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服従と犠牲	
─柏端達也『自己欺瞞と自己犠牲』をめぐって─

田　　村　　　　　均

　１　はじめに

　２　自己犠牲の論理的問題

　３　『自己欺瞞と自己犠牲』の分析

　４　服従と犠牲

　５　むすび

１　はじめに

　本論文の目的は、柏端達也が『自己欺瞞と自己犠牲─非合理性の哲学入門』（勁草書房、

2007）において展開した自己犠牲的行為の説明の理論を分析し、その中に萌芽的に含まれている

ある考え方を明示的に取り出すことである。取り出されるのは、人間の行為を理解し説明するう

えで行為の合理性に関する方法論的個人主義は十全な原理ではない、という考え方である。

　ただし、行為の合理性に関する方法論的個人主義とは、行為は個人の欲求や信念や意図によっ

て因果的かつ合理的に産出され、また、それらの欲求や信念や意図を摘示することによって合理

的に説明される、という立場のことを言うものとする。また、この立場が十全な原理でないとは、

行為者個人の欲求や信念や意図によって合理的に産出されるのではない�行為が存在するか、ま

たは、それらの欲求や信念や意図を摘示することによっては合理的に説明されない行為が存在す

る、ということである。私見では、自己犠牲はそのような行為類型の一つである。しかし、柏端

はおそらくそう考えてはいない。したがって、本論文は、柏端の理論を換骨奪胎する試みと見な

されうる。

　柏端は、同書の副題の「非合理性の哲学入門」が示すとおり、自己欺瞞と自己犠牲を人間の非

合理性を示唆する二つの行為類型ととらえ、緻密な論理的分析を行なう。その分析の結果は二者

�	行為は、突きつめればヒトの意図的な身体運動である。個体の心（または何らかの脳機能）が身体運動を
因果的
0 0 0

に産出することについては、ほとんど疑問の余地はない。したがって、行為の産出
0 0

に関する方法論
的個人主義は、行為の合理的

0 0 0

産出の側面でのみ疑いの余地があることになる。

（�）
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について対照的である。自己欺瞞はたしかに非合理的な行為であるとされる2のだが、自己犠牲

については、合理性の概念を適切に拡張することによって合理的な行為として十分に説明可能で

あるという結論にいたる。

　本論文では、私自身のかねてからの関心に従い3、もっぱら自己犠牲に関する柏端の考察4をと

りあげて検討する。そこから得られる一つの結論は、自己犠牲的行為の成立には行為者が合理化

できないある決断が不可欠である、というものである。本論文の立論の中心は、それゆえ、柏端

の分析を受け入れた上で、なおかつ自己犠牲的行為がその非合理的な決断を含まざるをえない、

ということを示すことに置かれる。

　自己犠牲的行為とは、たとえば「墜落事故に遭遇したさい投げ出されたロープ付きの浮き輪を

見ず知らずの他人に譲って命を落とす（205）」といった行為である。自分が生きのびたいという

欲求はすべての人にとって根源的である。にもかかわらず、この事例では行為者は自分ではなく

他人が生きのびる可能性を高める選択を行ない、その結果自分自身の死を招いている。

　浮き輪を譲った人が死んでしまうことは、おそらくこの場合必ずしも必要ではない。あとで運

良く救助されたとしても、浮き輪を譲る時点では自分がのちに救助されるかどうか確実でなかっ

た場合、浮き輪を譲った行為はやはり自己犠牲的と呼ばれてよい。自分にとってよいことを断念

し、他人にとってよいことを優先しているからである。すると、混み合った列車の中で老人に座

席を譲る、といったありふれた行為も、些細ではあるが自己犠牲的であると言ってよさそうであ

る。この行為においても、行為者は「自分にとってよいと思うことではなく他人にとってよいと

思われることをすることを最終的な目的として（57）」5行為していると見なせるからである。

　柏端が関心を寄せるのは、墜落事故のような劇的なケースよりも、むしろ列車で座席を譲ると

いったありふれた行為における自己犠牲の要素である�。柏端は「行為者が死ななくても「自己

犠牲的」であると呼べるケースはじっさい幾らでも存在する（�97）」ことを積極的に認め、少し

も劇的なところのない日常生活の「クールな自己犠牲（�97）」を正確に説明する試みこそが「自

2	自己欺瞞に関する柏端の最終的な判定は次のとおりである。「自己欺瞞は本質的に動的な過程である。彼ら
は―すなわちわれわれは―信念に関する諸原理に永遠に反しつづけるという点において、非合理的な
のである。（4�）」なお、『自己欺瞞と自己犠牲』からの引用は、同書の頁数のみによって示す。

3	自己犠牲に関する私の考えは、文献表の田村 �997、�999、2005 を参照されたい。
4	本論文では扱うことができないが、自己欺瞞についての柏端の考察も非常に興味深い。とりわけ、自己欺
瞞的な主体とは自分の信念に関し「矛盾を指摘されてもまず認めようとしない（34）」人々であって、むし
ろ「特定の信念に関する質問に系統的に拒絶を繰り返す人 （々34）」であるという指摘は、自己欺瞞の本質
についての新しい洞察であると思われる。柏端によれば、かくして自己欺瞞は必ず高階の自己欺瞞に次々
と発展してゆかざるを得ない論理的構造を備えている（40）。このような論理的構造を支える心理的なメカ
ニズムがどのようなものなのかということは、自己の理論の興味深い検討課題となると思われる。

5	この引用は、後に全体を引用する柏端の暫定的な自己犠牲的行為の定式［Ｓ１］の中心部分である。柏端に
よる自己犠牲的行為の最終的な定式は［Ｓ２］として別途与えられるが、［Ｓ１］も無視できない固有の価値
をもっている。３．１、３．６、４．１参照。

�	ただし、座席を譲るという例そのものは柏端の用いた例ではなく、私が適宜に作った例である。

（2）
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己犠牲に関する議論を、道徳や倫理学の関心から適切に遠ざける（�98）」意義をもつと主張する。

　私も柏端の関心に共感する。自己犠牲的行為、たとえば一人の女性が結婚とキャリアを断念し

て親戚の老人の世話をする7、といった話はありふれている。ところがこのようなありふれた自

己犠牲的行為は、私たちの人間理解に難問を投げかける。別の場所で述べたとおり（田村 �997、

田村 �999）、このような行為選択を個人の合理的決定として説明することは、見かけよりもずっ

と困難である。自己犠牲的行為を賞賛したり否定したりする以前に、私たちがそれを的確に理解

できているのかどうかがそもそも定かでない。以下で検討する柏端の理論は、自己犠牲を的確に

理解するための注目すべき貢献である。その理論の要点を摘示し、そこに含まれている方法論的

個人主義からの離脱の示唆を、あえて明示的に展開するのが本論文の目標である。

　以下、２では、自己犠牲のはらんでいる論理的問題を簡潔に示す。

　３では、柏端の理論を立ち入って分析する。

　４では、本論文の積極的な主張が展開される。柏端の理論から、行為の合理性に関する方法論

的個人主義が人々の合理的行為を理解するうえで全面的に有効ではない、とすべき契機が抽出さ

れる。方法論的個人主義はアンスコムやデイヴィドソン以来の現代行為理論の基盤である8。し

かしながら、本節の考察で、自己犠牲的行為の産出にかかわる柏端の理論中の説明ギャップを補

うことを通じて、自己犠牲的行為が実在しかつ合理的に説明可能であると認められるかぎりにお

いて、方法論的個人主義は人々の合理的行為の理解に全面的には適用できない、ということが見

出されるのである。

　５では、以上のような考察の帰結と今後の検討の課題が述べられる。

２　自己犠牲の論理的問題

　自己犠牲はどのような難問を私たちに突きつけてくるのだろうか。人間のさまざまな行為を理

解する上で、まず黒田亘の「人間は必ず自分にとってよりよい
0 0 0 0

と思われる行動を選ぶ、というの

が行為の解釈の根本原則である（黒田 ,	�992,	2�）」という考え方を受け入れることにしよう。そ

して、個人の合理的決定とは、人がよく考えたうえで最善であると自ら思う選択肢を選ぶことで

7	この例は、Collins	COBUILD	English	Language	Dictionary 第１版の〈sacrifice〉の例文、〈women	who	
have	sacrificed	marriage	and	career	to	care	for	elderly	relatives〉にもとづく。なおこの例文は、同辞書の
第２版には見当たらない。

8	方法論的個人主義は、デカルトやロックやカントといった西洋近代哲学の主流派の一つの基盤でもある。
近代哲学の主流派のもう一つの基盤は、もちろん神である。方法論的個人主義とは、人間は自分の理性を
行使することを通じて神の認識に到達できる、という西洋近代哲学の主流派の考え方の、限定された現代
的な現れ方であると言ってよいだろう。

（3）
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（4）

ある、と言い換えられる9と想定する。

　すると前節の、結婚とキャリアを断念した女性が最善とした選択肢は、（ア）老人の世話であ

ることになる。この女性が合理的であると想定し、かつ実際に選択された行為から逆算すれば、

こう判定せざるをえない。この女性は現にこの選択肢を自ら選んで行為しているからである。し

かし、この場合行為者にとって最善の行為が行なわれたのだから、行為者は犠牲を払ったことに

ならない。言いかえれば、この女性の行為は合理的ではあるが自己犠牲的ではない。この女性は

自分がいちばんやりたいことをやった
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

だけなのである。だが、この解釈は私たちの直観にやや反

するように思われる。

　そこで別の見方をとって、上の女性が最善とした選択肢は、（イ）結婚とキャリアの方であっ

た、と考えてみる。するとこの場合この女性の選択は、たしかに自分にとって最善の選択肢を断

念して他人に尽したのだから、自己犠牲の名に値する。ところが、最善の選択肢を断念すること

は、仮定によって合理的ではない。したがってこの女性の行為は、この場合、自己犠牲的ではあ

るが合理的ではないことになる。平たく言えば、この女性は自分がやりたいことを放り出し、や

りたくもないことをやっているわけが分からない
0 0 0 0 0 0 0 0

人なのである�0。しかし、この解釈は、再び私

たちの直観に反するように思われる。
0

　そこでさらに別の見方をとって、上の女性が最善としたのは、（ウ）結婚とキャリアおよび老

人の世話の両方であった、と考えてみる。たとえば、自分個人にとっては結婚とキャリアが最善

であるが、社会的要請に沿うなら老人の世話が最善である、といったかたちで価値判断が分裂し

ながら並立していると考えるわけである。この女性は、自分にとって最善の選択肢を断念し、社

会的要請に沿って最善の選択をしたことになる。この場合、自分にとって最善のものを断念して

いる点では自己犠牲的であり、社会的要請として最善のものが選び取られている点では合理的で

ある、といちおうは
0 0 0 0 0

言えそうである。

　ところがさらに考えてみると厄介な問題が浮かび上がる。この女性は、二つのそれぞれ最善の

選択肢のうちから、現実には老人の世話の方を選び取って実行した。では、彼女はどうしてその

ように決定できた
0 0 0 0 0

のだろうか？	というのもそれぞれ最善の選択肢のあいだで「自分にとってよ
0

りよい
0 0 0

と思われる行動を選ぶ（黒田 ,	前掲）」とはどういうことなのか、不思議に思われるから

9	個人の選好などではなく、神の与えた自然法や宇宙の根源的理法に合致することが合理性の根源である、
という立場もありうる。この種の合理性の形而上学的実在論はさしあたり考慮の外におく。なお、合理性
の実在論の可能性については、柏端の理論をめぐって開催された 2007 年 9 月 29 日の京都科学哲学コロキ
ウム例会における柏端への久米暁の質問から示唆を受けている。

�0	私たちは、この例のような場合、この女性に対する周囲の無言の圧力といった要因をただちに思い描く傾
向がある。そのため、「わけが分からない」という感想は、現実には、そういった要因を考慮しない

0 0 0 0 0

という
特殊な条件の下でのみ、心に浮かぶだろう。普通は無言の圧力等々を考慮するので、文字どおり「わけが
分からない」とは感じない。なお、たとえ無言の圧力があったとしても、いろいろ考慮したうえでこの女
性が自ら老人の世話をすると決めたのだとすれば、状況は再び（ア）に帰着する。この女性の行為は、合
理的ではあるが自己犠牲的ではないことになってしまうわけである。３．１参照。
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である。（ウ）の見方をとる場合、行為の決定過程に関するこの問いが避けられない。

