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アンスコムはデイヴィドソンとどこで分かれたのか？ 

――論文「行為の一般性と個別性」を読む―― 

 

竹内 聖一 

 

 

私は毎日帰宅すると部屋の明かりをつけるために壁にあるスイッチを入れる。

さて、私は昨日もスイッチを入れ、今日もスイッチを入れた。「なぜスイッチ

を入れたのか」と問われれば私は、昨日も今日も「明かりをつけたかったから

だ」と答えるだろう。つまり、両者を行なった理由はともに、「部屋の明かり

をつけたかったから」である。 

一見したところ、これは至極当たり前のことであるように思われる。しかし

河島によれば、我々はここに一つの問題を見出さなければならない（河島, 2006: 

64-5）。それは、「私は本当に自分が今した行為を合理化しているのか」とい

う問題である。1というのも、私が今日与えた理由は、今日の「スイッチを入れ

る」という行為だけでなく、昨日の「スイッチを入れる」という行為も、一昨

日の「スイッチを入れる」という行為も合理化してしまうからだ。さらに一般

化するならば、「部屋の明かりをつけたかったから」という理由でなされたす

べての「スイッチを入れる」という私の行為（例えばそれは私がその部屋で暮

らし始めた日付にまで遡ることができるだろう）が、この理由によって合理化

される。しかし、と河島は言う。今日私がスイッチを入れたことの理由を問う

人は、昨日や一昨日、そして数年前にスイッチを入れたことの理由ではなく、

                                                                 
1 これはなかなかに「渋い」問題であると思う。このような仕方でアンスコムの議論の限

界を指摘した論文を寡聞にして私は知らない。また、この問題が登場してくるのは、

論文の半ばも過ぎた頃である。このあたりに河島さんの奥ゆかしさやどっしりとした

人となりが表れていると思う。私はと言えば、どうしても我慢できず冒頭に書いてし

まった。 
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他ならぬ今日スイッチを入れたことの理由を問題にしているはずだ。ところが、

私の与えた理由が、今の行為だけでなく、過去に私がなした他の行為も合理化

するのだとすれば、私は自分の与り知らないところで、数年前にスイッチを入

れたことを合理化してしまっているかもしれない。 

今日自分がしたことに対して与えた理由が、昨日自分がしたことに対して与

えた理由と、たとえ同じであるとしても、私が与えたその理由は、他ならぬ今

日私がしたことに対する理由のはずである。それなのに、なぜこのような帰結

が導かれてしまうのか。 

欠けているのは、私が与えた理由が、たしかに私が今日スイッチを入れた理

由であることを保証してくれる「何か」である。そして河島によれば、我々が

その「何か」を手に入れられるかどうかは、合理化という関係をあくまでも記

述と記述の間に成り立つものと捉えるか、それらの記述が記述している出来事

の間に成り立つものと捉えるかに左右される。そして前者がアンスコムのとっ

た立場であり、後者がデイヴィドソンのとった立場である、というのが河島の

見立てなのである。以下ではまず、河島がそれぞれの立場をどのように特徴づ

けているかを見ることにしよう。 

 

1. 記述の水準で成り立っている関係 

 

河島によれば、理由による行為の説明は、すなわち合理化は、その理由から

その行為を結論として導くような実践的推論を再構成できることに存する（河

島, 2006: 53-4）。実践的推論においては、言語で表現された前提と結論との間

に概念的な関係が成り立っている。そして、こうした概念的な関係は、因果関

係には見られない合理性の秩序に服する。平たく言えば、理由も行為も、言語

によって記述されてはじめてこうした概念的関係に立ち、また、合理性の秩序

に服することとなる。河島によれば、アンスコムとデイヴィドソンの立場が分

かれるのはこの次のステップである。アンスコムがもっぱら記述同士の関係に

注目するのに対し、デイヴィドソンは記述同士だけでなく、記述されたもの（理

由や行為）同士の関係にも注目するのである。 

合理化を理解しようとする際、アンスコムは記述同士の関係に注目している。
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このように主張する根拠として河島は二つの根拠を挙げている。一つ目は、ア

