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１　はじめに

　本報告の目的は、�996 年から 2009 年までの間に私が行なってきた或る質問紙調査の結果を報

告し、考察することである。これらの質問紙調査は、私の担当した講義で、導入の手がかりとし

て利用することを主たる目的として、受講生の思想史的常識や概念の意味理解を知るために実施

したものである。

　今回、いわば自家使用を目的としたこの調査の結果を報告する理由は、質問紙の中の「意志の

個数」についての質問への回答が、現代の日本人の思考様式の一端をよく示すと思われるからで

ある。それは、日本語を母語とする人々が、人間の行為について、とりわけ行為の決定過程の説

明について、西洋哲学が前提しているのとは異なる思考様式をもっている（かもしれない）こと

を、浮かび上がらせている。なお、質問紙の中の他の質問への回答も、それぞれに興味深いもの

なので、以下ではすべての質問に関して報告する。

　以下、２では、哲学の分野では主として異文化研究と交差する局面で質問紙調査が必要になる

ことを確認する。３で、調査の詳細を報告し、４で、各質問項目に関する回答を分析し、その諸

側面を考察する。５は、要約である。

２　思想の人類学あるいは実験哲学

　哲学という分野は、伝統的に、文献資料の解釈と専門家同士の議論を主たる研究方法としてき

た。そこでは質問紙調査や実験、観察といった方法は通常は必要ないものとされている。これは

たんに、研究者の方法論的な怠惰や冒険ぎらいの性癖にのみよるわけではない。むしろ根本の理
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由は、ソクラテス以来、哲学とは、人々の一人が、自らも含むその社会の人々の考え方を批判す

る活動である、と見なされて来たからだと思われる。なぜなら、一つには、哲学者は、人々の中

の一人として、「真理」「知識」「善」といった概念の基本的な理解を、他の人々と共有している。

だから、質問紙調査等を行なうまでもない。もう一つには、哲学者は人々の考え方の批判役を以

て任じているので、他の人々と違う考え方を持つことはむしろ要請される。つまり哲学者は政治

家と違って人々の考えに寄り添う必要はないため、質問紙調査等を行なって人々の見解を知る必

要はない。このように考えれば、哲学を実践するために広く一般の人々のものの見方や考え方を

調べる必要は無い、ということになる。

　上述のとおり、本報告は教室での必要から実施された質問紙調査に関わる。教室では、聴き手

の思考の前提を知らなければ物事はうまく運ばないから、聴き手側のものの見方や概念の理解度

を調べる必要は常にある。これは、上の哲学一般の条件とはやや異なる教室という条件の特殊性

である。しかしその一方で、教室という環境でも、ほとんどの場合、聴き手と話し手との間に、

哲学の議論に関する共通の基盤的認識があることは前提してよい。この点は哲学一般の条件と同

じである。例えば、教師と学生は、「本当だ」「知っている」「よい」といった哲学的に重要な言

葉を、お互いが基本的に同じ仕方で使っていると前提して差し支えない。したがって、質問紙調

査を行なえば授業方法の参考にはなるが、何か重要な問題に関して哲学的に価値のある新しい知

見が得られるとは期待しにくい。教室での必要から実施された質問紙調査が、その特殊な条件の

外でも意味をもつ可能性は低いはずである。

　本報告の扱う調査結果も、それだけ見ればなんら意外なところは無い。後に見るとおり、幾つ

かの質問について、ある程度教養ある現代の若者ならばそう答えるだろうな、という回答が寄せ

られているだけである。しかし、その回答結果（の少なくとも一部）は、西洋近代哲学の前提す

る思考様式と対比すると、その意義が見えてくる。本報告の扱う質問紙調査は、思想の人類学と

でも呼ぶべき試みの一例なのである。このような試みが必要な所以を以下に述べておく。

　日本の哲学研究は、明治期以来、主に西洋の哲学文献を解釈する作業を通じて進められてきた。

西洋諸語の諸概念は、漢語または和語に適宜置き換えられ、古典古代以来の西洋の文化的環境か

ら抜き取られて東アジアの文化的環境に置かれた。そこに生じたのは、カール・レーヴィットが

以下で描写するような、単純だが厄介な問題である。

　「もちろん〔日本の〕学生は懸命にヨーロッパの書籍を研究し、じじつまた、その知性の力

で理解している。しかし、かれらはその研究から自分たち自身の日本的な自我を肥やすべき

何らの結果も引き出さない。かれらはヨーロッパ的な概念─たとえば、「意志」とか「自

由」とか「精神」とか─を、自分たち自身の生活・思惟・言語にあってそれらと対応し、

ないしはそれらと食い違うものと、区別もしないし比較もしない。即自的に他なるものを対

自的に学ぶことをしないのである。ヨーロッパの哲学者のテキストに入って行くのに、その
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哲学者の概念を本来の異国的な相のままにして、自分たち自身の概念とつき合わせて見るま

でもなく、自明ででもあるかのような風にとりかかる。だから、その異物を自分のものに変

えようとする衝動もぜんぜん起こらない。（カール・レーヴィット �974,	��7-��8）」

　レーヴィットは、日本で教員生活を送りながら、次のような構造を見て取ったのだと思われる。

日本の学生は、西洋哲学のテキストを学んで、「意志」や「自由」や「精神」について、なかな

か上手に語るようになる。彼らの語る内容は、それぞれの勉強ぶりに応じて “Wille” や “Freiheit”

