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自律的行為者の行方

　本稿の目的は、個人主義的なものとは異なる自律
の構想を明らかにすること、さらに、本稿ではとく
に実質的構想と呼ばれる考え方に着目するが、この
実質的構想を批判的に検討することよって、自律を
巡る今後の議論が進むべきひとつの方向を示すこと
である。
　自律は従来、他者からの独立を特徴として含むも
のとして理解され、自律が生き方の理想と見なされ
ることによって、その独立を促進するものとさえ考
えられてきた。この意味での自律を本稿では、「個

人主義的構想」と呼びたい。
　自律を巡る現代の議論は、この個人主義的構想に
懐疑の目を向けてきた。その理由のひとつは、この
個人主義的構想における自律を生き方の理想と考え
ることによって、多くの人の人生のなかで大きな価
値を持っていると思われるほかの事柄、例えば、親
密な個人的関係を結び付ける愛や友情、その関係を
特徴づける相互依存などの価値が低く見積もられる
か、悪い場合には、否定されるからである。自律を
巡る現代の議論においては、個人主義的構想を乗り

自律的行為者の行方
── 個人主義的構想から実質的構想への展開 ──

田　原　彰太郎

What Should Autonomous Agents Be Like? : 
From the Individualistic to the Substantive Conception

Shotaro TAHARA

Abstract
　This paper focuses on interpretation of autonomy. This paper pursues two related ends. Autonomy is generally 
understood as an independence from others, and a common view is that autonomy is an ideal that promotes this 
independence. This is called individualistic conception of autonomy. This paper’s first goal is to give an 
alternative conception of autonomy. Individualistic conception is often criticized in contemporary debates, 
because it underestimates or denies such things as love, friendship, and interdependence, which most people 
consider valuable. It is required to develop an understanding of autonomy that outstrips the individualistic 
conception. This paper tries to meet this need by elaborating on a conception of autonomy that is compatible with 
human relationships.
　This attempt is chiefly based on a substantive conception of autonomy. This paper examines what the 
substantive conception entails and how it incorporates human relationships. This paper also addresses tasks which 
the contemporary debate of autonomy should approach on close examination of the substantive conception. This 
revelation of tasks for a future study of autonomy is the second end of this paper.
　The first section of this essay describes the traditional individualistic conception of autonomy and its flaws. The 
second section deals with the mainstream hierarchical conception of autonomy and how it outstrips the 
individualistic conception. In the third and fourth section, this paper introduces a strong and weak substantive 
conception of autonomy and argues that these conceptions are generally superior to hierarchical ones. The fifth 
section points out a difficulty of the substantive conception of autonomy and suggests a way to get around said 
difficulty. This proposal also identifies tasks for the future study of autonomy.
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越える自律概念の再彫琢が求められている。
　本稿は、現代の議論におけるこの問題提起を引き
受け、人々の結び付きを否定しない自律の構想の解
明を試みる。この試みにおいてとくに手掛かりとす
るのが、自律の「実質的構想」である。本稿の考察
は、個人主義的構想の批判的検討から始め、階層的
構想を介して、最終的には実質的構想に至りつく。
これが、本稿の副題を、「個人的主義構想から実質
的構想への展開」と題した所以である。本稿ではさ
らに、この実質的構想の批判的検討も行い、自律を
巡る今後の議論が進むべきひとつの方向を示すこと
をも試みる。これが、本稿を「自律的行為者の行方」
と題した理由である。
　本稿の論述は以下のように進む。まず、第一節に
おいて個人主義的構想の内実とその欠点を明らかに
する。第二節においては、自律研究の主流である階
層的構想を取り上げ、この構想によって個人主義が
どのように乗り越えられたのかを明らかにする。続
く第三節と第四節において、強い実質的構想と弱い
実質的構想を取り上げ、それらがいかにして階層的
構想よりも優れた仕方で個人主義を乗り越えうるの
かを明らかにする。第五節では、実質的構想の問題
点を指摘し、カントの道徳的自律を参照することに
よって、その問題点がどのように解決されうるのか
を考察する。

第一節　個人主義的構想とその批判

　自律の特徴として、他者からの独立が挙げられる
場合がある。すなわち、この場合に自律は、自分に
関する事柄を決めるのは他者ではなく自分だ、とい
う意味として理解される。他者からの独立というこ
の意味を強調して構想されているのが、自律の個人
主義的構想（individualistic conception）である。本
節では、この個人主義的構想とは何か、そして、な
ぜそれが乗り越えられるべきものと見なされている
のかを考察する。
　個人主義的構想を批判的に検討する際に参照され
ることの多い、ロレイン・コードの論文「二番目の
人格」から以下の文章を引用しよう。この引用箇所
では、自律に関心を寄せる多くの思想家たちが否定
的に評定し、乗り越えを目指す自律的行為者の特徴
が挙げられ、それが個人主義と結び付けられてい
る。コードがここで記述する自律が、本稿において
個人主義的構想と呼ぶものの基本的イメージである。

