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評価・自律・合理性 

 

八重樫 徹 

 

 

本稿の目的は、評価（valuing）――ある事柄を価値があるとみなすこと――

がどのようなことなのかを明らかにし、これと合理的行為者性――ある行為者

が合理的であること――との関係を明らかにすることである。
1
 合理的な行為

者であるためには、自分自身がすべきだと思うことをすることができなければ

ならない。「自分自身がすべきだと思うことをすることができる」という表現

は、「自律的である」と言い換えられる。このように、自律的であることは合

理的行為者であることの必要条件をなしていると考えられる。だが、このこと

が正しいとしても、「自分自身がすべきだと思うことをすることができる」と

いうことが何を意味するのかがさらに明らかにされなければならない。ある行

為をすべきだと思うことは、その行為に価値があるとみなすことである。では、

あることに価値があるとみなすとはどのようなことなのだろうか。こうして、

合理的行為者性についての問いからは、評価とは何かという問いが導かれる。 

評価とは何かという問いに対しては、相互に対立する様々な回答がある。代

表的なものを挙げておこう。H. フランクファートと D. ルイスは、評価を二階

の欲求に還元しようとする。M. ブラットマンは、評価を二階のコミットメン

トとして特徴づける。最後に、M. スミスは、評価をある仮想的な欲求に関す

る信念として特徴づける。本稿ではスミスの立場を擁護し、彼によって特徴づ

                                                                 
1
「評価」という語には二義性がある。つまり、この語は一方では「肯定的な意味である

ものに価値があるとみなすこと」を意味し、他方では「肯定的であれ否定的であれ、

あるものがもつ価値を見積もること」を意味する。本稿ではもっぱら前者の意味で「評

価」という語を用いる。また、本稿では議論を簡略化するため、もっぱら行為を対象

とする評価（φすることに価値があるとみなすこと）を扱うが、以下の議論は適宜変更

を加えれば事態を対象とする評価にも拡張できると考えられる。 
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けられた評価の概念が合理的行為者性の説明にとって構成的な役割を果たすこ

とを示したいと思う。 

議論は以下のように進む。第 1 節では、予備考察として、評価、自律、合理

的行為者性という三つの概念がどのような関係にあると考えられるかを粗描す

る。第 2 節以降の議論は、大きく二つに分かれる。第 2 節と第 3 節では、評価

という概念をどのように特徴づけるべきかを論じる。まず第 2 節では、評価を

欲求に還元する試みがなぜうまくいかないかを明らかにし、第 3 節では、評価

を一種の信念とみなすことのもっともらしさを、スミスの議論に寄り添いつつ

示す。第 4 節からは評価が合理的行為者性に対して果たす説明上の役割を、別

の候補概念との対比によって示す。すなわち第 4 節では、自律の概念にとって

構成的役割を果たすのは、評価的信念ではなく二階のコミットメントだとする

ブラットマンの説と、彼のスミスに対する批判を検討し、第 5 節では、スミス

と本稿の立場からブラットマンに再反論する。 

 

1.  予備考察 

 

三つの例から始めよう。第一に、ヒロシはアルコール依存症であり、酒を飲

みたいという欲求と酒をやめたいという欲求をともにもっている。また彼は、

酒をやめることの方が酒を飲み続けることよりも価値があるとみなしている。

しかし、彼は酒を飲みたいという欲求にいつもしたがってしまう。アルコール

依存症のせいで、彼は酒をやめたいという欲求を実現する能力を失っているの

である。第二に、タカシはアルコール依存症ではないが酒好きな研究者である。

彼は次の日に出版社に送らなければならない原稿がまだ書き上がっていないに

もかかわらず、友人と飲みに行ってしまう。友人と飲むことよりも家に帰って

原稿を書き上げることの方に価値があるとみなしているにもかかわらず。しか

も、彼は心理的にも肉体的にも強制されることなく、自ら進んで飲みに行くこ

とを選んだのである。第三に、タカシの同僚アキラは、タカシと同様に次の日

締め切りの原稿を抱えており、飲みに行くことよりも帰って原稿を書くことの

方に価値があるとみなしている。タカシと違うのは、アキラは飲みには行かず、

「締め切りがあるんで」と言って家に帰ったという点である。 
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では、評価、自律、合理的行為者性という三つの観点から、これら三人の行