や “Geist” に適切に近似して行く。ところが、それに近似すればするほど、その日本人学生の生

活・思想・言語の中で「意志」「自由」「精神」といった概念が果たす働きは、“Wille”、“Freiheit”、

“Geist” といった概念がヨーロッパ人の生活・思想・言語の中で果たしている働きからはかけ離

れて行く。端的に言えば、日本人の哲学徒は、「意志」について語りながら、自分自身の行為
0 0 0 0 0 0 0

の

決定機構については少しも語っていない、ということが起こりうる。「意志」という言葉を使っ

て “Wille” について上手に語っても、当人の行為は “Wille” によって導かれているわけではない、

ということがあるからである。

　ここには、対象に接近すればするほど遠ざかる、という逆説がある。この逆説は、レーヴィッ

トにははっきり見えるけれど、どういうわけか日本人の西洋哲学研究者には気づくことさえ難し

い。レーヴィットはこういう次第で、日本の哲学研究者たちについて、「二階建ての家に住んで

いるようなもので、階下では日本的に考えたり感じたりするし、二階にはプラトンからハイデッ

ガーに至るまでのヨーロッパの学問が紐に通したように並べてある。そして、ヨーロッパ人の教

師は、これで二階と階下とを往き来する梯子はどこにあるのだろうかと、疑問に思う。（同上）」

と述べた。

　ところが、日本の西洋哲学研究者がレーヴィットの指摘を受け入れて内省を試み、それを通じ

て自分自身の「階下」の思考を捉えようとしても、簡単には成功しない。その原因の一つは、思

うに、内省の手続き自体がしばしば「二階」で供給された諸概念によって形づくられているから

である。哲学的に考えることは、事実上、「二階」で手に入れた「意志」や「自由」や「精神」

といった概念を使うことなのだが、これらを “ 哲学的に正しく ” 使えば「二階」から降りること

が難しく、「二階」から降りてしまえば “ 哲学的に正しく ” 考えることが難しい。誇張して言え

ば、こういう構造がある。日本の哲学者が「階下」における自分自身の思考
0 0 0 0 0 0 0

を自覚するためには、

この構造に取り込まれることの少ない人々、つまり、哲学研究者以外の普通の人々の見解から学

ぶことが不可欠である。すなわち、哲学分野で質問紙調査等の方法が必要になるのは、日本の哲

学研究者が異文化受容と哲学とが合体した状況を生きてきた結果、そういった方法によらないか

ぎり、自分および自分の同胞の “ 素の状態の ” 思考に接近しにくくなっているからである。

　哲学研究における質問紙調査等の必要性は、異文化の輸入が急務であり続けた日本のような社

会においてだけでなく、現在では、文化的多元性の著しいアメリカ合州国のような社会でも生じ
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て来ている。合州国の場合、状況は日本とちょうど逆さまになっているようである。彼の地では、

哲学者が使う概念の多くは自分の文化的背景から供給されたものなのだが、哲学者が語りかける

相手の方が、近年しばしば異文化を背景にしている。ノーブとニコルスは、「実験哲学宣言」と

名付けられた論文の中で、次のように述べている。

　「もしも、自分の哲学的直観が自分の文化的な生育環境の所産であるということを私が発

見したら、そういう文化的な生育環境にいたということはある意味で偶然的なことなのだか

ら、私は、世界や、心や、善の本性を追求する上で、自分の直観が他より優れているのかど

うか、考え直すことを迫られるだろう。これらはまったく明らかに哲学的な問いである。そ

して、答えを確定しようとすれば、私たちは自分たち自身の直観と、他の諸文化における直

観とについて、ずっとたくさんのことを知る必要がある。（Knobe	&	Nicols	2008,	��）」

　ノーブとニコルスは、質問紙調査や各種実験を行なって人々の思考様式を研究することを、実

験哲学（experimental	philosophy）と銘打っている。研究成果としては、彼らが編集した論文

集（Knobe	and	Nichols	2008）に収録されている諸研究や、マレとノーブの意図と欲求の概念に

関する研究（Malle	and	Knobe	�997;	Malle	and	Knobe	200�）、ニコルスとスティッチがフリをす

ること（pretence）について行なった実験（Nichols	and	Stich	200�,	pp.20-24）などが挙げられよ

う。

　本報告は、異文化研究と交差する局面におけるこういった実験哲学の一例である。本報告の扱

う質問紙調査は、後述の質問 4 への回答において、現代の日本人が持っている哲学的直観の一端

を明らかにしている。それを西洋における哲学的直観と適切に対比すれば、レーヴィットが指摘

した「二階と階下とを往き来する梯子」の一部分を構成するものとなると思われる。

３　調査の概要と結果

３．１　全体の概要

　調査の実施回数　質問紙調査は、全部で７回実施した。初回を �996 年 4 月 �0 日に実施し、次

いで、第２回を �997 年 �0 月 � 日に、以下順に、第３回 �998 年 4 月 2� 日、第４回 �998 年 �0 月

7 日、第５回 2007 年 4 月 �2 日、第６回 2009 年 4 月 �7 日、第７回 2009 年 �0 月 22 日というよ

うに実施した。

　調査の実施様態　第１回から第６回までの調査は、すべて前期または後期の初回の授業時の冒

頭に、「研究目的のアンケートをしますので、協力して下さい」とのみ告げて質問紙を配り、５

分から１０分後に回収する、という形式で実施した。回収後に、質問項目のねらいを簡単に説明

し、挙手によって回答分布の概略を確認し、その結果についての感想を述べた。このとき、適宜、
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受講生との質疑応答を行なった。各学期の初回授業の冒頭に実施したのは、授業内容に接する以

前の、いわば素の状態の反応を知るためである。なお、第７回は３回目の授業の冒頭に実施した

が、他の回と結果に大きな違いは出ていない。

　回答者　調査の回答者は、先述の通り、すべて私の担当した講義の受講生である。調査の実施

場所は二つの大学、南山大学と名古屋大学である。それぞれの大学ごとに実施日時に１年以上の

間隔を置き、かつ実施した学部や講義科目が異なるため、回答者の重複は生じていないと考えて

よい。回答者総数は、��2 名（各回の回答者数は後述）。日本語を母語としない学生（留学生等）

は、氏名から推定して �、4 名にとどまる。年齢別に見ると �8 歳から �9 歳が �80 名、20 歳から

24 歳が �66 名、2� 歳以上が 6 名である�。男女比は、実施時に性別を尋ねた場合と尋ねなかった

場合とがあるため、全体の比は不明である。男女比が分かっている事例については、後にその比

率を示す。

　質問紙の様式　質問数は、第１回から第４回までは５つ、第５回から第７回は４つである。質

問の項目は、それゆえ、全調査を通じて完全に同じというわけではない。だが、全調査で共通し

て質問した項目が過半を占める。また、全調査を通じ、質問紙の目立つところに、このアンケー

トが成績評価に関係がないこと、ことさら考えないで質問に対して自分が感じたことをそのまま

回答して欲しいこと、それぞれの質問に正解は無いこと、二者択一型の問いになっているがどち

らかに必ず答えて欲しいこと、の４点を注記した。年齢は何らかのかたちで全調査で訊ねたが、

上述の通り性別はそうではない。また無記名での調査と、記名での調査の両方が混在している。

　質問項目　�996 年から 98 年にかけて実施した第１回から第４回までの調査では、次の質問１

から質問５のような問いかけを行なった。第５回から第７回の調査においては、質問５－（１）、

（２）、（３）すべてを割愛した。なお、第２回調査では質問２のみ別のものに差し替えられてい

るが、これについては３．２で述べる。

質問１：日本は近代社会だと思いますか？

①	はい、そう思います。

②	いいえ、そうは思いません。

質問２：日本は東洋の伝統に属していると思いますか、それとも西洋の伝統に属していると

�	第１回から第４回までの調査では実年齢を回答するよう求めたが、第５回から第７回の調査では年齢層（�8
歳または �9 歳、20 歳から 24 歳、といった区分）で回答を求めたため、年齢ごとの正確な人数を示すこと
はできない。だが、全調査を大学の学部生対象の講義で実施したので、第１回から第４回までを見ると、
20 歳から 24 歳という区画では、ほとんどが 20 歳であり、2� 歳以上は極めて少ない。すなわち、本調査は、
ほとんど �8 歳から 20 歳までの学生を対象とした調査であることになる。なお、後述の質問項目を見れば
常識的に推定されようが、本調査においては、20 歳前後の１年刻みの年齢の相違は、回答にほとんど影響
しないと思われる。
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思いますか？

