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１ はじめに

道徳理論における功利主義には快楽主義的見解を含む形態もあり、その点が反功

利主義者によって幾度となく批判されてきている。しかしながら、その時批判者が想

定している快楽説における快楽とはどのようなものなのかは明らかでないし、またそ

の形態の功利主義者も、理論のもっともらしさのために快楽の本性を明らかにする必

要がある。したがって多くの哲学者が、快楽とは何かという問いに対して答えを与え

ようとしている。その立場は大きく分ければ内在主義と外在主義の二つに分けること

ができ、この快楽の本性の論争はこれら二つの立場の争いであると言える。本論文で

は、外在主義が深刻なジレンマを抱えているということを示すことを目的とし、また

内在主義に致命的だと思われている問題がそれほど致命的ではないということも若

干ながら論ずる。第 2 章ではまず内在主義と外在主義の概説を行う。第 3 章では

Heathwoodと Feldmanによる外在主義的見解を主な例として外在主義の検討を行う。

そして第 4章で、内在主義が受けている批判があまり致命的なものではないというこ

とを示す。

また本論文では、取り上げる哲学者が特に感覚的快楽に焦点を当ててその本性の

説明を行っているため、したがって本論文でも（特に外在主義に関する議論において）

主に感覚的快楽の本性を議論の対象とする。

２ 内在主義と外在主義

快楽とは何かという問いへの答え、すなわち快楽の本性に関する主張は多くの場

合次の二種類に分けられる。内在主義(internalism)と外在主義(externalism)である。内

在主義とは、快楽が一種の感覚あるいは感じであり、その感じが内在していることが

或る経験(1)を快楽的な経験たらしめると主張する立場である（この感じを指し示すた
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れるものもあり、それら様々な経験に内在する単一の感じなるものを我々は見つける

ことができない。そのため⑶そのような単一の感じは存在しない。したがって⑷内在

主義は間違っている。

ここで念のため付言しておくと、そのような単一の感じなどないのだと初めから

決めつけて、すなわち⑵の異質性問題を経ることなく即座に⑶を持ち出して、それで

以って内在主義が間違っていると断罪するのは単なる論点先取であるため受け入れ

られない。しかしながら上でも述べたように、この問題は内在主義が間違っているこ

とを示すものとしてよく持ち出されており、また確かに少なくとも内在主義に疑いを

かけることのできる問題ではあるため、それもあってか⑵と⑶を組み合わせたもの

（あるいは⑴から⑷の議論全体）が異質性問題と呼ばれることもよくある。だがいず

れにしても、⑵を経ることなく⑶を持ち出して内在主義を間違っているとする議論と

は混同しないよう注意する必要がある。

この異質性問題は内在主義にとって深刻であるとみなされ、多くの哲学者が快楽

の本性に関する外在主義を採る。外在主義とは、或る経験を快楽的な経験たらしめる

のはそのような感じではなく、その経験に対する主体の肯定的態度(pro-attitude)であ

ると主張する立場である。ここでの態度とは、何かを何らかの仕方で気にかけている

心的状態のことである。したがって外在主義によれば、チョコレートを食べるという

経験がそれを経験している主体にとって快楽的な経験であるのは、主体がその経験に

肯定的態度を取っているからである。逆に主体が肯定的態度を取っていなければ、チ

ョコレートの味の感覚がどのようであれ、その経験は快楽的な経験ではない。

外在主義のもっともらしさは、身体的感覚経験ではない経験を想像したときによ

りはっきりする。或る人物が友人との会話を楽しんでいる時、その人物が内在主義者

が想定するような何らかの感じを感じているからその人物はその経験を快楽的だと

見なしているのだという説明よりも、むしろその人物がその経験、あるいはその事態

に肯定的態度を取っているからその経験が快楽的なのだという説明の方が我々の直

観をよりよく反映しているように思われる。

また外在主義は異質性問題にもぶつかることはない。外在主義はあらゆる快楽的

経験に単一の感じが内在しているとは考えていないからである。それでいてあらゆる

快楽的経験が共通に持っているものは何なのかという問いに対する答えを与えてい

る。つまりそれは、経験主体の肯定的態度である。
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めに使われる名称には feeling tone(2)や hedonic tone(3)など様々あり、哲学者たちの間で