為者のあり方を整理してみよう。三人はいずれも評価の体系をもっているが、

行為が評価の体系に適合しているかどうかという点で異なる。すなわち、ヒロ

シとタカシの行為はそれぞれの評価の体系に適合しておらず、アキラの行為は

彼の評価の体系に適合している。また、自律に関して言えば、まずヒロシは明

らかに自律的でない。彼はアルコール依存症のために、自らの行為の一部に対

してコントロールを及ぼすことができない。彼が酒を飲んでしまうのは、心理

的・肉体的強制による振る舞いと言ってよく、彼自身の本意に反しているので

ある。これに対して、タカシが飲みに行ったのは、いかなる意味でも強制され

たおこないではないのだから、間違いなく彼自身のなした行為である。この点

はアキラも同様である。 

三人がそれぞれ合理的行為者であるかどうかについては、少し立ち止まって

考える必要がある。ヒロシが不合理な行為者であることについてはおそらく異

論はないだろう。問題はタカシとアキラである。二人がそれぞれ合理的である

かどうかは、「合理的」という語をどういう意味で使うかに依存するように思

われる。 

一方では、理に適
．．．

った行為をすることができる
．．．．．．．．．．．．．

人、言い換えれば――どのよ

うな種類の理由かはここではおくとして――何らかの理由にもとづいてなすべ
．．．．．．．．．．．．．．．

き行為をすることができる
．．．．．．．．．．．．

人が、合理的行為者だと言われる。こうした能力的

な意味で「合理的」という語を使うなら、タカシとアキラはともに合理的行為

者だということになる。アキラだけでなくタカシも、実際にはなすべきでない

ことをしてしまったとしても、なすべきことをする能力はもっているからであ

る。この意味での合理性は、われわれが冒頭で「自律」と呼んだものと一致す

るように思われる。したがって、以下ではこの意味での合理性を自律と言い換

えることにする。 

さて、自律と評価との関係を考えるうえで注意すべきなのは、タカシとアキ

ラは評価に適合した欲求にしたがうことが少なくとも可能だったのに対して、

ヒロシにはそれが可能ですらなかったということである。ヒロシは評価の体系

をもっていたが、それに適合する欲求（酒をやめたいという欲求）にしたがう

ことは不可能だった。このことから得られるのは、自律の概念には、評価に適
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合した欲求にしたがうことができるということが含まれているのではないかと

いう見込みである。 

他方で、問題の行為が理に適
．．．．．．．．．

っているかどうか
．．．．．．．．

という点で合理的か不合理か

を判定するなら、タカシは不合理で、アキラは合理的だということになるだろ

う。タカシは原稿を書くことの方に価値があるとみなしていながら飲みに行っ

たのだが、このことは「タカシは飲みに行くべきではなかった」という批判の

十分な根拠になるだろう。アキラはこのような批判から免れている点がタカシ

とは異なる。アキラは彼のすべきことをしたのである。いま問題になっている

意味で行為者が合理的であるかどうかは、「x は φ すべきではなかった」とい

う批判を免れているか否かによって区別される。以下で「合理的」ないし「（行

為者の）合理性」という語を使うときには、この意味で使うことにする。また、

なすべきことをする能力がなければ合理的批判にさらされることも免れること

もできないのだから、自律は合理性の必要条件である。 

では、合理性と評価との関係はどうなっているのだろうか。合理的かどうか

という点での違いは、評価に適合した欲求にしたがっているかどうかという点

での違いと符合している。タカシが評価に適合した欲求にしたがっておらず、

かつ不合理であるのに対して、アキラは評価に適合した欲求にしたがっており、

かつ合理的である。この符合から得られるのは、評価に適合した欲求にしたが

うということが行為者の合理性という概念の分析に寄与するのではないかとい

う見込みである。 

行為者の合理性や自律といった概念は多くのものを含んでおり、様々な観点

から論じられるが、本稿では以上で得られた二つの見込みにしたがうことによ

って観点を限定したいと思う。すなわち以下では、自律と合理性という二つの

概念の分析に寄与するかぎりで、評価について論じることにする。 

 

2.  欲求としての評価 

 

あるものを価値があるとみなすこと、つまり評価とは、どのような現象だろ

うか。それが行為者の心的状態ないし態度であることには異論はないだろう。

では、どのような心的状態ないし態度なのか。あるものを評価することとそれ



評価・自律・合理性 

103 

を欲求することの間には何らかの概念的なつながりがあるように思われるが、

両者は同じことではない。酒を飲むことに何らの価値も見出していないのに、

酒を飲みたいと強く欲するアルコール依存症患者を考えてみれば明らかである。

ここで、「アルコール依存症のケースは不合理な行為者の典型であって、合理

的な行為者においては評価と欲求の間により密接な関係がある」と反論する人

がいるかもしれない。しかし、合理的な行為者にあっても、評価と欲求が食い

違うことはある。たとえば、飼い猫が大事なクッションの上で粗相をしたとき、

飼い主は猫をつかんで思いっきり壁に叩きつけたいという強い欲求にかられる

かもしれない。しかし、彼はそうすることに何の価値も見出さないため、その

欲求にしたがうことを拒むとする。この種の事例は、評価が欲求一般と同一視

できないことを示している。
2
 

しかし、評価が欲求一般と同じものではないとしても、ある特別な欲求にな

らば還元できるという可能性は残っている。D. ルイスは、評価を二階の欲求―

―あるものを欲求したいと欲求すること――と同一視する。
3
 

 