①	どちらかといえば、東洋に属している。

②	どちらかといえば、西洋に属している。

質問３：「個人主義」という言葉を思い浮かべて下さい。そして次の①と②のうちで、自分の

感じ方に近い方に丸をつけて下さい。

①	「個人主義」はよい。

②	「個人主義」はよくない。

質問４：「意志」という言葉を思い浮かべて下さい。そして次の①と②の主張のうち、賛成で

きると思われる方に丸をつけて下さい。

①	人間は、同時に複数の意志を持つことがあり得る。

②	人間は、どんな時にも一つの意志しか持ち得ない。

質問５－（１）次の〈ことわざ〉を聴いたことがありますか？	「地獄への道は、善意が敷き

詰められている」

①	あるような気がする。

②	ないような気がする。

質問５－（２）上の質問５－（１）に「①あるような気がする」と答えた人に聞きます。こ

の〈ことわざ〉は、下の①②のどちらの意味を表していると思いますか？

①	たとえ本人が善意から行動していても、結果的に、他人を地獄のように苦しい境遇

へ導いてしまうことがある。

②	いつも自分の善意を実現するように行動していないと、結果的に、地獄のように苦

しい境遇に堕ちるはめになる。

質問５－（３）上の質問５－（１）に「②ないような気がする」と答えた人に聞きます。こ

の〈ことわざ〉の意味を推定してみて下さい。下の①②のどちらの意味を表していると

思いますか？

①	たとえ本人が善意から行動していても、結果的に、他人を地獄のように苦しい境遇

へ導いてしまうことがある。

②	いつも自分の善意を実現するように行動していないと、結果的に、地獄のように苦

しい境遇に堕ちるはめになる。
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　上述の通り、2007 年から 2009 年にかけて実施した第５回から第７回の調査においては、上の

質問１から４までのみを訊ね、質問５－（１）、（２）、（３）は割愛した。

３．２　各回の結果

第１回の調査

調査の条件	 実施日は �996 年 4 月 �0 日、実施場所は南山大学。回答者数は �28 名、女 82 名、男

46 名である。

調査の結果	 質問１：①近代社会と思う ���（90％）2

	 　　　　②思わない ��（�0％）

	 質問２：①東洋に属す 9�（7�％）

	 　　　　②西洋に属す �7（29％）

	 質問３：①個人主義はよい 8�（6�％）

	 　　　　②よくない 4�（��％）

	 質問４：①意志は複数ある �07（84％）

	 　　　　②意志は一つ 2�（�6％）

	 質問５－（１）：①聞いたことがある �（4％）

　　	 　　　　　　　　②無い �2�（96％）

	 質問５－（２）：①善意は裏目に出る �（�00％）

	 　　　　　　　　②善意を捨ててはならない 0（0％）

	 質問５－（３）：①善意は裏目に出る 9�（76％）

	 　　　　　　　　②善意を捨ててはならない �0（24％）

第２回の調査結果

調査の条件	 実施日は �997 年 �0 月 � 日、実施場所は南山大学。回答者数は 7� 名、うち女 44 名、

男 27 名である。

調査の結果	 質問１：①近代社会と思う 62（87％）

	 　　　　②思わない 9（��％）

	 質問２：「犠牲」という言葉を使って短文を作るよう求める。従って、回答の集計	

　　　　は不成立。

	 質問３：①個人主義はよい 4�（�8％）

	 　　　　②よくない �0（42％）

	 質問４：①意志は複数ある 6�（89％）

	 　　　　②意志は一つ 8（��％）
2	選択肢のそれぞれの回答数と百分率を併記する。以下同じ。
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	 質問５－（１）：①聞いたことがある 2（�％）

	 　　　　　　　　②無い 69（97％）

	 質問５－（２）：①善意は裏目に出る 2（�00％）

	 　　　　　　　　②善意を捨ててはならない 0（0％）

	 質問５－（３）：①善意は裏目に出る �4（78％）

	 　　　　　　　　②善意を捨ててはならない ��（22％）

第３回の調査結果

調査の条件	 実施日は �998 年 4 月 2� 日、実施場所は名古屋大学。回答者数は �8 名、うち女 �7

名、男 2� 名である。

調査の結果	 質問１：①近代社会と思う �4（89％）

	 　　　　②思わない 4（��％）

	 質問２：①東洋に属す ��（82％）

	 　　　　②西洋に属す 7（�8％）

	 質問３：①個人主義はよい 29（76％）

	 　　　　②よくない 9（24％）

	 質問４：①意志は複数ある ��（92％）

	 　　　　②意志は一つ �（8％）

	 質問５－（１）：①聞いたことがある 0（0％）

	 　　　　　　　　②無い �8（�00％）

	 質問５－（２）：①善意が裏目に出る 0（％）

	 　　　　　　　　②善意を捨ててはならない 0（％）

	 質問５－（３）：①善意が裏目に出る �4（89％）

	 　　　　　　　　②善意を捨ててはならない 4（��％）

第４回の調査結果

調査の条件	 実施日は �998 年 �0 月 7 日、実施場所は南山大学。回答者数は �0� 名、うち女 62

名、男 4� 名である。

調査の結果	 質問１：①近代社会と思う 98（9�％）

	 　　　　②思わない 7（7％）

	 質問２：①東洋に属す 80（76％）

	 　　　　②西洋に属す 2�（24％）

	 質問３：①個人主義はよい 7�（70％）

	 　　　　②よくない �2（�0％）
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	 質問４：①意志は複数ある 89（8�％）

