
説論

アダム・スミスの「同感」概念の再構成

　　　　一スミス社会理論の現代的意義一

牧　野　友　紀

i．はじめに

　T．パーソンズはかつて、夢歓会的行為の構造露（聾37）の憲頭において、ゼス

ペンサーは死んだ。だが、誰がどのように殺したのかが隠題だ雄と述べた五．

パーソンズ理論は、懲5§年代の歓会学暴を童舞的に鷹巻していた潜、矯年代に

はその当のパーソンズ当身がスペンサーと懸じ運命をたどったといってよいだ

ろβ。パーソンズぶいみじくも示唆しているとお穆、われわれにとって重要な

のは、パーソンズを一体r誰がどのようにして殺したのか」ということであ

る。

　鮭会学理論の課題が、ギ後会的なもの」の究競をとおして人聞と鮭会の襲係

を掘握することにあることには、誰しも異論はないであろう。だ渉、そのこと摂

積極的にテーマ化されてきたとは必ずしもいいがたい。アメリカ歓会学に主導

されている今馨の現代歓会学は、一瞬もてはやされたパーソンズ瑳譲を否定す

、ることそ為霞体のみに努力を傾けている。そんなわけで、場代社会学遷譲鉱、

パーソンズの遷譲的選産を無視して、パーソンズ遷論にとってかわる選論装置

を整える作業に専念しているといわざるをえない。そうである審ゆえに、「歓

会的なもの達の解弱をとおして人隠と鮭会の関係にせまるという、縫会学遷論

の本来のテーマを忘離する傾講にあることは否めない。ともすれば現代歓会学

理論は、行為とか椿夏作罵の補題の追究にこだわり、背後にあってそれらを可

龍ならしめる社会的諸要霞の分析がきわめて不十分なままにとどまってお諺、

そのことが行為や穣夏作矯の分析それ霞体をも一面的なものにしてしまってい
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アダム・スミスの「講慈善鰻念の再構成（牧野友紀〉

る．しかも、そうした行為獲譲や椿互作罵論のなかに、パーソンズのヂ亡霊4

がしばしば顔を鐵している。仮に．パーソンズ蓮論が現代桂会学の展麗にとっ

て鍵となる存在であるとするならば、等身大のパーソンズ橡の究瞬をとおして・

パーソンズの意義と譲界をあますところなくふまえる必要掛あろう。

　現代鷲会学運譲の、こうした漉迷状浅を見るにつけ、2§§年以上も前の経済

学者としてのみならず歓会科学の父として名高いアダム・スミスが、まさしく

ド娃会的なものまについての徹底追究をおこなっていたことは、大いに注蟹さ

れてよいだろう．そうしたスミス縫金運論に絶する砺究は．縫会学以外の分野

で、現代にいたるまで長い歴史を経て進めら細ている．そのさい、スミスは、幾

度となく　罫殺され4てお鯵，そのたびごとに再生されてきている。そうしたス

ミス醗究の較跡は、’スミスにおける人間と歓会との麗係を問うことを基軸とす

るrアダム・スミス開題塞の絶えざる再定式化のプロセスとなっている。そう

してみると、スミス縫会遜譲は、幾会学遷譲にとって共有璽能な還譲であ喬と

いってよい。ところが、そうした百態牲は現代社会学運論で生かされてはいない．

残念ながら、現代歓会学瑳論は、人々が私的な秘書縫心を合礫的に追求するこ

とを繭提とした上で、はたして麺会秩序の成立は駕籠であるのかという、パーソ

ンズが設定したFホッブス問題まの酸雰内にあり、とうてい罫アダム・スミス

潤題塵を磐程に入れ，るに1至ってはいない。

　ところで、アダム・スミスについては、巌聞知、縫会知にたけている人物と

評簸されることが多い。そのように評懸されるのも、スミスが・鋭い観察鰻と

卓抜した構成力によって、蟹常的に経験される鍵界を行為者の擁点に離して再

構成して諮るがゆえにであろう。そうしたスミスの卓晃は、i759年に刊行され

た縫徳感椿謝において見事に表現されている。スミスは、謬道徳感緒論蓋

において、われわれ人聞ならば誰もが持っているがゆえに、往々にして嚢瞬な

ものとして考えられがちである「感構sε登t雛e麟を縣題としてとりあげ、弩

常的な髭雰について鋭い分析のメスを簾えている。スミスは、飽者の感構が、

われわれにとっては不覊であるということを積極的に認めた上で、直接には接
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行政縫会譲葉　第9巻　第3　4号

透しえない飽者の感精に薄して、いかにしてわれわれ蓬アプローチしているの

かをテーマとしている．スミスは、そのようにして接近されうる感構ぶ羅会

的」感梼であることを、強議してやまない・いいかえれ’ば、スミスは、誓詞感

sy艶麗撫yjを縫会的なものまの原理として据えることによって、そういっ

た遷解される感情潜いかにしてrつくら翻る」のか、さらにそういった感情ぷ

どのようにしてわれわれ紅たいして立ち現れ、そのようにして翼超したものを

われわれがどのように掘捉しているのかを、徹底的に究霧している。そのさい、

そうしたスミスの鮭会理論は、人露の稀己的盤質と舞飽的盤質とのどちらかを

一方的に強調する還元的遜譲を撲除し、縫会紅生きる囎」としての人聡の実

像にせまろうとしている。角度を変えていうならば、スミスは、心理的なもの

と被会的なものの櫓互§§連を闘塾つつ、証縫会的なものまの麟発的牲賂に着目

しているといえるだろう．その上で、そうした縫会的なもの」麟介在するか

らこそ、人潤を犠」たらしめている糎体的なもの謹撰その条件にもとづい

て可籠となっていることを的確にとらえる視角を瞬示しているのである。そう

した完成度の高い理論を支えているのが、瀬察力と構想力を十分に兼ね備えた

ギ事捲に熟知した観察者」としてのスミスであることを再度確認しておきたい．

　このようにして、スミス潜盤聞知、娃会知を駆健してr社会的なもの」につ

いての理論講築に全力を注いでいるということにかんして、紅鮭会的なものま

についての普選的な理論を講棄するはずのわれわれ縫会学者潜無知であったと

すれば、われわれは肝要な理論的資源を見失っていることになるだろう。そう

してみると、スミス縫会蓬譲をその等身大の内実に離して分析することは、現

代縫会学理論にたいするスミス理論の現代的意義を評緬することに葭結するで

あろう。

2．　陶感」概念再構成の起点

スミスは疹道徳感情論箪において、先行している道徳哲学の諸捧系をつぶさ
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アダム・スミスのF属感ま緩怠の再構成（較野友紀〉