考え深い中毒患者は、幸福な陶酔感を欲求しながらも、それを評価しな

いかもしれない。そのような中毒患者は、コストやリスクをすべて度外視

しても、自分がまったく評価していないものを欲求していることに嫌悪感

を覚えるかもしれない。彼はそのような欲求をぜひとも一掃したいと望ん

でいる。彼は高揚感を欲求しているが、それを欲求したいと欲求してはい

                                                                 
2 以上の議論は、欲求が瞬間的なものでありうることを前提している。したがって、あ

る程度の持続をもつことを欲求の帰属条件に含める立場からすれば、以上の議論は成

り立たない。しかし、欲求の帰属条件を論じることは本稿の範疇を超えるため、以下

でも欲求が瞬間的なものでありうることを前提して議論を進めることにする。 
3 評価が二階の欲求にほかならないという考えをはじめて表明したのはフランクファー

ト（Frankfurt, 1971）だが、彼は評価概念の分析を主な目的としているわけではない。

彼の目的はむしろ、欲求の権威性（authority）――ある欲求が行為者にとって自分の本

心からのものであるという特徴――が何によって成立するのかを明らかにすることに

ある。しかし、筆者は欲求の権威性と行為者の自律を区別し、前者は後者にとって必

ずしも必要ではないと考えている（第 1 節参照）。そのため、ここでは議論をわかりや

すくするため、明確に評価概念の分析を意図しているルイスを取り上げる。 
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ない。彼は変容していない日常の意識状態を欲求してはいないが、それを

欲求したいと欲求している。ここから得られる結論は、彼が評価している

のは彼が欲求しているものではなく、欲求したいと欲求しているものだと

いうことである。（Lewis, 1989: 70-1） 

 

さきほどの猫の飼い主の例でいえば、彼は猫を壁に叩きつけたいという欲求

をもっているが、この欲求にしたがいたくないと思っている。つまり、彼は「『猫

を壁に叩きつけたい』という（一階の）欲求にしたがいたくない」という二階

の欲求をもっているのである。
4
 同時に彼は「猫を壁に叩きつけることには何

の価値もない」という評価を下してもいる。これら二つの心的状態――評価と

二階の欲求――は同じものだというのがルイスの主張である。 

しかし、こうしたルイスの還元はうまくいかない。
5
 なぜなら、この還元は

評価と一階の欲求の間の規範的関係を保存できないからである。 

まず、評価と一階の欲求の関係が規範的なものだという点を説明しよう。第

1 節で確認したように、合理的な行為者は評価に適合した欲求にしたがうこと

ができなければならない。このことは、そのような欲求にしたがうことが必然

的だということを意味しない。ルイスも言うように、評価と一階の欲求の結び

つきは、「打ち負かされうる（defeasible）」（Lewis, 1989: 69）ものである。と

はいえ、評価に適合した欲求にしたがうかどうかはどちらでも構わないという

わけではない。酒を飲むことよりも飲まないことの方により価値があるとみな

している人が、酒をやめたいという欲求にしたがう場合と、飲みたいという欲

                                                                 
4 二階の欲求は行為者によって明示的に意識されている必要はない。一階の欲求同士の

対立によって促される反省においてはじめて二階の欲求が形成される場合であっても、

「（もともと）しかじかの二階の欲求をもっていた」という仕方で行為者に二階の欲求

を帰属できる。この点については早川, 2010 を参照。 
5 以下の議論は、スミスの議論に多くを負っているが（cf. Smith, 1994: 142-7）、次の点で

それと異なる。すなわち、スミスはそこでは「評価と一階の欲求の間の結びつきは規範

的なものである」という前提を使っておらず、それゆえルイス的還元の可能性を完全に

は排除できていない。もっとも、彼は少し後で自身の立場を展開するときにはこの前

提を使っているので（Smith, 1994: 148）、この違いはたんに議論の順序の違いにすぎな

いとも言えよう。 
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求にしたがう場合とでは、明らかに違いがある。この二つのケースの違いは、

規範的な種類のものである。彼は酒をやめたいという欲求にしたがうべき
．．

であ

り、酒を飲みたいという欲求にしたがうべきではない
．．．．．．

。もし彼が酒を飲みたい

という欲求にしたがったなら、他に特別な事情（たとえば、酒を飲まないと息

子を殺すと脅されているなど）がないかぎり、合理性を欠いていると言われて

も仕方ないだろう。まとめると、評価に適合した欲求にしたがうことは行為者

にとっての規範であり、しかもこの規範は、行為者が合理的であるかどうかの

判定基準（の一つ）になるような規範である。
6
 

さて、評価と一階の欲求の間の規範的関係は、次のように定式化することが

できるだろう。 

 