	 　　　　②意志は一つ �6（��％）

	 質問５－（１）：①聞いたことがある 6（6％）

	 　　　　　　　　②無い 99（94％）

	 質問５－（２）：①善意が裏目に出る �（8�％）

	 　　　　　　　　②善意を捨ててはならない �（�7％）

	 質問５－（３）：①善意が裏目に出る 87（88％）

	 　　　　　　　　②善意を捨ててはならない �2（�2％）

第５回の調査結果

調査の条件	 実施日は 2007 年 4 月 �2 日、実施場所は名古屋大学。回答者数は 74 名、男女比は

不詳。

調査の結果	 質問１：①近代社会と思う 64（86％）

	 　　　　②思わない �0（�4％）

	 質問２：①東洋に属す 64（86％）

	 　　　　②西洋に属す �0（�4％）

	 質問３：①個人主義はよい 42（�7％）

	 　　　　②よくない �2（4�％）

	 質問４：①意志は複数ある 64（86％）

	 　　　　②意志は一つ 9（�2％）〔「意志」の定義によると注記して無回答の者 �。〕

	 質問５：実施せず。

第６回の調査結果

調査の条件	 実施日は 2009 年 4 月 �7 日、実施場所は名古屋大学。回答者数は �0� 名、男女比は

不詳（ただし、工学部対象の講義で実施しており、当該講義の全受講登録者 �08 名

のうち、女子学生は 9 名である。）

調査の結果	 質問１：①近代社会と思う 90（89％）

	 　　　　②思わない ��（��％）

	 質問２：①東洋に属す 6�（60％）

	 　　　　②西洋に属す 40（40％）

	 質問３：①個人主義はよい 68（67％）

	 　　　　②よくない ��（��％）

	 質問４：①意志は複数ある 86（8�％）

	 　　　　②意志は一つ ��（��％）
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	 質問５：実施せず

第７回の調査結果

調査の条件	 実施日は 2009 年 �0 月 22 日、実施場所は名古屋大学。回答者数は �� 名、男女比は

不詳。

調査の結果	 質問１：①近代社会と思う 26（74％）

	 　　　　②思わない 9（26％）。

	 質問２：①東洋に属す �0（86％）

	 　　　　②西洋に属す �（�4％）。

	 質問３：１回～６回とは選択肢の順序を入れ替えて行なった。

	 　　　　①個人主義はよくない �2（�4％）

	 　　　　②よい 2�（66％）。

	 質問４：１回～６回とは選択肢の順序を入れ替えて行なった。

	 　　　　①意志は一つ �（9％）

	 　　　　②意志は複数ある �2（9�％）。

	 質問５：実施せず。

４　結果の考察

４．１　質問１と質問２について

　質問１は、日本は「近代社会」だと思うか思わないか、質問２は、日本は「東洋の伝統」と

「西洋の伝統」のどちらに属すと思うか、をそれぞれ問う。この二つの問いは、直接には現代日

本を社会類型としてどう分類するか訊ねる問いであるが、むしろ、調査のねらいは、「近代」と

いう概念を問題として取り出し、授業への導入として利用することにあった。

　「近代」とは、語義の表層では「古代」や「中世」のような一つの時代区分であるが、もとよ

りこれに加えて、科学や資本制経済、民主政治といったヨーロッパ的な社会制度をともなう、と

いう了解がある。アンソニー・ギデンスは、おおまかな定義として「「近代」とは、１７世紀頃

にヨーロッパに出現し、その後、おおむね世界中に影響を及ぼすにいたった社会生活ないし社会

組織の様態を指す（Giddens	�990,	�）」と述べている。他方、「伝統」とは、辞書的には、歴史的

に受け継がれている風習、制度、思想などを指す。「近代」が１７世紀以降のヨーロッパに成立

した生活様式を指すならば、東洋的なものは近代的なものではないから、本調査の質問１と質問

２は、すでに一つの緊張をはらんでいるわけである。

　第１回調査の際、事前の予想として、質問１では「近代社会だと思う」が多数を占め、質問２

では「東洋の伝統に属すと思う」が多数を占めるだろうと考えた。予想どおり第１回調査におい
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て、「近代社会だと思う」は 90％（��� ／ �28）、「思わない」は �0％（�� ／ �28）であり、「東洋

の伝統に属す」は 7�％（9� ／ �28）、「西洋の伝統に属す」は 29％（�7 ／ �28）であった。

　質問１の回答分布は以後の調査でもあまり変わらなかったが、質問２については、「東洋の伝

統に属す」が 60％に止まる回（第 6 回調査、6� ／ �0�）もあれば、86％に達する回（第５回調

査、64 ／ 74）もあった。第６回は工学部の１年次生を対象とする一般教養科目（哲学）の講義

での調査、第５回は文学部の２年次生以上を対象とする専門科目（倫理学概論）の講義での調査

であるから、受講生が他の講義・演習等から常日頃得ている情報によって回答分布が左右された

とも考えられる。例えば、電子工学専攻の学生と日本文学専攻の学生とでは、自らの伝統に関す

る認識が異なっても不思議はない。

　全調査を通算すると、日本は「近代社会だと思う」が 89％（489 ／ ��2）、「思わない」は ��％

（6� ／ ��2）である。また「東洋の伝統に属すと思う」は 74％（��7 ／ 48�）�、「西洋の伝統に属

すと思う」は 26％（�24 ／ 48�）である。以下の表１はそれぞれの質問の全体での回答分布を示

す。

　この二つの質問は上述の通り、授業への導入のための問いかけである。この調査結果を承けて、

次のように語ることが可能である。「この教室の多くの人は、日本を近代社会と考えつつ、東洋

の伝統に属する、と考えている。日本は近代西洋のような社会であると考えつつ、近代西洋とは

異なるものであると考えているわけである。この考えは私たちの多くにとって自然だが、実は私

たちの生活と思想に潜む歴史的な矛盾ないしねじれ
0 0 0

を示唆している……」	こういう指摘は、西洋

近代思想史への導入としても、近代化にともなう日本の思想的諸問題への導入としても役立った。

�	第２回調査で質問２を差し替えたため、標本の総数が減っている。

表１
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４．２　質問３について

　質問３は、「個人主義」はよいのか、よくないのか、という直感的な評価を訊ねている。20 歳

前後の大学生の直感がどちらに傾くか知りたい、という純然たる好奇心からの質問であり、第１

回調査の際、事前の予想は特になかった。

　結果を見てみると、第１回調査では、「個人主義はよい」6�％（8� ／ �28）「よくない」��％

（4� ／ �28）となった。第７回調査では、あえて選択肢の順を入れ替えて、①「よくない」、②

「よい」として調査を実施したが、「個人主義はよい」66％（2� ／ ��）、「よくない」�4％（�2 ／

��）となった。「個人主義はよい」という直感は、選択肢の配列順によって影響されるようなこ

とはなく、一貫して回答者の６割弱から７割強の範囲で保有されている。下の表２は、各回の調

査結果を百分率表示で示したグラフである。

　「個人主義」という言葉は、しばしば利己主義を含意するから、否定的な評価が下されても不

思議はない。例えば、２０世紀半ば頃のフランス語では、“individualisme” という言葉には英語

では見られない「傲慢」や「思い上がり」といった含みがあり、「個人に関心を集中することが、

それに優る社会的な諸価値を害するという強い示唆、つまり軽蔑的な含意を通常ともなったし、

今でもともなっている（Lukes	�97�,	7）」との指摘がある。日本語の「個人主義」は、かつては

「わがまま」とほぼ同義であり、議論の余地なく否定されるべきものだった。キャロル・グラッ

表２
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クは、１９世紀末から２０世紀前半にかけての日本について、次のように指摘している。