　この問いに答えようとして、彼女が最終的には、老人の世話をすることは結婚とキャリアの追

求よりよい
0 0 0 0

、と自分自身で決定したのだと見なすと、状況は（ア）に戻ってしまう。彼女の行為

は合理的だが、自己犠牲的ではない。これを避けるために、現実の行為にかかわらず結婚とキャ

リアの追求を自分にとってよりよい
0 0 0 0

とする決定が、依然として彼女自身のなかにはあったのだと

見なすと、状況は（イ）に戻る。彼女は自己犠牲的かもしれないが合理的ではない。そこで次に、

これら二つの選択肢のどちらもがそれぞれ同じくらいに最善だったのだと見なすならば、これは

（ウ）そのものである。彼女の行為は自己犠牲的であり合理的でもあるように見えるが、その行

為の決定過程は不明と言わざるをえない。

　私たちの直観を一見正しく反映しているかのような（ウ）の見方を取ったときに、行為者にお

ける行為の決定過程が不明になってしまうのは、一人の行為者を、二つの選択肢のどちらもがそ

れぞれに最善であるという状況に置いたことに原因がある。対立する価値判断が統合されずに並

立している状態にある人物は、理性的意志によって一個不可分の存在者となっている行為主体、

つまり個人 an	individual であるとは言えない。もちろんこの人物はホモ・サピエンスという生

き物の一個体 an	individual ではあるのだが。

　こうして、自己犠牲的な行為は、合理的個人を想定する近代的な人間理解の枠組に、容易には

収まらない。その行為は合理的だが自己犠牲的でない（（ア）の場合）か、自己犠牲的であるが

合理的でない（（イ）の場合）か、合理的で自己犠牲的であるが行為者が一つの意志をもつ個人

ではなくなり、その行為の決定過程が不明になる（（ウ）の場合）か、いずれかになる。個人で

あることと、合理的であることと、自己犠牲的であることとは、三つ同時に成り立たせることは

できない。かくして、自己犠牲的行為を個人の合理的決定として説明することは、見かけよりも

ずっと困難なのである。

　柏端の取り組んだ問題状況を、私の視点から説明すれば以上のとおりである。この問題状況へ

の応答は、論理的には三つしかない。自己犠牲的行為は幻想でありすべての行為は行為者の自己

利益を最大化するように実行されると応ずる（（ア）に呼応）か、自己犠牲的行為は正常な理性

的判断がなんらかの原因で阻害された非合理的行為でしかないと応ずる（（イ）に呼応）か、あ

るいは、個人と合理性という二つの概念を考え直すか（（ウ）に呼応）のいずれかである。柏端

は（ウ）に呼応する方向をとる。次にその議論の詳細を見よう。

３　『自己欺瞞と自己犠牲』の分析

３．１　合理性と利他性の衝突

　前節冒頭で黒田亘の「人間は必ず自分にとってよりよい
0 0 0 0

と思われる行動を選ぶ、というのが行

為の解釈の根本原則である（黒田 ,	�992,	2�）」という言葉を引用した。柏端は、この黒田の言葉

（5）
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にもとづいて、行為の合理性の原理の第一近似として次の定式化を与える。

［Ｒ１］　行為者はかならず「すべての点を考慮して自分にとってよりよい」と判断されるよ

うなことを選択しようと意図する。（5�）

黒田の「行動を選ぶ」は［Ｒ１］では「選択しようと意図する」に代えられている。「行動」を省

くのは、行動しない
0 0 0

ことの選択も行為の一種と見なすためであり、「しようと意図する」が加え

られるのは、意図しない選択のケースを排除するためである（5�）。柏端によれば、「しようと意

図する」の追加によって、自動販売機のボタンを押し間違えて欲しかったのと違う飲料を購入し

てしまう、といったケースが排除される。実行段階での偶発的な手違いは、行為の合理性を必ず

しも損なわないので、こういうケースは除く方がよいわけである。

　この［Ｒ１］は強いられた行為と心から自発的な行為とを区別しない。たとえば、上で述べた

女性が、周囲の要請のもとで余儀なく親戚の老人の世話を選んだものとしよう。この選択にいた

るまでに、この女性の中ではたとえば、周囲との軋轢に悩むより結婚とキャリアを断念する方が

よいと判断する、といったさまざまな比較考量が生じたと想像される。そして、そういった比較

考量を経て老人の世話を選んだのなら、結局は「すべての点を考慮して自分にとってよりよい」

とする判断がそこに成立したと見なされうる。この合理性の原理［Ｒ１］は、このような非常に

弱い意味においてではあるが、人の行為のすべてが基本的に利己性を備えていることを示唆して

いる（52）。

　この、非常に弱い意味での利己性、とはどのようなものだろうか。自己犠牲の理解のためには

利己性の理解を避けて通ることはできない。まず利己性の対極をなす利他的行為の定義から見る。

利他的行為＝ def 他人にとってよいと思うことをするという意図でなされた行為（53）

　柏端のこの定義はわかりやすい。一つだけ確認しておくと、この定義によれば、たまたま結果

的に他人にとってよいことをもたらす行為は利他的行為のうちに入らない。他人にとってよいと

思うことを意図してなされた
0 0 0 0 0 0 0 0

行為だけが利他的行為と見なされる。

　これに対し、柏端による利己的行為の定義は次のとおりである。

利己的行為＝ def	自分にとってよいと思うことをするという最終的な目的のもとでなされた	

	 行為（55）

　この定義には注意が必要である。他人にとってよいことが手段となり、それによって自分に

とってよいと思うことが実現する場合、それは利己的
0 0 0

行為になる。がむしゃらに自己利益を追求

（�）
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する行為だけが利己的なわけではない。たとえば、上述の女性は、他人にとってよいと思われる

行為（親戚の老人の世話）をすることで、自分にとってよいと思うこと（周囲との宥和）を実現

するという最終的な目的を達成していると解釈できる。この場合これは利己的行為の一例になる。

それゆえ、この定義によれば、利他的行為と利己的行為は相互に排反ではない（55）。利他的な

選択を通じて利己性が満たされる、という場合が十分に考えられるわけである。これが非常に弱

い意味の、つまり利他性を相当程度含みうるような利己性の概念である。

　他方、直観的に言って、自己犠牲に関し「最終的に行為者当人のためになされた行為は自己犠

牲的でありえない（49）」ということは前提してよいように思われる。自己犠牲的行為は、なに

はともあれ最終的に自分にとってよいことをもくろむ利己的行為ではないのである。そこで柏端

は、自己犠牲的行為について次のとおりの定式を提示する。

［Ｓ１］自己犠牲的な行為とは、自分にとってよいと思うことではなく他人にとってよいと思

うことをすることを最終的な目的として、行為することである。（57）

この規定のカナメは、「他人にとってよいと思うことをすることを最終的な目的として」という

部分、中でも「最終的な目的として」という限定である。もしも［Ｒ１］が告げるように、人の

行為はすべて非常に弱い意味での利己性、すなわち「自分にとってよいと思うことをするという

最終的な目的のもとで」なされるという特徴を備えているのならば、［Ｓ１］と［Ｒ１］は両立し

ない。親戚の老人の世話をすることを通じて周囲との宥和を実現した女性は、［Ｒ１］に沿って

考えれば、あきらかに「自分に
0 0 0

とってよいと思うことをするという最終的な目的のもとで」行為

しており、「他人に
0 0 0

とってよいと思うことをすることを最終的な目的として」行為してはいない。

かくして、彼女の行為は自己犠牲的行為についての［Ｓ１］の規定を満たすことができない。

　黒田は上記の行為の解釈の根本原則（つまりは［Ｒ１］）を「人間理解の基本の公理（黒田 ,	

�992,	2�）」と呼ぶ。もしも黒田の言うとおりなら、真に自己犠牲的な行為はそもそも存在しない

（すべての行為は利己性を備えている）とするか、あるいは、真に自己犠牲的な行為が存在する

とすればそれは［Ｒ１］に違反しており、その意味で非合理的な行為であるとするか、いずれか

の道しかない（57-58）。他方、自己犠牲的行為はたしかに存在するはずだという直観が正しいな

らば、［Ｒ１］は修正されなければならない。この三つの可能性は、自己犠牲をめぐる問題状況に

ついて前節の末尾で確認した三つの可能な応答そのものである。柏端はこの三つの道のあいだで

明快に選択する。

　「［Ｒ１］は私の考えでは、正しくない。一般に人は自分が思っているほど合理的ではない。

……人間は［Ｒ１］に反するような仕方で自己犠牲的に行為することがある。（59）」

（7）
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ところが、柏端は同時に次のようにも指摘する。

　「一般に人は自分が思っているほど非合理的ではない。……ためしに［Ｒ１］にほんとうに

違反できるかを自問してみてほしい。意外に難しいことに気づくだろう。合理性を欠くとい

うのは一大事なのである。（58）」

　かくして、合理性の原理は簡単に放棄できるようなものではないが、人は［Ｒ１］が言うほど

合理的なわけでもない。合理性の概念を吟味して、人間の現実の行為の状況に適合した合理性の

原理を見出すことが柏端の一つの課題となる。

３．２　合理性概念の拡張

　柏端の考察は、［Ｒ１］を正確に述べなおすことから始まる。［Ｒ１］は次のとおりだった。

［Ｒ１］　行為者はかならず「すべての点を考慮して自分にとってよりよい」と判断されるよ

うなことを選択しようと意図する。

　さて、ある状況である行為者が、二つの選択肢Ａ、ＢのうちＢを選択して行為したとする。と

ころが、その状況でこの行為者がＢよりもよい別の選択肢Ｃがあると考えていたなら、この行為

者は合理的とは言えない（�8）。たとえば、二つの工場を所有する会社経営者が資金繰りに苦し

んで、（Ａ）二つとも所有したまま倒産する、（Ｂ）損を承知で一つを売却して運転資金を得る、

という二つの選択肢から（Ｂ）を選んだとする。一見合理的である。ところがこの経営者がこの

とき、（Ｃ）低利の資金を金融機関から借り入れる、という別の選択肢が十分に実現可能で、こ

ちらの方がよりよいと考えていたとすると、（Ｂ）の選択は合理的とは言えなくなる。��

　すると合理性の原理を正確に与えるためには、［Ｒ１］における判断が、行為者の考えうるすべ

ての選択肢のあいだの比較にもとづいて行なわれることを明示する必要がある。そこで［Ｒ１］

は正確には次のように述べなおされる。ただし、引用中の下線およびその始点の下付の表記は、

付加された部分を示すために私が施したものである。

［Ｒ２］行為者はかならず「［Ｒ２］すべての選択肢の中ですべての点を考慮して自分にとって

［Ｒ２］他のどれより［Ｒ２］もよい」と判断されるようなことを選択しようと意図する。（�9）

��	この会社経営の例は、柏端自身の例ではなく、私（田村）が適宜つくった例である。	

（8）
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（9）

この［Ｒ２］は、行為者の念頭に別の選択肢があって、それが現実に選ばれた選択肢よりよい、

という可能性を封じている。

　しかし、ある状況で考えられるすべての選択肢の中に、「他のどれよりもよい」ものがあるか

どうかは疑問とするに足りる。たとえば、上の会社経営者の例で、二つの金融機関ＸとＹが同じ

条件で融資してくれるのであれば、（ＣＸ）Ｘから借りる、（ＣＹ）Ｙから借りる、の二つの選択

肢は、同じくらいによいと言うほかない。この二つのあいだでむやみに悩むのは愚かである�2。

すると［Ｒ２］は、現実には充足しがたい（また、充足してもあまり意味のない）強い要求を突

きつけていることになる。選択肢のあいだに同じくらいよいものがあることを妨げないかたちに

［Ｒ２］を述べなおす方が、行為の現実の状況に合致するだろう。それは以下のようになる。な

お、字消し線は先行する規定から抹消される箇所を示す。

［Ｒ３］行為者はかならず「［Ｒ２］すべての選択肢の中ですべての点を考慮して自分にとって

［Ｒ２］他のどれより［Ｒ２］もよい	［Ｒ３］最もよい」と判断されるようなことを選択しようと

意図する。（70）

ただし、「最もよい」とは、「他のどれに対してもそれよりよいか同じぐらいによいこと（70）」

を意味するものとする。だから、同じぐらいよい選択肢が複数あることを妨げない。ただし、こ

の［Ｒ３］においても、行為者の考えうるすべての選択肢のあいだで比較が行なわれる、という

点には注意しておく必要がある。すべての選択肢が一つの規準で比較され、そこから一つまたは

複数の最もよい選択肢が選び出されるのである。

　［Ｒ３］の問題点は、柏端によれば、「行為のための判断に関する合理性と、行為の実行に関す

る合理性の両方が、分離困難な形で表現されて（70）」いる点である。後者、行為の実行に関す

る合理性とは、単純化すれば、〈何かを意図的に行なった
0 0 0 0

ときには、それを最もよいとする判断

があったはずだ〉ということである。前者、行為の判断に関する合理性とは、〈何かを行なう
0 0 0

と

きには、いずれかの選択肢を最もよいと判断するはずだ〉ということである。この二者の区別は、

行為が起こった後に、当該の行為を最善とする判断があった（理由づけによる行為の説明が成り

立つ）ということと、行為が起こるときに、その行為を最善とする判断がある（理由づけによっ

て行為を産出する因果的過程が成り立つ）ということの区別である。

　このうち行為の実行に関する合理性の原理が、まず次のように定式化される。

［Ｒ４］行為者がφすることを意図的に選択したならば、「すべての選択肢の中で、すべての

点を考慮して、自分がφすることが自分にとって最もよい」とする行為者自身の判断が

�2	柏端の明快な指摘によれば、ビュリダンのロバは悩む必要のない場面でむやみに悩んでいるだけである
（92-94）。幸い現実にはヒトもロバもそこまで愚かではない。
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存在する。（7�）