「現代において、一群の派生的想定が自律とい
う理念には付着している。自律的な男性は、自
己充足的で、独立的で、独立独歩で、自己実現
的な個人であり、自分の個人的利益の最大化を
目指し努力する。彼の独立は、ほかの（同じよ
うに自立的な）個々人からの脅威につねに脅か
されている。したがって、この自律的な男性は、
自分自身を侵害から守る規則を考案する。権利
や合理的自己利益、利己主義、有効性が彼の道
徳的、社会的、政治的議論のなかに浸透してい
る。要するに、自律と個人主義とがゆるやかに
同盟関係を作ってきたわけである。」⑴

　このように個人主義的に構想された自律が、乗り
越えられるべきものとして、否定的に評定されるの
はなぜであろうか。コードが挙げる理由は、この自
律によって相互依存（interdependence）や協調など
の事柄に価値を認めることができなくなる、という
ことである。コードによれば、個人主義的に構想さ
れた自律が達成すべき目標と見なされる社会のなか
では、人々は孤立して分離したものと見なされる。
この社会のなかで他者は、理解しがたい「よそ者」
として、さらには自分の権利を侵害するものとして
表象される。このような自己理解、他者理解のもと
で、親密な関係において成立する相互依存などは自
律の失敗と見なされ、その価値は低く見積もられて
しまう、とコードは主張する⑵。
　コードの個人主義的構想批判の要点は、この構想
が相互依存や協調、ケアなどのフェミニズムの伝統
の中で重視される価値を否定してしまうという点に
ある。この欠点こそが個人主義的に構想された自律
を、この種のフェミニズム的見解の重要性がある程
度認知されている現代において受け入れがたいもの
としている。しかし、この種の批判を行うのはフェ
ミニストばかりではない。マリリン・フリードマン
は、多くの自律の研究者が、立場の相違を超え、個
人主義の乗り越えという目的を共有していること
を、多くの関連文献を渉猟したうえで確認してい
る⑶。個人主義の乗り越えは、現代の自律理論にお
いて広く共有されている課題なのである。
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第二節　  階層的構想による個人主義の乗り越
えの試み

　本稿では、自律の実質的構想に着目して、個人主
義的に構想されたものとは異なる自律的なあり方を
検討する。ただし、それに先んじて本節において、
自律研究における主流と目されている階層的構想
（hierarchical conception）を取り上げる。それは、
実質的構想がこの階層的構想の批判的検討を通じて
提案された立場であり、実質的構想の意義を知るた
めにもこの階層的構想を参照することが不可欠だか
らである。
　階層的構想とは、ジェラルド・ドォーキンやハ
リー・フランクファートなどが比較的近い時期に、
それぞれ独立に、提案したものである。ここでは、
この両者から、この構想の特徴を表現している箇所
を引用しよう。

「自律は、人格が一階の選好や欲求、希望など
を批判的に反省し、それらを高階の選好や価値
の観点から受け入れたり、変化させようと試み
たりする二階の能力と考えられている。」⑷

「さまざまなことを欲したり、選択したり、そ
うするように動かされたりする以外に、人はな
んらかの欲求や動機を持つこと（あるいは持た
ない）を欲することもありうる。人は、自分が
もっている選好や目的に関して、実際とは異な
る状態にあることを欲することができるのであ
る。多くの動物は、私が「一階の欲求」と呼ぶ
もの、すなわち、たんにさまざまなことをした
りしなかったりすることへの欲求をもつ能力
は、もっているように見える。しかしながら、
二階の欲求の形成となって現れるような、反省
的な自己評価の能力をもっている動物は、人間
以外には存在しないように見えるのである。」⑸

　人間には何かをしたいという欲求があり、この欲
求がその対象の実現へと向け、人間を行為へと導
く。例えば、お腹がすいたら、その食欲を充たすた
めに何かを食べたくなる。この場合の、「食べたい」
という欲求が、両者の引用文に現れる「一階の欲求」
である。この一階の欲求であれば、動物も持てるか
もしれないが、人間にはさらに、この一階の欲求を

