機能だけでなく行為を正当化する
0 0 0 0 0

という規範

的な機能もあり，後者の機能については主に倫理学の分野で豊富な議論が重

ねられてきた．そうして蓄積された倫理学的知見が，近年主にM.スミスや
ダンシーらの仕事によって本稿が扱う行為論的問題圏へと接続され，理由の

二つの機能とその関係について活発な議論がなされるようになった．理由の

二つの機能は，「ロミオはある理由ゆえに毒を飲んだが，実は彼にそうする

理由はなかった」という言い方が可能であることにも現れている．前者の用

い方で「理由」があるとは，ロミオの行為が（ある仕方で）説明できるとい

うことを意味し，後者の用い方で「理由」がないとは，ロミオが毒を飲むべ

きとは言えないということを意味する．前者の「理由」を「説明理由

（explanatory reason）9」，後者のそれを「規範理由 （normative reason）」と呼
ぶことにする．

二つの概念についてもう少し述べておきたい．まず説明理由について注意

すべきは，それが行為を説明するもの一般を表すのではなく，これまで本稿

で「行為の理由」と呼んできたもののみを表すということである．本稿第 1
節で，アンスコム由来の考えでは，行為は理由

0 0

が求められるものとして，単

なる身体運動はそれ以外の仕方で説明されるものとして理解されるのを見た

が，説明理由とはそのように行為を理解するのに必要なものに他ならない．

行為を説明しはするものの，行為理解にとって必要なわけではないものもあ

る．たとえば子供が見知らぬ人を前にして親の背に隠れたとき，その行為を

「この子は内気だから」のように性格に訴えて説明することは可能だが，い

かなる行為でも性格による説明が求められるわけではないゆえ，内気さは隠

れることの説明理由ではない．以下においてこれまでと同様単に「行為の理

由」と言っても，それは説明理由を意味するものとする．

次に規範理由に関して，ある規範理由が行為 を正当化するとは，それが

の良い点を与えるということ，換言すれば，その規範理由ゆえに がすべ

き行為であるということである．規範理由に関しては以下の三つの注意点が

ある．第一に，ここで「 は良い」や「 すべき」は，ある点から言われて

いるにすぎず，別の点から「 は悪い」や「 せざるべき」と言うことを許
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容するような弱い意味で言われている．たとえば私が友人の背中を叩いたこ

とは，虫を追い払うという点では良かったが，友人をびっくりさせたという

点では悪かったかもしれない．第二の注意点として，ここでの「良い」や

「べき」は道徳的な価値に関してのみ言われているわけではない．たとえば

喉が渇いた者にとって売店で水が売られていることは，その水を買うべき規

範理由となる （逆に水が高価すぎれば，そのことは水を買わずにいるべき規
範理由となる）．最後の注意点として，「正当化」には「弁解」の役割を果た

す意味があり，その意味で，たとえば （虫がいなくても） 虫がいると思った
ことや虫を追い払おうと思ったことは，私が友人の背中を叩いたことを「正

当化」する （それによってたとえば失敗に対する私の責任が軽減される） が，
しかし本稿で「正当化」はそのような主観的な意味で言われているのではな

い．というのも私がたとえいくら本気で虫がいると思い，虫を追い払おうと

思ったとしても10，そう思う
0 0

ことによって背中を叩くことが「虫を追い払

う」という良い点をもつようになり，背中を叩くべきとなるわけではないか

らである．むしろ背中を叩くべきであるのは，虫を追い払うという目的がも

つ価値と虫がいるという事実ゆえであり，したがってそれらの事実や目的が

行為を正当化するのである．すなわち，規範理由とは行為者がどう思ってい

たかという観点から行為を主観的に正当化するものではなく，それを実際に

良いものとするという点で客観的に正当化するものに他ならない．

では二種類の理由はどのような関係にあるのだろうか．成功例における友

人の背中を叩くという行為には説明理由があるだけでなく，その行為を正当

化する規範理由もある．つまりそれは「虫を追い払う」という点で良い行為

なのである．他方失敗例においては説明理由はあるものの，いると思った虫

がいなかったために，背中を叩くという行為を「虫を追い払う」という点で

正当化する規範理由がない．反心理主義は，成功例に関して説明理由だけで

なく規範理由もあるということから，さらに以下の主張に進む．「なぜ背中

を叩いたのか」という問いに対し，成功例Dでは「虫を追い払ったのだ」と
答えられ，成功例Bでは「背中に虫がいたからだ」と答えられていたが，そ
うした答えは単に行為に説明を与えているだけでなく，同時に