　「日本の思想家たちは、同時期のドイツの思想家たちと同様、近代化がもたらす社会的帰

結の潜在的な脅威から国家を防衛するのを助けるため、国家的な統合を追求しただけでなく、

“ 内的で精神的な復興 ” を追求した。……彼ら〔明治期のエリートたち〕は、潜在的に気まぐれ

でわがままな諸要素を制圧する手段として、愛国心と社会的調和とを熱心に説いた。……こ

れ〔制圧の対象〕には、個人主義や社会主義といった到底受け入れがたい外来思想を意識的

に提唱する者たちや、意識的にではなくても、物質主義と個人的成功に取り憑かれた不健全

な西洋的態度に追随する者たちが含まれた。（Gluck	�98�,	�8）」

　個人主義を批判する典型例を以下にいくつか挙げておこう。陸羯南は明治 22（�889）年 2 月

�2 日の『日本』の社説、「国民的の観念」において、「各人主義」「各個人」についてこう記して

いる。

　「国家統一の大義を忘れ、徒に人民各自の私益をのみ主張することは各人主義の通弊にて

……（陸羯南全集	第二巻、6）」

　「各個人を以て直ちに之を宇内の上に置き、国家の範囲を打破し去らんとするが如きは、

吾輩は之を二三学者の夢を買ふたる者と謂はざるを得ず（同上、7）」

　「各人主義の横逸を拒がんと欲せば宜しく国民的の観念を発揮すべし。（同上、7）」

　明治 4�（�9�0）年、山縣有朋は「社会破壊主義論」と題する意見書において、次のように述

べている。4

　「今ノ社会主義ナル者ハ唯単純ナル貧苦ノ余憤ト謂フノミナラス近代ノ物質的文明ノ余勢

トシテ旧来ノ家国ヲ本位トスル倫理道徳ノ観念ノ動揺シテ遂ニ個人自主本位ノ道徳観念ニ推

移シタルニ根由ス（大山編 �966、��8）」

　「専ラ国家思想ノ涵養ニ努メ個人主義ヲ排除スヘシ（大山編 �966、��9）」

昭和 �2（�9�7）年の『國體の本義』において、個人主義排撃の傾向はさらに顕著になる。

　「個人主義の行詰りは、欧米に於ても我が国に於ても、等しく思想上・社会上の混乱と転

換との時期を将来している……（『國體の本義』�-6）」

　「天皇と臣民のとの関係を、単に支配服従・権利義務の如き相対的関係と解する思想は、
4	陸羯南、山縣有朋については Gluck	�98� の記述から学んだ。
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個人主義的思想に立脚して、すべてのものを対等な人格関係と見る合理主義的考へ方である。

……抽象せられた個人を基本として、逆に国家を考へ又道徳を立てても、それは所詮本源を

失つた抽象論に終るの外はない。（『國體の本義』��）」

　「我が国の教育は……個人主義教育学の唱へる自我の実現、人格の完成といふが如き、単

なる個人の発展完成のみを目的とするものとは、全くその本質を異にする。（『國體の本義』

�2�）」

　「明治維新以来、西洋文化は滔々として流入し、著しく我が国運の隆昌に貢献するところ

があつたが、その個人主義的性格は、我が国民生活の各方面に亙って種々の弊害を醸し、思

想の動揺を生ずるに至った。（『國體の本義』�48）」

　このように、１９世紀末から２０世紀前半の言説では、個人主義の否定的評価は当然のこと

だった。ただしもちろん夏目漱石のように、個人主義を肯定的にとらえた人物もいる。大正 �

（�9�4）年の講演「私の個人主義」で、漱石は自分の立場を、「我は我の行くべき道を勝手に行く

だけで、そうしてこれと同時に、他人の行くべき道を妨げない（三好編 �986、pp.��0-���）」立

場として描写し、それは「党派心がなくって理非がある主義（三好編 �986、p.��0）」であると説

明する。だが、漱石にしても、個人主義に対する否定的な見解を無視するわけにはいかなかった。

聴衆に向かって、「私のここに述べる個人主義というものは、決して俗人の考えているように国

家に危険を及ぼすものでも何でもない（三好編 �986、p.��0）」と述べ、「近頃自我とか自覚とか

唱えていくら自分の勝手な真似をしても構わないという符牒に使うようですが、その中には甚だ

怪しいのが沢山あります（三好編 �986、p.�2�）」と注意することを忘れていない。聞き手の側に、

個人主義はよくない、という漠然とした了解があったものと推定される。

　ずっと下って �990 年代に、佐伯啓思は「戦後民主主義というのは国家を否定して、個人から

出発する」という認識にたち、「西洋発の近代主義、進歩主義の発想ではだめだ、日本でいえば

戦後日本の近代主義ではだめだ」と述べている（小熊 2002,	822）。このように「個人主義はよく

ない」とする語り方や感じ方は、現代でも常に存在するし、私たちの調査結果を見ても、若者の

３割から４割前後は現にそのように感じると答えている。

　こうした傾向にも関わらず、本調査において、若者の６、７割が「個人主義はよい」と答えて

いる。本調査では、質問紙の冒頭に、「ことさら考えず、質問にたいして自分が感じたことをそ

のまま答えて下さい」という注意書きを掲げ、回答する時間もごく短く設定してある。これらの

回答は、それゆえ、個人主義という概念の思想史的に正確な理解に基づくものではない。「個人

主義はよい」という回答は、いわば無反省に行なわれた “ 素の ” 反応と見なしてよいだろう。ま

た従って、「個人主義」という言葉から、利己主義を連想するのか、日々の個人生活の自由を連

想するのかによって、同一人物でも回答が違ってくるだろう�。要するに、この調査結果は、個
�	こうした回答の変動が、調査終了直後に行なった質疑応答の中で確認できた場合もある。
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人主義思想の確固とした自覚的な保有を意味するものではない。そうではなくて、この結果は、

社会生活や対人関係の漠然とした気分を表すものであろう。それは、自分のやりたいようにやっ

ていこうという気分、あるいは、あれこれ口出ししないで放って置いてくれといった気分なので

はないか。現代の大学生がこういう気分でいることに大きな驚きはない。だが、上で見た言説の

歴史を振り返ると、あらためて興味深いことではある。

４．３　質問５について

　質問４の吟味は後回しにして、質問５を取り上げる。質問５は、「地獄への道は、善意が敷

き詰められている」ということわざの意味理解を問う。このことわざは、明らかに英語の “the	

road	to	hell	 is	paved	with	good	 intentions” の翻訳である。選択肢に掲げた二つの解釈のうち、

①6は、私の知る限り、このことわざの日本での通常の解釈である。他方、②7の方は、オクス

フォード現代英英辞典第４版の “road” の項で、このことわざの意味として、“people	may	be	

blamed	or	punished	as	a	result	of	not	putting	into	practice	their	original	good	motives（人間は、

もともと持っているよい動機を実践しないでいると、結果として咎められたり罰せられたりする

ことがある）” とあるのにもとづく。選択肢②は、これを①と合うよう変形したものである。こ

の解釈によれば、このことわざは、善意志の実践が天国に入る必要条件である、と戒めているこ

とになる（たぶん、善意志の実践のほかに神の恩寵が要るのだろう）。つまり、これは強くキリ

スト教的な解釈である。

　選択肢②の意味の使用例をウェブ上で検索すると8、With	Love	and	Prayers:	A	Headmaster	
Speaks	to	a	New	Generation9（『愛と祈りとともに：校長先生が若い世代に語る』）という本の一