も統一されていない）。ここで注意しなければならないのは、ここで言われる感覚あ

るいは感じは、五感によって典型的に感じられるようないわゆる身体的感覚のことを

指しているわけではないということである。そればかりか、快楽の本性であるその感

覚がこのような身体的感覚をその一種として含んでいると理解されるべきでもない。

つまり、快楽の本性であるその感覚は、身体的感覚と同一でもなければ、それを外延

として持っているわけでもない。したがって内在主義によれば、チョコレートを食べ

るという経験は、チョコレートを食べることによって舌下に感じられるあの感覚、味

覚としてのあの身体的感覚それ自体によって我々に快楽をもたらすわけではなく、そ

の感覚とは別の感じ、まさに快楽の本性である感じによって我々に快楽をもたらして

いるのである。だがもちろん、快楽の本性であるその感じが実際のところこのような

身体的感覚、あるいは身体的でなくとも何らかの別の感覚とは独立に存在し、そのよ

うな別の感覚を経ることなく、あるいは伴うことなく我々に快楽をもたらすことがで

きるのか否かは、内在主義の中でも見解が分かれうる。すなわち大きく分けて、快楽

の本性である感じが特定の経験の一側面としてしか存在しえないとする見解(4)か、そ

れとも経験に付随することなく（あるいはそれ自体が経験として）存在しうるとする

見解(5)かで分かれうる。どちらの見解が正しいのか（あるいはどちらも正しくないの

か）はここでは問わないが、いずれにせよ少なくとも概念的には、快楽の本性である

感じと身体的感覚とは分離可能である。

内在主義の持つ問題として頻繁に取り上げられている問題（そしておそらく内在

主義にとって最も致命的なものとみなされている問題）の一つに次のようなものがあ

る。それは、美味しいご飯を食べることや、愛する人と一緒に過ごすこと、サッカー

をして遊ぶこと、音楽鑑賞、性交渉など、一般に快楽的とされる経験は実に様々なも

のがあるが、それら全ての経験に共通して内在している単一の感じなど果たして存在

するのだろうか、というものである。この問題は異質性問題(heterogeneity problem)と

呼ばれている。この異質性問題は、内在主義が間違っているということを示すための

根拠として取り上げられることも多い。その議論は概して次のように整理できる。⑴

内在主義は、経験を快楽的にする或る単一の感じがあり、すべての快楽的な経験には

その単一の感じが内在していると主張する立場である。⑵我々が快楽的だと感じる

様々な経験を反省してみても、それらは一見したところ実に多様で、全く異質に思わ
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かけることのできる問題ではあるため、それもあってか⑵と⑶を組み合わせたもの

（あるいは⑴から⑷の議論全体）が異質性問題と呼ばれることもよくある。だがいず
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に肯定的態度を取っているからその経験が快楽的なのだという説明の方が我々の直

観をよりよく反映しているように思われる。

また外在主義は異質性問題にもぶつかることはない。外在主義はあらゆる快楽的
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論ではこの事例をうまく説明できないように思われるし、いずれにしてもこの事例は

Brandtに疑いを投げかける。

Brandt がこのような批判にさらされてしまった原因は、経験を快楽的なものにす

ることのできる欲求を「経験が継続することへの欲求」に限定してしまったことにそ

の一端があるように思われる。そして Brandt がそのような限定を行ったのは、欲求

は未来についてのものしかありえないと想定していたからだと思われる。この想定が

どのようなものかをもう少し分かるようにするために、Sumner による説明を引用す

るのが有益であろう。Sumnerは次のように述べている。

私は何かがのちに起こるということだけを今欲求することができる。欲求は常に

未来に向けられ、決して過去や現在に向けられることはない。（もちろん、私は

自分が現在楽しんでいる出来事あるいは活動が継続することを欲することがで

きる；だがそれらの継続は依然として未来の状態である。）この仕方で未来指向

的であることにおいて、欲することはまたしても好むことや楽しむことと対照を

なす。私は自分がすでに持っているものだけを（現行的に）楽しむことができる

が、一方私は自分がまだ得ていないものだけを欲することができる。(8)