0 0 0

正当化も与え

ている．さらに言えば，そこで行為を説明するものと正当化するものは，す

なわち説明理由と規範理由は，同じもの
0 0 0 0

である．もちろん両者は常に同じで

あるわけではない．説明理由が規範理由でないことがありうることは，まさ

に失敗例の存在が示している．また，どんな規範理由も説明理由となるわけ

ではない．たとえば叩かれた所にちょうど友人が痒みを感じていたことを私

が知らないとき，そこを叩いたことは「痒みを和らげる」という良い点をも
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ち，よってそうすべき規範理由をもつかもしれないが，しかしその規範理由

は目下の例において私が彼の背中を叩いたことの説明理由ではない．だが両

者が一致するケースも存在し，それがまさに成功例なのである．したがって

成功例における対象的説明は，心理主義が考えるかもしれないように単に心

理的説明の省略形ではなく，正当化という独自の機能を備えたものなのであ

る．失敗例においては「虫を追い払ったのだ」や「背中に虫がいたからだ」

のような対象的説明が不可能なのではないかという問題については，次節で

扱う．以上で示された反心理主義の論拠を次のように定式化しておこう （cf. 
Dancy, 2000, 103; Alvarez, 2010）．

  理由一元論　行為 の説明理由は， の規範理由でありうるものでなけ

ればならない．

定式化が「規範理由である」でなく「規範理由でありうる」という弱い言

い方になっているのは，失敗例のように説明理由が規範理由でないことがあ

りうるからである．理由一元論を認めると，心理主義はもはや採りえない立

場となる．というのもすでに指摘したように，心理主義が行為の理由として

挙げる行為者の心的態度は，信念であれ欲求であれ，行為の規範理由とはな

りえないからである11．背中を叩くべきなのは，虫を追い払うという目的が

もつ価値と虫がいるという事実ゆえであって，私がそれらの目的や事実に対

してある態度を向けているからではない．したがって規範理由となりえない

心的態度を行為の理由とする心理主義は，誤っている．

以上の議論で心理主義は決定的に退けられたのだろうか．だが心理主義に

は以下のように応答する道がある．たしかに成功例が示すように，行為の説

明と正当化は，両者が同時に与えられることがあるほどに，互いに強く結び

ついているかもしれない．反心理主義はこの説明理由がもつ規範性との結び

つきを，説明理由が規範理由である
0 0 0

可能性として捉えていた．だが説明理由

の規範性との結びつきは，説明理由それ自身が規範理由でありうるという強

い要求を本当に含んでいるのだろうか．もし説明と正当化が二つの異なった

ものによってなされると考えたとしても，二つのものが緊密な関係にありさ

えすれば，それによって説明理由の規範性との結びつきは確保できるのでは

ないか．実際，規範理由はたしかに心的態度の対象であるが，それとは別に

説明理由はあくまで心的態度であると考えたとしても，説明理由は規範理由

と ― 後者が前者の
0

対象であるという仕方で ― 緊密に結びついている．す
なわち，行為の説明と正当化は，それぞれ心的態度とその対象という別々の



10

ものによって与えられるのだが，しかし心的態度とその対象は互いに緊密な

関係にあるゆえ，説明と正当化は同時に与えられることがあるのである．こ

のように説明理由と規範理由を別々のものとする考え （ex. Smith, 1994, 95-6; 
Wallace, 2006） を「理由二元論」と呼ぶことにしよう．心理主義は理由二元
論を採ることによって，説明理由は心的態度であるという自説を保持しなが