（VD）
7
 A が合理的な行為者であり、φしたいという（一階の）欲求をもっ

ており、しかも φすることに価値があるとみなしているならば、他の条件

が等しければ、A は φしたいという（一階の）欲求にしたがうべき
．．

である。 

 

なお、この定式化に含まれる「他の条件が等しければ」という但し書きは、

物理的・心理的強制を排除するためのものであって、A が他にどのような欲求

をもっているかといった条件は「他の条件」に含まれない。つまり、A が他に

どのような――一階にせよ二階にせよ――欲求をもっていたとしても、彼は評

価に適合する一階の欲求にしたがうべきである。 

（VD）はきわめてもっともらしい。では、ルイスの還元にしたがって、（VD）

中の評価に言及している部分を二階の欲求への言及によって書き換えた次の

                                                                 
6 J. ウォレスが「一致の原理」と呼ぶもの（「行為者は、もし合理的であるならば、自ら

の評価的信念と一致する欲求をもつのでなければならない」）（Wallace, 1990）は、合

理的行為者であるための必要条件の定式化ではあっても、合理的行為者にとっての規

範の定式化にはならない。なぜなら、行為者が内容の上で評価的信念と一致する欲求

をもっていたとしても、それと対立する欲求も持っており、後者にしたがうような場

合には、その行為者は合理的であるとは言えず、「君はそのような欲求にしたがうべき

ではなかった」という批判にさらされるからである。 
7 “Valuing and Desiring”の略。 
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（VD*）は、（VD）と同じだけのもっともらしさをもつだろうか。 

 

（VD*） Aが合理的行為者であり、φしたいという一階の欲求をもっており、

しかも φしたいという一階の欲求にしたがいたいという二階の欲求をもっ

ているならば、他の条件が等しければ、A は φしたいという一階の欲求に

したがうべきである。 

 

実際のところ、（VD*）は十分な根拠をもたない。なぜなら、A はさらに「φ

したくないという欲求にしたがいたい」という二階の欲求をもつことが可能で

あり、そのような場合になぜ「φ したい」という欲求の方にしたがわなければ

ならないのかが不明だからである。つまり、行為者が複数の二階の欲求をもつ

ことができ、それらの間で競合が起こるという可能性が排除されないかぎり、

（VD*）は正当化できないのである。 

ルイス的還元を支持する人はここで、（VD*）に現れる「二階の欲求」を「2

以上の n 階の欲求」に置き換えて、「たとえば競合する二つの二階の欲求を行

為者がもっている場合、どちらにしたがうべきかを決めるのは三階の欲求であ

る」と主張するかもしれない。だが、三階の欲求についても同じ競合がおこり

うる。この背進をまるごと受け入れて、「評価とは行為者がもっている最上階

の欲求である」と主張することもできない。なぜなら、行為者は自分がもって

いる評価を変えたいという欲求をもつことができるからである。たとえば、い

まは飲酒に価値があるとみなしているが、同時に、飲酒には価値がないとみな

すようになりたいと欲求してもいるような人を考えることができる。行為者が

自分自身の評価を変えたいという欲求をもっている場合、（1）評価を変えたい

という彼の欲求と（2）その対象（すなわち現在彼がもっている評価）のどちら

を「評価」と呼ぶべきなのかが、問題の立場では分からなくなってしまう。
8
 

また、このような背進を中断して、二階もしくはそれ以上の特定の階の欲求

に、競合の可能性を排除する「決定的な」「コミットメント」（Frankfurt, 1971: 

21-2）という役割を担わせることもできない。そのような中断を許す理論は「恣

                                                                 
8 この困難はルイス自身も認めている。cf. Lewis, 1989: 71. 
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意的」であるか（Watson, 1975: 349）、もはや欲求とは呼べない何かについて

語っていることになるだろう。
9
 なぜなら、上で挙げた猫の飼い主の例が示し

ているように、合理的な行為者であっても競合する欲求をもつ場合があるとい

うことが、欲求の概念には含まれているからである。高階の欲求であっても、

それが欲求である以上、競合の可能性を排除するものではありえない。
10

 

こうして、評価は一階の欲求にも、最上階の欲求にも、その中間にある n 階

の欲求にも還元できないことが明らかになった。それでは次に、評価を特定の

内容をもった信念として特徴づける立場を検討することにしよう。 

 

3.  信念としての評価 

 