以上の説明に基づくと、欲求のこの特徴は、「欲求主体が時点 t において抱くことの

できる欲求の対象は、時点 tよりも未来の事態に限られる」というような仕方で記述

することができるだろう。この特徴を欲求の「未来指向性」と呼ぶことにする。私が

今、今年のクリスマスに雪が降るということを欲求するとしよう。つまり、今年のク

リスマス、すなわち 2019年 12月 25日に雪が降るということを、私は 2019年 12月

18日に欲求している。私が抱いている欲求の対象は 2019年 12月 25日の出来事につ

いてのものであり、私がその欲求を抱いている 2019年 12月 18日よりも未来につい

てのものである。したがってこれは上記の未来指向性を遵守している。反対に、今年

のクリスマスに雪が降るということではなく去年のクリスマスに雪が降るというこ

と、すなわち 2018年 12月 25日に雪が降るということをこの時の欲求の対象として

私が持つことはできるだろうか。欲求が未来指向的であるという想定が正しいならば、

私はそれを欲求の対象として持つことはできない。去年のクリスマスとは 2018年 12
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しかしながら、外在主義のこの回答では、快楽的経験が共有しているもの、すな

わち快楽の本性が詰まるところ何なのかが全く見えてこないと思われるかもしれな

い。この当惑は至極当然である。というのも、おそらくこの回答によってさらに次の

疑問が浮かび上がってきたからである。すなわち、肯定的態度とは一体何のことなの

か。

３ 外在主義の検討

この肯定的態度を何とするかを明らかにする立場の一つとして、快楽の動機付け

理論(motivational theory of pleasure)と呼ばれる立場、あるいは快楽の本性についての

「欲求説」とも呼べそうな立場をとる哲学者がいる。例えば Richard Brandtは、自ら

の理論を次のように規定する。

我々が至る理論は、おおよそ、経験が快楽的であるとは、それがその人物にそれ

の継続を欲するようにさせるということである、というものである。(6)

Brandtのこの立場によれば、或る人物が或る経験をしているときに、その人物が、そ

の経験が継続することを欲求しているならば、そして欲求している場合にのみ、その

経験は快楽的な経験である。逆にその人物がその経験の継続を欲求していないなら、

その経験は快楽的な経験ではない。したがってあらゆる快楽的な経験が共通に持って

いるもの、快楽の本性は、経験が継続することへの経験主体の欲求である。

Brandt のこの主張は欠陥を抱えているように見える。Brandt の主張は、経験主体

が経験の継続を欲求することはその経験が快楽的な経験であるための必要（十分）条

件であるということである。だがこの条件を満たしていないにもかかわらず、或る経

験が快楽的な経験でありうる場合があるように思われる、というのが、Brandtの主張

に浴びせられる批判である。その批判の典型として Gosling の例(7)がある。或る人物

が或るにおいを感じているが、その人物はそのにおいの経験が継続することを欲求し

ない。しかしながらそれはにおいが長引くとむしろ不快になってしまうからであり、

その時点ではその人物はにおいの経験が快楽的なものだと見なしている。Brandtの理
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論ではこの事例をうまく説明できないように思われるし、いずれにしてもこの事例は

Brandtに疑いを投げかける。

Brandt がこのような批判にさらされてしまった原因は、経験を快楽的なものにす

ることのできる欲求を「経験が継続することへの欲求」に限定してしまったことにそ

の一端があるように思われる。そして Brandt がそのような限定を行ったのは、欲求

は未来についてのものしかありえないと想定していたからだと思われる。この想定が

どのようなものかをもう少し分かるようにするために、Sumner による説明を引用す

るのが有益であろう。Sumnerは次のように述べている。

私は何かがのちに起こるということだけを今欲求することができる。欲求は常に

未来に向けられ、決して過去や現在に向けられることはない。（もちろん、私は

自分が現在楽しんでいる出来事あるいは活動が継続することを欲することがで

きる；だがそれらの継続は依然として未来の状態である。）この仕方で未来指向

的であることにおいて、欲することはまたしても好むことや楽しむことと対照を

なす。私は自分がすでに持っているものだけを（現行的に）楽しむことができる

が、一方私は自分がまだ得ていないものだけを欲することができる。(8)
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しかしながら、外在主義のこの回答では、快楽的経験が共有しているもの、すな
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欲求である。Heathwoodの例(12)を借りると、例えば私が居酒屋に行くことを欲求して