対象とするより高次の能力がある。それが、ドォー
キンからの引用文では「二階の能力」と呼ばれ、フ
ランクファートからの引用文では「二階の欲求」と
呼ばれているものである。ここでは、後者の用語を
採用しよう。この二階の欲求を導入することが、自
律の階層的構想の特徴である。この構想では、自律
が一階の欲求と二階の欲求とから成る欲求の階層構
造を通して理解される。
　例えば、煙草を吸いたいという欲求を持つ行為者
を想像しよう。この欲求がこの行為者にとっての一
階の欲求である。この行為者が喫煙者であり続ける
ことを望んでおり、煙草を吸いたいというこの欲求
を持つことを欲していることがありうる。煙草を吸
いたいという欲求を持ちたいというこの欲求が、二
階の欲求である。この場合、一階の欲求は二階の欲
求によって承認されていると考えられ、この行為者
は自律的である。それに対して、この行為者が煙草
を吸いたいという同じ一階の欲求を持ちながらも、
本当は煙草を止めたいと望んでいる場合もありう
る。この場合にはこの行為者は、煙草を吸いたいと
いう欲求を持つことを欲しないという二階の欲求を
持っていることになる。これは一階の欲求が二階の
欲求によって承認されてない事例であり、この事例
において行為者は自律的ではない。
　ドォーキンは『自律の理論と実践』において、彼
が「実質的観念（substantive notion）」と呼ぶ自律
の構想を批判する⑹。ドォーキンが「実質的観念」
として具体的に念頭に置いている立場は、「人格は
独立した決定を〔他者に〕委ねてはならない」⑺と
主張するものである。この主張に従えば、自分が何
をするかが他者によって決定されている場合にはそ
の行為者は自律的ではない。例えば、「母親の言う
とおりにしたい」という欲求を持つ場合には、この
行為者は、判断を母親に委ねていることになり、こ
の立場では自律的ではないことになる。この立場に
おいては、行為者が自律的であるのは、他者の影響
から独立に自分で決める場合だけである⑻。先述し
たコードが記述するものよりは簡素な規定ではある
が、この実質的観念としての自律も個人主義的構想
に属すると言ってよいだろう⑼。
　ドォーキンがこの実質的観念を批判するのは、う
えで論じたコードの場合と同様に、それがほかの重
要な価値、例えば、献身や愛などとは両立しえない、
ということである⑽。ドォーキンは、友人への献身
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を例に挙げ、それと個人主義的に構想された自律と
が両立しないことを例示する。友人のために尽くす
ということは、「自分の行為、あるいは欲求でさえ
も、他者の欲求やニーズによって幾分かは規定され
るという事実を受け入れる」⑾ということである。
個人主義的構想において自律とは、他者からの影響
を受けずに決定をするということであるゆえに、こ
の構想において友人への献身は自律の失敗を意味す
る。同種のことが、愛情によって結ばれた個人的関
係などにも当てはまるであろう。友情や愛情など
は、多くの人の人生のなかで大きな意味を持つもの
であるゆえに、それを否定する自律の構想は魅力的
ではない、とドォーキンは主張する。
　ドォーキン自身が支持する階層的構想であれば、
友人への献身などを容易に組み入れることができ
る。友人の役に立ちたいという一階の欲求を持って
いる行為者が自律的であるためには、この行為者は
この一階の欲求を承認する二階の欲求、例えば、そ
の友人との関係を良好なままに継続したいといった
欲求を持ってさえいればよい。この構想のなかで自
律が損なわれるのは、他者の影響下で決定を下す場
合ではなく、この一階の欲求が二階の欲求によって
拒絶される場合である。
　階層的構想には、他者からの独立という制約がな
いので、この構想のもとでの自律的行為者は、愛や
友情などの人々の紐帯を作り出す感情を、自律を否
定することなく、持つことができる。個人主義の乗
り越えという点だけを見れば、この階層的構想は成
功している。
　それでは、この階層的構想をもって、個人主義的
構想の乗り越えという課題は達成されたのだろう
か。現在の自律研究の水準において、この問いに素
直に肯定的に答えることはできないように思われ
る。というのも、自律の実質的構想を主張する研究
者から、この階層的構想の不備が説得力をもって指
摘されているからである。
　これまで論じてきた自律の階層的構想の特徴は、
それが内容中立的（content neutral）だという点で
ある。階層的構想に従えば、二階の欲求によって一
階の欲求の承認がなされてさえいれば、その欲求の
内容がどのようなものであったとしても、行為者は
自律的である。つまり、このように構想された自律
的行為者は、何の制約もなく、どのような欲求でも
持つことができるのである。実質的構想（substan-