柏端は、「ある行為者が意図的にある選択をした（つまりある行為をした
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

）（7�、傍点は引用者）」

という言い換えを行なっている。意図的にある選択をすることとある行為をすることは、さしあ

たり同じことであると見られている。そして、この言い換えのもとで、この定式化はたしかに行

為の実行にかかわるものとなる。

　［Ｒ４］の「φすることを意図的に選択した」は、それゆえ「φした」と言い換えてよい。こ

の言い換えのもとで［Ｒ４］への反例、つまり［Ｒ４］に違反するというかぎりでの非合理性を

考えてみると、それは次のとおりになるだろう。すなわち、「φした」のにもかかわらず、「「す

べての選択肢の中で、すべての点を考慮して、自分がφすることが自分にとって最もよい」とす

る行為者自身の判断が存在」しない
0 0 0

という場合である。これはたとえば、「ψするのが最もよい」

とする判断がありながら現実には「φした」という場合、つまりアクラシアの事例になる。

　しかしながら、このようなアクラティックな行為者といえども「ψするのが最もよい」という

判断は、とりあえずできているわけである。すると、柏端の言うように「行為のための判断に関

する合理性」は別途規定されうる。それが次の［Ｒ５］である。

［Ｒ５］行為者は行為の場面でかならず、いずれかの選択肢を「すべての選択肢の中ですべて

の点を考慮して自分にとって最もよい」と判断する。（7�-72）

すると、［Ｒ５］に違反するというかぎりでの非合理性は、「いずれかの選択肢を「すべての選択

肢の中ですべての点を考慮して自分にとって最もよい」と判断する」ことがなされない
0 0 0 0 0

ことであ

る。つまり「最善判断がそもそもできないケース（72）」になる。したがって、［Ｒ５］が前提し

ているのは、合理的な人間は行為の場面で最善の選択肢を選び出す判断がかならずできるのであ

り、それができないのは非合理性にほかならない、という考え方である。柏端によれば、

　「記述的な原理として解釈すれば［Ｒ５］は、人間が、どの行為の場面においても、可能な

選択肢を考え、それらを順序づけたうえで最もよいと思われる選択肢を（それは複数あるか

もしれないが）選び出す、ということを主張している。（72）」

　しかし、柏端は、この［Ｒ５］が提示する合理性を人間が備えていると見なすことは事実に合

わないと考える。そもそも、任意の行為の場面ですべての選択肢が同じ一つの評価規準で比較可

能とはかぎらない。その一つの評価規準が選択肢群のある一部分の比較にしか適用可能でないと

いう場合がありうる。あるいは、すべての選択肢を比較できる評価規準が二つ以上あり、それら

から帰結される最善の選択肢が互いに異なっていて、かつこれら複数の評価規準の統一はできな

（�0）
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（��）

い、という場合も考えられる。このいずれの場合�3 にせよ、行為の現場では最善の選択肢が常に

得られるはずだという［Ｒ５］の主張は、見直す必要があるように見える。

　柏端は、哲学者たちが「行為について論じるさいに……最善の選択肢の存在を仮定しているよ

うに見えるのは、驚くべきこと（7�）」であると見ている。そして、「特別な理由もなくそのよう

に仮定すること（7�）」を「最大値症候群（7�）」と呼び、「「最大値症候群」は自己犠牲の適切な

理解にとっても大きな妨げとなっている（7�）」と指摘する。したがって「最大値症候群」に罹

患せずに合理性の概念を定式化することが必要とされるわけである。最善の選択肢が選び出せな

いということは、端的に言えば、行為者がいずれとも決めかねるということにほかならない。そ

のような場合の合理性とは何ものなのか、次に見ることにする。

３．３　ジレンマ

　いま異なる評価の規準ＶＡ、ＶＢがあるが、この二者の優劣を定める上位の規準は存在しない

と仮定しよう。そして、ＶＡ、ＶＢを選択肢群に適用したときに選出される選択肢を、それぞれ

ａ、ｂとする。ＶＡによればａよりよい選択肢はない。ＶＢによればｂよりよい選択肢はない。

しかしこの場合、ａとｂのどちらを最終的に選べばよいのかは決めようがない。仮定によって	

ＶＡとＶＢのどちらを優先するか決める上位の規準が存在しないからである。

　柏端は、評価規準に相対的に「それよりよいものがない」とされる選択肢を「極善の選択肢」

と呼んで、最善の選択肢と区別する（73）。極善の選択肢しか得られない場合、［Ｒ５］は成立し

ない。上の例でａとｂのどちらが「自分にとって最もよい」のか判断できないからである。しか

し、このような場合にもより弱い意味での合理性は成り立っている。それは次のように言い表さ

れる。

［Ｒ７］行為者は行為の場面でかならず、いずれかの選択肢を「すべての選択肢の中ですべて

�3	評価規準は一つだが、それが選択肢群のある部分の比較にしか適用可能でないという場合と、評価規準が
複数あって、それぞれすべての選択肢に適用可能だが、それらによって最善と判断される選択肢が互に異
なり、かつそれら複数の規準自体の統一は不可能であるという場合とは、形式的には区別されると思われ
る。柏端は、可能な選択肢集合の任意の要素ｘとｙに関する関係Ｒ（評価規準Ｒ）の完備性の原理［Ｃ］
∀ｘ∀ｙ（ｘＲｙ∨ｙＲｘ）を問題にして、［Ｃ］が成り立たない場合（選択肢群の一部分の比較しか可能
でない場合）の考察を通じて［Ｒ５］に疑義を差し挟む余地を取り出している（72-73）。しかし、柏端が実
際に考察するトリレンマやジレンマの事例は、複数の価値規準の統一不可能な並立の場合である（85-92）。
柏端はこれら二つの場合が異なることに気づいており、一節を割いて（第５章の２）単一の価値規準にも
とづく完備性の不成立の事例を検討する。だが、それ以外の箇所での柏端の考察は、もっぱら複数の価値
規準の並立の事例にかかわっている。最善の選択肢が選び出せないという点に関しては、完備性の不成立
も複数規準の並立も同じになるから、柏端の議論に不整合が生じては来ない。しかし、この二者が人間の
合理性の限界について示唆するものは異なるだろう。完備性の不成立は人間の理性が期待されるほど普遍
的に有効ではないということを示唆するが、複数規準の並立は人間の理性が期待されるほど一枚岩的では
ないことを示唆する。自己欺瞞や自己犠牲に関連するのは後者の示唆であろう。
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の点を考慮して自分にとって［Ｒ５］最もよい	［Ｒ７］それよりよいものがない」�4 と判断する。

（77）

この［Ｒ７］は、ジレンマにおいてさえ見出されうるある合理性の要素を取り出している。どう

しても靴を買う必要があって購入の候補を二つに絞ったが、一方はデザインは最高だが履き心地

が悪く、他方はデザインは悪いが履き心地は最高であるとしてみよう。一方はデザインから言っ

てそれよりよいものがなく、他方は履き心地から言ってそれよりよいものがない。それゆえ［Ｒ

７］は成り立っている。だが、デザインと履き心地のどちらも他に優先されないとすれば、私た

ちはどちらの靴を買うとも決めかねる。もちろん、どうしても靴を買う必要がある状況では、ど

ちらも買わないという選択肢は最悪だから、どちらかを買うしかないのだが、どちらとも決めか

ねるのである（90-92）。これは真正のジレンマだが、こういう状況はさほど珍しくない。こうい

う状況でも、ある規準に相対的には「それよりよいものがない」という絞り込みはできているか

ら、人の合理的な思考がまったく機能していないわけではない。［Ｒ７］はこのような合理性をと

らえている。�5

　このような場合、私たちはとにかくどちらかの靴を買うだろう。靴無しで歩くという最悪の

事態はそれで避けられる。こうして靴を買った人物は、靴を買った理由を述べることはできる。

「靴無しでは困るから」と言えば足りるのである。しかし、ほかならぬその
0 0

靴を買った理由を述

べることはできないだろう。たかだか「なんとなくこっちにした」と言うくらいかもしれない。

行為者はまったく不合理に行為しているわけではないが、自分の行為に十分な理由づけができる

というわけでもない。柏端によれば、「特定の
0 0 0

選択肢を選択することが決断であるとすれば、ジ

レンマを乗り越えて決断へと至るための十分な理由は存在しない（�09）」のである。

　ここには人間とその行為についての柏端の直観が現れており、それは哲学における理論的な決

断と呼ばれてよいものである。彼は次のように述べている。

　「すべて人間が決断に関してギャップのない幸福な安定状態にあるわけではない。人間に

�4	「それよりよいものがない」ということと「最もよい」ということの違いについて、柏端の言いたいことは、
次の二つのことである。一つには、ある評価規準が選択肢のすべてには適用できない（完備性が成り立た
ない）場合には、その規準で選出された選択肢が、全選択肢の中で「最もよい」かどうかは決めようがな
いが、少なくとも規準が適用された範囲内では「それよりよいものがない」とは言える、ということ。も
う一つには、本文中で述べたとおり、異なる評価の規準ＶＡ、ＶＢによって選出される選択肢ａ、ｂのどち
らがよいのかを決める上位規準がない場合には、ａ、ｂのいずれが全選択肢の中で「最もよい」のかは決
めようがないが、それぞれ規準に相対的に「それよりよいものがない」とは言える、ということ。

�5	この［Ｒ７］は、［Ｒ５］と同じく〈行為のための判断に関する合理性〉の規定である。［Ｒ４］の〈行為の実
行に関する合理性〉に対応する極善的な合理性の規定は、次のとおりである。
［Ｒ６］行為者がφすることを意図的に選択したならば「すべての選択肢の中で、すべての点を考慮して、
自分がφするよりも自分にとってよい選択肢は他にない」とする行為者自身の判断が存在する。（77）

（�2）
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とってのジレンマの本質性を正しく認識することができたならば、行為者にとって最善の選

択肢がつねになければならないという強迫観念（前章で私〔柏端〕が「最大値症候群」と呼

んだもの）からは自由になれるはずである。人間がその意味で合理的でなければならないと

いう強迫観念は、おそらくわれわれの「悪しき信仰」の一部である。��0」

私も「最大値症候群」はたしかに「信仰」であると思う。しかし、本論文の末尾で述べるように、

これはそれよりよいものが見つからないような「信仰」ではないかと考えている。だが、この点

はひとまずおき、合理性とならんで自己犠牲的行為の理解の係争点となるもう一つの概念、行為

者および個人という概念にかかわる柏端の議論を見ておくことにする。

３．４　共同行為

　自己犠牲は、他人を巻き込んだ本質的に社会的な行為類型である。山登りに出かけて危険な岩

場にあえて挑戦し、滑落して命を落としても、この行為が自己犠牲と呼ばれる可能性はまったく

ない。しかし、戦争に参加して危険な任務にあえて志願し、武運つたなく命を失ったら、この行

為は自己犠牲と呼ばれる可能性がある。登山は個人がたんに好きですることだが、戦争は皆でや

むなくたずさわることだからであろう。自己犠牲的行為において、行為者は自分と異なる何か
0 0

の

ために自己を犠牲にする（���）。だが、その何か
0 0

と行為者である個人との関係は必ずしも判然と

しない。

　柏端は、この何か
0 0

と行為者個人との関係を、「われわれ」と「私」とのあいだのメレオロジカ

ルな全体－部分関係としてとらえる��。そして、自己犠牲的行為を、「私」という個人を含む「わ

れわれ」の共同行為の一種としてとらえ、「私」個人の意図性と、「私」を含む「われわれ」の意

図性とのあいだに生じうる齟齬の問題を手がかりに、自己犠牲の突き付ける論理的問題を解こう

とする。

　まず、次のような文が描写する行為を考えてみる。

［２１］�7 太郎と花子が残っていた例のピザをぜんぶ食べてしまった。（�3�）

太郎と花子が示し合わせてピザをぜんぶ食べてしまった場合�8、この文の描写する行為は共同行

為の一例になる。「残っていた例のピザをぜんぶ食べた」のは太郎個人でも花子個人でもない。

��	柏端は第６章２節でメレオロジーを解説しているが、その紹介は省く。
�7	突然［２１］という番号の例文が出現するのは、もちろん柏端の叙述にあわせるためである。
�8	「示し合わせて」という条件は冗語ではない。花子が後から来るとは知らずに太郎がピザの一部を食べて立
ち去り、その後花子がやってきて太郎が食べたとは知らずに残りのピザを食べた、といった場合は、この
二人が共同で一つの行為をしたとは見なされない。（�3�）

（�3）
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太郎と花子をあわせた存在者�9 であると考えられる。太郎と花子をあわせた存在者を行為の主体

