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共感の道徳的価値をめぐって
−−M．シェーラーにおける「ケアの倫理」の可能性−−1
吉川 孝
はじめに
本稿は、M. シェーラーの共感の現象学的分析のなかに「倫理学」の可能性
を読み取ったうえで、そうした「現象学的倫理学」と現代の倫理学・社会哲学
の一分野である「ケアの倫理（ethics of care）」との対話の可能性を探ろうとし
ている。シェーラーは、ケアの範囲を考察する手がかりを提供する一方で、共
感の道徳性の基準が独断的に設定されるという問題点をかかえている。
1. ケアの倫理と現象学的倫理学
C. ギリガンの『もう一つの声』（1982 年）は、師のコールバーグの道徳的
発達の理論に異議を唱え、平等や公平性を重視する「正義の倫理」ではなく、
関係性や責任を重んじる「ケアの倫理」の立場をうちだした（Gilligan, 1982）。
ギリガンの批判は、コールバーグのみならずその背景となる西洋の主要な道徳
哲学（カントの道徳哲学など）にまで及んでいるため、発達心理学に収まらな
い射程をもっていた（Baier, 1987）。正義に依拠する倫理学や社会哲学のなか
に潜む男性的バイアスを暴きながら独自の主張を展開するケアの倫理は、義務
論や帰結主義などの近代道徳哲学には解消されないオルタナティブな倫理学と
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本稿は、間文化現象学ワークショップ「間文化性の未来に向けて 精神／共存から時
間・歴史へ」（2012 年 3 月 10 日立命館大学）での発表「共感と価値――M・シェーラ
ーにおけるケアの倫理」と、日本哲学会ワークショップ「「理性」をもつ動物とは誰か
――「人格」概念への現象学的アプローチ」（2013 年 5 月 12 日）での発表「パーソン
と生き方の問い――フッサールとシェーラーにおける「人格に根ざす倫理学」」に依拠
している。
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して、現代の倫理学・社会哲学のなかで認知されている。
ケアの倫理はどのような倫理学上の主張を含意するのだろうか。N. ノディン
グスは『ケアリング』（1984 年）において、倫理学の文脈を意識しながらケア
の倫理を展開している（Noddings, 1984）。ケアの倫理の立場では、ある行為が
道徳的に善いか悪いかどうかは、その行為が行為者による他者へのケアのある
態度や動機を示しているかどうかに依存する。ある行為が道徳的に許される・
賞賛されるとすれば、その行為は、ケアのある（＝他人を大切にする・傷つけ
ないようにする）態度や動機を示している（Slote, 2007: 10）。ここでの「ケア
のある」というのは、M. メイヤロフの「献身（devotion）」（Mayeroff, 1972）、
ノディングスの「専心没頭（engrossment）」（Noddings, 1984）、ギリガンの「共
-感（co-feeling）」（Gilligan, 1982）2などの「他者志向」3の感情が担う性質で
あり、
他者の感情に対して自己がコミットしていることを示している
（本稿は、
シェーラーにおける「（真正な）共感」もこれに相当するものと考える）。
ケアの倫理は、「道徳法則」ではなく他者や自己の幸福や感情的な喜びを重
んじる点において、義務論から区別される。しかし、ケアの倫理は、さしあた
りは身近な他者関係を重視し、個別主義的傾向をもっている点において、帰結
主義からも区別される。義務論と帰結主義を含めた「正義の倫理」が「普遍化
可能性」「中立性」「平等性」の原則を重視するのに対して、「ケアの倫理」
はあくまでも個別主義・文脈主義に根ざした思考を展開しようとする（Held,
2008: 65-84）。正義の倫理とケアの倫理は、それぞれ異なった人間存在論を背
景にもっており、前者が自律・独立・自己統制の主体性を重視するのに対して、
後者が依存・傷つきやすさの関係的主体性を念頭に置いている。4
ケアの倫理をめぐっては、ケアの範囲にかかわる問いが生じている。ケアの
倫理はもともと母子関係などの身近な人間関係をモデルにしている。ケアを支
える感情（たとえば共感）が、道徳的判断の審級や道徳的行為の動機づけとし
て機能するとき、そうした共感はある種の「近さ」によって条件づけられる。

2
3
4

Cf. Pettersen, 2008: 57.