らも，説明理由の規範性との結びつきを確保できるように思われる．

いまや反心理主義と心理主義の間の争点は，説明理由の規範性との結びつ

きを，理由一元論のように強く解するか，それとも理由二元論のように弱く

解するかという点にある．強く解せば，「虫を追い払ったのだ」や「虫がい

たからだ」のような我々が日常的に行う対象的説明を文字通りに捉えること

でき，その点が反心理主義の利点となる．反対に，理由二元論のもとでは虫

を追い払うという目的や虫がいたという事実は正当化の役割を果たすだけ

で，説明の役割はあくまでそれらを対象とする心的態度によって果たされる

ゆえ，対象的説明を文字通りの形で認めることができない．対象的説明は

我々の日常的実践として認められるものであるから，それを認めることがで

きないことは心理主義の欠点となろう．だがすでに述べたように，あくまで

心理主義は対象的説明が心理的説明の省略形にすぎないと言い張るかもしれ

ない．もし対象的説明が心理的説明の省略形であり，成功例における本来の

説明の形は心理的説明であるのなら，対象的説明を文字通りの形で認められ

ないことは心理主義にとって欠点とはならなくなるだろう．そこで本節の最

後に，対象的説明は心理的説明の省略形ではありえないとする論拠を，対象

的説明の ― 規範的機能とは ― 別の特徴に訴えることで示し，反心理主義
への擁護を補強することにしたい．

心理主義にとって「pと思うから12」という心理的説明は，pと思うという
信念態度を理由として挙げている点で，pへの信念態度の存在にはコミット
しているが，pに関してはいかなるコミットメントも含むものではない13．

その意味で，心理主義が解する限りでの心理的説明は，pに関して中立的で
ある．この中立性は，心理主義が心理的説明を成功例と失敗例に無差別に適

用することを可能にしているものである．しかし心理的説明をこのように中

立的説明と解したとき，対象的説明が心理的説明の省略形であると考えるこ

とはもはやできなくなる．というのも「虫がいるから」のような対象的説明

は，虫がいることに対するコミットメントを含んだものだからである．「虫

がいるから」と説明しつつ，虫がいることにコミットしていないことには，

ムーアのパラドクスに類似の不適切性がある14．「pだから」という対象的説
明は，行為者の視点から行為者のコミットメントを反映させた形での説明な
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のであって，そうしたコミットメントを含まない中立的説明とは異質のもの

である．それゆえ心理主義が心理的説明を中立的説明と解するとき，対象的

説明はそのような心理的説明の省略形ではありえない．対象的説明は行為者

のコミットメントを含むという特徴をもった独自の説明なのであり，心理主

義はそうした独自の説明を無視せざるをえないという点でやはり欠点を抱え

ている．

5．反心理主義の問題

心理主義が失敗例論法において失敗例という例外的な場面を考察の出発点

として，そこで得られた帰結を成功例にも拡張したのとは対照的に，反心理

主義は成功例という通常の場面を出発点とし，行為の理由は態度の対象であ

るという洞察を導いていた．その方向性自体は正しいように思われる．しか

し成功例から失敗例に目を移すと，心理主義には生じなかった問題が生ず

る．成功例においては「 したのだ」や「pだから」のような説明こそが適
切な説明だとしても，そうした形の説明は失敗例では不可能であり，失敗例

では「 しようと思ったから」や「pだと思ったから」と説明せざるをえな
いように思われる．それゆえ，たとえ成功例において行為の理由が態度の対

象であるとしても，共通原理に従って失敗例においても理由が対象だと言う

ことはできず，少なくとも失敗例に関しては理由は心的態度であるとする他

ないように思われる．これが反心理主義の大きな問題であり，この問題ゆえ

に多くの論者は反心理主義を支持しえない立場だと考える．

この反心理主義の問題は，失敗例論法をいかに拒否するかという問題と同

じものでもある．いくら成功例における行為の理由は態度の対象だと主張し

ても，失敗例における理由は心的態度でしかありえないと認めるなら，共通

原理から，成功例における理由も心的態度だと帰結せざるをえなくなる．す

でに論じたように，共通原理を拒否することは難しい．もしそれを拒否すれ

ば，山頂に薬草があるという少年の信念が真から偽になると同時に，少年が

山に登る理由も変わることになってしまう．そこで反心理主義の旗手ダン

シーは，失敗例論法の前提 1に関して説明の叙実性を拒否することによって
問題を解決しようとした．すなわち彼は失敗例においても「 したのだ」や

「pだから」といった説明が可能であると主張したのである （Dancy, 2000, 
131-4）．しかしこれはあまりに法外な主張ではないだろうか．背中を叩いた
ことの説明として「虫はいなかったが，虫を追い払ったのだ」や，「虫はい

なかったが，虫がいたから背中を叩いたのだ」などと言うことは矛盾したよ

うに聞こえるだろう．実際この点に対しては多くの反論が寄せられた （ex. 
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Wallace, 2006, 64 f.; Alvarez, 2010, 177）．以上のように共通原理も説明の叙実
性も拒否できないなら，甘んじて心理主義を受け入れるしかないのだろうか．