いるとする。それはなぜかと聞かれれば、私はビールを注文することを欲求している

からだと答える。そしてそれはなぜかと聞かれれば、私はビールを飲むことを欲求し

ているからだと答える。さらにそれはなぜかと聞かれれば、私はビールのあの味を味

わうことを欲求しているからだと答える。それもまたなぜかと聞かれると、私はそれ

以上答えることができない。私はただそれ自体を欲求しているとしか言えない。この

場合、この最後の欲求が内在的欲求である。その他の欲求は、それ自体とは別の欲求

を私が持っており且つその欲求を満たすことでその別の欲求を満たすことができる

と考えているがゆえに抱かれているに過ぎないから、それらは内在的欲求ではない(13)。

次に事象的欲求とは、その対象が欲求主体によって特定されている欲求である。

あるいは欲求の対象がどのようなものであるかを欲求主体が知っている上で、その欲

求主体が抱く欲求であると言うこともできる。再び Heathwood の例(14)を借りて説明

しよう。子供のころ私が好んで食べていた子供向けのシリアルを、私は久しぶりに食

べたいと思った。すなわち、私はそのシリアルの味を味わうことを欲求する。そして

早速私はそのシリアルを買い、それを食してその味を味わった。すると、その感覚は

私が想像していたものとは全く違っていた。甘すぎてとても食べられたものではない。

このとき、私が欲求を持った時点で、その対象であるシリアルの味の感覚を私は特定

できていなかった、ということが明らかになったわけである。つまりその味の感覚が

実際のところどのようなものであるのかを私は分かっていなかった。すると、私が抱

いたシリアルを味わうことへの欲求は事象的欲求ではなかった(15)。その欲求が事象的

欲求であるためには、大人になった私がそのシリアルの味をどう感じるのか、その感

覚がどのようなものであるのかを正しく理解した上で抱かれねばならない。

このような内在的且つ事象的な欲求を、欲求主体が或る感覚を感じており且つ感

じているまさにその時に、その感覚に対して欲求主体が抱いている場合且つその場合

にのみ、その感覚は快楽である。つまりその感覚を感じているまさにその時に、主体

がその感覚を感じていることを欲求するのである。一見して分かる通り、これは

Sumnerによる未来指向性の想定に明らかに反している。したがって Heathwoodが自

らの理論を保持するためには、この想定が間違っているということを示さなければな

らない。そして彼は次のような例によってそれを行っている。
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月 25日のことであり、それは 2019年 12月 18日よりも過去だからである。