に縷説し、道徳哲学の課題が傷であるのかを瞬示した上で．そうした諜題にた

いしていかなる接近をするのかをみずからのテーマとしている。スミスの萌

らかにした道徳哲学の課題は、一つは、飽者との縫わ鯵にとって決定的に重要

な幾範のエッセンスとしてのゼ美徳達の本質を瞬らかにすることであ甑もう

一つは、われわれ露身が、そうしたr美徳璽を身につけるさいに、いかなる精

神の労働泌要なのかを解窮することであった3（嚢護域32頒〉・スミスはこ

のように、道徳哲学のとりくむべき二つの課題を瞬らかにして、みずからそれ

に答えている。その考察の軌跡が．蓼道徳感鋳譲蛭の内実をなしているといっ

てよい。もっともスミスは、穿道徳感緒論嚢のそうした行論において・以上二

つの課題に答えるにあたってみずからの理論の論理構造を読者に直裁に語って

いるわけではない。’それだけに、r道徳感精譲毒に見鐵されるはずの系統的な

論理講造を感受する籠力がわれわれに要請されているのである。だからこそ、

スミス理論都現代に至るまで繰鯵返し新たに読み解かれるにたえうる碧吉典」

たりうるのであ滲、いわゆるゼアダム・スミス問題墨形たえず装いを新たにし

て登場しているといえるだろう。そうしたスミス遷論にわれわれが接近するさ

いには、匿道徳感鷲論蓋の智頭にいきな鞍登場するスミスの次の提書に、こと

のほか潅冒する必要炉あろう。

　　ヂ人絹がどんなに秘己的lse雛s鎗であると想定されうるにしても、人聞の

本性毎at糖e〉にはあきらかに次のような1入間の利己的性格をこえでる墜諸

原遅（騨塗。童舞eslが存してお磐、人間はそうした諸原遅にした渉って飽者の運

命1飴貢膿e擁こ縫心をよせる。大鷺はそのさい、飽者の幸福をみることが自ら

の毒びとなってお鯵、地者達の幸福をみることで喜びを感じる以外に海も地者

の幸福から瞬き趨さないとはいっても、地者の幸福が霞己の幸福に嚢結してい

るという意殊では、鰹者の幸福解毒らの存立にとって必要不篤欠なのである。

こういつた原選とは、舞えぱ、哀れみ（舞舞》ないしは瞬椿｛CO無夢aSS沁縁であ

り、つま蓼われわれ撚純音の著難に遭遇してその苦しみをわかった甑あるい

はきわめてあ穆あ瞬と鰹者の苦難をとらえたりするばあいに、われわれが纏者
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待政経会講集　第9巻　第3・4号

の苦難季こたいして感じる精勤である。われ’われがしばしば飽者の悲しみから悲

しみを崩き鐵すということは、それを護隣するのに簿の例証も必要としないほ

ど醗奏である。ま（茎）．i，5翼〉。

　スミスは、以上のように承された儲原理まが幻を意映するのかをわれわれ

にすぐには縫線しない。そうはいっても、蟹頭の文では、そうした儲原運ま

がわれわれにどのように伜濡しているのかということが、克霧に搭かれている。

すなわち、そうしたr諸原理≦によってわれわれ人職ま纏者の運命に縫心を寄

せることになり、しかも飽者の運命に1たいする関心のゆえに、縫者の幸篠を見

守ることがみずからの喜びとな警、ひいてはそうした縫者の幸橿それ露体がみ

ずからの存立にとっての必要条件となるのである。われわれは、蟹遵徳感椿論壽

を読み進めていくうちに、こうした人間のあり方を決定付けるε諸原理が

ヂ疑惑sy搬夢a籔劉として結実していることに気がつかないわけにはいかない

であろう・そうしてみると、雷頭の文を遅解する鍵は、購彗感まが地者にたい

する縫係つま瞬菱縫会麗孫達にとって決定的に肝要であるゆえんをスミスが徹

底的に究窮していることを了解する点にあるといってよい。

　スミスの［講感ま概念についてのこれまでの解萩を擬観してみると、まずも

ってドイツ歴史学滋や縷鼻効濁学派ぶ、スミスの瞬感概念を人聞の溺飽的盤質

を表すものとして運解した。これに射して．G．盆，モロウは、スミスのいう瞬

感が諸｛嚢．犬潜おこなう遵徳的繁溝蓄を再議…ならしめる諸鰹人間の『コミュニケー

ションの原理であって、そうした原運にもとづいて、諸鱗人が歓会を形成す

ることを瞬らかにした4．こうしたモ質ウの解釈によって、スミスの瞬感概念

が、人聞の利纏的盤質を一方的に示すものではなく、人聞溺歓会的性質をもつ

ことを橿底から基礎付けているr桂会的なもの葺を撰していることが弱示され

た。こうしたモロウの旛摘を起点として、購感に表わされるギ縫会的なもの墜

の内実を探る試みがはじまった5．なかでも、最も注鐸に纏するのは、人聡が

飽者に購感ずるのみならず、勉考から購感をうける存蓬でもあることを，こと

のほか重要擬した水馨洋の見解であろう6．さらに、璽在に至るまで、瞬感に
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アダム・スミスの瞬感ま観念の蒋権威（牧野友紀〉