tive conception）とは、この内容中立性を否定する
立場のことである。

第三節　強い実質的構想

　行為者が自律的であるためには、欲求の内容に関
して何らかの制約が課せられねばならない。すなわ
ち、自律的行為者には、持ってよい欲求と持っては
いけない欲求とがある──このように主張するの
が、自律の実質的構想である。実質的構想の主張者
は、ある種の行為者は明らかに自律的ではない、と
いう直観を説明するためには、欲求に関する制約が
必要だ、と考える。実質的構想の主張者たちは、こ
の「明らかに自律的ではない人びと」の特徴につい
ての考えを共有している。その人々とは、抑圧され
た環境の中で社会化され、その抑圧を内面化してい
る人々である。このような人々が自律的ではないと
いう直観に説明を与えることが、実質的構想に共通
する課題である。実質的構想には強い構想と弱い構
想とがあるが、以下ではこの両者をそれぞれ検討す
る。まずは前者から取り上げよう。ここでは、その
代表者であるストリエ・ストルジャーの所論に即し
て、考察を進めたい⑿。
　ストルジャーが考察対象とするのは、1970年代
にクリスティン・ルーカーが行った人工妊娠中絶と
避妊との関係についての研究である。この研究で
は、避妊をすることができるにもかかわらず、避妊
をせず、望まない妊娠をし、結果的に人工妊娠中絶
に至ってしまった女性たちのインタビュー調査が行
われた。このインタビューでは、例えば、妊娠可能
であることを証明することが（結婚の約束を取り付
けるなどのために）有利であるなどといった理由か
ら避妊をしないという決定に至った女性、女性が性
に積極的だと思われてしまうことは社会的にタブー
であるゆえに、ピルの服用を止めた女性などが登場
する。ストルジャーがこの研究に注目したのは、こ
の被験者たちは明らかに自律的ではない、という直
観を示し、それを説明できるのは強い実質的構想の
みだと主張するためである。ストルジャーはこの直
観を「フェミニストの直観（feminist intuition）」と
呼ぶ。
　ストルジャーは、彼女がフェミニストの直観の一
例として挙げるエリザベス・アンダーソンの見解を
参考にしつつ、この女性たちが自律的ではない、と
いうこの直観を説明する。アンダーソンによれば、
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自律的行為者は、一般的に妥当だと見なされている
「社会的慣習や伝統、道徳にさえも屈服」⒀せず、他
の権威に寄らず自分自身を「主張の自己発生的起
源」⒁と見なす。自律的行為者をこのように理解す
れば、「ルーカーの被験者は、この行為者とは対照
的に、他律的である。この被験者の性的活動を駆り
立てているのも、この被験者が避妊に乗り気でない
ようにしているのも、女性性や性に関する社会的に
課せられた規範である」⒂。
　ストルジャーはアンダーソンのこの見解を基本的
に受け入れているが、それに必要な修正を加えても
いるように思われる。アンダーソンの自律理解を額
面通り受けとれば、「自分の意志が他者によって決
定されてはならない」とする個人主義的構想と変わ
らない。しかし、ストルジャーは、社会的関係のな
かで自律を再考するという志向を持っており、この
個人主義的構想を受け入れることはもちろんできな
い。ストルジャーは、アンダーソンの自律理解の「慣
習や伝統に屈服しない」という部分を、あらゆる慣
習や伝統を否定すると解するのではなく、不正な

4 4 4

伝
統や慣習を否定すると解する⒃。ストルジャーが不
正だと考えているのが、女性を抑圧する伝統や慣習
である。ストルジャーは、ルーカーの被験者たちと
フェミニストの直観を結び付けて、以下のように述
べている。

「この被験者たちは自律的ではないと判断され
るが、それは、彼女たちが、避妊に関わる判断
の際に、女性であることや性的行為者性につい
てのステレオタイプで誤った規範に過度に影響
を受けているからである。〔…中略…〕ルーカー
の被験者たちは女性の社会化の結果として内面
化された抑圧的で誤った規範を動機としてい
る。妊娠のリスクを取ることを決める際のその
ような規範の役割のゆえに、ルーカーの被験者
たちはフェミニストの直観を引き寄せる。」⒄

　ストルジャーが提起する問題は、自律の理論は
フェミニストの直観を説明せねばならない、という
ことである。ストルジャーは、この問題を投げかけ
たうえで、階層的構想ではこの直観を説明できない
ということ、彼女自身が擁護する強い実質的構想に
よってこの直観は説明されうるということを主張す
る。

　ルーカーの研究に登場する次のような女性を思い
浮かべてみよう。その女性は、妊娠することは彼女
のパートナーの彼女への献身をテストするという利
点があると考えている。この女性は、抑圧的な規範、
例えば、「妊娠した女性はそれ以前よりも高い価値
を持つものとして扱われるべき」といった規範を持
ち、この規範から派生する二階の欲求、例えば、「妊
娠をすることによってパートナーが自分の価値を正
当に認めるかどうかをテストしたい」という欲求を
持つ。この女性は、ルーカーのその他の被験者たち
と同様に、避妊をしないという決定を下した。避妊
をしたくないということが、この女性の一階の欲求
である。避妊をしなければ妊娠の可能性が高まると
いう信念をこの行為者は持っていると思われるの
で、この一階の欲求は二階の欲求によって承認され
るはずである。この女性は階層的構想においては自
律的である。
　階層的構想は、二階の欲求による一階の欲求の承
認のみを自律の条件とするゆえに、二階の欲求がど
のような規範から派生するかを問題にすることはで
きない。したがって、階層的構想は、ストルジャー
の問題提起に答えるための道具立てを持たない。階
層的構想はフェミニストの直観を説明することが出
来ないゆえに、自律の理論としては不十分だと判定
されるわけである。
　ストルジャーの主張では、このフェミニストの直
観は強い実質的構想によって説明されうる。この構
想では、行為者が自律的であるための条件として、
正しい規範の受け入れが求められる。この条件を充
たした結果として、正しい規範に反する欲求を持つ
ことが具体的かつ直接的に禁じられることになる。
フェミニストの直観は、この実質的構想によって次
のように説明される。