上記の Sumnerの引用文におけるカッコ内の文からも明らかなように、Brandtの理

論において重要な役割を担っている欲求、すなわち経験が継続することへの欲求は、

明らかに未来指向性を満たしている。もし Brandtが、「経験が継続することへの欲求」

に限定せず、例えば或る人物が或る経験をしているまさにそのときに自分がそれを経

験することを欲求する、というような欲求も含むように理論を定式化していたならば、

Brandtは、欲求が未来指向的であるという想定に反することになっただろう。この結

果を避けるために彼は上記のような欲求のみを彼の理論に組み入れたとも考えられ

る。

Brandt が実際のところそれを意図していたのかどうかはさておくとしても、少な

くとも Sumnerが欲求の未来指向性は欲求の概念的特徴であると考えていたというの

は間違いないと思われる。つまり、概念的には未来指向的でない欲求というものがあ

りうるが、我々の能力的制約か何かが原因で、我々は未来指向的でない欲求を持つこ

とができないのだというより、むしろ欲求という概念上そもそもそのような未来指向

的でない欲求など存在しえない、あるいはそのようなものを欲求と呼ぶことはできな

いということである。これが正しいにせよ間違っているにせよ、Brandtの理論が受け

入れがたいものであることに変わりはないが、もし未来指向性が欲求の概念的特徴で

あるという想定が間違っていると明らかになったならば、快楽の本性についての欲求

説のより良い理論が見出される可能性が開かれることになる。

Chris Heathwoodはこの想定が間違っていると主張する。その前にまず彼による感

覚的快楽(sensory pleasure)(9)の本性についての理論(10)を紹介しよう。彼は自らの理論を

次のように定式化する。

RSPD3：時点 tに起こっている、感覚 Sは、Sの主体が、それが tの時点に起こ

っているということを、内在的に且つ事象的(de re)に、tの時点に、Sに欲求する

場合且つその場合にのみ tの時点の感覚的快楽である。(11)

ここで使われている「内在的」と「事象的」という用語について説明する。まず

内在的欲求(intrinsic desire)とは、他の何のためでもなく、それ自体のために抱かれる
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ことなど我々にはできないのだという応答(17)を行うのである。だが Heathwood がこ

のような応答を行ったとしても、我々はそれに対してさらに次のように問うことがで

きる。もしそうだとするならば、なぜ我々はその感覚を感じている時にはその感覚を

感じることを欲求せずにいられないのか。その感覚が持つ性質によるものだというな

らば、快楽の本性に関係しているのは欲求ではなくむしろ感覚の持つその性質ではな

いのか。Heathwoodの理論はこのジレンマを抜け出すことができないように思われる。

快楽の本性を欲求以外の態度によって説明しようとするタイプの外在主義も存在

する。Feldman(18)は、Heathwood のように感覚的快楽を欲求によって説明しようとは

しない。代わりに彼は、感覚的快楽を命題的快楽によって説明しようとする。命題的

快楽とは何かと逸る気持ちを一度抑えて、まずは Feldmanによる感覚的快楽の説明を

見てみよう。

SP3：［Fs,t］は、［Fs,t］が感覚であり、［Fs,t］が起こっており、そして sが時点

tに［Fs,t］に内在的自省的(de se)命題的快楽を抱いている場合且つその場合にの

み感覚的快楽である。(19)

まず、Fとは感覚的性質を指し、sとは Fを感じる存在であり、tとは或る時点のこと

である。そして［Fs,t］とは、sが時点 tに Fを感じているという事態である。

「内在的」という用語の説明は Heathwood でのそれの説明を参照してもらうとし

て、ここでは「自省的」の説明を行う。自省的快楽とは、快楽の対象が自分自身に関

するものであるということを快楽を感じている主体が知っている快楽である。上記の

Feldman による説明に沿って言えば、s が命題的快楽を抱いている対象である事態

［Fs,t］における sがまさに自分自身のことであるということを sが知っている上で

抱いている快楽である。Feldmanの例を借りよう。sが時点 tに暖かさを感じており、

sはその事態に内在的命題的快楽を抱いている。そして sが私であるとしよう。私が

この事態に内在的命題的快楽を抱いており、また暖かさを感じている sが実際に私で

あるとしても、もし私が、この事態における sが私以外の誰かだと思い込んでいるな

ら、私は自省的命題的快楽を抱いていることにはならない。反対に、この事態におけ

る sが私自身であるということを私が知っていれば、私は自省的命題的快楽を抱いて
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Cheapskate の車が外に停められており、そして雨が降り始めたとしよう。

Worrywartはそれに気づいて、Cheapskateに言う、

「君は自分の車が今車庫にあるということを選好しているでしょう」

だが Cheapskate の車は汚れている。彼は、それを雨の中に置いておくのが綺麗

にする安上がりな方法だと考えている。それで彼はこう答える、

「いや、自分の車が今あるところにあってほしいよ」(16)