表わされるf桂会的なもの3の碗実を、さまざまなかたちで絹らかにする試み

が続けられている。だ解、私見によれば、スミスの罫隅感王に表わされる「桂

会的なものまをとらえるにあたって、簸も重要な論点紅ついての考察が十分に

おこなわれてきたとはいいがたい。その論点は、次の二つに要約されるだろ

う。すなわち、i）凝感に表わされるr縫会的なもの」を要請している議提

は穆であるのかということ・2）そうしたr歓会的なもの達がどういつだ人間

灘孫において、しかもいかなるプロセスを経て生起するのかということ、とい

ったこの二つの譲点である．

　ゼアダム・スミス開題D3sA6a灘S醗重撫Pro麟e鰯は、鷹知の通吟、i759

年刊行のゼ道徳感藩論蚕における人間の秘纏的性格を重視したとされるF道徳

遷論3と、i776年講行の『蟹憲論垂における人聞の利己心を基礎にすえたとい

われる騒済学遷論とがいかに一貫して掘握されうるのかというスミス蓬論

総体の解題をめぐる、ドイツ歴史学派と隈無熱矯学派との解釈の対立に蟷を発

している。この譲争は露量紀ドイツから騰始されたが、その論争で提起された

闘いは、空聞的・時鵜的に限定されることなく理姦にいたるまで考究されてお

鯵、いまだに結着をつけられてはいない。今臨こ至るまで「アダム・スミス開

題達の問題性は、論者の社会観と人聞観あるいは続会と入閣の驚係の見方の如

縛に応じて、さまざまな形で定式匙されている。そうしてみると、漸アダム・

スミス開題達が外面上は極めて多様なかたちで堤鐵してきていようとも、そこ

にある一つの縫題ぷ遜癒しているのは、火を見るよりも弱らかである。すなわ

ち、さまざまな論者が聴題墨を論ずるさいの該心的鶴分は、人闘と後会の縫

係をどのようにとらえるか、いいかえれ’ぱ、アダム・スミス潜摺握した人間歓

会をどのように総体的にとらえるかにある．それがアダム・スミス醗究考に共

有された課題意識である、といってよいであろう。そのことを鑑みると、「ア

ダム・スミス問題達の問題性を論じることは、スミス建論にたいする解殺のこ

れまでの歴隻をふまえて、堤在におけるスミス遅譲の意義を論じ、スミス学説

の基本的性格を究隣することにほかならない．そればかりではない。スミスを
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行政縫会譲葉　第9巻　第3・4号