節が見つかる。それには、著者が９年生だったとき、英語の授業の読書レポートを期限内に提

出できないことがあり、「ほんとにやろうとしたんですけれど、とても忙しくて」と言い訳する

と、先生が、「ジャーヴィス君、地獄への道は善意が敷き詰められているのですよ（Mr.	Jarvis,	

the	road	to	hell	is	paved	with	good	intentions）」と言った、とある（Jarvis	200�,	280）。この後

に、パウロの「わたしは自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをする」�0 という一

節が引かれている。この先生の発話の趣旨は、明白に、善なる意志を実践しない者は地獄に堕ち

�	「たとえ本人が善意から行動していても、結果的に、他人を地獄のように苦しい境遇へ導いてしまうことが
ある」

�	「いつも自分の善意を実現するように行動していないと、結果的に、地獄のように苦しい境遇に堕ちるはめ
になる」

�	http://books.google.co.jp/books?id=BbdnmuuB��8C&pg=PA279&dq=the+road+to+hell+is+paved+with+g
ood+intentions&as_brr=�#v=onepage&q=the%20road%20to%20hell%20is%20paved%20with%20good%20in
tentions&f=false

�	F.	Washington	Jarvis,	With	Love	and	Prayers:	A	Headmaster	Speaks	 to	a	New	Generation. 	David	R.	
Gordine	Pub,	200�.

10	ローマの信徒への手紙：7-��
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るということである。ただし、もちろん英語でも選択肢①の意味の使用は一般的である。辞書の

説明としては、The	American	Heritage	Dictionary	of	 Idioms に「Well-intended	acts	can	have	

disastrous	results（よい意図の行為が破滅的な結果を持ちうる）」という記載が見られる��。選択

肢①の解釈も②の解釈も、辞書記載事項に即して、英語の環境ではそれぞれ可能ということにな

る。

　質問５のねらいは、「善なる意志の働きを信ずる」という「善意」についてのキリスト教的な

メッセージが日本人に届いているかどうかを確かめることである。事前の予想は、当然ながら、

日本人はキリスト教的な「善意」について知ることが少なく、圧倒的多数が選択肢①の解釈を取

るであろう、というものであった。そもそもこの質問５を思いついたのは、私自身が選択肢①の

解釈しか知らなかったため、選択肢②のキリスト教的解釈を知って大変驚いた、という体験に由

来している。いったいこのような解釈を取る人々が日本人の中にいるのだろうか、と疑問に思い、

調べてみようと考えたわけである。

　翻訳のことわざであるから、知らない者もいると予想された。そこで、まず質問５－（１）で、

聞いたことがあるかないかを訊ね、その後質問５－（２）、（３）で、聞いたことがある者とない

者とにそれぞれ解釈を訊ねるという形式を取った。かなり多くの回答者がこのことわざを聞いた

ことがあるだろうと予測したのだが、現実には、ほとんどが「聞いたことがないような気がする」

という結果であった。

　質問５を実施したのは第１回から第４回までの調査に限られる。総回答者数 �42 のうち、聞

いたことがあると答えた者は、わずかに ��（4％）にとどまった。そのうち、選択肢①が �2

（92％）、②が �（8％）である。聞いたことがない者は �29（96％）、選択肢①が 27�（8�％）、②

が �6（�7％）である。この調査で初めてこのことわざに接した者は、これを前後の文脈から切

り離して提示される。そういう場合の第一感の意味解釈として、①が 8�％、②が �7％であった

ということは分かる。だが、この結果からこれ以上意味のある推定をするのは無理だろう。むし

ろ、最大の発見は、このことわざが或る程度教養ある大学生たちにほとんど知られていない、と

いう事実の方かもしれない。

４．４　質問４について

　質問４は、個人が同時に持ちうる意志の個数を訊ねる。英語（おそらく一般にヨーロッパの諸

言語）では、後に見るとおり、will は一人に一つしかない。ところが、私の言語直観では、意志

は一人の人間が同時に複数持つことがありうる。もしも日本語の使用者が一般に意志は一人に同

時に複数あり得ると考えているならば、「意志」は “will” とは違う何かの名前であることになる。

11	http://books.google.co.jp/books?id=9re�vfFh04sC&pg=PA�42&dq=the+road+to+hell+is+paved+with+goo
d+intentions&lr=&as_brr=�#v=onepage&q=the%20road%20to%20hell%20is%20paved%20with%20good%2
0intentions&f=false
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質問４のねらいは、意志の数を聞くことによって、will と意志の違いを浮かび上がらせることで

ある。事前の予想は、「意志は複数ある」という回答が大多数を占めるだろうというものだった。

全調査を集計すると、「意志は複数」が 86％（476 ／ ����2）、「意志は一つ」が �4％（7� ／ ���）

となった。表３は全調査の集計、表４は調査各回の推移を、それぞれ百分率表示で示している。

表４から分かるように、「意志は複数」と考える者は、毎回安定して 80％代半ばから 90％を少し

越える程度を占める。なお、第７回調査では回答選択肢の順序を入れ替え、①が「意志は一つ」

②が「意志は複数」という順で訊ねたが、結果に変化はない。日本語の使用者はその８、９割が、

「意志」について一人に同時に複数あり得ると考えていることが分かる。

　さて、英語の使用の慣例として、will は一人に一つである。それをまず確認しておく。証拠と

してロジャース・アルブリットンの論文の一節を、原文と訳の両方で挙げておく。

   “An annoying ambiguity of the noun “will” must be dealt with, however summarily. 

Consider: “She went to work with a will” (what will? well, a will to please, or to succeed, 

or the like); or, “He has a fierce will to live”; or the cartoon in the New Yorker of a 

televised message card reading “Please stand by. We have temporarily lost the will to 

continue.” In these contexts “will” is a noun like “wish,” though for some reason it has 

no such common plural as in “They ignored my wishes.” (One doesn’t have wills. I can’t 

think why not.)”（Albritton 1985 [Watson (ed.) 2003, 413] イタリックは原文）

12	第５回調査で、「意志」の定義によって回答は変わる、と答えた者が � 名いたため、回答総数が ��� になっ
ている。

表３ 表４
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　「「will」という名詞の厄介な曖昧さを、たとえ大雑把にではあれ、扱っておかなければな