上で見たように、評価は（一階の）欲求に対して規範的関係に立つ。そして、

この特徴を保存しつつ、評価がどのような心的状態なのかを明らかにすること

が、目下の課題である。 

M. スミスは、評価を欲求に還元する試みが失敗に終わることを示した後で、

評価が特定の内容をもった信念であるという考えを展開している。スミスの主

張は次のようなものである。「私たちがするのが望ましいこととは、もし私た

                                                                 
9 ブラットマンは、欲求とも評価的信念とも異なるコミットメントが一階の欲求に対す

る規範として働くと主張することで、G. ワトソンがフランクファートに対して指摘し

た恣意性を回避している。彼の議論については第 3 節で詳しく見る。 
10 ここで、「一時的な欲求の競合は合理的行為者においても起こりうるが、持続な競合

は合理性を欠いている場合にしか起こらない」という反論があるかもしれない。たしか

に、合理的な行為者であれば、自分が競合する二つの欲求をもっていることを自覚し

た場合には、熟慮してどちらかを捨てるはずだと考えられる。だが問題は、この熟慮

において一方の欲求を捨てて他方にしたがうことを正当化するときに基準として働く

のは何かということである。高階の欲求はそのような基準として働くことはできない。

なぜなら、欲求の概念からして、ある人がどのような欲求をもつ（あるいはもたない）

かというそれだけのことについて正当か否かを言うことはできないからである。言い

換えれば、どのような欲求にせよ、それをもつ（もたない）ことについては、原因は問

えても理由は問えない。そして、次節以降で示すように、上のような場合に正当化の

基準として働くのは高階の欲求ではなく評価的信念だというのが本稿の主張である。 
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ちが完全に合理的であるならば、私たちがしたいと欲求するであろうことであ

る」（Smith, 1994: 150）。
11

 しかし、この主張の内容はこれだけでは明らかで

はない。その背後にある考えを以下で説明しよう。 

まず、「私たちが完全に合理的であるならば」という仮定が何を意味してい

るのかが明確にされる必要がある。
12

 B. ウィリアムズ（Williams, 1980）に依

拠しつつスミスが規定するところでは、完全に合理的な行為者であるためには、

（i）偽なる信念をもっておらず、（ii）そのつどの状況に関連のあるすべての真

なる信念をもっており、そして（iii）正しく熟慮しなければならない。
13

 熟慮

とは、欲求を体系的に正当化するプロセスを意味する。すなわち、ある欲求が

全体としての欲求の集合に統合できるかどうかを調べ、統合できない場合には

問題の欲求を捨てて新しい欲求を形成するようなプロセスである。もちろん、

「完全な合理性」のこうした規定は、必要条件を挙げているだけであって、定義

にはなっていない。しかし、以下の議論にとっては、これらの必要条件を上げ

るだけで十分である。
14

 

人間が上の三つの条件をすべてみたすような完全に合理的な行為者であるこ

とは事実上ありえない。（それゆえ、スミスの言う完全な合理性は第 1 節でラ

フに特徴づけた合理性よりも強い概念であることに注意されたい。）だからこ

そ、上の命題において、「私たちが完全に合理的であるならば」という仮定が

重要になる。A が φすることが望ましいのは、A が上の三つの条件をみたすと

                                                                 
11 この主張をスミスは「価値の傾向性説（Dispositional Theory of Value）」と呼んでいる

が、ルイスや M. ジョンストンのようなスミスと異なる立場の論者もこの名称を自ら

の立場を指すものとして使っているため、本稿では採用しない。 
12 後の論文（Smith, 2002）ではスミスは、「完全に合理的（fully rational）」という表現

はミスリーディングであるとして、「合理的批判を免れている」という表現をより厳密

な言い換えとして用いている。 
13 スミスは、（iii）に含まれる「正しい熟慮」の理解に関しては、ウィリアムズに異を唱

えている。すなわち、ウィリアムズは正しい熟慮にとってもっとも重要なのは想像力

だと考えているが、スミスは欲求を体系的に正当化する手続きだと考えている（Smith, 
1994: 158-61）。 

14 そもそも、規範的な概念を還元的かつ明示的に定義することが一般に可能なのかどう

かは疑わしい。この点については Smith, 1994: chap. 2 を参照。 
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いう意味で完全に合理的であるような可能世界において、A が φすることを欲