源流とする縫会科学の歴史全体、さらには歓会科学の愛在的釈涜に論及し、現

代の桂会科学の進むべき道程を示唆することを不可遷としている。その意味で

ヂアダム・スミス開題墨をと警あげることは、あらゆる縫会科学者にとってき

わめて廃代的な聡題であるといってさしつかえないだろう。

　この夢アダム・スミス問題垂の腿題盤を論じるにあたって、われわれにとっ

てその端緒となるのは、先に挙げた蟹頭の文を十全に瑳解することにほかなら

ない。角度を変えていうならば、蟹頭の文でわ蕊わ蕊に暗に示される瞬感ま

概念の基本的性格を解隣することであ参、なかでもr瞬感ま概念に表わされた

羅会的なもの蛋の全貌を醗らかにすることが罫アダム・スミス問題を究窮

するための最も重要な課題であろう。その究窮をとおして、われわれは、現代

における功秘主義酌人羅観とそれによって陣潤めらお転倒させられた縫会観を

脱暮するるために野饗な理論的資源を獲得することになるのである。

3．局感を成鯵立たせる前提と碍感発生のメカニズム

　われわれは、スミスの瞬感」に表わされるヂ歓会的なもの謹を溺らかにす

るにあたむ、その糸舞となる蔀分をこれからみていくことにしよう．スミスは、

次のようにいう。Fわれ、われは、飽の人々が感じている事晒を直接には経験し

ないので、纏の人寿がどのように感じているかを摺握することができない。し

かしながら、われわれ膚身が瞬様の立場にあったなら韓を感じるはずであるか

ということを患い掻くことによって、飽の人々がどのように感じているのかに

ついて、見当をつけることができる≦（夢．2，5－6頁〉。つま瞬、スミスによれ

ば、われわれは魑者の感じていることを薩接には経験できな恥がゆえに、われ

われは経巻の感じていることそのものを掘握することは不可籠である。そこで、

われわれ自身が飽者と瞬様の立場にあるならば、鋳を感じるはずであるかと想

定することをとおしてはじめて、われわれは飽者の感じていることに接近しう

るのである。そうしない縷参、われわれ・は飽者の感じていることには到底アプ

一i鱗一



アダム・スミスの瞬感達凝念の再講絞（牧聾友紀〉

ローチできず、われわれにとっては地者の感じていることは捕縫できないまま

なのである。スミスは、われわれ葭身形地者と講嶽な境遇にあるならば緯を感

じるはずであるかと想定すること潜できるのは、「想像力麟＆蜘a竈沁靱とい

う能力によってであることを主張する（夢．2，6頁）。しかも、その想像力を、

匿われわれ炉仲闘の立場にあるならば、われわれ窪身の受ける衝撃（se簸sa鍾。癖

はどのようなものであろうかということをわれわれ，に搭鐡する≦（登、2，6頁〉

ように働かせない蔭警、われわれは、飽者の感じていることには接近できない

のである．というのも、罫われわれの想像力が写し取るのは、神経の諸露象

（油欝ess給費slそのものではなく、仲間の諸葎象に臠するわれわれ自身の感覚

をとおしてのわれわれの諸印象なのである」（嚢．2，6頁〉からである。われわ

れは、地者の擁遇に毒己をお》・てみることで生起するわれわれ齊身の諸灘象を

手解か吟として、地者の感椿そのものではないが．その感情にできるだけ近い

とわ為われ解想定する感鋳によって、飽者の感椿にはじめて接近することがで

きるのである。そうしてみると、われわれが飽者の衝撃からうけとるわれわれ

の諸印象のあむ方は、飽者の箋遇にたいするわれわれの観察によって、快走的に

左右されているのであ箏、そのことをスミスは次のように強調している。夢そ

れやえ、瞬感は、人々の諸構念を銚めることから生じるといわんよ鱗ま・その

諸構念をかきたてる境遇を銚めることによって生じるのである7誰（劉9，鶏糞〉。

　スミスは、われわれが飽者の境遇に嶽己をおいてみることによって生還する、

われわれ農身の感覚をとおしての飽者についての諸露象を手解か警として、綾

巻の感構そのものではないがその感椿にできるだけ近いとわれわれ摂想定して

いる感椿のことをξ嚢胞感椿乏el沁碑一難e墨搬gjと名づけている（嚢．3・6頁〉。

スミスは、瞬胞感構が生逸する過程を論ずるにあたって、哀れみや嗣椿といっ

た地者たちの苦難にたいする特有な疑胞感構の生趨過程を例示することによっ

て議親している。といっても、瞬胞感捲繧、哀れみや瞬構といった．勉者達の

おかれた露難な諸事椿を思い播くことから生じる感嬉を表わすだけではない。

スミスの捲摘をまつまでもなく、瞬胞感情は、その語源をさかのぼれば、地者
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たちの苦痛にたいしてわれわれが抱く感精を撰すものであった。ところが、ス

ミスは、そうした飽者の情念がどのようなものであれ、牲意深い観察者墨お

のおのの麹のなかには、行為当事者の憶念に椿癒している観察者の構動として

の溝胞感構撰わきおこることに注耀して、そうした行為当事者の感構にたいし

て請けられる観察者の海驢感構のことを購奪感sy滋翼撫ぬと名づけるのであ

る（夢、5－6，8嚢i〉。

　そうしてみると、本来飽者の感欝は無惨えないにもかかわらず、飽考の立場

に身をおくことによって、農らの感覚・醸象をとおして、地者の感椿にできる

だけ近い感精と想定される嚢己の感構なるものが、瞬感達すなわち瞬胞感

翻にほかならない＄。そんなわけで、スミスの講感概念において・観察と想

縁力が決定的に重要な位置をしめているのは瞬臼である．観察と葱像力がこの

ようにスミスの講慈概念にとって決定的に肝要であるといいうるのも、われわ

れにとって地者の感驚が不羇であるということをスミスぷ晃接いた上で、さら

にどうずれば飽者の感構にアプローチできるのかを嚢常生濡者の立場をふまえ

て議1理化しているからである。

　このことを鑑みると、スミスの瞬愈凝念の解釈における二つの薄立、す

なわち纒入の慰籍が地者の感情に転移するといった購動感染ま論と、想像上

の立場の交換による境遇の考察をとおして、横手の感構や行為に観察者が麹分

嚢身を移入するといった薪想像的疑惑ま論との掃立聾は、飽音感構の不瞬姓を

前提とすれば解消されるのであ瞬、いってみれば「想像的同感至論の展開線上

に「藩動感染ま論が飽置づけられるといってよい。麟書すれぱ、瞬感がギ社会

的なもの逢の普遍的な原礫となっており、そうした講感をとおしてはじめて、本

来的に不瞬なはずの飽音感構に接逝可能になったのであり、そのような感情の

想定がパターン化されて、いわゆるr驚動感染3論形成墾立つことになるから

である。このことをよ鯵瞬確にするためには、購感に表わされる罫歓会的な

ものまの全容の解瞬華必要になろう。そこで、次簸では、「歓会的なもの」と

しての疑惑の内実を明らかにして》・くことにしよう。
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4．ゼ社会的なもの」としての渇感

4．　玉　観察と道徳的轡臨

　前節では、われわれは、スミスにしたがって、地者の感鋳それ轟捧麟ついに

不競であるがゆえに、纏者の立場にたったならば蔭分警身は侮を感じるはずで

あるかということを想定することによって錘者についての自己の諸印象を獲得

し、そうした諸馨象を手がか管として、飽者の感精を想定していることを解窮

した。さらに、そのようにして、鰹者の感精と根癒しているにちがいないと、

いいかえれば、飽者の感構と薄慈をもっているにちがいないとわれわれ麟想定

する霞己の感椿を、スミスが職感まと名づけていることを見てきた。そうし

てみると、講感の生趨にあたって必須条件となるのが鰹者の境遇に帰する観察

であるといってよい。したがって、観察のしかた魏鶴によって、瞬感の生起が

波定されるにちがいない。そうだとすると、今やわれわれにとっての緊急の課

題は、縫者をと管まく境遇にたいするわれわれの観察のあ多方を解明すること

にある。そのことを解濁しなければ、スミスのいう購感まにたいするわれわ

れの理解が深化しえないであろう。そこで、奉締では、鰹者をとりまく箋遇に

たいして、われわれ麟いかにしてせまっているのかを瞬らかにすることにした

い。

　われわれは、スミスにしたがって、相手の立場にたったならば繕を感じるは

ずであるかを嚢ら考えるという手続きをとおして・行為当事者の感鋳に観察者

としての自己の感稽が難癒していると観察者露身が覇籔することによって・講

感ぶ生起することを見てきた．といっても・われわれは、構手の立場にたった

ならば轄を感じるはずであるかということをあれこれ考えてみても、飽者の感

情が自蕊の感藩と対癒していないと覇擬することがある。いってみれば、催者

に購感できないことがあるというのは、誰も渉経験することであろう。スミス

は、このように、われわれの感精解飽者の感椿と館応を保てた甑保てなかっ
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た鬱するメカニズムに渡日び9、第一部第二篇第二章において．われわれの感