ンスコムが、行為の理由は行為の記述に他ならないとみなしているという点で

ある（河島, 2006: 56-60）。たとえば、「なぜ手を挙げたのか」と問われた人が

「友人に挨拶したかったからだ」と理由を述べるとき、その理由は、「手を挙げ

る」と記述された行為を「友人に挨拶する」と再記述している。「理由はそれ

が合理化する行為を別の仕方で再記述したものに他ならない」と主張すること

のポイントは、理由は行為とは別の出来事を記述したものではないという主張

を導くことにある。 

だが、「友人に挨拶したかったからだ」という記述は行為の再記述ではなく、

その時私が抱いていた欲求を記述していると考えるのが自然ではないか。そし

て欲求の生起は明らかに行為とは別の出来事ではないか。こうした反論に対す

る応答が二つ目の根拠となる（河島, 2006: 60-4）。仮にこの理由が欲求の生起

を記述しているのだとしても、私がそのように欲求しているということが、手

を挙げるという行為を合理化するわけではない。手を挙げるという行為を合理

化しているのは、あくまでもその欲求の内容であり、その内容が「欲求の」内

容であるということは、合理化にいささかも寄与していない。 

河島自身が挙げる印象的な事例を引いておこう。2ある本の１ページ目に「p」

と記されており、黒板にチョークで「p ならば q」と書かれており、パソコンの

ディスプレイ上に「q」と表示されているとしよう。このとき、最初の二つの命

題から、３つ目の命題が導かれるということを理解するのに、それらの命題が

どのような媒体で表現されているかということを気にかける必要はない。概念

的関係の要素となっているのは、あくまでもそれらの命題であって、それらを

表現している媒体ではないからである（河島 2006: 62-3）。3「p」と「p ならば

                                                                 
2 この論文には他にも「ご飯とおかずとデザート」が登場するチャーミングな事例がある。 
3 特筆すべきは、この指摘が『インテンション』刊行後にアンスコムが書いた論文「実践

的推論」における結論と概ね一致しているということである。河島さんが参照してい

る『インテンション』においても、アンスコムは「実践的推論の形式的な説明をする

場合に、前提に「私は……を欲する」という表現を入れるのは誤解を招きやすい」と

述べている（Anscombe, 2000: 65/123頁）。だがその周辺の箇所を読んでも、なぜ「誤

解を招きやすい」のか、（すくなくとも私には）判然としなかった。だが論文「実践

的推論」は河島さんの論文の参考文献には挙がっていない。この論文の翻訳が収録さ

れた（そして河島さんも共訳者に名を連ねている）『自由と行為の哲学』の翻訳作業
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q」から「q」を導く理論的推論について、前提や結論に登場する命題が、推論

している人物の「信念の」内容であると断る必要はないだろう。実践的推論に

も同様のことが当てはまるというのが、アンスコムの立場なのである（ここで

その詳細に触れる余裕はないが、論文「実践的推論」（Anscmobe, 1989）に、

この点に関する彼女の見解を見いだすことができる）。 

理由が行為を合理化する上で本質的な役割を果たしているのは、その内容で

あって、それがどのような心的状態の内容であるかということではない。ここ

から河島は、アンスコムが、行為と理由の関係を、行為の記述とその行為の再

記述との関係として捉えていること、そしてこの関係が服している合理性の秩

序を理解するには、これらの記述だけを考慮すればよく、記述の対象を考慮す

る必要はないとアンスコムが考えていたと結論している（河島, 2006: 64）。 

 

2. 行為と理由の関係 アンスコムの場合 

 