そうではない．共通原理と説明の叙実性の双方を認めても，そこから心理

主義が帰結するわけではない．本稿において説明の叙実性は初め「行為の理

由は現実的なものでなければならない」という現実性原理との結びつきにお

いて導入されていた．ほとんどの論者は両者を区別することをしない．しか

し「……だから した」の「……」が現実的なことを述べていなければなら

ない （説明の叙実性） からといって，そのことだけから理由は現実的なもの
でなければならないこと （現実性原理） は出てこない．説明文の言語学的制
約に関わる説明の叙実性と，理由はいかなるものかという形而上学的問題に

関わる現実性原理とは本来区別されるべきものである．前者から後者が出て

くるのは，「……だから」の「……」が文字通りに表すものが理由であると

素朴に想定した場合である．だがその想定を捨てれば 15両者を区別すること

ができ，そして失敗例が「～と思ったから」と説明されるからといって，そ

こでの理由が「～と思った」によって表されるものだと考える必要もなくな

る．実際，私は上の想定を捨てることで説明の叙実性と現実性原理を区別

し，その上で前者を受け入れ後者を拒否する．つまり，「～」の表すものが

非現実的な失敗例では「～だから」と説明できず，「～と思ったから」と説

明しなければならないと考える点で説明の叙実性を受け入れ 16，それでもそ

こで説明者が理由として挙げているのは「～」の表すものである ― すなわ
ちそこで理由は非現実的なものである ― と考える点で現実性原理を拒否す
る．失敗例論法を退けるために本来拒否する必要があるのは現実性原理で

あって，ダンシーがその拒否によって批判を浴びた説明の叙実性ではない．

現実性原理は説明の叙実性と結びつけられることでそのもっともらしさを獲

得していたが，ひとたび両者が切り離されれば，現実性原理はその大きな根

拠を失うことになろう．

では失敗例の「～と思ったから」という説明において，説明者が理由とし

て挙げているものが行為者の心的態度ではなく，「～」の表すものだとする

と，なぜそこに「と思った」という表現が加えられているのだろうか．その

表現を加えることによって説明者は，「～」の表すものが現実的ではない
0 0

こ

とを意味しているのだと私は解する．背中を叩いたことに対する「虫を追い

払ったのだ」や「虫がいたからだ」のような説明を，虫がいなかったことに

気づいて撤回し「虫を追い払おうと思ったから」や「虫がいると思ったか

ら」のように言い直すとき，「と思った」という挿入句でもって説明者が意

味しているのは，虫を追い払うことや虫がいることが非現実的だということ
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ではないだろうか．背中を叩いた理由はあくまで虫を追い払うという目的や