求する場合である。しかし、これが私たちが評価を下すときにしていることの

分析になっているかどうかに疑いをもつ人もいるかもしれない。たとえば、私

が「友人に金を返すのが望ましい」と判断するとき、私は現実の状況について

考えているだけであって、自分が完全に合理的であるような可能世界のことな

ど考えていないのではないか。これに対しては次のように反論できる。評価は

熟慮のなかで役割を果たす。熟慮とは、上で述べたように、自分がもっている

欲求の体系の整合性を調べ、場合によってはある欲求を捨てて新しい欲求を形

成するプロセスである。私が友人に金を返したくないという欲求を持っていた

としても、「友人に金を返すのが望ましい」という評価的判断にもとづく熟慮

の後では、この欲求は破棄されることになる。評価が熟慮においてこうした役

割を果たすことを認めるなら、評価が行為者の現実の状況にのみ関わるものだ

と考えるわけにはいかない。行為者の現実の状況は、行為者が実際にもってい

る信念と欲求を含むが、これらのなかには、正当化できない信念や欲求が含ま

れていることがある。評価的判断、つまり何が望ましいかについての判断とは、

〈正当化できない信念や欲求が破棄され、十分に豊かで整合的な真なる信念の集

合が得られた場合には、自分は何を欲求するか〉についての判断である。だか

らこそ、評価と一致した欲求にしたがうことは、行為者にとっての規範なので

ある。 

こうして、評価とは完全に合理的な行為者がもつ欲求についての信念にほか

ならないとスミスは結論づける。これは次のように定式化できる。 

 

（VB）
15
 A は、状況 C において φすることが望ましいとみなしている ⇔ A

は「もし A が完全に合理的であるならば、C において φしたいと欲求する」

と信じている。 

 

この結論は、評価がある種の信念にほかならないことを意味しているだけで

なく、評価と欲求の間に規範的な結びつきがあることをくみとってもいる。な

                                                                 
15 “Valuing as Believing”の略。 
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ぜなら、合理的ならば φ したいと欲求するにちがいないと信じている場合に、

φ したいと欲求しないことは、可能ではあるが明らかに不合理なことだからで

ある。こうして、評価をある種の信念として特徴づけるスミスの試みは、ルイ

スの還元とは違って、評価と欲求の間の規範的関係を捉えることに成功してい

る。だが、スミスの還元は合理的行為者性の重要な特徴を取り逃しているとい

う批判もある。次節では、ブラットマンのスミスに対する批判を取り上げる。 

 

4.  ブラットマンのスミス批判 

 

スミスによれば、評価とは、〈完全に合理的な行為者がもつであろう欲求〉

についての信念にほかならない。ところで、そもそも評価という概念に注目し

たのは、それが自律という概念の分析に寄与すると考えられたからだった。第

1 節で述べたように、自律とは、なすべきことをなすことができることである。

では、スミスの分析によって得られた評価概念は、自律概念の分析に寄与する

のだろうか。 

本質的には寄与しないとブラットマンは考える。彼の反論の基礎にあるのは、

自律概念に本質的に含まれると彼が考えているものと、スミスによって析出さ

れた評価的信念との間の重要な違いである。ブラットマンは、〈それに適合す

る欲求にしたがうことができることが自律的な行為者であることの条件をなす

ような心的状態〉は二階のコミットメントだと考える。
16

 ブラットマンがコミ

ットメント呼ぶのは、行為者の振る舞いを支配し、推論の核となるような賛成

的態度である。
17

 そして、二階のコミットメントとは、ある行為をすることへ

のコミットメントではなく、熟慮においてどのような事柄を理由として重視す

べきかについてのコミットメントである（Bratman, 2003: 222）。この二階のコ

ミットメントは、行為者相対的なものである。人がそれを追求することにコミ

                                                                 
16 このブラットマンの見解は、評価を二階の欲求と同一視するフランクファートの説と

同じ方向性をもっており、それを批判的に発展させたものである。ブラットマンによ

るフランクファート説の検討と改訂については、以下で主に取り上げる Bratman, 2003

のほかに、Bratman, 1996 を参照。 
17 コミットメントの概念について、より詳しくは Bratman, 1987: chap. 2 を参照。 
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ットしているものは人それぞれであり、何を追求すべきかに関して合理的な行

為者間で意見が一致すると考えるべき理由はない。これに対して、スミスが評

価と同一視する望ましさについての信念は非相対的なものである。というのも、 

 

〔欲求を体系的に正当化する〕過程を経た上で、私が最終的にどのような

欲求をもつようになるかは、出発点となる私の現実の欲求にまったく依存

していない。私たちの完全に合理的な欲求の内容を決定するのは、理性そ

のものであって、私たちが現実にもっているとおりの欲求を現にもってい

るという恣意的な事実ではない。（Smith, 1994: 173） 

 