らない。次のような例を考えてみよう。「彼女は意志をもって働きに行った」（どんな意志な

のだろう？	たぶん、人を喜ばせる意志、とか、成功しようという意志、といったものだろ

う。）「彼は、生きようとする激しい意志を持っている。」ニューヨーカー誌にあったテレビ

放送のお知らせの漫画：「そのままお待ち下さい。さしあたって、続ける意志を失くしまし

た」。こういった文脈では、「will」は「wish」のような名詞である。だが、何らかの理由で、

「彼らは私の願いを無視した」というような普通の複数形を持たない。（人は複数の意志
0 0 0 0 0

を

持っていない。なぜなのか私には分からないが。」

　簡単に言えば、“They	ignored	my	wishes .” は英語だが、“They	ignored	my	wills .” は英語では

ない、なぜなら “One	doesn’t	have	wills .” であるから、ということである。

　私は、�992 年の秋、当時滞在していたプリンストン大学で、ハリー・フランクファート教授

（Harry	Frankfurt）の大学院セミナーにおける教材の一つとして、このアルブリットンの論文に

遭遇した��。そして “One	doesn’t	have	wills .” という一節に引っかかった。「意志は複数ありうる

だろう」と感じ、納得できなかったのである。セミナーの席で、「なぜなのか？」と訊ねたとこ

ろ、教授は奇妙な質問に戸惑いつつ、かつ面白がりつつ、必ずしも哲学的な説明ではないが、と

いう留保を与えた上で、大略、次のような説明を示した。

　「例えば、王が「こいつを縛り首にしろ。それが my	will だ！」と言う、といった状況はあ

りえなくはない。が、こういう will の使い方はそう多くはないはずだ。通常、will は決定を

下す一つの機能 a	faculty であると感じられていて、人は、生まれてから死ぬまで、その一つ

の機能の働きにおいて、決定を下しつつ生きる。人のその都度の決定は、いわば一生持続す

る will の連続体の、その時刻における断面に相当する。人は生涯ずっと同じ一つの will であ

り続けるし、人々は相互に異なった will なのである。」

　以上の説明は、フランクファートの回答と、客員教授としてプリンストンに滞在中で、同じセ

ミナーに出席していたヨーク大学教授（当時）のロジャー・ウルハウス（Roger	Woolhouse）に

よる補足を、私が記憶しているかぎりで再現したものである。もとよりこの説明が英語圏の思考

の習慣として的外れなら、それは筆者の責任であるが、たぶんそういうことはないであろう。ア

ルブリットンは、説明の必要がないくらい当たり前のこととして、「One	doesn’t	have	wills .」と

記している。フランクファートの説明は、ウルハウス他、セミナーに出席していた十数名の学生

たちから異論を呼んだりはしなかった。英語の思考の習慣として、「will は一人に一つ」なので

ある。この思考の習慣は、will が神 God を見いだす人間固有の心的装備として導入された思想史
13	この体験については、田村 2007 他いくつかの論文で断片的に紹介したことがある。
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的事実を考えると、God が一つであるというキリスト教の思考の習慣と深く関わると思われる。

自分自身の唯一なる will によって唯一なる God を見いだす、というつながりである。�4

　なお、私が、日本に帰国してから、あるフランス人留学生（女性）に尋ねたところ、“volonté”

は一人に一つとの回答であった。また、日系ブラジル人留学生（女性）に尋ねたところ、ポルト

ガル語の “força	de	vontade” は一人に一つとの回答であった。しかし面白いことに、この女性は、

このときさらに少し考えて、「でも私は複数あると思う」と日本語で付け加えた。組織的に調査

すべきであるが、おそらくキリスト教文化圏のヨーロッパ諸言語では、will、volonté、força	de	

vontade、Wille などは「一人に一つ」とする思考の習慣があると推定される。

　西洋哲学は、西洋諸語の思考の習慣の上に築かれている。「will は一人に一つ」であることは、

確認するまでもない思考の前提である。例えば、ホッブズは the	will についてこう述べている。

「熟慮の中で、行為または行為の取り止めに直接に接続する最後の欲求または嫌悪が、私たちが

the	will と呼ぶものである。（Hobbes	�99�,	44）」	こういった一節を読むと、哲学研究者の関心は

will が欲求や嫌悪という感情の一種として語られている点に向かいがちである。だが、むしろ、

「最後の（the	 last）」欲求または嫌悪として語られている点に注意すべきである。最後のものは、

定義によって一つしかありえない。因果的・機械論的な人間観をとって自由意志という伝統的概

念を却けたホッブズのような哲学者でも、will が一つということは思考の前提である。

　あるいはドナルド・デイヴィドソンの行為論のような、洗練された現代の哲学的分析でも、現

実の行為を帰結する唯一の最終的な決定を取り出そうという関心が、分析を突き動かしている事

実がある。次の一節を見てみよう。

　「意図的行為の事例を考え直してみよう。私は何か甘いものが食べたい、すなわち、私

は、自分が何か甘いものを食べることは望ましい、ということを心に抱く。私は、このキャ

ンディが甘いと信じる。そこで、私がこのキャンディを食べることは、私が何か甘いものを

食べることの一例であって、私は自分がこのキャンディを食べることを望ましいと結論す

る。何も道を阻むものはないから、私はそのキャンディを食べる。─結論は行為なのであ

る。しかし、結論が行為であるということは、また、私がこの結論を、行為に対する直示的

指示を用いて表すことができることを意味している。すなわち、〈私のこの行為、すなわち、

この現時点でこのキャンディを食べる私による行為、は望ましい〉である。（Davidson	�980	

[�978],	96）」

　　この分析においてデイヴィドソンは、行為者が最初に抱く「自分が何か甘いものを食べるこ

14	「神と人との関係において確かめられることは神の意志だけであるから、人は神に対する自分の応答を、思
考や知覚の働きを通じて行うことはできない。そうではなくて、自分が服従するかしないかということに
よってのみ、つまり人の意志によってのみ、応答することができる。（Dihle	�982,	��）」
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とは望ましい」という判断は、甘いものを食べるという行為全般に関する評価であると見ている。

世の中にはいろいろな甘いものがあり、そういったいろいろなものを食べる行為の総体が、とり

あえず望ましいものとして評価されていると考えるわけである。そして、人間が現実に行為する

とは、こういう複数の事例を含む全般的な判断から、この
0 0

キャンディ（this	candy）を食べると

いう私のこの
0 0

行為（this	action	of	mine）が望ましい、という単独の事例に関わる最終的な判断

へと至るということだ、と考えている。デイヴィドソンは、この最終的な判断が「意図ないし意

志の概念 the	concept	of	 intention	or	will」に対応するものであることを認めている（Davidson	

�980	[�978],	�02）。

　近現代の西洋哲学では、“will” や “intention” が関わるのは��、人がさまざまな選択肢の中から

一つを
0 0 0

選び取り、その現実化
0 0 0 0 0

としての、実際の行為を決定する働き、またはその働きを担う何も

のか、なのである。その何ものかは、神 God との関わりはひとまず措いて行為を身体運動にま

で還元して考えてみると、一人の人間が一つの身体しか持たず、同一時刻に一つの身体運動しか

なし得ない以上は、一人に一つしかない。

　しかし、日本語の使用者は、その９割近くが、意志が一人の中に同時に複数あり得ると考えて

いる。この一点において、意志は will と対応しない。私たちは、さまざまな選択肢の中からいく
0 0

つか複数を
0 0 0 0 0

選び出す働きを、「意志」と呼んでいることになるだろう�6。この場合、実際の行為

としてそのうちのどれが現実化するのかは、もっぱら意志が決めているというわけではない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