虫がいるという事態なのだが，それらは現実的ではないために「虫を追い

払ったのだ」や「虫がいたから」と説明することはできず，だからこそそれ

ぞれに「と思った」という表現が付せられるのであって，その表現によって

行為者の心的態度が表されているのではないと私は考える．

失敗例の「～と思ったから」という説明において説明者が理由として挙げ

ているのは心的態度ではなく，あくまで「～」の表すものだという上の解釈

は，ともすれば突飛なものだと受け取られるかもしれない．しかし「～と思

う」のような表現で発話者が心的態度についてではなく，「～」の表すもの

について述べている例は他にも存在する．たとえば私は今夜雨が降ると思っ

ているが，そのことに確信をもっていないため「今夜雨が降ると思う」と

言ったとする．だが結局夜になっても雨は降らず，私の発言が誤っていたと

して非難されたとき，私は「いや，私がそう思った
0 0 0

ことは事実だった」など

とは反論せず，自分の発言の誤りを認めるだろう．つまり「今夜雨が降ると

思う」と言うことによって私が述べているのは，自分の心的態度についてで

はなく，あくまで今夜の天気についてなのであって，そこで「～と思う」に

含まれる「と思う」という表現は，「～」の内容の蓋然性がそこまで高くな

いことを示すために加えられている．失敗例の説明における「～と思った」

もこれに似て 17，ただし「～」の内容が確かではないことではなく現実的で

ないことを示している，と考えることはそれほど突飛ではないだろう．

以上より，反心理主義は問題なく，失敗例における行為の理由も態度の対

象であると主張することができることになる．ただしそこでの対象は現実的

なものではなく，もし行為者の信念が正しかったなら現実的であっただろう

ものであり，それゆえ行為を正当化していたであろうものである．理由一元

論によれば，行為の説明理由にとって必要なのは，行為を現に正当化するこ

とではなく，行為を正当化しうる
0 0

という規範的な力をもつことであった．失

敗例における行為の理由は，現に行為を正当化することはしないが，行為者

の信念が正しければ行為を正当化したであろうことによって，行為を説明す

る．非現実的なものが行為を説明しうることに疑念が生ずるかもしれない

が，欲求の対象による目的論的説明 18では非現実的なものによる説明はごく

ありふれたことである．「頂上の薬草を取るために山に登っている」という

説明では，行為はまだ現実的となっていない目的によって説明されている．

また，山頂に薬草がないことが判明した後でも「薬草を取るために山に登っ

た」と説明することは可能であり，そこでも行為を説明する目的は現実的と

なっていないものである．この点が理解可能なら，同様に信念の対象による



14

説明でも，非現実的なものによる説明が理解可能であるはずだろう．

6．結論

因果説は心理主義を前提し，反心理主義は反因果説を支持する．本稿は反

心理主義を擁護することで反因果説の擁護を目指した．我々は通例，成功例

においては対象的説明を，失敗例においては心理的説明を与える．心理主義

は後者を出発点として失敗例論法を構成したのに対し，反心理主義は前者を

出発点として行為の理由は態度の対象だと論じた．反心理主義の主たる論拠

は，行為を説明する理由は行為を正当化する理由でもありうるのでなければ

ならないが （理由一元論），心的態度は行為を正当化する理由ではありえな
いという点にあった．これに対して心理主義は，理由二元論を採ることで説

明理由の規範性との結びつきを弱い仕方で捉えようとしたが，それでもやは

り理由二元論では対象的説明という我々の日常的実践を単に無視せざるをえ

ないという欠点を残した （対象的説明が心理的説明の省略形だと考えること
はできないとも論じた）．このように心理主義が対象的説明をうまく扱えな

いのに対して，反心理主義は失敗例における心理的説明をうまく扱えるのか

という点が最後の問題となった．私は説明の叙実性と現実性原理を区別し，

前者を受け入れることで心理的説明を認めつつも，そこでの理由はあくまで

態度の非現実的な対象であると考えることで現実性原理を拒否した（そのこ

とによって失敗例論法も退けた）．そして心理的説明の「と思った」という

表現は行為者の心的態度を表しているのではなく，態度の対象が現実的でな

いことを表しているのだと解釈した．以上によって，心理主義に対する反心

理主義の利点が示され，かつ反心理主義の見かけ上の問題も解消された．こ

うして理由の反心理主義によって行為の反因果説が擁護されることになる．

注

 1．本稿は，日本哲学会第72・73回大会，日本科学哲学会第46・47回大会での発
表に部分的に基づいている．また本稿に対して，野矢茂樹，笠木雅史，鴻浩介

の各氏，そして匿名の二名の査読者から有益な指摘を頂いた．さらに本稿は，

科学研究費補助金・特別研究員奨励費による研究成果の一部である （課題番号
14J02940）．

 2．逆に心理主義は必ずしも因果説を前提するわけではない．たとえばフォン・
ウリクト （1971） は反因果説を採りながら，理由を心的態度としているように
思われる．

 3．成功例Dの説明文には「から」や「ゆえ」などの語が含まれていないが，行
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為に再記述
0 0 0

を与えるだけで説明を与えたことになる場合がある （cf. Anscombe, 
1957, 34 f.）．目的に訴えた説明にはこうした再記述による説明の他に，「虫を
追い払うために背中を叩いた」のように理由が目的であることを明示した，い

わゆる目的論的説明がある．再記述による説明は失敗例において「～と思った

から」と形を変えざるをえないのに対し，失敗例でもなお「虫を追い払うため

に背中を叩いた」と言うことは可能である．目的論的説明は文字通りには対象

に訴えた説明であるゆえ，それは反心理主義にとって有利なデータとなるが，

本稿ではあえて扱いにくい再記述による説明を主に扱う．目的論的説明につい

ても本稿の最後で軽く触れる．

 4．ここで言う「成功例」と「失敗例」は行為者の信念の真偽にのみ基づくもの
であって，行為者の能力や運に基づくものではない．

 5．デイヴィドソンが理由の一部としていた信念の内容は条件的なもの （ex.「背
中を叩けば，虫を追い払える」）であったが，以下では簡単のため「背中に虫

がいる」といった定言的な内容の信念のみを扱う．条件的な内容の信念に関し

ても以下の議論は同様に成り立つ．

 6．「～しようと思う」という態度は欲求というより意図と呼ぶべきだろうが，本
稿では初期デイヴィドソンの枠組みに従って欲求をもとに考えることにする．

意図をもとに考えても以下の議論はほぼ同様に成り立つ．

 7．本稿で「現実的」という語は，事態の成立
0 0

，目的の達成
0 0

，命題の真理性
0 0 0

，心

的態度の存在
0 0

の全てに当てはまる包括的な語として用いられている．

 8．行為の理由に関する論争と知覚に関する論争との間の共通点については，鈴
木，2014を参照．

 9．「動機理由 （motivating reason）」と呼ぶこともあるが，いわゆる動機づけに関
するヒューム主義と反ヒューム主義との間で問題になる「動機づけ」の概念