つまり、出発点においてどのような欲求をもっていたとしても、同じ状況にお

いて熟慮のアウトプットとしてもつようになる欲求は、完全に合理的な行為者

なら誰であれ同じである。それゆえ、望ましさについての信念は非相対的な内

容をもつ。このように、二階のコミットメントと評価的信念は明らかに異なっ

た特徴をもつ。そして、ブラットマンによれば、合理的行為者性に対して構成

的役割をもつのは二階のコミットメントであって、評価的信念ではない。 

なぜそうなのかを説明する前に、まず、行為者の合理性についてのブラット

マンの説明がどのようなものなのかを明らかにしておこう。ブラットマンのい

う二階のコミットメントは、二階の欲求とは異なる。二階のコミットメントと

は、行為に結びつく熟慮のなかでどのような事柄を理由として重視すべきかに

関するコミットメント――ブラットマンはこれを二階の「ポリシー」とも呼ん

でいる――である（Bratman, 2003: 222）。そうしたコミットメントが合理的行

為者の間でさえ収束する見込みのないものだという点には異論はないだろう。

どのような事柄が熟慮において重要な理由をなしうるかは、人によって様々で

あり、部分的にはほんの偶然によって決まる。問題は、なぜ評価的信念ではな

く二階のコミットメントを合理的行為者性にとって構成的とみなさなければな

らないのかという点である。このことを説明するためにブラットマンが挙げて

いる例は次のようなものである（Bratman, 2003: 234）。行為者 A は、徴兵に応

じるか拒否するかの選択に迫られている。彼は、徴兵を拒否することが軍隊に

入るよりも望ましいと信じている。しかも、彼はスミス的な意味でそう信じて
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いる。すなわち、彼は「完全に合理的な行為者なら誰であれ、A が置かれてい

るのと同じ状況においては、徴兵を拒否することを欲求するだろう」と信じて

いる。さて、この場合、A は徴兵を拒否しなければ不合理だということになる

だろうか。そうだとしたら、評価的信念は合理的行為者性にとって構成的だと

いうことになる。ブラットマンによれば、この問いの答えは、A の信念に含ま

れる「A が置かれているのと同じ状況」をどのようなものとして考えるかに依

存する。この「同じ状況」のうちに A がもっている二階のコミットメントも含

まれているなら、A は徴兵を拒否しなければ不合理だということになる。つま

り、現実においても仮想的な状況においても、A が兵役拒否を支持するような

二階のコミットメント（たとえば、家族と一緒に暮らすことを重要とみなすポ

リシーや、大学で学問に専念することを重要とみなすポリシー）をもっている

なら、A は徴兵を拒否しなければ不合理だということになる。だが、そうでな

いなら徴兵に応じても不合理だということにはならない。つまり、評価に適合

した欲求にしたがっているかどうかが合理的かそうでないかの基準をなすのは、

二階のコミットメントが評価の内容の一部をなしている場合にかぎられる。し

たがって、合理的行為者性に対する真の構成的役割は、評価よりも二階のコミ

ットメントの方にある。ブラットマンはこのように論じる。 

以上のブラットマンの議論は、スミスの立場に対して説得力をもつだろうか。

筆者はもたないと考える。次節では、ブラットマンに対してスミスの立場から

再反論を試みたい。 

 

5.  評価・コミットメント・自律 

 

まず、評価的信念が非相対的であるというスミスの主張をもう一度確認して

おこう。ある行為が望ましいとみなすことは、完全に合理的な行為者なら誰で

もその行為を欲求するだろうと信じることにほかならない。つまり、評価的信

念とは、完全に合理的な行為者の間での欲求の収束についての信念である。し

かし、スミス自身が補足しているように、求められているのはそのつどの状況

で何をするかに関する欲求の収束であって、「完全に合理的な行為者がそれぞ

れ自分の世界において自分の人生をどのように組み立てるべきかということに
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関する欲求のレベルでそのような欲求の収束が求められているわけではない」