こと

になる。なぜなら、もっぱら行為者の意志が決めているのだとすると、人間の身体が同一時刻に

一つの身体運動しか為し得ない以上、意志は最終的に一つになるはずだからである。つまり、行

為を最終的に決定するものＸは、身体が一つ、行為が一つである以上一つでなければならない。

will とはそのＸである。だが意志が同時に複数あり得るのなら、意志はそのＸではない。

　意志が複数あるという日本語の環境では、選択肢を一つに絞り込む働きをになうＸはいったい

何になるのだろうか？	この問いに答えることは本報告の範囲を越えるが、山崎正和の言葉を以

下に紹介しておこう。

　「あることをやりたいと思い、あるいは、やらなければと考へるのが人間の自由意志だと

すれば、あまりにも自明なのは、それと、現実に「やる気になる
0 0 0

」こととはまったく別次元

の問題だ、といふことであらう。われわれは多年にわたってあることをやりたいと考へなが

ら、じっさいには、ある日、突然にやる気になってそれを実行に移すのであり、この幸福な

��	念のために言っておくと、“my	intentions” という言い回しはある。“intention” は、そのつどの意図作用を
指し得るから、時刻が違えば一人に複数あっておかしくない。だから、“my	wills” はあり得ないとしても、
“my	volitions” という言い方はある（Google	Books での検索による）。「意志」が一人に複数有り、“will” が
一人に一つしかない、ということは、私たちが行為の決定過程について諸言語と諸文化を横断して有効に
考えるための一つの手がかりであって、問題のすべてではない。

�6	英語で言えば、“desires” に相当する要素があると言ってよい。
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一瞬については、人間はその到来を選びとることも意図することもできない。（山崎 �988、

96-97）」

山崎は、ここできわめてはっきりと、諸々の行為の可能性を現実の一つの行為にもたらすのは意

志ではない、と語っている。ではそれは何か？	山崎は、欲求と信念、あるいは意志と目的と手

段といった行為の分節化を可能にしているのは、世界そのもののリズムである、と考える。

　「世界は、決定論者がいふやうに、それ自体で合理的な規則を持つ構造体でもなく、かと

いって、自由意志論者がいふやうに、われわれの精神が始めて形式をあたへるべき混沌でも

ない。この世界は、昼夜の交替、一年の四季、生理の周期変化や経済の景気変動、政治権力

の交替やさまざまな社会風潮の干満、さらには、誕生と成熟と死からなる人生そのものの興

亡にいたるまで、無数の規則的で不規則な脈動、構造を持ちながら動くものの複合によって

成り立ってゐる。これらのリズムは、その変化によってたえまなくわれわれの気分を調子づ

け、その持続によってわれわれの記憶の基盤となり、いひかへれば、われわれの意識の「地」

となって、行動に地平を提供してゐる。われわれは意志を持つまへに、まづこのリズムに

よって行動へと動機づけられるのであり、ひとつの自我、ひとつの個人的な精神であるまへ

に、まずこのリズムの一単位として生きてゐる。（山崎 �988、272-27�）」

どうやら「無数の規則的で不規則な脈動、構造を持ちながら動くものの複合」である世界そのも

のが、或るリズムとして、そのリズムの一単位である私たちを動かす、と言いたい模様である。

この場合、行為を最終的に決定するＸは、個体のリズムと世界のリズムが共振して成り立つ或る

状態ということになりそうである。この山崎の示唆そのものが妥当かどうかは、今問うところで

はない。個体の内なるＸが一つの行為を確定するという立場を取らないのなら、個体の外なるＸ

が個体を動かすという話にならざるを得ない。山崎の議論は、そういう方向に思念が向かった一

つの例なのである。

　英語の “will” をめぐる直観と、日本語の「意志」をめぐる直観のどちらが正しいか、と問うこ

とは意味をなさない。本報告の質問４が浮かび上がらせた二つの直観の相違は、人間の行為の決

定過程について、その分節化の方法が複数ありうることを告げている。人間的行為について、よ

り的確な説明を得たいと考えるならば、ノーブとニコルスが言ったように、私たちが「自分たち

自身の直観と、他の諸文化における直観とについて、ずっとたくさんのことを知る必要がある

（Knobe	&	Nicols	2008,	��）」ことは明らかである。
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５．むすび

　本報告は、質問紙調査によって、日本の 20 歳前後の大学生が「近代社会」「伝統」「個人主義」

「意志」といった思想史的な概念について、どのような直観的理解を持っているのかを調べた結

果の報告と分析である。彼らの多数は、現代の日本は近代社会であるが、どちらかといえば東洋

の伝統に属すると考え、個人主義はよいものだと直感的に思っていて、人間は、同時に複数の意

志を持つことがあり得る、と判断している。

　このうち哲学的に興味深いのは、意志の複数性の想定である。日本語使用者の多くは、多種多

様な行為の可能性から一つしかあり得ない現実の場面での自分の行為を決定するのは、自分の意

志ではない、と考えているらしい。他方、will が一人に一つということは英語（おそらく近代の

西洋諸語一般）での思考の前提である。人間の行為の決定過程について、意志の複数性と will の

唯一性とを突き合わせてより多様な視点から分析することは、日本語環境での思考様式と西洋近

代哲学の思考様式とをともに踏まえ、両者を往復しながら哲学的問題を考えるための第一歩とな

る。
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Abstract

A Report on a Questionnaire about Some Historico-Philosophical Concepts:  

“Modernity”, “Individualism”, and “the Will”

TAMURA, Hitoshi

 This report deals with the results of a questionnaire about four historico-philosophical concepts: 

“modernity”, “tradition”, “individualism”, and “the will”. The questionnaire was designed to make it 

appear what attitudes or evaluations Japanese people had toward these concepts. It was filled out by 

more than five hundred Japanese college students. The results are this: the majority of them hold that 

contemporary Japan is a modern society but that it more or less belongs to the Eastern tradition; they feel 

that individualism is something nice; and, most important, they think that an individual can have several 

Ishi (wills) simultaneously. It is a common presupposition in English that one does not have wills. Nearly 

ninety percent of Japanese college students, however, take it for granted that there can be plural Ishi (the 

Japanese counterpart of “the will”) at one time in one person. They may not believe that it is the one 

and only Ishi (the will) that makes decision and chooses the best course of action among options. They 

may have quite a different scheme of explanation of decision making from that which English speakers 

naturally presumes to be valid. Hopefully, a new perspective for the explanation of human action will be 

obtained through a comparative study of the Japanese concept of Ishi with its English counterpart.