とすることは、残っていたピザが一人では食べきれない量だったと想像すると、受け入れやすく

なる（�3�）。二人いなければそんなことはできるはずがなかった。それならば、太郎と花子から

なる或る全体こそ、この共同行為の行為者である、というわけである。

　しかし、一台の路線バスに複数の人間が乗り合わせていることは、皆でいっしょにバスに乗

る、という共同行為ではないように思われる20。複数の人間がたまたま同じバスに乗っているだ

けだろう。一方、遠足に行くために児童数十人が一台のバスに乗っていることは、皆でいっしょ

にバスに乗って遠足に行く、という共同行為であるように思われる。一見同じことに複数の人間

がかかわっていても、共同行為になる場合とならない場合がある。柏端の言うように、「われわ

れは、日常のやりとりにおいて共同行為とそうでない諸行為とをうまく見分けているように見え

る（�45-�4�）」のである。それゆえ「共同で何かをしていると見なすための実践的な規準が、わ

れわれのあいだにたしかに存在する（�4�）」と考えられる。

　柏端は、意図的であること（身体的出来事の意図性）の判別に関するアンスコムの規準と、行

為であること（身体的出来事の行為性）の判別に関するデイヴィドソンの規準とを応用して、複

数の人間による身体的な振る舞いが共同行為であることの判別の規準を組み立てている。

　まずアンスコムの意図性の判別規準は、柏端によれば次のとおりである2�。ある人物のある振

る舞い（ある記述のもとでの身体的な運動や静止）が意図的な行為であるのは、「なぜそんなこ

とをするのか」というその人物への問いかけがその人物によって拒否されない場合、またその場

合にかぎる。ただし、「なぜ」という問いが拒否されたことになるのは、「そんなことをしている

とは知らなかった」という回答か、「そうしていると観察してわかった」という回答か、その身

体的な運動や静止の原因を推測する回答が返ってきた場合である（�4�-�47）。

　たとえば、変な姿勢でプールに飛び込んだ人物に、「なぜそうしたのか」と尋ねたとき、「えっ、

そんな姿勢だったっけ？	知らなかった。」とか、「ああ、後でビデオで見て我ながら変だって思っ

た」とか、「後ろから急に押されたんだ」、といった答えが返ってきたら、〈変な姿勢でプールに

飛び込んだこと〉と記述されるその人物の振る舞いは、その人物の意図的な行為、つまりそうす
0 0 0

るつもりで
0 0 0 0 0

やったことではない。ただし、この三つのうち前二者の回答の事例では、〈プールに

飛び込んだこと〉自体は意図的な行為であるかもしれない。意図的ではなかったのは、飛び込み

中に〈変な姿勢をとったこと〉である。他方、押されて落ちたという最後の回答の場合、その人

物はそもそもプールに〈飛び込んだ〉のではない。プールへの落下はその人の意図によらないか

ら、その人の行為と見なすことには無理があるだろう。

�9	この存在者は太郎と花子のメレオロジカルな和として定義される。
20	このバスの例は、私（田村）が適宜に作った例であり、柏端自身の挙げる例ではない。
2�	柏端はもう少し精密な定式化を与えている（�4�）が、ここでは簡略化して示す。

（�4）
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　すると、ある振る舞いが行為であるかどうかの判別の規準（行為性の規準）を、意図性の判別

基準に沿って構成できる。デイヴィドソンによって与えられたその規準は、柏端によれば次のと

おりである。

［Ｄ］ｘの身体に起こったある出来事が行為であるのは、すくなくとも一つの記述のもとで、

その身体的出来事がｘにとって意図的であるときであり、そのときにかぎる。（�48）

もとよりｘはある人物を指す。押されてプールに落ちた人の身体に起こった出来事（その落下）

は、おそらくいかなる記述のもとでも意図的にならない（「なぜそうしたのか」という問いが原

因を推測する形式の回答によって拒否される）から、［Ｄ］によればそれは行為ではない。しか

し、「なぜ変な姿勢で
0 0 0 0 0

プールに飛び込んだのか」という問いが何らかの形式で拒否された場合で

も、「なぜプールに飛び込んだのか」という問いには、「まわりをビックリさせてやろうと思って」

とか「すごくうきうきした気分だったから」といった回答が返ってくる場合がありうる。すると

この場合は、その身体的な出来事は、〈変な姿勢でプールに飛び込んだこと〉という記述のもと

では意図的ではないが、〈プールに飛び込んだこと〉という記述のもとでは意図的であることに

なり、［Ｄ］によってその身体的な出来事は行為であることになる。

　柏端は続いて、複数の人間が「共同で」行為したと言いうる場合の規準を、一人の人間が「意

図的に」行為したと言いうる場合にならって特徴づける。

［ＣＡ１］ｘ１の身体的出来事とｘ２の身体的出来事と…ｘｎの身体的出来事の和であるような

出来事が生起し、その出来事は「φ」と記述可能であるとする。そのとき、その出来事

が「φ」という記述のもとでｘ１＋ｘ２＋…＋ｘｎにとって共同で行なったものであるの

は、「なぜあなたたちはφするのか」という彼らへの問いが、ｘ１、ｘ２…ｘｎの誰からも

拒否されないときであり、そのときにかぎる。（�49）22

ここでｘ１、ｘ２、…ｘｎはそれぞれの人物を指す。たとえばｎ人が一台のバスに乗っているとき、

それぞれの人に「なぜあなたたちは一台のバスにいっしょに乗っているのか」と尋ねて、全員が

口々に「いっしょに動物園に行くんだ」とか「今日は遠足なんだよ」とか答えるなら、〈一台のバ

スにいっしょに乗っていること〉はそのｎ人が行なっている共同行為である。だが、普通の路線

バスで同じことを尋ねたら、おそらく「たんなる偶然だろう」とか「別にいっしょに乗ってるっ

ていうわけじゃない」という答えが返ってくるだろう。この場合、「なぜ……しているのか」とい

22		ただし、「和」および「＋」はメレオロジーによって定義される（�28-�30）。

（�5）
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う問いは拒否されており23、〈一台のバスにいっしょに乗っていること〉は共同行為ではない。

　すると「共同で」という副詞句のこの適用規準に即して、次のように共同行為性の規準を与え

ることができる。

［ＣＤ］ｘ１の身体的出来事とｘ２の身体的出来事と…ｘｎの身体的出来事の和である出来事

が共同行為であるのは、すくなくとも一つの記述のもとで、その出来事が、ｘ１＋ｘ２＋

…＋ｘｎにとって共同で行なったと言えるような出来事であるときであり、そのときにか

ぎる。（�50）

遠足に行く児童たちは、たとえば〈Ａ観光株式会社のバスを利用していること〉という記述のも

とでは共同行為をしてはいないだろう。彼らは「なぜその会社のバスを利用しているのか」と

いう問いに対しては、たぶん大多数が「知らない」と答えて問いを拒否するだろうから。だが、

〈一台のバスにいっしょに乗っていること〉という記述については、「なぜそうしているのか」と

いう問いに対し、全員が「いっしょに動物園に行くんだ」とか「遠足だよ」とか口々に答えるか

ぎりで、これを共同で行なったと言える。それゆえこれらの児童たちの身体的出来事は共同行為

なのである。

　こうして共同行為性が規定されるとき、柏端が重視するのは、共同行為に従事している人々は
0 0 0

、

自分たちが「なぜそうしているのか」について、観察によらない知識をもっているという点であ

る。これは、意図的行為をしている個人
0 0

が
0

、自分が「なぜそうしているのか」について、観察に

よらない知識をもっているということと類比的である。

　変な姿勢でプールに飛び込んだ人物が、「なぜそうしたのか」という問いに対して、「飛び込む

あいだに上体をどれだけひねれるか試してみたかったんだ」と答えた場合、この人物は観察によ

らない知識にもとづいて直ちに答えており、かくしてこの場合はこの身体的出来事は意図的な行

為である（�47）。同様に、遠足に赴く児童たちは、「なぜ一台のバスにいっしょに乗っているの

か」という問いに対して、他人の行動の原因を推測したり、お互いの考えを確かめあったりせず

に、「遠足だからだよ」という答えを直ちに与えることができ、かくしてこれらの児童たちの身

体的出来事は共同行為なのである。

　柏端によれば、「われわれは、自分が意図的に行なうことに関してだけでなく、自分たちが共

同で行なうことに関しても一群の観察に基づかない知識をもつ（�52）」のである。自分個人の行

為についてのみならず、自分たち
0 0

の行為についてもなぜその行為をしているのか観察によらずに

23	柏端によると、拒否のパターンは、人々のうちの誰かから「そうしているとは知らなかった」という答え
が返ってくる場合、または、自分以外の人々について観察や推測によってのみ意図を知っている場合、ま
たは、主語の複数性が端的に否定される場合、である（�49-�50）。路線バスの例では、「バスに乗ってると
は知らなかった」という回答はあまりに不自然なので提示しなかった。

（��）
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（�7）

回答できるということが、柏端の理論において、私たちが共同で意図的に
0 0 0 0 0 0 0

行為することが可能で

あると言うための重要な論拠になっている。

３．５　共同行為と個人

　人は、「私」として行為するだけでなく、「われわれ」として行為することがあり、この一人称

複数形の行為に関しても、観察によらない知識にもとづいて理由づけを行なうことができる。こ

れが、柏端の共同行為論の核心の着想である。この理由づけは、次のように一種の実践的推論の

形式に書き表されうる。

（０ｗ）われわれは、自分たちがφするのがよいと判断する。

（１ｗ）われわれはφがしたい。

（２ｗ）φするには自分たちはψすればよいとわれわれは思う。

（３ｗ）ゆえにわれわれはψする。（�53）

φを「運動する」、ψを「３０分間いっしょに歩く」に置き換えれば、次のようになる。

（０ｗTL）われわれは自分たちが運動するのがよいと判断する。

（１ｗTL）われわれは運動がしたい。

（２ｗTL）運動するには自分たちは３０分間いっしょに歩けばよいとわれわれは思う。

（３ｗTL）ゆえにわれわれは３０分間いっしょに歩く。

これは、たとえばティナとリーナ24 という二人の人物が、いっしょに３０分間の散歩を行なうこ

とになった、という共同行為の成立過程の骨子でありうる。この場合、この共同行為の主体は、

ティナとリーナからなる或る全体である。

　いま事情を知らない人物が、ティナとリーナのそれぞれに、「なぜそんなことをしているのか」

と尋ねたとする。ティナもリーナも、ことさらお互いの態度を確かめるまでもなく、異口同音に、

「運動をするのがよいと思ったから」とか、「運動したいから」とか、「３０分いっしょに歩くこ

とにしたから」、といった回答を即座に与えることができるだろう。こういった回答は、共同行

為主体を構成する二人のそれぞれが、観察によらずに知っていることとして直ちに与えられる。

　この二人は、自分たちが何をよいと判断しているのかお互いに知っている。すなわち、ティナ

はリーナが「運動するのがよいと判断している」のを知っているし、同じくリーナはティナが

24			突然ティナとリーナという人物が出てきたのは、柏端が共同行為主体の意図の問題を考えるとき、Gilbert	
�997 のティナ（Tina）とリーナ（Lena）のウォーキングの例に言及している（�58-�59）からである。ただ
し、（０ｗTL）～（３ｗTL）の整理は私（田村）が適宜構成したものである。
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（�8）

「運動するのがよいと判断している」のを知っている。さらに、それぞれは、お互いが相手につ

いてこのように知っているということもまた知っている。もちろん、「運動したい」という欲求

についても、あるいは「運動するには３０分間いっしょに歩けばよい」という目的と手段の知識

についても、お互いに相手がそう考えていると知っているし、さらに、それぞれ相手がそう考え

ていると知っているということも、お互いに知っている。共同行為の行為主体を形成する各個人

は、このように共同行為の成立にカナメのところで関わるお互いの判断、欲求、信念について、

無限に反復連鎖して互いを映し出しあうような、相互的な認識（相互信念mutual	belief）をもっ

ている。そのような相互信念をもつからこそ、共同行為が成立するのである。

柏端はこの点について次のように述べている。

　「共同行為主体の各メンバーは、自分たちが共同行為においてどのような理由で何をする

かに関して観察によらずに自覚することができ、またそれに関して他のメンバーを巻き込む

形の反復的な信念の連鎖（上述したような相互信念）をもつのである。これらの態度は、共

同行為主体全体としては、当の共同行為に対する自覚を意味している。そして同時に、各メ

ンバーからすれば、当の共同行為への参加の自覚でもあり、まさにそれが共同行為主体のメ

ンバーシップを形成している。（�55）」

　ここで問題となりうるのは、共同行為主体の態度とこの主体を構成する各メンバーの個人とし

ての態度とのあいだの関係である。ティナとリーナからなる或る全体
0 0 0 0

は、３０分間いっしょに歩

こうという意図（態度）を形成し、それによって現実の共同行為（いっしょに歩くこと）にたず

さわっている。それでは、そのときティナとリーナは、それぞれの個人としてもまた
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、３０分間