他者志向という概念は、品川に依拠している（品川 2007）。
キテイは、依存性を人間の条件と見なし、「みな誰かお母さんの子どもである」と言い
表している（Kittay, 1999）。
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文字通りの空間的・時間的な直接性、同じルーツという家族的な結びつき、友
人やパートナーにおける価値観や歴史などの分かち合いなどの要因が、共感に
判断や決定を動機づける力を与える（Slote, 2007: 25）。とすれば、直接に面識
もなく、家族でもなく、友人でもない人びとに対して、われわれは共感できな
いのかもしれない。われわれは「遠く」の人びとに対して、どのようにして道
徳的に振る舞うのだろうか。共感の感情が他者一般におよぶことを示さないか
ぎり、ケアの倫理はきわめて限定された射程しかもちえないだろう。個人的に
は知らない人びとへのケア的関係が成立しないとすれば、そうした人たちとの
道徳的関係は、ケアの倫理ではなく、正義の原理によって補足的に説明される
ことになる。
2. 共感の現象学
このような問題を念頭に置くとき、現象学が大きな意味をもつだろう。現象
学的倫理学の基本的立場も、
ケアの倫理と同じく、
感情に根ざす倫理学であり、
個別主義・文脈主義的傾向を重視している。とりわけシェーラーは、共感が道
徳的であるための条件や共感の範囲の問題に対して、本格的な考察を加えてい
る。5 以下の課題は、シェーラーの共感論をケアの倫理のかかえる諸問題を考
察しうる倫理学として読み解くことである。シェーラーの共感論をめぐる従来
の研究においては、「他者認識」をめぐる議論や哲学的人間学の枠組みにおけ
る「共同体論」に光があたることがおおかった。前者の場合には、他者の直接
知覚説の意義が検討され、後者の場合には、自他未分化の体験領域が際立たさ
れている。しかし、シェーラーの共感論が、倫理学の枠組みで展開されている
ことを見逃してはならない。彼の主著『倫理学における形式主義と実質的価値
倫理学』（1913-16 年）が、「実質的価値倫理学」という独自の立場を掲げた
ことは周知のとおりである（SGW/2）。シェーラーは、共感を「価値」と結び
つけ、共感の「道徳的価値」の解明に取り組んでいる。
5

シェーラーは『共感の本質と諸形式』（第 2 版、1923 年）において、「共感の現象学」
を展開している（SGW/7）。初版は「共感感情の理論と現象学のために」と題して 1913
年に出版されている。
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真正な共同感情の作用は、肯定的・道徳的な価値を担っている （SGW/7,
144）。
共感が道徳的でありうるためには、どのような価値や価値意識が成り立つべ
きであろうか。共感の道徳性の可能性の条件を価値や価値意識との関連におい
て探究するのが、シェーラーにおける共感の倫理学である。まずは、倫理学的
問題設定から独立になされうる共感の現象学的分析を確認しておきたい。
シェーラーによれば、広義での「共感（Sympathie）」のなかにはさまざま諸
形式があって、しばしばそれらは混同されている。共感の諸現象を分類して、
その特徴を挙げることは、
共感の道徳的価値を考察するための準備作業となる。
共感は、他者への志向的機能をもっているのか、他者への感情的な関与をもっ
ているのかによって、異なったタイプ（感情伝播、一体感、追感得、共同感情）
に分類できる。
まずは、共感が志向的であるかどうか、つまり、他者の体験に向けられてい
るかどうかという観点による区別を確認しておきたい。共感（共歓・共苦）の
なかには、他者の体験への志向性なしに成り立つものがある（感情伝播、一体
感）。「感情伝播（Gefühlsansteckung）」は、ある意味では他者の喜びを喜ぶ
（悲しみを悲しむ）というスタイルをもつ共感の現象である。しかしながら、そ
の喜び（悲しみ）の感情は、他者を他者として志向しているわけではない
（SGW/7, 26）。赤ちゃんの「伝染泣き」や「場」の雰囲気がもたらす笑いなど
においては、何らかの感情が複数の主観を伝播している。しかし、そうした伝
播は、「互いの感情状態のあいだでのみ生じている」のであって、そこでは他
者の体験に関する「知」は前提にされていない（VII, 26）。つまり、純粋な伝
播においては、他者は他者として知られていないし、意識されることもない。
純粋な感情伝播において、他者の伝播する感情は「他者の感情として」与
えられるのではなく、「自分の感情として」与えられ、その因果的な由来