HeathwoodはCheapskateの抱いている欲求に何もおかしなところはないという。しか

しながら彼は、「Cheapskate は彼の車が今それがあるところにあるということを今欲

している。そのため我々は非予期的な欲求—未来についてでなく現在についての事態

への欲求——の事例をも持っている」と述べるだけで終わっており、これを以って

Sumner の想定が誤っていると結論している。だがこれだけでは議論として弱く、こ

の事例が Sumner にとって致命的なのかどうか些か疑問である。またこの事例で

Cheapskateが本当に欲求を持っているのかも疑わしい。Cheapskateの言明は、もし自

分の車が今あるところになかったなら上記のような欲求を持つだろうという仮定を

暗に置いた上で発言していると想定しなければ意味を理解できないように思われる。

いずれにせよ、Cheapskate の言明に強い違和感を覚える者がいてもおかしくはなく、

その場合Heathwoodの主張は単なる断定以上のものではなくなる。

仮に Heathwood がこの問題を解決できたとしても、彼の理論は誤っている。オー

ガズムによる感覚を感じている人物が、たとえその感覚を感じているまさにその時に

その感覚を感じることを欲求していなかったとしても、依然としてその感覚は快楽で

あるように思われる。しかし Heathwood は、その感覚を欲求していないならそれは

快楽ではないと言わなければならない。だがそれが快楽ではないなら、我々はそれを

なんと呼べばよいのか。快楽以上に適切な呼び名を私は思いつくことができない。そ

れならば、その感覚を感じることを欲求していないという仮定を否定するというのは

どうか。つまり、その感覚を感じていながらその感覚を感じることを欲求せずにいる
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Cheapskate の車が外に停められており、そして雨が降り始めたとしよう。
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経験が、快楽の概念における最も中心的な事例であるように思われる。もしこれが正

しいならば、内在主義が異質性問題を抱えているからといって外在主義へとシフトす

るのは危険な道である。

４ 異質性問題について若干の再考

異質性問題による議論をもう一度振り返ってみよう。⑴内在主義は、経験を快楽

的にする或る単一の感じがあり、すべての快楽的な経験にはその単一の感じが内在し

ていると主張する立場である。⑵我々が快楽的だと感じる様々な経験を反省してみて

も、それらは一見したところ実に多様で、全く異質に思われるものもあり、それら様々

な経験に内在する単一の感じなるものを我々は見つけることができない。そのため⑶

そのような単一の感じは存在しない。したがって⑷内在主義は間違っている。

⑵から⑶を即座に導くことができるのかどうかは非常に疑わしい。というのも、

快楽の本性である単一の感じが実はあるが、我々が内省によってそれを突き止めるこ

とができていないだけに過ぎないという可能性は全く閉ざされていないからである。

Aaron Smutsは次のような反論を行なっている。彼曰く、我々が或る経験をまさに経

験していないときにその経験を思い出してみても、その記憶は「本当の事物の淡い幻

影(pale simulacra)」(21)に過ぎない。また彼は、様々な経験の類似性を見つけられない

という事態は快楽に限ったことではなく、味やにおいでも我々はそのような事態に陥

るとも述べている。「特定の食べ物を味わうとはどういうことかを我々が記述すると

き、我々はしばしば比較以外に頼るあてがない：「それは鶏肉のような味がする」。一

般に、味わうとはどういうことかを問われるとき、人はなおさら言うべきことを持た

ない」(22)。しかしだからと言って、様々な味を一様に「味」と呼べなくなるわけでは

ないし、味わうという経験に共通する何らかの味の感じがあるということが否定され

るわけでもない。

Smutsの議論がうまくいっているならば、異質性問題は外在主義者が考えたほどに

は内在主義にとって致命的なものではないということになる。対して外在主義は、

Heathwoodの理論で見たように、異質性問題を回避する代わりに深刻なジレンマに陥

ってしまう。このジレンマは異質性問題よりもずっと深刻であるように思われるから、
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いることになる。