歩こうという意図をもつのだろうか。言いかえれば、共同行為主体の意図や欲求は、それに対

応した各メンバーの個人的な意図や欲求に分解できるのだろうか。柏端は、マーガレット・ギル

バートの考え方に沿って、そのように分解することはできないと考える。

　ギルバートは次のような場面を設定する。ティナとリーナはいっしょに歩き始めた。ところが

半分ぐらい歩いたところでリーナがとつぜん「私帰る」と言いだした。このとき当初の共同行為

はどうなるのか。柏端（ギルバート）の判定は、以下のとおりである。

　「「私帰る」と一方的に述べることによって「われわれは三十分間いっしょに歩く」という

二人の意図を取り消すことは、リーナにはできない。リーナにできることはたかだか、その

意図に対する反逆である。……これが意味することは、二人でいっしょに歩こうという気が、

リーナにすでにないにもかかわらず、リーナとティナとのあいだに共有意図という形で残っ

ているということである。でなければそもそもそれ
0 0

に「反逆」することはできない。（�58）」
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誰かといっしょに何かを始めたけれど、途中でいやになって、「もうやめたい」と相手に言う、

というのはよくあることである。だが、当初に形成された共同行為主体の意図は、共同行為の一

メンバーがもういやになったと表明しても消滅するわけではない。メンバー各個人の意図とは別

の水準で、依然として共同行為の意図は存続している。共同行為の意図が各メンバーの個人的意

図とは別の水準に存在しつづけているのでなければ、たしかに、いやになったメンバーがそれに

異を唱えること自体不可能である。

　さらに、リーナが「もうやめたい」と言ったときに、ティナもまた「私もそう思ってた」と応

ずることさえないわけではない。この場合は、すでに二人ともそれぞれの個人としては
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

歩く意図

をもっていなかったことになる。つまり、共同行為主体としてのティナとリーナは、３０分間

いっしょに歩く意図のもとで現に歩いていた
0 0 0 0 0 0 0

のだが、ティナとリーナのそれぞれはすでに歩く意
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

図を失っていた
0 0 0 0 0 0 0

。こういうことさえあるのである。かくして、共同行為が行なわれているときに、

複数の人間からなる共同行為主体の信念や欲求や意図は、各メンバーの個人的な信念や欲求や意

図に分解できるとはかぎらないし、分解しなければならないわけではなおさらない。共同行為主

体の諸態度は、各メンバーの個人としての諸態度とは別の水準に位置しているのである。

３．６　共同行為としての自己犠牲

　合理性と行為者という二つの概念を以上のように吟味しなおすと、自己犠牲的行為を分析する

準備が整う。柏端が自己犠牲的行為を分析する上で範例とするのは、次のような人物Ｍ氏の行為

である（���）。

　Ｍ氏は黙々とホームレスに食料を配給している。このＭ氏に対し、「彼らを助けるのがよいこ

とだとあなたは思うわけですね」と尋ねたところ、Ｍ氏は次のように答える。

Ｍ「そんなことはない。別に私はそんなふうには思ってないです。」（���）

この答えは、Ｍ氏のしていることと矛盾するように思われるから、「でもあなたは助けようとし

ているではないですか」とさらに尋ねてみる。するとＭ氏はこう答えるのである。

Ｍ「ただ、政府としては彼らを助けないわけにはいかないでしょう。彼らも国民ですから。」

（���）

Ｍ氏のこの二つの応答は、直観的に十分理解可能である。Ｍ氏の行為は、したがって、非合理的

ではないと感じられる。

　だが、この合理性は説明を要する。一般に、ある合理的な行為者ｘは、次のような実践的推論

に合致するように行為する（��8-��9）。
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（０）行為者ｘは、φすることがよいと判断する。

（１）行為者ｘはφがしたい。

（２）φするには自分はψすればよいとｘは思う。

（３）ゆえにｘはψする。

この図式を、φ「ホームレスを助ける」、ψ「食料を配給する」としてＭ氏に適用すると、Ｍ氏

は（３Ｍ）「食料を配給する」ことに現に従事していながら、（０Ｍ）「ホームレスを助けることが

よいと判断する」わけではない
0 0 0 0 0 0

、と主張していることになる。（２Ｍ）「ホームレスを助けるには

食料を配給すればよい」は自明とすれば、結局Ｍ氏は（０Ｍ）「ホームレスを助けることがよいと

判断する」を否定しながら、（１Ｍ）「ホームレスを助けたい」という欲求を肯定して行為してい

るわけである。通常、この種の食い違いは非合理性の現れである。しかし、繰り返して言うが、

私たちはＭ氏が非合理的だとは感じない。

　Ｍ氏の行為は、柏端の理論によって分析可能である。Ｍ氏の「そんなことはない……」とい

う答えは、「私」という一人称単数形を主語としている。これに対し同じＭ氏の「政府としては

……」という答えは、Ｍ氏自身を含み政府に協力的な「われわれ」という一人称複数形を非明示

的に主語としていると解釈できる（��7）。すると、状況は次のように整理できる。

　個人としてのＭ氏は、ホームレス支援をよいと判断していないから、実践的推論の合理的形式

にしたがって、食料の配給活動に従事しないと決定するであろう。しかし、Ｍ氏を含む「われわ

れ」は、ホームレス支援をよいと判断しているのだから、実践的推論の合理的形式にしたがっ

て25、「われわれ」は食料の配給を実施するという決定を下す。そこで、Ｍ氏は「われわれ」の一

員として食料を配給しているのである。このような状況は、Ｍ氏が公務員で「われわれ」が政府

であると考えれば容易に想定できる。（�7�-�77）

　Ｍ氏は、現実に食料の配給という身体的な活動を行なっている。「なぜそんなことをしている

のですか」と尋ねられたなら、Ｍ氏は「われわれ政府は彼らを助けないわけにはいかないからで

す」といった回答を与えるだろう。このとき、Ｍ氏は同僚の行為を観察したり上司の考えを確か

めたりする手間を一切かけることなく、ただちに、つまり観察に基づかない知識によって「なぜ

……しているのか」という問いに回答するだろう。柏端の言うように、Ｍ氏の「答えにおいて引

きあいに出されているのは、Ｍ氏個人の理由ではなく、Ｍ氏を含む政府の理由である。それでも、

それが、Ｍ氏の身体運動についてＭ氏自身が観察によらずに与えることのできる理由の一つであ

ることに違いはない（�70-�7�）」。かくしてＭ氏は意図的にある共同行為に従事していることに

なる。

　しかしまた他方で、Ｍ氏は個人として「彼らを助けるのがよいことだと私は思いません」と言

25	厳密に言えば、（０）～（３）を一人称複数形の主語の形式に書き換える必要がある。それは、３．５で示し
た（０Ｗ）～（３Ｗ）である。
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うこともできる2�。これは、ティナとリーナの例で、二人が共同行為主体としては実際に散歩を

実行しつつ、個人としてはその行為をよいと思っていない、ということが可能であるのと同じで

ある。

　Ｍ氏は、自分自身の判断に逆らい自分たち政府の判断に従って行為している。要するに、Ｍ氏

は、自分を殺して皆に従ったのである。これは自己犠牲的行為の一つの特徴である。それゆえこ

の特徴を抽出すれば、［Ｓ１］に代わる自己犠牲的行為の新たな定式化が得られる。

　それは次のとおりになる。

［Ｓ２］自己犠牲的な行為とは、自分自身の判断と自分たちの判断が衝突するときに、後者に

従い前者に逆らうような（つまりもっぱら自分自身の判断においてより劣った）選択を

意図して何かをすることである。（�75）

［Ｓ２］は、「われわれ」として意識される共同体の決定に自分を殺して従う、という自己犠牲的

行為の特徴を抽出している。この定式は、次のような史上名高い自己犠牲の例にうまく適合する。

　トロイア戦争の火蓋がまさに切って落とされようとするとき、ギリシアの総大将アガメムノー

ンは、ギリシア軍の船出を阻む女神アルテミスの怒りを鎮めるために、愛する娘イーピゲネイア

を犠牲に捧げることを強いられる。イーピゲネイアは苦悩するアガメムノーンに「蕾のままの私

を死なせないでください（�2�8）」と哀願する。だが彼女は、懊悩し動揺した果て、遂には「私

はこの身をギリシアに捧げます。生け贄にして、トロイアを攻め滅ぼしてください。（�397f.）」

との決意を述べるに至る27。

　このイーピゲネイアの翻意の理解可能性をめぐっては諸家の議論があるが28、柏端の分析を適

用すれば見とおしよく整理がつけられる。第一に、イーピゲネイアは生きのびることをよしとす

る自分自身の判断と、自らを生け贄に捧げることをよしとするギリシア全体の判断とが衝突する

中で、後者に従い前者に逆らうような選択を意図して行為している。すなわち、彼女の行為選択

は自己犠牲的行為の定式［Ｓ２］に沿っている。
2�	なお、この場合Ｍ氏は個人としての自分の極善判断に逆らって行為していることになる。だからＭ氏は	
［Ｒ６］に従っていない。Ｍ氏の行為を合理的と見なすには、［Ｒ６］より弱い次の［Ｒ９］を認めればよい。
ただし、４．５で述べるように、この［Ｒ９］は合理性に関する方法論的個人主義を全面的な原則としては
認めないことを前提した原理である。
［Ｒ９］行為者がφすることを意図的に選択したならば（１）「すべての選択肢の中で、すべての点を考
慮して、自分がφするよりも自分にとってよい選択肢は他にない」とするその行為者自身の判断が存
在するか、または、（２）「すべての選択肢の中で、すべての点を考慮して、自分がφするよりも自分
たちによってよい選択肢はない」とする共同行為主体の判断が存在するとその行為者が考えている。
（�7�）

27	引用はエウリピデスの「アウリスのイーピゲネイア」から。なお、イーピゲネイアの事例の検討は、柏端
自身の議論ではなく、柏端の理論の検証のために私（田村）が構成したものである。

28	「アウリスのイーピゲネイア」のより立ち入った分析については、田村 �999 を見られたい。
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　第二に、イーピゲネイアの決意は、全ギリシアを「われわれ」とするとき「われわれ」の水準

での合理性を保持している。イーピゲネイアは、「なぜそんなことをするのか」と尋ねられたな

ら、「われわれギリシアはトロイアを攻め滅ぼすのがよいと判断するから」とか、「われわれギリ

シアがトロイアを攻め滅ぼすためには私が生け贄になればよいから」といった合理的な説明を自

分の行為に与えることができる。

　第三に、イーピゲネイアのこの説明は観察によらない知識にもとづいている。その意味でイー

ピゲネイアは意図的に行為しており、一部の批評家が解釈するように、恐怖に麻痺して正常な判

断力を喪失した状態にいる29 わけではない。

　第四に、イーピゲネイアは、生きのびたいという欲求を個人として保持し続けることが、非合

理性に陥ることなく可能である。というのも、ティナとリーナの散歩の例で確認されたように、

共同行為における共有された意図は共同行為主体を構成する各メンバーの個人としての諸態度と

は別の水準にあるので、各メンバーは共有意図に従って意図的かつ合理的に行為しつつ、同時に

個人としては共有意図に逆らう信念や欲求を保持している、ということが事実として成り立つか

らである。

　かつて私は、「イーピゲネイアの決意は不合理とは言い切れない。だが、行為者に分裂が潜在

している（完璧に統合された個人ではない）から犠牲にされたもの（実現を阻まれた本当の願望）

があると見ることができる。とはいえ、その行為がまったく本意でないとも言えない（一応正気

の人間の行為である）のである。（田村 ,	�999,	53）」と述べた。

　柏端の分析に即して言えば、私の記述のうち「不合理とは言い切れない」ことは、上の第二の、

ギリシア全体の水準の合理性によって説明される。「分裂が潜在している」ことは、第四の、個

人が共同行為主体と異なる心的態度を持ちうることによって説明される。「犠牲にされたものが

ある」ことは第一（［Ｓ２］）と第四によって説明される。そして「まったく本意でないとも言え

ない」ことは第三の、イーピゲネイアの行為の意図性によって説明される。［Ｓ２］へと収斂する

柏端の分析は、以上のとおり自己犠牲的な行為の特徴をうまく掬い上げていると言ってよいと思

われる。

４　服従と犠牲

　柏端の理論は、いくつかの点でさらに検討を必要とする。その中には行為の理論の根幹に関わ

る非常に重要な問題点も含まれる。

29	そのような批評家の言は、Foley,	�985,	78 で言及されている。田村 ,	�999,	5� を参照のこと。
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４．１　「他人にとってよい」ということ