が他者の体験に帰されるにすぎない（SGW/7, 48）。
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感情伝播というのは、他者についての志向的体験ではなく、感情の状態が「不
随意」ないし「無意識」のうちに（SGW/7, 26f.）、主体から主体へと拡散する
ことである。
シェーラーはさらに、非志向的共感の類型として「一体感（Einsfühlung）」
を挙げている。通常の感情伝播においては、誰かの体験の「一部」が他人へと
伝播し、「他人の限定された感情プロセスが無意識のうちに自分のものと見な
される」のに対して、「一体感」においては、「他の自我が（その基本的な姿
勢において）自分の自我と同一化される」（SGW/7, 29）。したがって、「真正
な一体感」「一体的投入」の成立は、「伝播」の「極限事例」と見なされてい
る。シェーラーは、当時の人類学、心理学、精神分析、社会学などの知見に依
拠しながら、一体感や感情伝播の具体的な姿をさまざまに例示している。トー
テム、ディオニソスの秘儀、催眠、集団ヒステリー、神憑り、性行為、大衆心
理などは非志向的共感の現象と見なすことができる。
他者の体験を志向する「志向的共感」についても、たんなる他者の体験につ
いての「認識」であるのか、認識より以上の「感情的関与」が含まれるのかに
よって、さらなる区別が生じる。他者の体験をたんに認識するだけの「追感得
（Nachfühlung）」においては、「他人の体験をひたすら統握、理解し、ときに
追随的に生きる（「追感得する」）」ことが行われる（SGW/7, 19）。こうした
追感得や追体験は、他者の体験へのいかなる「参加（Teilnahme）」をもふくま
ないので、われわれは他者に対して「無関心」に向き合うことができる（SGW/7,
20）。追感得は、他者の苦しみや喜びを「思念」してはいるが、それはあくま
でも「知」「認識」であって、他者の感情に関心をもってコミットするわけで
はない。追感得は、「他者の体験の事実についての何らか形式の知」として「他
の心的存在一般の現実存在についての体験」であり（SGW/7, 19）、これによっ
て他者の体験がまさに自己ではない「他者の」体験として与えられる。
本来の意味での共感＝共同感情（Mitgefühl）とは、志向的体験のなかにおい
て、たんなる知や判断ではなく他者への感情的関与をもつものである（VII, 20）。
共同感情を他者の体験についての知以上のものにするのは、
「参加（Teilnahm）」
という契機である。共同感情は、他者の感情を知るのみならず、その感情にた
いしてコミットしている。他者の感情に参加するとは、他者の感情を関心をも
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って感じる（他者の喜びに喜ぶ）ことである。
追感得のなかにおいては、他者の感情やそれに属す価値事態が事実要素と
して与えられるが、これに対する反応の現象として、
（本来の）共同感得、
実際の「参加」が見いだされる。追感得と共感得という〔……〕二つの機
能が、はっきりと区別されなければならない（SGW/7, 24f.）。
こうした共同感情は、他者の体験についての知（追感得）と感情的関与（参
加）という二つの層から成り立つことになる。
3. 共感の倫理学
共感の諸形式の現象学的分析は、共感の道徳性を考える出発点になる。とい
うのも、シェーラーにとって、真正な共感とは志向的機能をもつものに限られ
るからである。感情伝播や一体感は、個体間の差異を抹消する点において道徳
性をもたない。真の共感においては、「諸々の人格のあいだの『距離』」や「こ
れらの人格の一方的ならびに相互的な差異性の意識」が含まれている（SGW/7,
75）。6 この点において、そうした差異性を抹消する「感情伝播」や「一体感
情」は、道徳的に否定的価値をもっている。
真の共同感情は、純粋な本質的差異性を〔……〕あらかじめ前提している
（SGW/7, 76）。
したがって、共同感情は、感情移入や利己的な思慮のように、自分の想像力
によって他者を表象することではない。あくまでも、それは「独我論的錯覚」
を排除して、「他人」を「他人」として、「〔自分と〕等価な実在性をもつも
の」として把握する（SGW/7, 76）。共同感情は、「〔自分を〕超えて入り込ん
で他人を捉える」し、
「自分自身を真に現実的に超越する」ことにもなる（SGW/7,
6

乳幼児の母子関係などは、母親の側からの共感（乳幼児の側での感情伝播）という一方
的な差異性の意識が成立することになる。