さて、命題的快楽とは何か。まず命題的快楽は命題あるいは事態に対して抱かれ

る快楽である。Feldmanは、命題的快楽は欲すること(wanting)、及び好意的に評価す

ること(favorably evaluating)と同様に肯定的態度(pro-attitude)であると述べる。だが他の

肯定的態度とは異なる。Feldmanの例を借りると、私は自分が非難に値すると考えて

おり、また私は正義についての狂信者である。なので私は自分が非難を受けることを

欲求する。そして実際に非難を受ける。この時、私は自分が非難を受けることを欲求

しており、かつ自分が非難を受けていると信じているが、そのことを喜んで(pleased)

はいない。事態について喜ぶためには、その事態を歓迎し(welcome)なければならな

い。また命題的快楽を抱くことは或る事態を善い(good)とすることでもない。悪人は

或る事態が悪いと思っていながら、それでもその事態に命題的快楽を抱くことができ

る。

Feldman は他にもいろいろな仕方で命題的快楽を説明している(20)が、ここでは割

愛する。それらはここで述べたこと以上に本質的説明からは遠いからである。そして

ここで紹介した説明でさえ、命題的快楽の本質的説明を十分になしているとは言えな

いように思われる。これは、感覚的快楽の本性を命題的快楽によって説明しても、命

題的快楽の本性が説明できなければ結局快楽の本性が説明できないという根本的な

問題につながる。

そしてこれが解決できたとしても、Feldman は Heathwood と同様の運命をたどる

ことになる。たとえ sが、自分が時点 tにオーガズムを感じているという事態に一切

命題的快楽を抱かなかったとしても、我々はそれを快楽と呼ぶ以外にないのではない

か。命題的快楽を抱かずにはいられないのだというなら、なぜ抱かずにいられないの

か。その感覚の性質によるものだというならば、快楽の本性に密接に関係しているの

はむしろ感覚の持つその性質ではないのか。Feldmanの命題的快楽説もまたこのジレ

ンマを抜け出すことはできないように思われる。

Heathwood と Feldman の説それぞれが同様のジレンマを抱えている。そしてこの

ジレンマから、我々が或る経験に対してどのような態度をとったとしても、それを快

楽と呼ばざるをえないような経験があるように思われる。だとすると、快楽の本性が

我々の肯定的態度にあるとするいかなる外在主義的見解もそのような経験を掬い取

ることに失敗する。そして外在主義が掬い取ることに失敗しているまさにそのような
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在主義の中でも多元論の立場をとる点で独特である。