構と縫者の感情瀞薄癒した状態にあるのか、それとも、そういった状態にない

のかというわれわれの判断嚇、想定された地者感鋳にたいする評極と密接不驚

分の関係にあることを捲擬する．つま夢、観察者鱒、飽者の感情と懇達してい

るものに講感ずるばあいには、そうした纏者の感構は、観察者にとっては重当

なものあるいは適当なものと思われ，る。逆に、観察者癬、飽者の感椿と想定し

ているものに局感できないばあいには、そうした飽者の感鋳は、観察者にとっ

ては不当なものあるいは不適当なものと患われるのである。

　ギ行為墨事者に独自な諸精念が、観察者の講感約諾捲動と卑し分なく協撫し

ているばあいは・行為当事者に独自な諸憶念は、必然的に観察者にとって董当

あるいは適当であるようにみえるし、行為塞事者に独§な諸構念慰、そういっ

た諸嬢念の鰐象に鰐して抱かれるの解適毅ls嘘3も鋤であるようにみえる。遂

に、観察者にとって事精（caselがあ参あ参とわかるにつれて、行為妻事者に

独自な諸情念が観察者の感じていることと一致しないこと解醗鰹になる場合に

は、行為妻事者に独密な諸構念は、饒察者にとっては不当あるいは不適当であ

るようにみえるし、行為当事者に独甕な藷鋳念を弓1き起こした諸原獲に薄して

そうした諸憶念ぶ麹か為ることは不適切であるように見える。それゆえ、地者

の諸椿念を諸椿念の蝿象に帰する適饗な構念であると是認しないことは、まさ

しくわれわれが地者の諸籍念にすっかり瞬慰しているわけではないことを気づ

くこと垂こほオ〉ならないま（夢．22，ig頁〉。

　スミスは、そうした飽老懸椿にたいするわれわれ観察者の評無潜、縫音感嬉

を次のような二つの観点から観察することによ管、地者の行為紅たいする道徳

的覇擬となって現れることを捲締する。そうした二つの観点とは、スミスによ

れば、一つは、飽者をと蓼まく境遇のなかで、その原霞もしくは動機に注鬱す

る観点であり、さらにもう一つは、そうした境遇のなかでとくに翼的もしくは

効果に丘羅する観点である。今馨の絹語でいえば、一つは動機分衝であ吟、も

う一つは機能分析であるといってよいだろう、ゼどんな行為もそこに起霞して
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お蓼、美徳あるいは悪徳鱒ことごとくそれに究極的には依存せざるをえない、

われわれの、むのうちにある感憐ないしは心構は、二つの異なった観点（薦蟹ctsl

から、あるいは二つの異なった経連づけ（でel衰tlo燐の下で観察されうる。第一

に、われわれの心のうちにある感精ないしは心構をひきおこす語原霞lca総es〉、

あるいはわれわれの心のうちにある感構ないしは心構をかきたてる動機細磁vε1

と麗連づけて観察されうる。第二に、われわれの心のうちにある感椿ないしは

心熔解念頭においている欝的（餓虜、あるいはわれわれの心のうちにある感鋳

ないしは、む椿が生み鐡すことになる効果（e懸ectlと麗遮づけて観察されうるま

（夢．27，22頁〉蓑．

　スミスによれば、われわれ観察者は、徳音感購をこうした二つの異なった観

点からとらえることで、その感構によってひきおこされる地者のヂ行為≦にた

》、して、つぎのような二種類の道徳的舞舞をもおこなうことになる。まず、第

一の道徳的舞辮は、次に示すとお鯵である。すなわち、ぎそうした心情がその

心情を生み産している原馨つま吟その薄象にたいしての適窮な関連づけ・つま

蓼しかるべき雄略縫係を有しているのかいないのかによって、帰結としての行

為の適宜性（騨。騨重鋏露あるいは不適宣姓（懸舞。狸lety臥もしくはそうした行

為の優雅さあるいは見苦しさが決せられている董（翫27・22頁〉・このばあい

における道徳的鵯翫についていえば、われわれの心のうちにある感熔ないしは

、む椿が、それをひきおこした原石からいっても、つま警それ解麟けられる蝿象

からいっても適饗であるのかあるいは不適燐であるのか、いいかえれば、心の

感構ないしは心構撰原襲つま蓼それが請けられた薄象からいってつ蓼あってい

るかあるいはつ隣あっていないかということをわれわれが控饗することは・心

の感構ないしは心構の帰結となる行為の瞳宣姓腰あるいはゼ不適宜姓≦とい

った道徳的覇紙をおこなうことにほかならない。さらに、第二の道徳的肇継鳶は

次に示すとお警である。すなわち、「そうした心構かその§的として念頭にお

いている諸麟果、あるいは、その心構が結果として生み鐵すことになる諸効果

解、有益な性質を有しているのかあるいは有害な盤質を有しているのかによっ
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て、行為の功績睡er鱒あるいは行為の罪遍羅e盤er勧、つまり行為掛報賞に

値するのかあるいは行為が嬉罰に値するのかが決せられているま（嚢．27，22糞〉．

このばあいにおける道徳的醤噺についていえば、その心構が簿的として念頭に

おいている諸効果、あるいはそれが結果として生み鑓すことになる諸勃栗が有

益であるとわれわれが控挺することは、その心構の帰結となる行為が励績達

を有しているという道徳的判簸をおこなうことになるのである、逆に、その心

構解霞的として念頭においている諸効果かあるいは結集として生み墨すことに

なる諸効果が有害な性質を有しているとわれわれが捲挺することは、その心構

の帰結となる行為が「罪過まを有するという道徳的判藪をおこなうことにほか

ならない。

　そうしてみると、飽音感構の遷解ひいてはその評儀にとっては・地者感情が

不羇であることをしっか参とふまえて、そのように不鱗な縫者感椿にたいして、

いかにして接近しうるのかが喫緊の課題となっており、したがって、そのため

には観察の観点がぜひとも必要なのである．角度を変えていえば、そうした纏

者感構の評懸が地者行為にたいする道徳的判擬として進められるといっても、

その中身でいえば、第一には原獲や動機といった観点から、第二には駿的や効

果といった観点から、観察者が地者感椿を摺握してそれを評慰することにほか

ならない．

　スミスは、われわれ観察者麟飽音感鋳の評懸をおこなうばあいには、磨己嚢

身と行為当事者との双方に通用しうるものとして、われわれ観察者が感擶の様

式化を試みていることに養鬱している。このように露飽双方に妥峯する感情の

様式化があるからこそ、しかるべき境遇にはしかるべき感構を窟するのだとい

う観察者の認識が可能になる。そうした感鋳の様式化がコミュニケーシ3ン過程

においてのみ見鐵され、そのような感精の様式化があれ、ばこそ疑惑が成立する

ことを畿案ずることは、ヂ社会的なもの」の中極として購感が位置しているこ

とを瞬示化することになろう。そこで、われわれはこの点について、次項で考

察していくことにしよう．
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　スミスのことのほか強調した点を繰参返していえば、われわれ’は、飽考をと