「妊娠や母親であることが自分の価値を高める
という規範を受け入れている女性は、何か間

4

違ったもの
4 4 4 4 4

を受け入れている。さらに、規範の
内面化のゆえに、この女性たちはそれが誤って
いることに気付く能力を持っていない。ルー
カーが挙げるほとんどの例は、この観点から説
明可能である。ルーカーの被験者たちが自律的
ではないと判断される理由は、交渉のプロセス
のなかで考量された理由（積極的な性的主体で
あることのコストや妊娠することから得られる



198

WASEDA RILAS JOURNAL NO. 5

利益）が、女性は積極的にセックスを欲すべき
ではない、事前にセックスの準備をすべきでは
ない、妊娠は「本当の」女性性の表現である、
妊娠はパートナーが結婚生活で献身的になるこ
とへとつながりやすく、これはよい事柄だ、と
いった内面化された誤った規範からしばしば派
生するということである。」⒅

　ルーカーの被験者たちは、誤った規範を受け入
れ、その規範から派生する欲求を持つ。まさに、そ
れゆえに、この被験者たちは自律的ではない──強
い実質的構想であれば、このような仕方でフェミニ
ストの直観を説明することができる。この強い実質
的構想に基づけば、以下のように、この女性たちは
自律を回復するであろう。すなわち、例えば、人格
は、妊娠可能性や実際に妊娠することと無関係に、
さらに、男性であるか女性であるかを問わずに、平
等の価値を持つ、といった「正しい」規範を受け入
れるとともに、誤った規範から派生する欲求を捨
て、正しい規範から派生する欲求（例えば、妊娠や
妊娠可能性とは関わりなく、自分の価値を認めても
らいたい、などの欲求）を持つ。強い実質的構想で
あれば、ルーカーの被験者のような人々がなぜ自律
的でないかを説明することが可能であり、さらに、
そこから自律的とはそもそもどのようなことかにつ
いての見通しを得ることも可能である。

第四節　弱い実質的構想

　強い実質的構想が、行為者が自律的であるため
に、正しい規範の受け入れを直接的に求めるのに対
して、弱い実質的構想は行為者がある種の能力を持
つことを要求する。この弱い構想は、その能力の獲
得の要請を通じて、間接的に、欲求の内容に制約を
課すことになる。持ってはならない欲求の内容を直
接的に指定しない、という点で強い構想とは区別さ
れながらも、間接的にではあっても欲求の内容に制
約を課すという点で、この考えは実質的構想に分類
される。
　ここでは、弱い実質的構想の代表者であるベンソ
ンの所説を取り上げたい⒆。ベンソンが弱い実質的
構想を主張する際の議論の仕方は、ストルジャーの
それと類似している。その方法を形式的に示せば、
次のようになる。まずは、ある種の人が自律的では
ないのは自明だ、という直観を示す。そして、階層

的構想ではこの直観を説明できないことが主張さ
れ、それを説明できるものとしての自説が示され
る。この「自説」がストルジャーの場合には強い実
質的構想だったわけだが、ベンソンの場合にはそれ
が弱い実質的構想となる。
　ベンソンは、1944年公開の『ガス燈（gaslight）』
という映画から、自律的ではない人の題材を取り出
す。この映画には一組の夫婦が登場する。夫は、あ
る目的のために、妻を他者から孤立させ、混乱をさ
せる。例えば、夫に様々なことを仄めかされること
によって、この女性は（、実際はそうではないにも
かかわらず、）自分が物をよくなくし、最近何をし
たかも忘れてしまい、自分が妄想に取りつかれてい
ると思い込んでしまう。この女性は、夫のこの策略
によって、自分への信頼を失い、自分の振舞いが自
分のものではないという感覚に陥ってしまう。
　同様のことが、社会的抑圧のある環境下でも生じ
るとベンソンは主張する。彼が挙げるのが、奴隷の
例である。奴隷は主人に服従するものであり、主人
なしには何をするかを決めることが出来ない。この
服従は、奴隷に内面化される。その結果として、奴
隷は、自らの振舞いが自分のものではないという感
覚に陥る。
　ベンソンが示すのは、『ガス燈』の女性と奴隷と
は明らかに自律的ではない、という直観である。ス
トルジャーがフェミニストの直観を説明すべきとい
う問題設定を行ったのと同様に、ベンソンはこの直
観を説明することを求めるわけである。階層的構想
ではこの直観を説明できない、とベンソンは主張
し、その不十分さを指摘する。
　奴隷がその状態にとどまり続けたいという一階の
欲求が、例えば、「奴隷として生まれたという自分
の運命に忠実に生きたい」という二階の欲求によっ
て承認されることがありうる。したがって、階層的
構想はこの奴隷が自律的であることを認めてしま
う。『ガス燈』で描かれる女性は、階層的構想の用
語を使えば、次のような状態にある。この女性は何
かが欲しいという一階の欲求と、それを承認する二
階の欲求を形成することはできるが、その二階の欲
求が自分のものであるという感覚を失っている。こ
の女性は二階の欲求による一階の欲求の承認という
条件は満たしているので、この女性もまた、階層的
構想では、自律的だと認められる。
　ベンソンの主張では、この女性や奴隷が自律的で
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はないことは明らかだ、という直観を説明すること
ができるのが、弱い実質的構想である。ベンソンに
従えば、自律的行為者に必要なのは、「自尊の感覚
（sense of self-worth）」である。この自尊の感覚とは、
『ガス燈』の女性や奴隷がまさに失っているもの、
すなわち、自分の振舞いが自分のものだと感じられ
ることであり、この感覚にベンソンは「自分自身が
行為に値するという感覚」⒇、「自分自身の振舞いの
創始者に値するという感覚」21などの表現を与えて
いる。
　弱い実質的構想においては、自律的であるために
持ってはならない欲求が直接的に決められているわ
けではない。しかし、この弱い実質的構想も「実質
的」構想の一種であり、欲求の内容に制約を課す。
ベンソンはこの点について、以下のように述べる。