河島によれば、記述のみを考察の対象とすることで、アンスコムはある問題

に直面する。それが冒頭に述べた「私は本当に自分が今した行為を合理化して

いるのか」という問題である。昨日と同じ理由から今日同じ行為をした場合、

二つの行為の記述も、それらの行為の再記述である行為の理由も同じものとな

ってしまう。この問題に対処しようと記述を詳細にしたとしても問題の根本的

な解決にはならない。その詳細な記述が当てはまるような行為を私が過去にし

ている可能性は常に残るからだ。これは原理的な問題である。記述は一般的な

意味しか持ち得ないために、それをどのように詳細にしたところで、その詳細

に記述された行為のタイプを指示することしかできない。 

もちろん、現実に我々が自分の今なしている行為を合理化する際、その合理

化に登場する記述はタイプとしての行為や理由ではなく、トークンとしての行

為や理由を指示しているだろう。河島が提起しているのは、アンスコムのよう

                                                                                                                                        

が始まったのは 2007年の春頃であったから、河島さんはまだこの論文には目を通して

いなかったかもしれない。河島さんは、おそらく独力でこの見解にたどり着いたのだ

ろう。 



アンスコムはデイヴィドソンとどこで分かれたのか？ 

37 

に記述にのみ注目する立場では、記述の指示対象の絞り込みはタイプのレベル

にとどまり、決してトークンのレベルには到達しないという問題なのである。 

さて、河島はこの問題を根拠として「だからアンスコムの議論はダメなのだ」

と言いたいわけではない。4この論文における河島の結論は、あくまでも、これ

を解決すべき問題と考えるかどうかに、デイヴィドソンとアンスコム、ひいて

は因果説と反因果説の分水嶺があるというものであった。実際河島は論文の終

盤で、アンスコムには、「因果関係を入れなければ、行為の説明に登場す

る’because’を理解できない」というデイヴィドソンの批判を理解できなかった

だろうと指摘している（河島, 2006: 73）。アンスコムにとって、この’because’

は一般的なものだったからである。 

河島は、「アンスコムにとって’because’は一般的なものであった」という主

張の意味をこれ以上説明していない。蛇足を承知で敷衍するならば以下のよう

になるだろう、私が「なぜスイッチを入れたのか」と問われて、「部屋の明か

りをつけたかったからだ」と答える際、その発言の意味するところを「部屋の

明かりをつけたい人は、明かりのスイッチを入れるものだ」と解釈することは

十分に可能であると思われる。この解釈では、タイプとしての理由と、タイプ

としての行為が関係づけられているが、これが合理化の役割を果たさないと主

張する人はいないだろう。そして、同様のことはあらゆる合理化に当てはまる。

つまり、あるタイプの理由による合理化は、同じタイプの行為に共通に適用さ

れるものであってよい。 

もちろん、こうした議論に対しては、そのように考えるならば、私が与える

理由は、今日の行為だけでなく、それとタイプを同じくする別の行為も合理化

してしまうという反論が寄せられるだろう。それに対しては、合理化というの

は、元々そういうものなのだと応じるしかない。私の与えた理由は、今私がな

した行為をタイプのレベルで確かに合理化している。その際、その理由がタイ

プを同じくする他の行為（ここに、私と同じ理由から明かりのスイッチを入れ

た世界中の人々の行為を含めてもよい）を合理化するという事実は、今私がな

した行為が合理化されているという事実を損なうわけではないのだ。 

                                                                 
4 実際河島さんがダメだと考えていたのかどうか気になるが、それを尋ねることはもはや

できなくなってしまった。 
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つまり、行為の説明において、合理化の側面だけに注目するならば、’because’

は一般的なものとならざるを得ない。そしてそれは、アンスコムによる’because’