鯵まく境遇にたいする観察にもとづいた縫音感椿の想定をとおしてしか、端的

にいえば感梼の様式化によってしか、永遠に不鯛である飽者の感構にたいして

いささかな静とも接近できないからこそ、露己による纏者観察と想繰力とにも

とづいた露登の感構すなわち購胞感椿でもって、地者の感椿を理解しひいては

評儀することが可籠となるのである．

4．2　r社会的なものまとしての簿感

　前項で、われわれは、幾察者が、一方では原霞や動機という観点から、麹方

では馨的と効果という観点から地者感椿を控擬しているということを見てきた。

さらに、スミスにしたがって、われわれは、そうした飽音感椿の捲捉が、観察

者がおこなう鰹考の行為への道徳的覇翫をも梓っていることを、考察してきた．

そこで、本項では、観察者によるそういった行為当事者感椿の捲挺を、ひるが

えってその行為当事者嚢身がどうみているのかという饒点から、その行為当事

者によって捲かれている感椿が、観察者と行為当事者に妥当する感鋳の様式化

をふまえて、縫会的に通馬するr縫会的葺感椿となる遍程を考察していくこと

にしたい．

　麟項でと馨あげた第一部第二篇第二章の議論では、スミスは、観察者が行為

当事者の感構をどのように掘握するのかに焦点をあわせて、観察者が麹己と行

為盛事者とに遍羅する感靖の鐵式化を企緩していることを絹らかにしたが、そ

うした感精の様式化が具体化するかどうかは、まだ問われてはいなかった．ス

ミスは、続く第一部第二篇第三章において、行為当事者による嚢己感鋳の観察

をとおして、行為当事者嚢身が観察者にも遍駕するようにみずからの感濤の様

式化をおこなうにいたる遍程を考察している玉2．

　スミスは、われわれが、f二つの異なった状浅蓬において、飽者の諸感構の

適甥さあるいは不適鱗さを、飽者の諸懇請がわれわれの諸感椿と薄癒している

か、あるいは櫨違しているかによって舞織していることを指摘する（夢．鎗，23
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賞〉．そうした「二つの異なった状浅」とは、一つには、i〉われわれがその

感構を評憾する人物の感構をかきたてる諸藩象が、われわ為にもわれわれによ

って評懸をうける人物にも独察で特懸のいかなる縫孫もないものとして、われ・

われとわれ・われによって評懸を受ける人勃双方によって観察される場合である

ゆ．3§，23－24頁1。そうした諸婦象の携として、スミスは、絵藤の表現や建

造勅の髪筋や第三者の行動などを挙げている（夢．鎗一綴，2蓬頁〉。もう一つに

は、2〉われわれがその感情の評儀をする人勃の感椿をかきたてる諸婦象が、

われわれによって感憐の評懸をうける人勃に独欝で特鷲の作屠を与えているも

のとして、われわれとわれわれによって感精の評懸をうける人物とに観察され

たばあいである。スミスにしたがって・鯵を挙げると、行為当事者にのみふり

かかった悪運とか、行為当事者だけを穰ませている懇嘆などがあてはまる（歎

3遵，2§蓑）i3。

　こうした二つの状浅を琶罰したうえで、スミスは、わ蕊われとわれわれから

道徳的縄擬を受ける人物との問に生起する諸感嬉の鰐慈に至るまでのプ捧セス

を考察していく、スミスによれ、ば、第一のばあい、すなわち、われわれがその

感嬉を評慰する人勅の感嬉をかきたてる諸蝿象が、われわれにもわれわれ’によ

って評懸を受ける入勃にも独趨で特震の縫係がないものとして、われわれとわ

れ，われによって評懸をうける人勃とによって観察されるばあいには、われわれ

と道徳的覇籔をうける人勃の双方は，その諸鰐象を、いずれも独嚢で特選な縫

係をもたないものとしてみるという点では、属一の観点から眺めている（登．誇

一3i，2護責1〉。それゆえ、われ・われ’と道徳的警1擬をうける人物との双方は・お

互いの感梼や心構の最も十全なハーモニーをうみだすにあたって、疑感ずる必

要はないし、さらにいえば、瞬感が生じる上で必要となる想像上の境遇交換を

おこなう必要もない（夢．3i，24頁〉。いいかえると、われわれとわれわれから

感欝の評簸をうける人物の双方は、F観察者まであってr当事者3ではない。

したがって、そうした状混では、われわれもわれわれから感情の評麺iを受ける

人勃も、その蝿象に蝿してそもそも無害がなく、われわれとわれわれから感椿
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の評優を受ける大効双方にとっては、霜害の程度の差などありえない。そのた