「この能力〔自分の行為に責任を取る能力＝自
尊の感覚を持つ能力〕は純粋に内容中立的では
ない。なぜならば、ある種の態度を取ることは、
（論理的にではないとしても、心理的に）価値
に関する必要な感覚を排除してしまう。例え
ば、ある行為者が、ある種の能力をもっている
人だけが自分の行為に責任を取ることができる
と信じ、この行為者自身はこの能力を持ってい
ないと信じる場合には、この行為者は自分自身
を行為するに値するものとしては見なさないだ
ろう〔…中略…〕。提案された条件〔自尊の感
覚を持つこと〕は、自由な行為者が自分自身に
対して取る態度の内容を制約する。」22

　例えば、『ガス燈』の女性が、自尊の感覚を持つ
ためには妄想を持たずに事態を正確に把握する能力
が必要だと信じている場合、この女性はこの能力の
欠如のゆえに自尊の感覚を持てなくなっている。こ
の女性が自律的であるためには、「妄想に囚われる
べきではない」という規範を受け入れ（そもそも夫
の策略にはまっているという状況設定なので、この
規範に従うのは困難かもしれないが）、必要な対応、
例えば、夫のもとを離れる、精神科を受診する、と
いった対応をし、必要な能力（正確に事態を把握す
る能力）を獲得することによって、自尊の感覚を回
復せねばならない。自尊の感覚にとって必要な能力
を持つために、行為者には欲求の内容に関する制約
（例えば、夫のもとにとどまってはいけない、など

の制約）が課せられるのである。
　前節と本節において、強い実質的構想と弱い実質
的構想とを取り上げ、両者がそれぞれにどのような
立場であるのかを明らかにした。自律的であること
と、ルーカーの被験者たちのように抑圧的な社会規
範に無反省に屈服することや、『ガス燈』の女性や
奴隷のように自分のしていることが自分のものだと
いう感覚を失っていることとが両立する、というこ
とは直観に反する──実質的構想は、具体的実例を
用いながら、このことを明らかにし、その直感を説
明するための自律の構想をそれぞれの仕方で提案し
た。さらに、実質的構想は、自律と屈服や自尊の感
覚の欠如とを両立させてしまうという階層的構想の
難点をも明らかにした。この点に、強い、弱いに関
わらず、実質的構想の自律研究上の功績が認められ
る。
　実質的構想が自律研究に新たに付け加えた視点
は、自律を道徳とは無関係に構想することはできな
い、ということである。階層的構想であっても、（例
えば、道徳的でありたいという二階の欲求を持つ場
合のように）自律と道徳とが結びつくことはありう
るが、行為者が自律的であるために道徳は必ずしも
必要ではない。それに対して、実質的構想において
は、行為者が自律的であるためには、その行為者は
ある種の道徳的ルールを受け入れている必要があ
る。ストルジャーの強い実質的構想であれば、自律
的行為者は「正しい」規範を受け入れていなければ
ならない。ベンソンの弱い実質的構想であれば、自
律的行為者には自尊の感覚を持つことが求められる。
　この実質的構想は、強い構想であれ、弱い構想で
あれ、二つに意味において、非個人主義的である。
両者の実質的構想はともに、階層的構想を批判的な
検討対象としてはいるが、それを全面的に否定する
ものではなく、修正するものと理解することができ
る。強い実質的構想であれば、二階の欲求が正しい
規範によって直接的に統制されると考えることに
よって、弱い実質的構想であれば、二階の欲求が自
分自身のものであるという感覚が自尊の感覚だと考
えることによって、両者の実質的構想は階層的構想
と接合可能である。したがって、正しい規範を遵守
すべき、自尊の感覚を持つべき、という条件を充た
す限りにおいてではあるが、階層的構想が持ってい
た利点を実質的構想も用いることができる。すなわ
ち、階層的構想では、愛や友情などを自律を否定せ
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ずに組み込むことが可能だとうえで論じたが、愛や
友情が正しい規範に違反したり、自尊の感覚を傷つ
けたりしない限りにおいて、実質的構想も同様のこ
とを主張できるのである。
　実質的構想はさらに、もうひとつの意味において
も、人々の紐帯を実現することができる。それは、
道徳を通じた紐帯の実現である。実質的構想は、ど
ちらの構想であれ、道徳的規範の受け入れが自律的
であるための条件となる。道徳的規範とはたんにあ
る個人がその利害関心から採用するものではなく、
多くの人々が普遍的に共有するものであるゆえに、
その受け入れを自律的であるための条件とする実質
的構想は、強い構想においても弱い構想において
も、人々の関係を断ち切るのではなく、その規範を
通じて人々を結び付けるものである。