の分析が、なぜ行為者が実際にその行為をするに至ったのかを説明する動的な

ものではない、ということでもある。アンスコムが考える実践的推論において

は、記述のみが本質的な役割を果たし、それらが行為者の欲求や信念、行為の

記述であるという点は捨象されるのだった。これは欲求や信念が行為を生み出

すにあたってどのような役割を果たしているのかということが、そもそも分析

の対象となっていないことを意味する。 

それがアンスコム自身の狙いに照らして不適切というわけではないというこ

とは強調しておくべきだろう。アンスコムが目指しているのは、合理化とはど

のようなものであるかを明らかにすることであり、それはとりもなおさず、合

理的と言える行為において、行為者の持つ欲求、信念、行為それぞれの記述の

間にどのような関係が成り立っているべきかを明らかにする静的な試みなので

ある。 

これに対し、デイヴィドソンは’because’を因果関係でもあるとみなした。河

島によれば、彼はそれによって行為と理由の関係を個別的なものと捉えること

ができる。次の節では、その点を確認しよう。 

 

3. 行為と理由の関係 デイヴィドソンの場合 

 

河島は、デイヴィドソンが、論文「行為・理由・原因」5の注４（Davidson, 1963: 

9/187 頁）において、実践的三段論法と実践的推論とを区別していることに注

目する。その区別のポイントは以下の点にある。実践的三段論法において、推

論を構成するのは信念や欲求、行為そのものではなくそれらの記述である。そ

してそれら記述の間には概念的な関係が成り立っている。他方、実践的推論に

おいて推論を構成するのは信念や欲求、行為の生起といった出来事である。そ

                                                                 
5 この後、先述した『自由と行為の哲学』において、河島さん自身がこの論文の翻訳を手

がけることになる。その頃の我々は今にして思えばたくさんの時間があり、毎週どこ

かの大学の図書館やら院生室やらで読書会を開いていた。河島さんの翻訳も、皆で検

討したのではないかと思う。 



アンスコムはデイヴィドソンとどこで分かれたのか？ 

39 

してこちらの推論では、これらの出来事の間に時空的な関係（因果関係）が成

り立っている。そして河島は、「実践的三段論法」は「実践的推論」を記述し

たものであると述べている。 

さてデイヴィドソンの言う実践的三段論法は、記述を構成要素とするのだか

ら、アンスコム同様、一般的なレベルで合理化を捉えるものでしかない。他方、

出来事を構成要素とする実践的推論はそうではない。その推論を構成している

のは、欲求・信念・行為という、いずれも個別的な出来事だからである。 

以上の議論により、冒頭に示した問題にはどのような答えが示されるのだろ

うか。デイヴィドソンの枠組において、理由と行為の関係は、両者の記述の間

ではなく、両者の間に成り立つ個別的な関係である。そして私がある行為を合

理化する際に与えた理由の記述が、確かにその行為の理由の記述であることを

保証してくれるのは、それらの記述がそれぞれ個別的な出来事に言及しており、

それらの出来事の間に因果関係が成り立っているからなのである。つまり、理

由の記述はそれが行為と個別的な因果関係に立つ理由の記述であることによっ

て、他ならぬその行為を合理化していると言ってよいのだ、というのが河島の

結論である。 

以下では、河島の結論を踏まえた上で、アンスコムとデイヴィドソンの立場

の違いをもたらしているものが何なのかをさらに考えてみたい。 

 

4. アンスコムの議論に欠落しているもの 

 

アンスコムの論文「実践的推論」は、ウリクトによる実践的推論の分析に対

する批判から始まる。ウリクトの目的は、ある人が実践的推論に基づいて行為

するとき、その人がもつ心的状態と、その人が実際になした行為との関係がど

のようなものであるかを明らかにすることである。そしてウリクトが作業仮説

として立てたのは、心的状態が行為に対して論理的強制力を発揮するというも

のであった。 

これがすでにアンスコムの立場とは大きく異なることは明らかだろう。アン

スコムの関心はあくまでも合理化の理解にあった。そこで、すでに行われた行

為に関して、その行為を合理化する欲求・信念の記述と行為の記述との間にど
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のような概念的関係が成り立っているかが問題にされる。他方、ウリクトの関