め、われわれとわれわれから感婿の評儀を受ける人勃双方は、その諸麟象から

独自で特甥な感受礁罵をうけない。だから、われわ為とわれわれから感椿の評

懸を受ける人物双方は、あえて想像の上で境遇を交換する必要はないのである。

　ところが、第二のばあい、すなわち、われわれがその感情の評無をする入物

の感椿をかきたてる諸藩象が、われわれとわれわれによって感精の評優をうけ

る人物とのうち、どちらか一方に独露で特需な作罵を与えているものとして、

われわれとわれわれから感構の評儀を受ける人勃との双方によって観察された

ばあいには、事椿はまったく異なる。そのばあい、われわれとわれわれから感

摺の評懸を受ける人勃とのどちらかが、諸耕象にたいして利害縫孫をもってい

る・した潜って、稀害縫係をもっているその峯人は、諸対象から独自で特購な

感受作驚を受けているのである。郵程の仲潤は、私にふ参かかってきている不

運を．あるいは私にふ警かかってきている損害を、私が観察するのとおなむ観

点からおのずと観察することはない。そうした諸財象によって、私ははるかに

強い影響を与えられている璽（夢．縫，26翼〉。この第二のばあいには、われわ

れとわれわれから感構の評懸を受ける人勅とは、購じ境遇にはおかれてはいな

い．スミスは、われわれとわれわれから感驚の評無を受ける大効との閥に感鰐

のハーモニーや鰐応を保つことは、第二のばあいには、第一のばあいと競べ、

よ鯵露難であること、しかもこの第二のばあいに、感構のハーモ・二一や対応を

保つことは、第一のばあいと箆べ、いっそうはるかに重要となることを主張す

る．匿われわれ露身かあるいはわれわれによってその感講を判辮されている大

効のいずれか一方に特幾な影響を及ぼしている諸靖象に臠しては、われわれの

感鋳とわれわれによってその感椿を醤籔される人物の感精とのハーモニーや薄

応を保つことは、麟のばあい／第一のばあい〕よ鯵もはるかに露難である。だが、

それだけにいっそう重要なのであるま（夢．謎，26頁）。

　では、なにゆえそういった第二のばあいには、われわれの感精とわれわ細に

よってその感構を趨噺される人物の感構とのハーモニーと婦慈を保つことは、
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第一のばあいと箆べ、はるかに灘難であ諺、それだけにいっそう重要なのであ

ろうか。スミスはまずもってわれわれ双方の諸感構のハ｝モ二一や鰐応を保つ

に至るプロセスの起、薫を倒羅している．さらに、われわれ双方の諸嬢梼のハー

モニーや繋慈を保つことが露難であるにもかかわらず、あるいは鑓難であるが

ゆえに、それを解決することが群要であるゆえんを、そうしたわれわれ双方の

諸嬢鋳のハーモニーや薄応が域蓼立つまでの遍程についての考察を進めること

によって瞬らかにしている。

　スミスは次のようにいう。ギ私にふ鯵かかった不運について、もしくは損害

について、あなたが鶴の講麹感精も抱かないのであれば、いいかえれば、私が

憾んでいる悲嘆について、その悲嘆といかほどかつ鯵あいのとれた盛徳をあな

たが麹かないならば、あるいは、融解経験している援害についてのなんの績蓼

もあなたがもたないならば、いいかえれば、私ぷ我を忘れるぐらいの懐擬につ

いて、その養鰻といかほどかつりあいのとれた感繕をあなたが麹かないのであ

れば、もはやわれわれは、それらの主題について話し合うことができない。わ

為われは互いに櫨手にとって耐えられない存在となる．私は、あなたがともに

いることに1耐えられ、ないし．あなたは私がともにいることに耐えられ，ない。あ

なたは私の激しさや椿念に当惑し、私もあなたの冷え鱗つた無感覚や感梼の欠

文欝こ腹が立つま（嚢．35，26－27頁〉。

　このようにして諸嬢精のハーモニーと薄応の不欝欠性を擁示した後に・スミ

スは、われわれとわれわれから感椿の覇簸を受ける人物との闘に感捲のハーモ

ニーと婦応を繰つに至るプ鶴セスを考察していく。スミスは次のようにいう。

　r観察者と行為当事者との聞に諸感情の靖慈が成瞬立つためには、それがいか

なるばあいであっても、観察考は何よ箏もまず、次のような、露分に可籠な罎

吟最大鰻の努力をしなければならない。すなわち、椿事の境遇に露分麹身をお

くことである．もしくは、受難者の心に生じていると想定される心痛と麗達し

ている講釈況をその総部に至るまでくまなく瞬瞭に感受することである」（劉

36，27頁〉。つま陰、観察者は、仲鵜のおかれた境遇（c総elの総体を。その最
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も微纏な鐡来事に至るまで、鶴野に叡めなければならないのである（翫36，27

糞〉．そのさいには、饒察者の購感を基礎づ浮ている想像上の立場交換を、で

きるだけ十全なものとするように努力をしなければならない（翫36，27責／。

観察者が行為当事者をと瞬まく境遇についてのこうした譜細な観察、ひいては

購感を十全におこなったとしても、スミスは、叢然のことながら、観察者の諸

情動渉、依然として受難者が感じている構念の激しさには及ばないことを主張

する（蟄．36，27頁〉。というのも、「覇感を基礎づける境遇の懇豫上の交換は、

はかないものでしかありえない」（嚢．36，27頁〉のであり、露分当身は危験を

免れているという思い込み、自分嚢身は本当には受難者ではないのだという思

い込みに観察者はとめどもなく襲われているからである。

　そこでスミスは．当事者に携点を移す。スミスによると、当事者の蝿でも、

r観察者の諸精勤は、依然として受難者が感じている憶念の激しさには及ばな

いことまを感じ取っている（嚢．37．27頁）。スミスによれば、当事者は、その

ことを痛感してお鯵、鰯察者がどんなに努力しても当事者の諸構念を甕接には

擁挺できないことを知っているにもかかわらず、露己へのさらに十全な同感を

観察者に強く渇望しているのである伊．37，27頁〉，というのも、行為当事者

は、観察者の瞬感によってな蓼たつ、観察考の心嬉と露分嚢身の心構との協趣

だけ鱒もたらすことができる安堵感を切望するからである（臥37，27頁）。ス

ミスは、もし行為当事者がそうした安堵感をどうしても手に入れたいのであれ

ば、行為当事者は、観察者がみずからの構念の激しさを疑惑しうる度合いにま

で、その激しさをやわらげるしかないことを主張する（欝．38．28頁〉。その椿

念の激しさをやわらげることを可龍にしているのは、行為当事者が観察者をと

りまく境遇を観察し、憲像上で観察者の立場にたつことによって・みずからに

たいする観察者’の講胞感構の麺飼を想定するという、観察考の講感に薄する行

為当事者の翻での疑惑にほかならない．そのさい、行為当事者は、観察の観察、

いいかえれ、ば瞬感の疑惑をおこなっているといってよいだろう。「行為当事者

にたいする諸観察者の講感は、諸観察者§身に、その程度はさておき、行為当
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事者の欝でもって境遇をみるようにしむけるのと霧様に、観察者の岡感にたい