（Smith, 1994: 173）。「自分の人生をどのように組み立てるべきかということに

関する欲求」は、ブラットマンの用語法では二階のコミットメントないしポリ

シーにほかならない。したがって、二階のコミットメントが収束する見込みの

ない相対的なものだという点では、スミスとブラットマンの間に意見の相違は

ないということになる。スミスにおいて、評価的信念の非相対性と二階のコミ

ットメントの相対性は両立する。 

次に、ブラットマンの批判の正確な内容と強さを見積もることにしたい。彼

は、二階のコミットメントをもつ能力が合理的行為者に特有のものだとは考え

ていない。二階のコミットメントの役割は、行為者がある欲求を自分の本心か

らのものとして承認したり、別の欲求を拒否したりすることを可能にする点に

ある。ある人が酒をやめたいという欲求を自分の本心からのものとして認め、

酒を飲みたいという欲求を拒否するのは、彼が前者の欲求にしたがうことを支

持するような二階のコミットメントをもっているからである。しかし、このよ

うな欲求の承認と拒否は、不合理な行為者にも見られる現象である。たとえば、

アルコール依存症患者は、実際には正当化できない欲求に流されているだけな

のにもかかわらず、快楽こそが人生にとって重要だという二階のコミットメン

トによって、酒を飲みたいという一階の欲求を本心からのものとして承認する

かもしれない。それゆえ、二階のコミットメントは、たとえ合理的行為者性の

説明に含まれるとしても、それだけで合理的行為者と不合理な行為者を分ける

のに十分なものではない。 

そこで、「二階のコミットメントと評価的信念はともに合理的行為者の説明

にとって必要である」と主張する可能性が出てくる。この可能性をブラットマ

ンは排除していない。では、彼は何を根拠に、二階のコミットメントの方が評

価的信念よりも基礎的な説明的役割をもつと主張するのだろうか。それは、評

価に適合した欲求にしたがうことよりも、欲求に自らを同化することの方がよ

り基礎的だと彼が考えているからである。上で言及したブラットマンの例をも

う一度見てみよう。A は兵役を拒否することが望ましいと信じている。つまり、

彼は「完全に合理的な行為者なら誰であれ、私が置かれているのと同じ状況に

おいては、徴兵を拒否することを欲求するだろう」と信じている。このとき、
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彼の信念の内容に含まれる「私が置かれているのと同じ状況」には、A がもっ

ている二階のコミットメントも含まれていなければならない。このことが正し

いなら、たしかにある意味では、二階のコミットメントは評価的信念よりも基

礎的な概念だということになるだろう。だがそれは、「評価的信念を完全に明

示的に定義しようとするなら、定義項に二階のコミットメントが含まれなけれ

ばならない」という意味でしかない。これが正しいとしても、合理的行為者性

の説明にとって二階のコミットメントの方がより本質的だということにはなら

ないように思われる。なぜなら、二階のコミットメントだけでは合理的行為者

と不合理な行為者の違いを説明することができないのに対して、評価的信念は

合理的行為者がしたがうべき規範の説明に含まれるからである。合理的行為者

の説明は、行為者が合理的であるためにしたがわなければならない規範を明ら

かにするような説明でなければならない。したがって、ブラットマンの見解に

反して、二階のコミットメントは合理的行為者性の説明にとって、評価的信念

よりも基礎的な説明的役割を果たすとは言えない。 

最後に、ブラットマンとわれわれの立場の違いを整理しておこう。スミスに

もわれわれにも、二階のコミットメントが欲求の権威性（authority）――ある

欲求が行為者にとって本心からのものであり、行為者の主体的な立場を表して

いること――にとって構成的であるというブラットマンの主張に反対するつも

りはない。また、ブラットマンによれば、コミットメントに支えられた欲求は

そうでない欲求よりも強い安定性をもつことになるが、この主張にもおかしな

ところはない。「寝る前にドイツ語の本を読みたい」という私の欲求は、たま

たま心に浮かんだだけのものならすぐに消え去ってしまうかもしれないが、「毎

日寝る前にはドイツ語の本を読む」というポリシーを私がもっている場合には、

他に優先すべき事柄が生じないかぎり、実現されるだろう。しかし、以上のこ

とは、本稿で問題にしてきた合理的行為者性とは何のかかわりもない。欲求に

安定性を与える能力は「強い行為者性（strong form of agency）」の一部をなし

ており、われわれ自身がそれであるような行為者に特有の合理性を説明するた

めにはこの能力に言及する必要がある、とブラットマンなら言うかもしれない。

しかし、安定した欲求をもたない場合でも、行為者は合理的であることができ

るし、不合理な行為者でも安定した欲求をもつことができる。これに対して、
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本稿で問題にしてきたのは、何が合理的行為者性の説明において構成的役割を

果たすのかということだった。
18

 それは二階のコミットメントではなく評価的

信念だということを、本節の議論は明らかにしたのである。 

 

結論 

 

以上の考察は、信念としての評価が合理的行為者性にとって構成的であると

いう考えを擁護することを目的としたものだった。とりわけ、本稿後半の議論

の狙いは、合理的行為者性にとって構成的なのは二階のコミットメントであり、

評価的信念は二次的な役割しかもたないとするブラットマンの反論を退けるこ

とにあったが、われわれはこの狙いを達成できたように思う。当然のことなが

ら、合理的行為者性を包括的に説明するという行為の哲学の大きな目標は、評

価的信念の役割を指摘するだけで尽くされるものではない。しかし、行為者の

自律という概念が評価的信念に言及することなしには分析できないということ

を示すことができたのは、行為の哲学にとってひとつの前進といってよいだろ

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
18 欲求の権威性についてのフランクファートの説明が行為者の自律性の説明に寄与しな

いという点については、Sayre-McCord and Smith, 2003 を参照。 
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