心は、行為が生じてくる瞬間にある。そして行為者の持つ欲求と信念が、どの

ようにして行為を生み出すのかということが問題にされているのである。 

おそらくはこうしたウリクトの立場を念頭において、アンスコムは「推論の

論理的必然性を把握した行為者は、その結論に従うよう強制される」という見

解をとりあげている（Anscombe, 1989: 130/226 頁）。実際、ウリクトがとりあ

げるのは、以下のような形式の推論である。「私は E を達成したい。もし A し

ないなら私は E を達成しないだろう。ゆえに、私は A する」この推論の場合、

前提からは、A するという結論が必然的に導かれる。その必然性を把握した行

為者は、そう行為するよう強制される。これがウリクトの思い描いた図式だっ

たのであろう。 

これに対するアンスコムの反応は以下のようなものである。我々が「論理的

強制」と呼びうるのは、前提と結論の間に真理結合が存在するということをお

いて他にない。もしウリクトのように、その真理結合を把握することによって

生じる強制（結論に相当する信念を抱いたり行為をするよう強いられること）

を意味しているならば、その強制は決して「論理的」なものではない。 

正論である。論理は確かに我々の思考や行動に影響を与えるが、それは、我々

がふだん「強制」と呼ぶものとは似ていない（論理はわれわれを脅迫したり拘

束したりするわけではない）。仮にそのような強制が実際に存在するのだとし

たら、我々はそれに抗うことができないだろうが、それは「論理に従う」こと

とは異なるだろう。 

それに、もしウリクトの見立てが正しいとするならば、ウリクトが提示した

ような推論の前提に相当する欲求と信念の持ち主は、まさに「必然的」に、そ

れらが合理化する行為をするはずだが、もちろんそんなことはない。たとえば、

私は「原稿を締め切りまでに仕上げたい」と思っており、これまでの経験から

「毎日少しずつ書き進めなければ締め切りまでに仕上げられない」ことを身に沁

みてよくわかっているが、だからといって、「毎日少しずつ書き進める」こと

を「必然的に」なすわけではない（そうだったらどんなによかっただろう、と

思うこともたまにあるが、それは実際にそのような状態になったことがないか

らかもしれない）。 
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この正論に感服しつつも、私は彼女の議論にある種の「ずるさ」を感じとっ

てしまう。たしかに心的状態と行為の動的な関係を捉えるのに、論理的強制を

持ち出してくるウリクトはへまをしたかもしれない。ではアンスコム自身は、

心的状態と行為の動的な関係をどう説明するというのだろうか。論文「実践的

推論」のどこにも、その問いに対する答えは見当たらない。この論文を貫いて

いるのは妥当な実践的推論の形式的な特徴という静的な主題への関心であって、

そのような推論をする者がどのようにして結論に相当する行為をするに至るの

かという問題がとりあげられることはないのである。 

 

5. 推論に対応する心理過程は存在するか 

 

推論をする者は、どのようにして結論に相当する行為に至るのか。私の見る

ところ、この問いに対するアンスコムの答は、「そのような問いに対する答え

は存在しない」というものであるように思われる。そしてその答を支えている

のは、推論に対応する心理過程が存在するという想定は誤っている、という彼

女の信念である。 

彼女はここから以下のように議論を進めているのではないかと思う。推論に

対応する心理過程など存在しない。推論とは現実の心理過程を我々が理解可能

な仕方で再構成したものに他ならないからである。そして推論をおいて我々が

現実の心理過程を理解する方法はない。したがって、心理過程を理解する上で

我々ができることと言えば、その再構成である推論を理解すること以外にない。 

以上のような見解をアンスコムに帰する上で、私が手掛かりとしているのは

次の一節である。この箇所の前半で言及されているのは、推論に対する「我々

の考えのうちに潜んでいると思われる見解」である。 

 