第五節　実質的構想が進むべきひとつの方向

　強い実質的構想と弱い実質的構想の両者の間では
議論が交わされており、この議論はまだ決着を見て
いない23。ただし、以下において実質的構想の考察
を続けるが、その目的は、この議論を追い、それに
決着をつけることではない。以下ではむしろ、強い
構想と弱い構想とがともに今後取り組むべき論点を
提示し、実質的構想を巡る議論が今後進むべきひと
つの方向を定めてみたい。この実質的構想は、強い
構想であっても弱い構想であっても、ストルジャー
とベンソンとがそれぞれ示唆しているように、発展
途上の考え方である24。このような状態にあって、
その発展の方向を定める以下の試みは有意味なはず
である。
　先ほど述べたように、実質的構想の新しさは、自
律は道徳とは無関係に構想されえないということを
明らかにした点にある。この新たな主張が実質的構
想に解決すべき課題を与える。ジェニファー・
ウォーリナーは、この課題を次のように表現する。
実質的構想は、「人々に対して、（…中略…）彼らが
承認すべき責務を要求するが、それはその人々がこ
の責務のなかに彼らにとっての価値を見出すかどう
かとは無関係に要求される」。ここから、彼女は次
の問いを引き出す。すなわち、その問いとは、「他
者がある人の選好や価値をその人のために決定して
いる場合に、その人はいかにして自律的でありうる
のか、つまり、その人はいかにして自分自身のパー
スペクティブから見て自分の選好と価値を決めるこ

とができるのか」25、というものである。
　実質的構想においては、自律的であるために道徳
的規範を受け入れることが求められる。この規範
は、行為者自身がその規範に価値を認めない場合で
あってもその行為者に課されるゆえに、ウォーリ
ナーに従えば、この規範に従うべき

4 4

ことを決定する
のは他者である。行為者が何をすべきかを他者が決
めるということは、「自分で決める」ということを
本質的特徴とする自律を損なうのではないか、とい
うのがウォーリナーの問いである。例えば、先に挙
げた奴隷の事例、すなわち、奴隷であり続けたいと
欲し、この欲求が「奴隷として生まれたという自分
の運命に忠実に生きたい」といった二階の欲求に
よって承認されている行為者の場合であっても、こ
の行為者に、強い実質的構想であれば直接的にこの
二階の欲求を捨てることを求めるはずであるし、弱
い実質的構想であれば自尊の感覚を持つことを求
め、間接的に、この二階の欲求を捨てることをも求
めるはずである。実質的構想はこの行為者に規範を
強制的に押し付けているように思われる。実質的構
想のなかには自律とは両立しえないと思われる「強
制」や「押し付け」という要素が含まれており、そ
れが問題視されているわけである。
　この問題について考えるために本稿では、自律の
古典的研究ともいえるイマヌエル・カントの倫理学
説に目を向けたい。なぜなら、そこでは道徳的強制
と自律とが無理なく結び付いており、カントのこの
所説を介することによって、実質的構想が抱える課
題を解決するための道筋を発見することが期待され
るからである。
　カント倫理学において自律は、道徳的強制を説明
するためにこそ導入された。自律の現代的用法のど
の立場においても基本的にそう考えられているよう
に、カントもまた、人間は欲求を持ち、それを実現
するように駆り立てられる、と考えていた。カント
は、自律的であるためには行為者は道徳的でなけれ
ばならないという点で実質的構想に同意するし、さ
らに、欲求が道徳的強制と対立しうるということさ
えもカントは否定しない。すなわち、仮に