(6) Brandt (1979), p.38

(7) Gosling (1969), p.65

(8) Sumner (1996), p.129

(9) 紛らわしいが、ここでの感覚的快楽は内在主義的な快楽の本性としての感じを指

しているわけではなく、いわゆる五感によって感じられる身体的感覚から生じる

快楽のことを指しているということに注意されたい。

(10) 紙幅の都合からその他の快楽について論じることができないために、その論文

(Heathwood (2007))においては彼は感覚的快楽に限定して理論を定式化してい

るが、彼は感覚的快楽以外の快楽にも自らの理論を適用できると考えている

(Heathwood (2007, p.28))。

(11) ibid. p.32

(12) ibid. p.30

(13) このように他の欲求のために抱かれている欲求は Heathwood によって外在的欲

求(extrinsic desire)と呼ばれている(ibid. p.30)。

(14) ibid. pp.30, 32

(15) このようにその対象が特定されないまま抱かれる欲求は言表的(de dicto)欲求と

呼ばれる(ibid. p.30)。

(16) ibid. p.34

(17) この応答は、オーガズムを感じていないときも我々はそれを欲求せずにはいら

れないということではないということに注意されたい。

(18) ただしHaybronは、Feldmanの見解は内在主義にも外在主義にも当てはまらない

第三の立場であるとみなしている（Haybron (2008, pp.62-3)を参照）。本論文では

さしあたり外在主義の一種として扱うが、どちらにしても本論文での議論に支

障があるわけではない。

(19) Feldman (1988), p.75

(20) 前段落を含む命題的快楽の説明は Feldman(1988, pp.70-2)を参照。

(21) Smuts (2011), p.256

(22) ibid. p.257

73

快楽の本性に関する立場としては、外在主義よりもむしろ内在主義に分があるように

思われる。

５ おわりに

異質性問題は、外在主義が期待していたほど内在主義にとって致命的ではない、

それに対して、外在主義は或る種のジレンマを抱えている、というのが本論文の主題

であった（特に後者）。だが本論文では、内在主義に分があるとは言っても、その中

でもさらにどのように理論を構築すべきなのか、そもそも内在主義的見解にどのよう

なものがあるのかも論ずることができなかった。また異質性問題の再考も論点をさら

に明確にして詳細に論ずるべきであり、これらは今後の課題である。だが我々がとる

態度に関係なく快楽である経験があり、そのようなものが快楽の概念にとって中心的

であるという洞察は、快楽の本性を突き止めるにあたって役立つだろうし、理論がも

っともらしくあるためにはこのような経験を何らかの仕方で含むようにしなければ

ならない。

註

(1) ここでの経験とは、主観的な、心のうちで起こる現象あるいはそれが起こってい

るという出来事を指す。例えば或る人物がリンゴを見て、「赤」を知覚する。こ

の時その人物は赤という色を経験したことになる。そして実はそのリンゴが青リ

ンゴだったとしても、その人物が経験したのは赤色の経験である。その意味でこ

こでの経験は主観的なものである。

(2) Sumnerなどが使用している（例えば Sumner (1996)）。

(3) Labuktなどが使用している（例えば Labukt (2012)）。

(4) そのような見解をとる哲学者として例えばDuncker (1941)を参照。

(5) そのような見解をとる哲学者として例えば Labukt (2012)を参照。ただ Labuktは内
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の時その人物は赤という色を経験したことになる。そして実はそのリンゴが青リ

ンゴだったとしても、その人物が経験したのは赤色の経験である。その意味でこ

こでの経験は主観的なものである。

(2) Sumnerなどが使用している（例えば Sumner (1996)）。

(3) Labuktなどが使用している（例えば Labukt (2012)）。

(4) そのような見解をとる哲学者として例えばDuncker (1941)を参照。

(5) そのような見解をとる哲学者として例えば Labukt (2012)を参照。ただ Labuktは内
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自然を乗り越えるとはいかなる事態か 

―被投的企投の統一について―

加藤 皓士

はじめに

1927 年刊行『存在と時間』において、基礎存在論とは「世界」と世界の内部で出

会いうる存在者の存在についての了解を持つ現存在を分析することのうちに見出さ

れるものであり、他の全ての存在論がそこから生じる存在論の基礎であることが宣言

される。これを前提として、存在一般を時間（Zeit）から理解するという壮大な試み

が目論まれた。

『存在と時間』刊行後、ハイデガーはアリストテレスに代表される形而上学に積極

的にコミットし、自らの思索を現存在の形而上学と標榜するようになる。それに伴い、

ギリシアのピュシス（φύσις）が考察の対象となった。我々が検討したい自然（Natur）

は、ピュシスのドイツ語訳のことであり、「全体における存在するものが自分自身を

形成しつつ支配すること」（GA29/30.S.38‐39）という意味で考えられている。我々は

この自然と人間（現存在）の関係性について考察したい。なぜならこの意味の自然は、

『存在と時間』の基礎存在論のつまずきの石となりうるものに思えるからだ。

 のちに詳述するが、この意味の自然が持つ存在性格について簡単に確認しよう。１）

現存在の事実的な実存に依存することなく、むしろ現存在の前提であるような存在者。

２）現存在も含めすべての存在者を包み込むような、圧倒的ですべてを支配する存在

者。

この自然は、現存在の存在了解にすべての存在者が含まれていることが前提とされ

る『存在と時間』の基礎存在論からすると、折り合いが悪いように思われる。その理

由として以下の 2点が挙げられる。１）道具的存在者やそれの欠如態としての客体存

在（Vorhandensein）とは異なり、自然は現存在の存在了解に含まれないように見える

から。２）現存在の事実的な実存に依存しない存在者を、現存在に相関的なものとし

て考えることができないから。

しかし現存在の形而上学構想という表現からも分かるように、ハイデガーはあくま
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