　自己犠牲的行為の定式化は、［Ｓ１］から［Ｓ２］に改められた。それぞれを再度掲げておく。

［Ｓ１］自己犠牲的な行為とは、自分にとってよいと思うことではなく他人にとってよいと思

うことをすることを最終的な目的として、行為することである。（57）

［Ｓ２］自己犠牲的な行為とは、自分自身の判断と自分たちの判断が衝突するときに、後者に

従い前者に逆らうような（つまりもっぱら自分自身の判断においてより劣った）選択を

意図して何かをすることである。（�75）

一見してわかるとおり、［Ｓ１］には、「自分にとってよい」および「他人にとってよい」という、

行為の効用に直接かかわる特徴づけがあるのに対し、［Ｓ２］ではこれらの特徴づけが消えてい

る。［Ｓ２］は、自己犠牲的行為をもっぱら行為者の心的な態度（判断や選択や意図）に即して特

徴づけるものであって、［Ｓ１］のように「～にとってよい」という価値判断を前面に押し出すも

のではない。［Ｓ１］から［Ｓ２］への変化は、「自己犠牲に関する議論を、道徳や倫理学の関心

から適切に遠ざける（�98）」という柏端の姿勢の一つの現れである。

　しかしこの結果、柏端の理論では、「「自己犠牲」と呼ばれるものの中には、それぞれ非常に異

なる評価を与えたくなる行為が含まれる（20�）」ようになることが避けられない。柏端が暗に認

めるとおり、［Ｓ２］にしたがうならば「自分の正義感を抑えつつ組織のために証言者の家の前に

牛の生首を置いてくるマフィアの一員（2�0）」は、自己犠牲的に行為していることにならざるを

えない。この判定は、私たちの直観に反するだろう。他方、この行為は［Ｓ１］によるなら自己

犠牲とは見なされにくい。［Ｓ１］の定式中の「他人」を誰とすべきか限定はないので、「証言者」

を「他人」と置けば、この行為は自己犠牲になりえない。

　このように考えると、［Ｓ１］の方が［Ｓ２］よりも自己犠牲に関する私たちの直観的な理解に

合っている面があることが分かる。言いかえれば、自己犠牲という概念は、やはり行為の善い悪

いにかかわっており、全面的に道徳や倫理学の関心から離れることは難しいのである。柏端は、

行為者個人の意に反する行為が必ずしも不合理な行為となるわけではないということを精密に論

証した。だが、自己犠牲的行為は、行為者個人の意に反するという特徴だけでなく、他人にとっ

てよいとか道徳的に善と見なされるといった特徴も具えているようである。柏端の理論において、

この点の分析は不足していると指摘せざるを得ない30。

30	この指摘については、先述（注９参照）の京都科学哲学コロキウム例会の代表質問者、中山康雄の質問に
示唆を受けている。
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４．２　とっさに行なわれる共同行為

　本論文冒頭で自己犠牲の典型例として、「墜落事故に遭遇したさい投げ出されたロープ付きの

浮き輪を見ず知らずの他人に譲って命を落とす（205）」という例を見た。この例は、じつは柏端

が自らの理論にとって取り扱いの難しいケースとして挙げているものである。というのも、飛行

機事故に遭遇して水面であっぷあっぷしているとき救助隊から浮き輪が投げかけられたとして、

この遭難者はいったいどういう共同行為に従事していると言えるのだろうか。浮き輪を他人に譲

ることは直観的には確かに自己犠牲的な行為であると思われる。だが、自己犠牲の定式［Ｓ２］

において「自分自身の判断と自分たちの判断が衝突する」と言われるときの「自分たち」は、こ

の例のいったいどこに見出されるのだろうか。

　柏端はこの難問に取り組み、説得力のある巧みな議論を提出している。その議論は、私の考え

では、日常の行為一般に非常に幅広くあてはまる可能性を秘めている。そして、私の見立てが正

しいならば、柏端はアンスコムやデイヴィドソン以来の現代の行為の理論を根底から覆す議論を

提出していることになるのである。

　議論の骨子は次のとおりである。まず、人はとっさに協力して何かを行なうことがある。たと

えば、無人のまま坂道を下がり落ち始めた自動車があったなら、たまたまそのそばにいる人々は、

その危険性を即座に察知し、とっさに協力してその自動車を止めようとするだろう。人々はこう

してとっさの判断で信念や意図を共有して共同行為をすることがある（20�-207）。これと同じく、

浮き輪を譲った遭難者は、「同様に川の中で助けを待っていた人々と、とっさに互いに助け合う
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

という共同行為を行なっていたのかもしれない。（2�0、傍点は原文。）」

　すなわち、遭難事故の際には「各人が助かることを共通の目的とするような共同性が複数（お

そらくは共同行為のメンバーの数だけ）存在する（2��）」可能性がある。水中に投げ出されて漂

流している状態がこのまま続けばどうなるか皆が分かっているし、皆が助かりたいことも分かっ

ている。共同行為の基底となる相互信念はこのようにして成立しうる。それならば、浮き輪を

譲った遭難者は、「互いに助けあうことを構成する複数の共同性のうち、ある一人のメンバーを

助けるという共同性に関連して、自己犠牲的にふるまった（2��）」と言うことが可能になる。つ

まり、［Ｓ２］に出現する「自分たち」は、端的に言えば、浮き輪を譲った人と譲られた人のこと

になるわけである。

　この説明は一見この例かぎりにしか適用できない技巧的なやり方に見えるが、決してそうでは

ない。この遭難の例と類似した、ただしもっとありふれた行為の例として、混み合った列車の中

で老人に席を譲るという例を先に出した。この例でもとっさの共同行為が行なわれていると見る

ことは可能である。私たちは皆、足腰が弱ければ揺れる車内で立ちつづけることは苦痛であり、

ときには危険でさえあるということをよく知っている。視線の向きやちょっとしたしぐさから、

ご老体が空席を探していることが分かる場合も多い。これらの認識は共有されて相互信念となり

うる。すると、この相互信念を基底として、席を譲る人と譲られる人がある共同性に達すると考
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えることが可能になる。すなわち、自分が座って旅をつづけるのがよいという自分
0 0

の判断と、ご

老体が座って旅をつづけることがよいという自分たち
0 0 0 0

の判断とが衝突したときに、自分たちの判

断の方にしたがって行為するということが成立する、と見なすことができる。

　あるいは、ドアのところで鉢合わせして「どうぞどうぞ」と相手に道を譲るのも、とっさに行

なわれる共同行為でありうる。真っ直ぐ通り抜けたいという欲求は多くの人の持つものである。

だから鉢合わせした両者は、自分だけでなく、鉢合わせした相手の方も真っ直ぐ進みたいと思っ

ている、というようにお互いに
0 0 0 0

分かるのである。そこでときには交互に「どうぞどうぞ」と譲り

合ったりすることにもなる。

　以上のように考えると、とっさに行なわれる共同行為という概念は、広い範囲に適用される可

能性があることが分かる。おそらく、商取引や日常の会話を含む広範囲の社会的な相互作用ゲー

ムは、ゲームの種類ごとに異なる明示的および非明示的なルールと、一回ごとの個別ゲームの流

れとを条件として、各プレイヤーがお互いの態度を相当程度まで共有しつつ、局面ごとにとっさ

の共同行為を形成してゆくことによって営まれているのであろう。3�

　するとさらに、［Ｓ２］のカナメの部分に適合する行為類型は自己犠牲にかぎらない、という

可能性も浮かび上がってくる。［Ｓ２］のカナメの部分とは、「自分自身の判断と自分たちの判断

が衝突するときに、後者に従い前者に逆らうような（つまりもっぱら自分自身の判断においてよ

り劣った）選択を意図して何かをする」という部分である。たとえば、商品の売り手が、自分の

付け値と相手の言い値とを比較しつつ、ここは相手の言い値あたりで取引を成立させようと意図

したならば、自分たち（売り手と買い手からなる商取引という共同行為の主体）の判断を自分個

人の判断に優先させていることになる。これは［Ｓ２］のカナメの部分を満たすと言ってよい32。

自分個人の判断に逆らって自分を含む場の状況33 に従うということは、自己犠牲にかぎらず多く

の共同行為において生じうる。

　かくして、非常に多くの対人的な行為がとっさに行なわれる共同行為の一種であり、さらには

それらの共同行為の少なからぬ事例において、自分個人の判断には逆らって自分を含む場の状況

に従うという選択が意図されていることがある。このことの含意は非常に大きい。

3�	過去３０年あまりの発達心理学における「心の理論」の研究が示しているように、ヒトは、つねに周囲の
他の個体の心を読んで行為している。ヒトの社会では、言語行為はもとより、おもに身体動作を用いて何
らかの目的を達成する場合でも、他の個体の心を読まずに行為を適切に遂行することはできない。あるい
は、そもそも他の個体の心を読まないで行為すること自体が、ヒトには不可能に近い。もちろん行為者の
周囲のヒトもまた、行為者の目的や意図を敏感に読み取って反応を返している。この問題については、田
村 2004、200� における最近の発達心理学の紹介と検討を参照されたい。

32	ただし、商取引におけるこのような行為は中長期的には当事者の双方に利益をもたらすことが多いので、こ
れを自己犠牲的と見る人はいないと思う。これは個人の利益が共同行為主体の利益と長い目で見れば一致す
る幸福な状態の一例である。

33		もちろん、ここで言う「自分を含む場の状況」は、［Ｓ２］の「自分たちの判断」の言い換えを意図している。
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４．３　方法論的個人主義の退場

　私はもちろん、柏端の自己犠牲的行為の定式［Ｓ２］があまりにも多様な社会的相互作用の局

面に適用できてしまう、と言って批判したいのではない。むしろ話は逆で、柏端の議論の大きな

可能性を示唆したいのである。たしかに［Ｓ２］は、４．１で指摘したように、そして柏端自身も

暗に認めているように（20�）、それだけでは私たちが直観的に把握している自己犠牲という行為

類型の十分な特徴づけにはなっていない。だが、イーピゲネイアの例で検証したように、［Ｓ２］

は自己犠牲の必要条件を抽出することにはおそらく成功している。だから、そこに何を補う必要

があるのかという問題が残るとはいえ、何かが補足されねばならないということ自体は比較的小

さな瑕疵である。［Ｓ２］はこの瑕疵を帳消しにする巨大な一般的適用の可能性を秘めている。す

なわち、日常の多くの場面でとっさに共同行為が行なわれているという考え方と結びつける場合、

［Ｓ２］は、ヒトの行為をまったく新たな視点から特徴づけるものとなるのである。

　かつて別の場所でイーピゲネイアの自己犠牲を検討したさいに、私は、「日常生活の多くの行

為が、おそらくこれ〔イーピゲネイアの自己犠牲〕と同様、それなりに理由はあるが、完全に本

意からでもなく、かといって、強制によるとも言えないような行為であろう。求められているの

は、私たちが現実の社会生活のなかで行為を遂行したり解釈したりするために用いている思考の

装置である（田村 ,	�999,	49（注 2�））」と述べた。私たちの日常生活のさまざまな行為選択は、

端的に自分の意志によると言い切れる場合はむしろ少なくて、多少とも意に反していながら、こ

とさら強制された選択であるとまでは言えず、それなりの合理性は具えている、という中途半端

な領域に入るように思われる。

　柏端は、「爆弾三勇士」に関する与謝野晶子の文章を引用している（��0-���）。それは「すべ

て真面目に勤労する人間は少しづつ小刻みに自分の命を磨り減らしてゐると云っていい」という

文で始まる。この述懐は、イーピゲネイアの自己犠牲と日常の行為のつながりについて私が述べ

たことと、本質的には同じことを示唆していると思われる。私たちの日常生活は、しばしば自己

犠牲と似て、共同体の判断に従いつつ「自分の命を磨り減らしている」面がないとは言えない。

　もしも、とっさに行なわれる共同行為が社会的相互作用のさまざまな局面で広汎に認められる、

という推測が正しければ、［Ｓ２］を含む柏端の理論は、上に述べたような、それなりに理由はあ

るがまったく本意からともまったく強制によるとも言えない非常に広い範囲のヒトの日常的行為

を、よりよく理解し説明するための枠組みになりうる。そしてそれは、行為者である個人の信念

や欲求や意図によって行為が合理的かつ因果的に産出され、合理的に説明される、という現代哲

学の行為論の根本的な前提（行為の合理性に関する方法論的個人主義）を覆す可能性をもつので

ある。

　なぜなら［Ｓ２］を含む柏端の理論は、ある個体が自分を含む共同体の判断に服従して行為す

るということを、その個体自身の判断とは対立しうるものとして認めつつ、その行為が合理的で

あると認める、という構造だからである。柏端の理論は、共同体の判断が各個人の合理的承認を
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通じてそれぞれの個人の態度に組み込まれるという仕組みを前提しない（�5�-�59）。共同行為主