と，ここで言う説明理由の概念は必ずしも重ならないと私は考えるため，後者

を「動機理由」と呼ぶことは避けた．

10．欲求が規範理由となりえないかどうかに関しては議論の余地がある．ふとペ
ンキを飲みたくなってペンキを飲んでしまったような場合，そこに規範理由が

あるとすればそれはペンキを飲みたいという欲求以外にないと言われるかもし

れない．しかし私はそのような場合にも，規範理由は欲求ではなく，何らかの

一般的な価値 （たとえば快楽や好奇心） であると考える．ペンキを飲むことが
いかなる価値も目指していないように見えれば見えるほど，我々はそれを行為

として理解することができなくなるのではないだろうか．

  あるいは私の考えとは異なり，ペンキを飲むことには規範理由はない
0 0

と考え

る道もある．アンスコム流の考えでは，行為であるために必要なのは理由を求

める問いが適用可能であることであって，その問いに肯定的な答えが存在する

ことではないゆえ （Anscombe, 1957, 25），規範理由がないからといってペンキ
を飲むことがただちに行為でなくなるわけではない．

11．心的態度が規範理由となる無害な例外事例はある．たとえば私がつねに誰か
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につけられていると信じているとき，その信念内容が事実なら，その事実は私

が警察に行くべき理由となるが，たとえそれが事実でないとしても，私がそう

信じていることは私が精神科に行くべき理由となるかもしれない （cf. Dancy, 
2000, 124-5）．

12．これまでは過去の行為に対する「虫がいたから」や「虫がいると思ったから」
のような過去形での説明が例に挙げられていたが，本段落のポイントは行為者

のコミットメントにあるゆえ，ここでは現在進行中や未来の行為に対する現在

形ないし未来形での説明を例にとる．行為の理由は，現在進行中や未来の行為

も説明しうるものでなければならない．

13．本段落の議論は成功例Bに関わるものとして展開されているが，コミットメ
ントをpの真理性に対するものとしてでなく，欲求対象の価値に対するものと
して捉えれば，成功例Dに関わるものとしても理解することができる．

14．本段落の論点についてはCollins, 1997から多くを学んだ．ムーアのパラドクス
との類似性についてはDancy, 2000, 108-12で指摘されている．

15．心理主義は成功例の対象的説明を文字通りに受け取らず，反心理主義は失敗
例の心理的説明を文字通りに受け取らない．だが以下で示すように，反心理主

義は失敗例の心理的説明に一定の解釈を与えることができるのに対し，前節で

示したように，心理主義は成功例の対象的説明を単に無視する他ない．

16．説明の叙実性によれば，「～と思ったから した」という説明文は「～と思っ

た」を含意するのだから，やはりその説明文は心的態度について述べているの

だと言われるかもしれない．たしかにその通りなのだが，その含意は言語使用

から離れた文字通りの意味に関する意味論的なものであると私は解する．しか

し行為の理由が何であるかに直接関わるのは，説明者（特に行為者自身）がそ

の文を用いて何を意味するかという語用論的な含意であって，失敗例の説明に

おいて説明者は，理由が態度でなくその対象であること，そしてその対象が現

実的でないことを語用論的に意味しているのだと私は考える．また，成功例に

おいても「～と思ったから」という心理的説明が可能かもしれないと本文で述

べていたが，それは「～」の表すものが非現実的であることを語用論的に含意

してしまうため，実際のコミュニケーションでは不適切な発言だろう．

17．蓋然性の低さを表す「と思う」の使用例は，発話者が心的態度ではなく「～」
の表すものについて述べていることを示すためにのみ挙げられており，その使

用例と失敗例の説明における「と思った」との間には多くの相違点もある （た
とえば時制の違いや，前者では主語が一人称に限られるが後者ではそうでない

点など）．

18．目的論的説明については注3を参照．また目的論的説明には説明の叙実性が成
り立たない．このことに対し私は説明の叙実性の容認を限定的なものとするだ

けでよいが，心理主義にとって同様の対応は耐えがたいものとなろう．
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