4 4

欲求だけ
を意志規定の根拠だと考えるのであれば、カントも
また実質的構想と同様の問題を抱えていたかもしれ

4 4 4 4

ない
4 4

。しかし、実際には
4 4 4 4

、カントはこのような問題
を持たなかった。その理由は、カントが欲求による
もの以外の意志規定のあり方を考え、そのもうひと
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つの意志規定のあり方に自律を結び付けたからであ
る。そのもうひとつの意志規定のあり方が、道徳的
強制（カントの用語法で言えば定言命法）による意
志規定である。カントの考えでは、道徳的強制は、
直接的に、すなわち、欲求を介さずに意志を規定し
なければならない。したがって、この直接性を実現
するためには、道徳的強制によって規定された意志
からは欲求が排除されねばならない。この欲求の排
除を可能にするためにこそ自律が必要になる、とい
うのがカントの主張である26。
　ここではカントのこの主張を細かく検討すること
は控え、カントのこの考えを介すると、先に挙げた
課題の解決へと向けてどのような方針が現れてくる
か、という点に焦点を絞りたい。うえで述べたよう
に、カントに従えば、自律は道徳的強制を説明する
ためにこそ必要になる。この場合の自律は、行為者
が道徳的強制に従う場合には、その行為者自身が自
分自身に自分自身でその道徳的強制を与える、とい
うことを意味する。これは一般的に、道徳的自律
（moral autonomy）とも呼ばれる。実質的構想がこ
の道徳的自律を組み込むことができれば、ウォーリ
ナーの問題提起に答えることが可能になる。道徳的
強制が自分の外部から押し付けられるということが
問題であったが、その道徳的強制を、他者ではなく、
「自分が与えた」と言いうるのであれば、この問題
は解消するはずである。実質的構想は、そもそもは
道徳的自律とは区別される、個人の自律（individual 
autonomy）ないしは人格の自律（personal auton-
omy）のひとつの構想として提案されたものであ
る。しかし、本稿の考察が正しければ、個人の自律
ないしは人格の自律としての実質的構想の研究は、
道徳的自律の研究から独立には営まれえない。個人
の自律ないしは人格の自律と道徳的自律との関係
が、実質的構想の内部にて解明されねばならないの
である。これが、先の課題を解決するために実質的
構想が進むべきひとつの方向である。
　さらに、この方向を進むことによって、より大き
な課題が現れてくる、ということも指摘したい。フ
ランクファートやドォーキンの研究からも明らかな
ように、自律研究は、自律の解明を通した人格
（person）の解明をもその内容として含む27。階層
的構想を主流とする自律研究において、自律は欲求
を基礎として理解される傾向にある。実質的構想
も、必要な修正を加えてはいるが、この点において

は階層的構想と見解を共有すると思われるゆえに、
この構想から派生する人格構想もまた、欲求を基礎
とするものになるはずである。
　先に挙げた課題において問題となったのは、まさ
にこの点である。実質的構想は、自律的であるため
にはある種の規範を受け入れることを条件とする
が、この自律的行為者は欲求を基礎として構想され
ており、受け入れるべき規範はその欲求とは必然的
には結びついていない（つまり、この行為者はその
規範を受け入れることを必ずしも欲しない）。だか
らこそ、この規範は、この行為者の外部から、この
行為者に強制的に押し付けられたものとして理解さ
れざるをえない。
　この点に関して再び参考になるのが、カントの自
律論である。カントにおいて自律は、「純粋な、そ
れ自体で実践的な理性のそれ自身の立法」28と表現
されていることからも分かる通り、理性の自律であ
る。先ほども述べたように、カントの人間観に従え
ば、人間は感性的でもあり、欲求によっても駆り立
てられるが、それだけではなく、理性をも持ち、こ
の理性が立法主体としての役割を果たす。カントに
おいて人間はこのような二元的構造によって理解さ
れる29。カントの視点を取ってみれば、実質的構想
は、このような二元的な人間観を取ることなく、欲
求のみからなる人格を基礎としてしまったがゆえ
に、困難を抱え込んでしまったように見える。実質
的構想は、道徳的自律をその内に組み込まねばなら
ないと先に述べたが、それに伴い、人格をたんなる
欲求の主体として理解するだけではなく、道徳法則
の立法主体としても理解せねばならない。実質的構
想は、先に述べた課題に加え、その人格構想の見直
しをも迫られるであろう。
　本稿では、カントの自律論を参考としつつ、実質
的構想が取り組むべき課題を明らかにしてきた。た
だし、カントの自律論をそのまま受け入れればその
課題が問題を残すことなく解決するということが本
稿で主張されているわけではない。カントの自律論
を現代の自律論のなかに取り込むということ自体が
すでに、簡単なことでない。例えば、そのためには
次のような課題に取り組まねばならないだろう。う
えでも見たようにカントの自律論で扱われるのは道
徳的自律であるが、個人の自律を基礎として組み立
てられている現代の自律論のなかでそれを活かすた
めには、カントのなかにも個人の自律を読み込み、
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それをカント自身が提唱している道徳的自律と関連
付ける必要があるだろう。また、カントの二元論的
人間観に従えば、人間は仮想界（die intelligible 
Welt）にも属しているものと見なされる。しかし、
この仮想界の存在を素朴に前提にすることはできな
いので、カントのこの人間観をどのように受け入れ
るべきかということも検討されねばならない。カン
トの自律論の現代的可能性を探るためには、こう
いった事柄が論じられねばならないが、本稿におい
てそれに取り組む余裕はもちろんすでにない。カン
トの自律論を介することによって実質的構想が進む
べき方向を割り出せたということが本稿での考察の
成果である。そこからさらに派生するこれらの課題
については、別稿に委ねたい。
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