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57）。このような差異化・超越化によって、他者としての他者を理解すること
が、道徳性の不可欠の条件である。
しかしながら、これだけでは共感の道徳性の十分条件は充たされない。とい
うのも、たとえば、人格 A が災厄を被ったことを人格 B が喜び、その B の喜
びに対して人格 C が喜ぶことがありうる。これまでの区分からすると、このよ
うな C の喜びは「共同感情」と見なすことができる。シェーラーは、こうした
共感が道徳的価値を担うとは考えてはいない。共感そのものの様式だけから道
徳的価値の基準を見いだすには限界があり、
共感が真正なものであるためには、
B の喜びが向かっている「A の災厄」という事態の価値が検討されねばならな
い。しかし、共感そのものは価値に盲目であるために（SGW/7, 18）、共感は価
値にかかわる別の意識様式と結びつくことで道徳性を担うことができる。
シェーラーによれば、価値にかかわる意識としての「愛」や「憎しみ」が、
他者の体験について価値や無価値を見いだす。シェーラーにとって「愛」は、
実質的価値倫理学の中心に位置づけられ、おおくの可能性や問題を担っている
概念である。ここでは、共感論と関係するかぎりにおいて、愛の特徴を確認す
るにとどめたい。まず、「愛はそれ自身において何らかの価値に関係している」
（SGW/7, 146）というように、愛は価値に関係する志向的体験である。しかも、
それは価値をただ受容する「機能」ではなく、「心情の運動」「精神的作用」
として、「低い価値からより高い価値へ」という方向性をもっている（SGW/7,
147）。この運動においてはじめて「対象もしくは人格のより高い価値が突如と
してきらめきでてくる」ように、ここには「愛の（プラトンがすでに見いだし
ていた）創造的意義」が存在する（SGW/7, 155;157）。愛はその対象のなかに
より高次の価値を見いだす運動であり、共感と結びつくことで、他の人格のな
かにより高い価値を創造的に見て取ろうとする。
このような愛という価値意識と結びついたときに、共感において「〔A の〕
災厄に〔B が〕喜ぶことに〔C が〕苦しむこと」が要求されるようになる（SGW/7,
18f.）。つまり、愛や憎しみは、A の災厄という否定的価値の事態を喜ぶ B に
否定的価値を見いだすことを要求している。共感は、愛・憎しみと結びつくこ
とで、道徳的な価値と無価値を担うようになるのであり、真正な共感とは、愛
によって規範化づけられた共感ということになる。シェーラーはこうした事態
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を、愛が共同感情を「基づける」関係として理解している。
あらゆる〔真正な〕共同感得は一般的に愛に基づけられており、わずかば
かりの愛もなければ、解消してしまう（SGW/7, 147）。
愛は共感を正しい方へと規範的に導いている。他者への共感が成立し、その
共感が真正なものであるとするならば、共感する者はその他者を愛している。
4. 共感の深さと広さ
共感が愛の運動と結びつくことで、共感には「深さ」と「広さ」の次元が見
いだされるようになる。愛と結びつく共感は人格へと向かうが、この「人格へ
の愛」は「一人の人間のなかにより深く入り込む」ことによって、その人間が
「代替不可能な、個体的な、唯一の、かけがえのない、置き換え不可能なもの」
として出現することになる（SGW/7, 129）。つまり、愛は人格に「個体性」を
見いだすことになる。愛と共感とが協同して他者を志向するとき、愛が他者の
人格の中心性の層に向かうことで、共同感情もまたその層へと及んで行く。し
たがって、われわれは「愛の程度と深さに応じた仕方で共同感得をする」とも
言われている（SGW/7, 147）。
共同感得する対象を深く愛してはいない場合、われわれの共同感情はただ
ちに滞り、人格の中心にまで至ることはない（SGW/7, 147）。
こうした共感の深さの相違は、ケアの倫理における「厚いケア」と「薄いケ
ア」の区別に相当している（Pettersen, 2008: 114）。厚いケアというのは、人格・
個人にかかわる（personal）ものであり、相手の人格のもっている厚みを踏まえ
たケアであるのに対して、薄いケアは、人格・個人にかかわらない（impersonal）
ものであり、見知らぬ他人へのケアがこれにあたる。
共感の深さの次元は、共感の広さの次元とも関係をもっている。深く愛して
はいない他人、たとえば、通りすがりの見知らぬ他人や遠方の一般的な他者た