前提から結論へのステップをたどる心的作用が存在し、その心的作用は

論理において
．．．．．．

ステップをたどり、論理自身という、心的作用とは別個の、

純粋な
．．．

媒介によって移行
．．

する。……しかし、そもそも心的作用が以上のよ

うな意味でステップをたどるということは理論的推論・実践的推論のいず

れにおいてもありえないのだ！（Anscombe, 1989:132/230-1 頁） 
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ここで「ステップ」と呼ばれているのは、「p ならば q」というように、ある

文 p と別の文 q とを条件文の形で結んだものである。そして上の引用箇所で問

題となっているのは、推論とはこうしたステップを「たどって」、p から q へ

と移行することと考えるべきなのかどうか、ということである。そしてこの問

いに対する彼女の答えは否である。 

残念なことに、この答の根拠が何であるかは明示されていない。だが、根拠

らしきものはある。アンスコムがとりあげているのは、上司の命令に機械的に

従う人物の事例である。この人物が、上司に与えられた命令から、それを実現

するために自らがなすべきことを推論し、それを遂行するという場面が問題に

なっている。重要なのは、この人物が上司の命じている事態の実現を自ら欲し

てはいない、ということである。それにもかかわらず、この人物は上司の命令

を前提とする実践的推論に基づいて自らのやるべきことを遂行する。この場合

彼は一体何を欲しているのか？ 

「従属者として行為する」という目的をもっているのではないか、という意見

をアンスコムは否定する。彼女によれば、その記述は上司の命令のもとでなさ

れた行為を正しく特徴づけている。だが「従属者として行為する」という観念

が、彼の推論計算に現れるほど「十分に意識にのぼっていたわけではない」と

いうのである（Anscombe, 1989: 135-7/235-9 頁）。 

しかしこの議論は、アンスコムが主張したいことを主張するには根拠薄弱で

あると言わざるを得ない。しばしば指摘されるように、ある心的状態にあるこ

とと、その心的状態を意識していることとは区別されなければならない。後者

が偽であることは、前者が偽であることを含意しない。ゆえに「意識にのぼっ

ていなかった」ことを根拠として、この人物がそうした欲求をもっていなかっ

たと論じることはできないだろう。  

むしろ彼女は次のように論じるべきだったのではないか。推論がもつ前提か

ら結論を導くというパターン自体は、我々が実際に経験するある心的状態から

別の心的状態への移行のうちで、どれがよいもので、どれが悪いものかを説明

するために導入された補助線のようなものに過ぎない。それゆえ、そのような

パターンを実際の心理過程が「たどっている」はずだ、と考えるのは転倒でし
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かない。もちろん、このパターンを知る者は、そのようなパターンにそって推

論しているという経験をするかもしれない（それは、心の中でいくつかの前提

をまず唱え、ついでそこから導かれる結論を唱えるという、儀式めいたものか

もしれない）。しかしそのことと、ある心的状態から別の心的状態へと移行す

る人の思考は、実際にこのようなパターンにそって進むのだと主張することと

は別のことだろう。現実に生じているのは、ある心的状態の集合に別の心的状

態が追加されるとか、あるいはそのうちのいくつかが変化するということに過

ぎないからである。 

以上の議論が正しいとすれば、実践的推論に基づいて行為した人が、その実

践的推論に対応した心理過程をたどったと信じる理由はない。とは言え、実践

的推論のパターンとして再構成する以外に、我々がその人の心理過程を理解す

る方法もない。したがって、ある人の心理過程を理解する上で我々ができるこ

とと言えば、その再構成である実践的推論を理解すること以外にないのである。 

そして、このことが、アンスコムとデイヴィドソンの立場の違いをもたらし

ていると私は考える。実践的推論の記述は現実の心理過程の記述でもあり、そ

れゆえに因果過程の記述でもあるとデイヴィドソンが考えるのに対し、アンス

コムはそのようには考えていないのである。 
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