体の意図性とそれを構成する各メンバーの意図性とは、別の水準にある。ティナとリーナの散歩

の例で鮮やかに示されたように、共同行為主体の意図性とその主体を構成する各メンバーの意図

性は別個の内容をもちうるのである。共同行為の合理性は、共同行為主体たる或る全体の水準に

おいて、妥当な実践的推論にもとづき少なくとも極善の選択肢が選び取られ実行されている、と

いうことにのみ存する34。それならば、行為の合理性に関する方法論的個人主義は、このとき舞

台からひそかに退場させられているのである。

４．４　「私」と「われわれ」のつながり方

　上記の点については次のような反論がありうる。柏端の理論では、単独で行為する個人と同じ

く、共同行為にたずさわっている個人は、観察によらない知識にもとづいて自らの行為に合理的

説明を与えることができ、その意味で意図的に行為している。共同行為においても行為者個人が
0 0 0

自らの行為に合理的説明を与えることができるのであるから、行為の合理性に関する方法論的個

人主義は依然として維持されている。したがって、柏端の理論に方法論的個人主義の否定を見出

すのは誤りである。

　しかし、私の考えではこの反論は当たらない。柏端の理論には、行為の説明に関する一つの

ギャップが含まれている。そして、そのギャップは、個人行為における観察によらない知識と、

共同行為における諸個人の観察によらない知識との本質的な相違に関連しており、この相違のゆ

えに、柏端の理論が方法論的個人主義の廃棄を示唆する結果になるのである。

　もう一度Ｍ氏に登場してもらおう。食料を配るというＭ氏の行為に関し、次のような実践的推

論を構成することができる。

［３３］Ｍ氏を含む政府は、自分たちが貧しい人々を救済しないよりする方が自分たち政府

にとってよいと考えている。

［３４］政府は、救済活動を行ないたいと考えている。

［３５］政府は、自分たちが救済活動をするためにはＭ氏がこの場所で食料を配る必要があ

ると考えている。

［３６］よって、政府の一員であるＭ氏はこの場所で食料を配る。（�7�）

この推論を提示されたとき、Ｍ氏の行為は理解可能になる。柏端が言うように、この推論はＭ氏

34	３．５に引用した［０ｗ］から［３ｗ］の実践的推論の形式（�53）と、複数形の行為者を含むかたちに拡張
された［Ｒ６］や［Ｒ７］が、この場合の合理性の原理となる（�73）。なお、［Ｒ６］や［Ｒ７］を共同行為
に適用できるよう拡張するためには、柏端の言い換えの規則を受容して、定式中の「自分」を「自身」に
書き換えればよい（�73）。
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の行為の十全な説明になっている（�7�）。また、Ｍ氏自身に「なぜそんなことをしているのです

か」と尋ねたなら、［３３］から［３５］の趣旨を適当にかいつまんで答えるだろう。そのとき

Ｍ氏は同僚の振る舞いを観察したり上司の考えを確かめたりする必要はない。彼は自分がなぜ食

料を配っているのか観察によらずに知っており、それを答えるのである。

　だがこの説明が十全であるのは、行為が起こってしまった時点での事後的な合理化
0 0 0 0 0 0 0

としてなの

である。行為が今まさに起こるときの、因果的な産出
0 0 0 0 0 0

の過程を考えてみると、この説明には一つ

のギャップがあることが分かる。

　柏端が指摘するように、Ｍ氏は個人として次のように考えている。

［３７］Ｍ氏個人は、政府が貧しい人々を救済するよりしない方が自分にとってよいと考え

ている。（�77）

　［３７］と［３３］は衝突する。［３７］に従うなら、Ｍ氏は食料を配っていなかったはずであ

る。しかし、［３７］はＭ氏個人の信念であるのに対し、［３３］は政府の信念であるから、同一

の信念主体の中で相反する信念が衝突するということにはならない（�77-�78）。政府は［３３］

のように考えているが、Ｍ氏は［３７］のように考えているというだけのことである。これは何

ら不思議なことではない。政府の一員といえども、あらゆる面で政府と寸分違わない判断をする、

などということはないのだから。

　問題は、［３７］のように考えているＭ氏の身体が、どうして［３３］から［３５］の推論に

従って［３６］の行為を起こしうるのか、ということである。［３６］の行為は端的にはＭ氏の

身体運動にほかならない。「Ｍ氏を含む政府」の決定がＭ氏自身の身体運動の発動をもたらすた

めには、Ｍ氏の心（または脳）が四肢等に向けて運動を起こすように命じなければならない。

つまり、Ｍ氏自身の身体を動かす意図が仲立ちしないかぎり、「政府」の水準の［３３］から

［３５］の推論は、Ｍ氏の身体を動かすという帰結を持ち得ない。しかるに、Ｍ氏は［３７］の

信念を抱いているのである。［３７］をなんらかの仕方で無効化しないと、Ｍ氏の身体はしかる

べき仕方で動きはしないだろう。

　Ｍ氏の身体が動くためには、行為を発動する以前のどこかの時点で、政府の決定に従うという

決定をＭ氏が下しているのでなければならない。そして、ここが一つの要点なのだが、政府の一

員であるＭ氏が政府の決定に従うという決定を下したということは、行為が起こってしまった時

点では、わざわざ言うまでもない。だから、行為を事後的に合理化する
0 0 0 0 0 0 0 0 0

ための説明の中には、Ｍ

氏は政府の決定に服従すると決定した、という一項を入れる必要がない。［３６］冒頭の「よっ

て」という一言で十分事情が分かってしまう。

　しかし、行為の因果的な産出
0 0 0 0 0 0

の過程を考えてみると、Ｍ氏が政府の決定に従うという決定をし

た事実が介在しないかぎり、Ｍ氏の身体は動くはずがないのである。
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　柏端は、この点について次のように述べている。

　「われわれの例で、［３７］と［３３］の衝突にどう折り合いがついたのかと言えば、もっ

ぱら［３３］の判断（政府の判断）に従う仕方で
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ｍ氏の身体が動くことによってである。こ

れを「折り合い」と呼ぶかどうかは言葉の問題である。……ともかく、Ｍ氏の中で「決断」
0 0 0 0 0 0 0 0 0

がなされ
0 0 0 0

、政府の意向に沿ってＭ氏は動いた。Ｍ氏の意図的な選択は、［Ｒ９］には従ってい

る35。（�79、傍点は引用者）」

　この「政府の判断に従う」という「決断」がないかぎり、Ｍ氏の身体は動かない。それならば、

行為の因果的産出の過程を明らかにするためには、次のような一項を［３５］と［３６］のあい

だに挿入する必要がある。

［３５�/2］Ｍ氏は政府の決定に従うことを決断する。

この決断は、［３７］とあからさまな仕方で衝突するわけではない。Ｍ氏は、［３５�/2］が成立
したからといって、ホームレスを救済したいという欲求や、それはよいことだという信念を、個

人としてただちに抱く必要はない。政府に従うという一種の包括的な態度（政府に従いたいとい

う欲求や従うことがよいという信念）を持てばよいだけである。こうして、Ｍ氏は自分個人の判

断を維持しつつ、それに逆らって、自分を含む政府の判断に従って行為することが可能になるわ

けである。3�

　Ｍ氏の事例のような共同行為を「自己犠牲型の共同行為」と呼ぶことにしよう。自己犠牲型の

共同行為においては、「私」と「われわれ」は、「私」が意に反して「われわれ」に服従すること

を決断する、という仕方でつながっている。このような服従の決断を含む自己犠牲型の共同行為

と、服従と無関係な個人の行為とでは、観察によらない知識のあり方が大きく異なる。その点を

次に確認する。

35	［Ｒ９］の原理が方法論的個人主義の廃棄を前提することは次節４．５で述べる。
3�	ただし、長い間には、自らの意に反する行ないをしつづけることに嫌気がさしてくるかもしれない。Ｍ氏
の事例を自己犠牲の範例と認めるならば、この嫌気がさしてくるという局面に、自己犠牲と自己欺瞞の接
点を認めることができる。ホームレスの救済はよいことではないと信じつつ、政府の決定であれば自分の
信念に反してもそれに従うという姿勢をとることは、微妙に自己欺瞞的ではある。この状況は、聖書に書
かれていることをすべて信じていると思っていたが、ほんとうは聖書のすべてを信じてはいなかったと自
分で分かってしまった、という人物に似ている。なお、聖書をめぐる自己欺瞞の例については柏端の説明
（2�-29）を見られたい。
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４．５　社会的約束事の知識

　ここでもう一度、プールに意図的に変な姿勢で飛び込んだ例の人に、個人行為の代表者として

登場してもらうことにする。「なぜあんな姿勢で飛び込んだのか」という問いに、この人は「飛

び込むあいだに上体をどれだけひねれるか試してみたかったんだ」と答えたのだった（�47）。こ

のときこの人は、自分の記憶にもとづいて、飛び込む前の自分の思考の流れとそこに形成された

欲求や意図について語っている。この人はまた、飛んでいるあいだの姿勢についても、上体の捻

転、筋肉の緊張、落下や回転による平衡感覚の変動等を、自己受容知覚を通じて検出し、運動の

記憶として保持し、それらの運動が自分の決定にそって（もちろん自然法則にも従いながら）制

御されていたことを知っている。

　したがって、この人の「なぜ……」という問いへの回答は二つの基盤をもっている。一つは、

意図の形成にいたる自己の思考過程の直知、という観察によらない知識である。もう一つは、随

意的身体運動の制御系の自己受容知覚、という観察によらない知識である。この人の飛び込みは

意図的な行為である。その意図性は、行為する意図の形成という側面と、自己意識をともなう制

御系が身体運動を制御しているという側面の、両方に立脚している。かくして、この人は「飛び

込むあいだに上体をひねる、という意図」を形成し、「意図的に、飛び込むあいだに上体をひね

るという行為」を遂行したのである。短く言えば、この人は「行為する意図」に従って「意図的

に行為」した。その意図形成は自己知として直知されており、その行為遂行も自己身体の運動様

態として直知されている。

　この「行為する意図」と「意図的に行為すること」の区別は、「行為のための判断に関する合

理性と、行為の実行に関する合理性（70）」の区別に対応する。意図の摘示によって行為の合理

性を確立するさいに、観察によらない知識に訴えるのならば、「行為する意図」を裏付ける観察

によらない知識と、「意図的に行為すること」を裏付ける観察によらない知識との両方が必要に

なる。

　さて、Ｍ氏の場合はどうだろうか。食料を配給するＭ氏の身体動作は、自己身体の運動様態と

して直知され制御されている。この点は間違いない。この意味で、Ｍ氏はたしかに正常な自己認

識をもって食料を配っており、「意図的に行為すること」は問題なく成り立っている。

　ところが食糧を配給するという意図はＭ氏個人のものではなかった。この意図はあくまでも政

府によって形成されたものだった。とはいえ、「なぜそんなことをしているのですか」と尋ねら

れたとき、Ｍ氏は即座に「貧しい人たちを助けるためです」とか、「政府としては彼らを助ける

義務があるのです」などと答えることができるのであった。こうしてたしかに「行為する意図」

についても、観察によらない知識があるように見える。だが、Ｍ氏は、個人として食料を配給す

る意図を形成したことはない。だから、この答えは意図の形成にいたるＭ氏における思考過程の

自己知にはもとづいていない。

　Ｍ氏の答えは、政府の一員として政府の行なった決定（政策的な意図）をすでに知っている、
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というＭ氏の知識状態に立脚している。Ｍ氏に「なぜそんなことをしているのか」と質問した人

物は、おそらくこの決定を知らないのである。そしてＭ氏は、政府の決定を知っているかぎり

で、周囲の同僚に問い合わせたり上司に確かめたりするまでもなく、自分の行為に関する「なぜ

……」の質問に答えられる。しかし、これが意図の形成における自己の思考過程の直知とは何の

関係もないことは明かである。また、政府の一員としてＭ氏が政府を「われわれ」という一人称

複数で指すことのできる立場にいる、ということとも何の関係もない。この場合の観察によらな

い知識は、自己知とも一人称複数形とも何の関係もないのである。この観察によらない知識は、

いったいなにものなのだろうか。

　ここで、次のような例を考えてみる。外国から日本に来た客人には、日本の人々のある振る舞

いがなぜ行なわれているのか理由が分からない場合があるだろう。たとえば客人は次のような出

来事に町で遭遇するかもしれない。黒い服を着た人々が写真と花を飾った壇に向かって列を作っ

て並んでいる。列の最前端の人物が順に進み出て、小さな器から何かを取って顔の前に控え目に

かかげ、それを赤くおこった炭火の上に置き、微かな煙が立ち上るなかで手を合わせて一礼して

退出する。客人は、いったいなぜそんなことが行なわれているのか理由が分からない。そして、

あなたに「あの人たちは、なぜあんなことをしているのか」と尋ねる。するとあなたは、「あれ

は焼香だ」とか、「あれは仏教式の葬儀の一部をなす「焼香」と呼ばれる所作であって、参列者

が死者に対する哀悼の意を個人的に表明する機会となっているのである」などと説明するだろう。

あなたは、それが「焼香」であると知っていれば、即座にそう答えるはずである。自分と参列者

を合わせて「われわれ日本人」と言うか参列者だけを指して「彼ら」と言うかには関わりなく、

つまり一人称複数であろうと三人称複数であろうと、このときあなたは、参列者に聞いて確認し

たりする手間を一切かけず、即座に彼らの行為の理由づけができる。かくしてあなたは、葬式の

ときの参列者の行為について、観察によらない知識を持っている。

　すると、Ｍ氏の場合についても、Ｍ氏本人以外でも、Ｍ氏が公務員であることと政府がホーム

レス救済事業を政策決定したということをすでに知っていれば、Ｍ氏の行為を見て、彼の
0 0

行為の

理由づけができるのである。たぶん彼の上司には容易にできる。そしてその理由づけは、説明の

現場でＭ氏に問い尋ねたりするまでもなく行なわれると仮定してよいから、その意味では観察に

よらない知識にもとづいていると言ってよい。

　上の指摘が妥当とすれば、共同行為における観察によらない知識は、「行為する意図」に関す

るかぎり、儀式や制度や慣習といった社会的な約束事にかかわる知識が人々のあいだで共有され

ていることに根拠がある。ある特定の仕方で行為する意図が、社会的な約束事として、場に応じ

てすでに決まっているのである。Ｍ氏の場合は、制度に即した政府の政策決定として決まってい

た。ティナとリーナの場合は、友人関係の慣習に即した二人の話し合いと合意によって決まった

のであろう。

　他方、「意図的に行為する」ことについては、共同行為に参加する個々のメンバーにゆだねら
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れる。それゆえ、各人が自己身体の運動様態を適切に直知しつつ制御することが必要となる。Ｍ