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ちに対しても、共感が生じないわけではない。むしろ、そうした共感も愛によ
って基づけられるが、その愛は個人としての相手に向かうわけではなく、「相
手が成員である全体（家族、民族、人類）」や「相手が具体例となる一般的対
象（同じ民族、家族の一員、人類の一員、「一つの」生物）」に対して生じて
いる（SGW/7, 147）。したがって、人類への愛、民族への愛などの基づけによ
って、個人として愛しているわけではない他人への共感が可能になる。共同感
情の基礎に全体対象や一般対象への愛があるという指摘は、興味深い洞察を提
示することになる。
愛の作用がどこまで波及するかによって、共感が可能になる領域が決まる
（SGW/7, 148）。
愛は、共感の「深さ」へと導くのみならず、「広さ」を決定する役割を果た
している。家族や民族や人類という対象への愛が、それらの内部の成員や個体
への共感を可能にしている。
シェーラーは、アリストテレスを念頭に置きながら、「人間が愛と憎しみの
可能な対象として友と敵とを分けているかぎり、他人のなかの人格中枢は、敵
ではなく友の場合にのみはじめて与えられる」（SGW/7, 110）と述べている。
アリストテレスの「友愛（フィリア）の倫理学」が友と敵との区別を前提にす
るかぎり、
友たちからなる特定の範囲の共同体だけが取り上げられる。しかし、
これまで明らかになったように、愛が「共同感情の可能性の対象の範囲をつね
に拡張できる」（SGW/7, 108）のだとすれば、「一般的な人間愛」が成立する
ことによって、分け隔てのない人間一般への共感が可能になる（SGW/7, 110）。
5. シェーラーの共感論の問題点〔ケアの近さと動物倫理〕
本稿は、シェーラーの共感論をケアの倫理という観点から検討した。シェー
ラーの分析は、共感の諸形式や深さ・広さを区別したうえで、愛という価値意
識が共感の道徳性を形成することを指摘している。
共感が愛と結びつくことで、
その深さや広さを変化させることも明らかになった。こうして、共感が真正な
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ものである条件や共感の範囲を拡張する可能性が示唆された。しかし、シェー
ラーの共感論の難点も明らかになってくる。
１．シェーラーは、共感の深さの次元が「共感の倫理的価値」を高めると考
えている。共感が精神的人格の深くに及べば及ぶほど、その道徳的価値が高ま
ることになる（SGW/7, 144）。しかし、共感の深さと道徳的価値の高さを重ね
ることは、共感やそれに基づくケアを「近さ」の次元に押し込めてしまう危険
性をはらんでいる。シェーラーが想定しているように、人道的ケア・薄いケア
よりも、個人的ケア・厚いケアがより善いケアであるならば、ケアは私的領域
においてより大きな意義を担うことになる。こうした発想は、たとえば、育児
や介護を家庭内へと引き戻し、しかも家庭内の特定の人物に割り当てようとす
ることにつながりかねない。ケアの社会化・グローバル化という動向に逆らっ
て、ケアを私的領域に封じ込める倫理学の妥当性は疑わしいだろう。現代のケ
アの倫理の論者は、「個人的なケア」から「人道的なケア」へと、ケアの射程
を拡大する傾向にある（Slote, 2007: 11）。ケアは身近な他人のみならず、個人
的には知らない人にも成り立つものである。
２．シェーラーの価値倫理学は、人格、精神・心、生命、身体という価値の
階層性を前提にしている。このような価値の階層秩序がアプリオリなものとし
て成立するというのが、実質的価値倫理学の立場である。こうした枠組みにお
いては、精神的人格に向かう愛がもっとも高い価値をもつことがあらかじめ決
定されている。これでは、人格への共感がつねに共感のモデルとなり、人格以
外の生命体（動物など）への共感の道徳的価値が考慮されることはない。しか
し、動物への共感が成立しえないかどうか、動物が道徳的配慮の対象となりう
るかどうかは、道徳的議論の争点となるものである。周知のように、動物倫理
への功利主義者のアプローチは、動物が感覚能力をもつことのうちに、動物を
道徳的に配慮する理由を見いだしている（Singer, 2002）。
シェーラーの問題点は、客観的価値秩序を先行的に決定したうえで、人格の
精神性への共感を一義的に最高の道徳性と見なすことにある。こうした問題点
を検討するにあたっては、ふたたびケアの倫理の基本的発想に立ち返る必要が
あるだろう。ケアの倫理は基本的には文脈主義を特徴としており、「道徳的に
何を優先するかは、薄いケアと厚いケアのどちらを優先するかを含めて、抽象