氏は、自分の身体を食糧配給のために適切に動かさねばならない。このときＭ氏は［３５�/2］
によって［３７］を無効化し、政府の「食料を配る意図」に服従して、「意図的に食料を配る」

のである。また、ティナもリーナも、本心はどうあれ、友人として先立つ合意に従って意図的に

歩行を続けるのである。

　まとめておこう。個人行為においては、行為者個人の態度（欲求や信念や意図）が行為を合理

的かつ因果的に産出する。そして、個人は行為の因果的な産出過程を諸態度の合理的形成の自己

知および身体制御過程の自己知として直知し、その直知のゆえに個人は自らの行為について観察

によらない知識にもとづく理由づけができる。これが、個人行為に関する行為の合理的説明の成

り立ちであり、合理性37 が個人の自己知の報告によって確かめられるという意味において、行為

の合理性に関する方法論的個人主義の立場が堅持されていると言ってよい。

　しかし、Ｍ氏のような自己犠牲型の共同行為においては、最初にあるのは共同行為主体（われ

われ）の判断や欲求や信念である。共同行為主体は、実践的推論の形式に従って、共同行為を合

理的かつ因果的に産出する。共同行為の産出とは、各メンバーの身体運動が実現されるというこ

とである。すなわち、各メンバーは、共同行為主体の決定に服従することを決断し、その決断の

ゆえに共同行為の部分をなす身体運動を因果的に産出する。共同行為主体の水準の合理的な実践

的推論が、服従という接合部を経由して、各メンバーの身体運動を帰結するのである。

　そして、これが重要なのだが、この服従は合理化できない
0 0 0 0 0 0 0

。Ｍ氏の場合で言えば、［３３］と

［３７］の衝突に折り合いをつける［３５�/2］は、ひとつの決断である。だが、あくまでもＭ氏
個人の信念は［３７］である以上、その決断は［３３］へのＭ氏個人において合理化可能な同意

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

や承認
0 0 0

を意味しない38。自分の信念とは食い違うが、共同体の一員として端的に服従すると決め

た、というだけのことである。だから、行為の合理性も、すべて共同行為主体の水準の合理性に

存する。共同行為主体の水準のこの合理性を、各メンバーが自分の信念において裏書きしている

わけではないのである。自己犠牲型の共同行為においては、むしろ当該の行為は個人の観点から

言えば非合理的なのであった。このとき、行為の合理性に関する方法論的個人主義は放棄されて

いる。

　柏端は、第７章の３において、自己犠牲的行為における行為選択の問題を、選好を記載した２

枚のカードの取り扱いに喩えて分析し、「自己犠牲において複数の視座というものを考えること

（�85）」の必要性を強調する。そして、自己犠牲的行為においては、「視座」は窮極的に「別々」

37	この場合は、行為者が３．６の（０）から（３）の実践的推論の形式と［Ｒ６］や	［Ｒ７］	に従っているとい
うことである。

38	言うまでもないが、Ｍ氏がよく考えたうえでやはり政府の決定が正しいという結論に至り、［３３］に合理
的に同意する、という展開ももちろん考えられる。しかし、その場合、Ｍ氏の行為は自己犠牲型の共同行
為ではない。服従ではなく個人の合理的な同意や承認がつねに成り立つと想定すると、私たちは自己犠牲
という概念そのものを失うことになる。



	 服従と犠牲　─柏端達也『自己欺瞞と自己犠牲』をめぐって─	 75

（33）

であらざるをえないことが繰り返し指摘される（�82-�94）。だが柏端の説明では、なぜ「別々」

であらざるをえないのかは、必ずしも明瞭ではない。選好を記載した「私」カードと「われわれ」

カードが「別々」でしかありえないということは、「服従が合理化できない」ということの別の

表現なのである。自己犠牲的行為は、服従の決断という局面で非合理性を避けることができない。

これこそ、一つの価値規準による「視座」の合理的な統合が成り立たない根本的な原因である。

　最後に確認しておこう。Ｍ氏の行為は、最も弱い合理性の原理［Ｒ９］によれば、合理的と認

められる39。しかし、この［Ｒ９］は、暗々裡に方法論的個人主義を放棄することを前提してい

る。［Ｒ９］をもう一度掲げておく。

［Ｒ９］行為者がφすることを意図的に選択したならば（１）「すべての選択肢の中で、すべ

ての点を考慮して、自分がφするよりも自分にとってよい選択肢は他にない」とするそ

の行為者自身の判断が存在するか、または
0 0 0

、（２）「すべての選択肢の中で、すべての点

を考慮して、自分がφするよりも自分たちによってよい選択肢はない」とする共同行為

主体の判断が存在するとその行為者が考えている。（�7�、傍点は引用者）

ここまでの議論からあきらかなように、定式中の（１）の選言肢と（２）の選言肢のあいだの

「または」は、共同行為主体の判断への個人の服従を前提にしてはじめて成り立つ「または」で

ある。

　選言肢（２）の終りは「……とその行為者が考えている」と結ばれており、あたかも共同行為

主体の判断の存在
0 0

に関する事実的な知識が行為者個人にあれば、［Ｒ９］の適用に足りるかのよう

な見かけになっている。だが、すでに述べたとおり、行為者が共同行為主体の判断に従い自らの

判断には逆らってφしたのなら、たんに事実的な知識があっただけでなく、その判断に服従
0 0

した

のでなければならない。［Ｒ９］が適用可能となる以前に服従の決断が必要なのである。そしてこ

の服従は合理化できない。したがって、選言肢（１）の個人主義的な合理性の原理から、選言肢

（２）の共同行為主体の合理性の原理へは、じつは非合理的な跳躍によってしか移行できない。

この跳躍の実質は服従の決断そのものである。ある個人が自分の合理的思惟に現れる欲求や信念

に反して共同体に服従しながら、その共同体の決定を合理的であると認めるのならば、そのとき

合理性に関する方法論的個人主義は棄てられている。［Ｒ９］は行為の合理性に関する方法論的個

人主義の放棄を前提にしないと成り立たない合理性の原理である。

５．むすび

　以上の考察からの帰結と今後の検討の課題を以下に短くまとめて述べておく。
39	注 2� 参照。
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　第一に、すでに得られた分析から、第２節で取り上げた結婚とキャリアを断念して親戚の老人

の世話を選んだ女性の例は、きわめて明快に解釈できるようになった。すなわち、（１）この女

性個人は結婚とキャリアを最善と判断したが、この女性を含むある共同行為主体40 は老人の世話

を最善と判断した。そして、この女性は共同行為主体の判断に服従することを決断し、老人の世

話を実践した。この行為選択は自己犠牲的行為の定式［Ｓ２］に適合しているので、彼女の行為

は自己犠牲的と判定される。（２）また、この女性は、共同行為主体の判断に服従したのであっ

て、同意したわけでも承認したわけでもない。したがって、この女性自身が老人の世話を最善と

判断していることにはならない。だから、この女性はやりたいことをやっただけだ、と判定され

ることはない。（３）さらにまた、この女性が自らの最善判断を断念して老人の世話を実践した

からといって、その行為が非合理的であると判定されることもない。この女性個人の合理的判断

と共同行為主体の合理的判断とは別の水準に属し、それぞれの水準で存立するからである。老人

の世話は、共同行為主体の水準において合理的と認められる。（４）そして、この女性の行為の

決定過程は少しも不明瞭なところを残さない。服従するという決断が、文字どおり決定的なので

ある。

　第二に、自己犠牲型の共同行為を解釈するためには、行為の合理性に関する方法論的個人主義

が放棄されねばならないことが見出された。自己犠牲型の共同行為では、共同行為主体の水準の

決定に個人が服従することが、行為の因果的産出の決定的な要件となっている。この服従は個人

によって合理化されえない。この服従を個人が合理化して自らの諸態度の中に取り込むことがで

きると見なすと、私たちは、自己犠牲という行為類型そのものを見失う。自己犠牲という行為類

型がたしかに人類の社会生活の中に存立していると認めるならば、私たちは、そこに個人が合理

化できないむき出しの権力の作用を見出すことになる。

　第三に、これは今後の課題であるが、以上の考察を通じて、共同行為というものが演技するこ

とにきわめて似ているということに気づかされる。演技は、個々の演技者がシナリオにもとづい

て適切な所作や発話を産出することによって成立する。共同行為は、各個人が儀式や制度や慣習

といった社会的な約束事の共有知にもとづいて適切な身体運動を産出することによって成立す

る。両者の類似は明瞭である。そして、とっさに行なわれる共同行為が日常生活に広範囲に見出

されるという指摘が妥当ならば、私たちの多くの行為が、じつは演技と見なされるべきなのかも

しれない。行為の合理性に関する方法論的個人主義というドグマを取り除けば、行為の理論はヒ

トの社会行動における演技的相互作用の理論に接続することになる。

　第四に、柏端の言う「最大値症候群」の真価が、以上の考察全体から浮かび上がってくる。個

人がいついかなるときも最善の選択肢を選び出すことができる、という考え方は、服従という要

40	この共同行為主体は、この女性とその老人の二者だけかもしれないし、この女性とその老人を含む親戚一
同かもしれない。結婚とキャリアを断念して親戚の老人の世話をすることがその女性の置かれた状況にお
いては合理的である、という判断が相互信念として成立する任意の大きさの集団を想定すれば足りる。
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素をいっさい含まない行為選択が常に可能だ、という考え方に等しい。したがって、「最大値症

候群」に陥っているかぎり、私たちが自己犠牲的行為を正しく理解することはできない。「最大

値症候群」とは、個人は、むき出しの権力の作用に直面しても、自分自身の合理的な推論を通じ

て唯一にして最善の判断を下すことが常に可能だ、という考え方であり、方法論的個人主義とい

うドグマの一つの姿である。自己犠牲的な行為を私たちが身近に知っているかぎり、これは事実

ではなく信仰にすぎない。だが、私はこれよりよい信仰はないように感じる。なぜなら、個人が

共同体の権力の作用に対抗できると信じることは、依然として私たちの希望でなければならない

からである。
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Abstract

 Obedience and Sacrifice  

— An Analysis and Evaluation of Kashiwabata Tatsuya’s Jiko-Giman to Jiko-Gisei —

TAMURA, Hitoshi

 I bring forward an argument for dismissal of methodological individualism as an adequate theory 

for understanding human action. I make use of Kashiwabata Tatsuya’s theoretical explication of self-

sacrificial action propounded in his recent book, Jiko-Giman to Jiko-Gisei (Self-deception and Self-

sacrifice), in order to produce the evidence for explanative insufficiency of personal intentional states 

for bringing about self-sacrificial decision making. Kashiwabata establishes that a self-sacrificial action 

of an individual can be regarded as rational only if it is assessed in terms of the shared intention among 

people who are engaged in a collective activity. An individual always has good reason not to take such 

an action as may carry a great loss to her. In reality, however, no one can avoid all the situations that 

could cause personal losses in the name of collectivity: one’s family, the community, or the nation. She 

would be entitled to say that her action be self-sacrificial if she were persuaded into doing something 

that was not good for her. She might not be considered as utterly irrational provided that she gave 

up the good thing for the sake of others. No one can deny this but the concept of rational action 

with personal utility cannot explain the rationality of such an action as this. The shared intention to 

promote some sharable good rationalizes an individual’s self-sacrificial decision making that cannot 

be rationalized by means of the individual’s personal utilities. As long as the act of self-sacrifice is to 

be placed at the high position in the list of virtuous acts, philosophers cannot take it for granted that 

methodological individualism is the correct way of explaining all the human actions.

（3�）