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的原理に任せて決定できない。むしろ、何を優先するかは、道徳的行為者自身
が見積もらねばならない」（Pettersen, 2008: 122）というように、いつどこでど
のようなケアが成立するかは、あくまでも行為者の置かれた状況にゆだねられ
ている。まさにこうしたスタンスは、ケアの倫理と現象学的倫理学とが本来は
共有すべきものである。シェーラーと同時期に現象学的倫理学を構想したフッ
サールは、次のように記している。
わが子を愛情深くケアする母親のことを思い浮かべてみよう。彼女は知っ
ているかもしれない。世界にはいかなる意味もない、あらゆる「価値」を
無化する破滅が明日にも訪れる〔……〕ということを。〔……〕だが、ま
ともな母親ならば、そのときにこう言うだろう。そうかもしれないし、そ
んなことはよくわかっている。しかし、より確かなのは、わが子を破滅さ
せるわけにはゆかない、子供は愛情をもってケアすべきということである
（Hua. XLII, 310）。
ここでは、道徳的価値をめぐって、注目すべき考察がなされている。何が善
であるかは、客観的な価値の序列（世界の価値）に即して決定されているわけ
ではない。
母親が自分の子どもに価値を見いだし、
子どもとともに生きるとき、
まさにそのことに最高の価値を見いだしている。愛の価値は、客観的価値から
区別されるのであり、「客観的により高い評価が実践的な優位をもつ必要はな
い」とも主張されている（Hua. XXVII, 28）。
むすび
シェーラーの現象学的倫理学も、そのような文脈主義に根ざすものと解釈で
きる。その共感論は、A．スミスのように、「公平な観察者」による共感のな
かに道徳的判断の源泉を見いだすわけではない。むしろシェーラーは、公平な
観察者による共感が行為者に外的な視点から評価することを批判している
（SGW/7, 18）。中世の魔女裁判において裁きを受けた者は、外的な視点による
評価を受け入れて、自分を魔女と見なすような傾向があった。公平な観察者の
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共感というのは、そのように自己の生きる文脈を逸脱した評定を下すことがあ
る。シェーラーの共感論においては、公平な観察者を樹立しながら自分と相手
とのパースペクティヴを同一化・交換することが、いわゆる「相手の立場に立
つ」ということが、積極的な道徳的価値をもつことはない。というのも、相手
の立場に立つということは他者の心を「認識する（追感得する）」ことではあ
るが、他者の心に「参加する（真正な意味で共感する）」ことではないからで
ある。他者の苦しみを知り、自分がその立場に置かれたならば同じような苦し
みを感じることを知っていたとしても、
そのような他者の苦しみを喜ぶこと
（冷
酷な人）も考えられる（SGW/7, 24f.）。7 真正な共感は、相手（他者）の個体
性を抹消することなく、相手の心の状態（喜びや苦しみ）を認識し、しかもそ
の心の状態に「参加する」（喜びに喜ぶ、苦しみに苦しむ）ことと特徴づけら
れていた。他者の心を認識するのみならず、参加するような共同感情だけが、
真正な共感であることができる。
功利主義者は、動物の痛みを認識できるかぎり、動物を公平な配慮の対象と
するよう主張する。動物の痛みを認識しうる者は誰でも、動物を配慮しなけれ
ばならない。それに対して、現象学的倫理学は、自己が動物の痛みを痛むとき、
自己とその動物との道徳的関係が成り立つと主張する。8 しかも、どのような
動物の痛みを痛むことができるかは、自己の生の状況に依存的である。真正な
共感の相手は「客観化できない存在」であるので、認識によって客観化するこ
となく、その喜びを喜んだり悲しみを悲しんだりする「共同-遂行」を通じての
み出会われる（SGW/7, 219）。したがって、真正な共感というのは、相手を対
象化することのない参加を通じて、ともに生きる他者に出会う意識の様式とい
うことになる。シェーラーにおける共感は、公平性や客観性を重視する道徳的
判断の源泉となるようなものではなく、あくまでも自己が他者とともに生きる
文脈のなかで機能している。そのように読むことが、シェーラーの共感の倫理
学の可能性を開くことになるだろう。

7

8

このような論点は、ウィリアムズによるヘアへの批判のなかにも見いだされる（Williams,
1985: Chap. 5）。
このような論点と現代のパーソン論の関係については、以下を参照（吉川 2013）。
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