する行為峯事者の灘での同感もまた、とくに観察者ぶ馨の前にいて行為当事者

を観察しており、それゆえ観察にさらさ為て行為をおこなっているばあいには、

行為峯事者欝身に、その程度はさておき、観察者の察でもって境遇を見るよう

に猛請けるのである3伊．38－39，28頁〉。スミスはそのようにして、行為議

事者によっておこなわれる、観察者の露分懲身に難ずる瞬感麺簿への講感をと

おしての当己感糟の観察によって、行為箋事者の有している情念を度合いの点

で弱まった蓼、多少はその構念の盤質解変わった参して、情念ぶそれまでとは

まったく違った表現形態を与えられていることを主張している（歎37－38，28

頁〉・スミスは、そういったまったく違った表幾形態をとるにいたった椿念を、

適窮に聡慧されうるように表現形態を変えた構念、つま鯵ダ反照された欝念

鐙ず艶。艶媛登ass沁遜と名づけるのである（登．39，29頁〉。そのような観察者と

行為当事者双方の努力をもってはじめて、観察者と行為当事者は、お互いの感

簿をハーモニーや脇頼の状態に保つこと解できるのである．スミスは次のよう

にいう。ゼこの協秘（co簸CO羅1をうみだすために、窪然の摂選は、諸観察者に

は行為当事者のおかれた諸状況績rc騰st殿ceslがい毒・なるものであるのかを

想定するように教え、講様にして、行為塞事者にも諸観察者のおかれた講釈浅

損いかなるものであるのかを多少な管とも想定するように教えているのである雄

（茎〉、38，　28頁〉。

　スミスは、以上みられたとお蓼、一方では、観察者の綴で、行為密事者のお

かれた釈況にみずからをおいて、みずから傭を感じるかということを手解か穆

とした、想像上の箋遇交換をとおして縁懸をおこなうこと解、縫方では、行為肇

事者の灘で、みずからの憶念を観察者によって瞬感されやすいように工夫する

こと麟、観察者の感情と行為箋事者の感精との闘のハーモニー嚇生じるための

鉄則であると考えている。ここでスミスがテーマ化しているのは、観察者と行

為当事者それぞれの感嬉ぶ騒会的膣感情であるということである。すなわち、

観察者にとって、行為当事者の感嬉を直接掘握することが不璽能であるにもか
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かわらず、あるいはそうであるからこそ、観察者の撫で、当事者の感情を想定

するという手続きが必要になる。そうした手続きは、緩察者が相手の立場に立

ってみて、露分嚢身に生起する感情をてがか鯵として根芋の感精を想定すると

いう道騎をたどっている．そのさい、観察者が麹くことになる感構は、r縫会

的墨感構にほかならない。こうした「縫会的」感構にとっては、観察者の灘の

想像力と観察籠力とが必要不可欠である。ところが、もともと察知不能な感構

を観察者が想定しようとするのだから、たとえ観察者の想像力や観察龍力がど

んなに優れていようとも、当事者の灘で、観察者の瞬感」を獲得するために、

みずからの感構ぶ観察者のパースペクティブからみてどう綾っているのかを考

えて適饗に観察されうるように、みずからの感嬉の表愛形態を工夫するといっ

た当事者の綴の翻意と工夫潜必須となるのである。そうしてみると．こうした

プロセスを経た峯事者灘の自己感構は、前述したとお吟、匿反照された簿念」

なのであ参、つま鯵は盛事者が捲く　紅鮭会的」感情なのである．

　rこれら二つの感構は、いうまでもなく、縫会のハーモニーにとって、十分

互いに対応しあっている。この二つの感鷲は、決して縁者ではないとはいって

も、協灘音た叶うるのである。このことは、縫会のハーモニーが絞蓼立っため

に十分な薄慈縫係をもつために求められ、必要とされるすべてなのである」

（夢．38．28頁〉。ここで、スミスが「被会的なもの」の契機を晃饑しているの

はまぎれもない。つま管、行為当事者の感拷そのものは、観察者にとってつい

に不覊であ瞬な斜らも、当事者の身になって想定しうる感構、要するに観察者

によって運解可籠な当事者の感梼、つま雛　夢歓会的ま感鷲ぶ瞬確に主題化さ

れている．このように、観察者によって推定される当事者の紅鮭会的」感椿に

薄する観察者の瞬感にことのほかスミスは藍馨する。そればか吟ではない。観

察者のそうした瞬感に難しての当事者の綴での同感についても、スミスは着曝し

ている。いってみれば、当事者の感精に封ずる観察者の灘の講感とそうした観

察者の講感に薄する盛事者の綴での購感の双方ぶ取鯵上げられている。これら

二つの感構の共鳴をてがか撃として、r縫会的なもの」が成立するのみならず、
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運行されていることがスミスによってあますところなく瞬確にされたのであ

る。

　スミスは、こ蕊ら二つの感精の旛互違縫が形成されるしくみのうちでも、行

為当事者が観察者の立場に立って、観察者の憐でおこなっている、みずからに

たいする講感の麺侮に患いをはせ、みずからの感精が適饗に評無されているか

どうかを観察して、ばあいによっては麹邑の感構の表現のしかたに工夫を換え

て、観察者に瞬感されることに資することがそのさい、決定的に重要であると

みている。罫一人の友人の購朧が、われわれの心をある程度の平静と沈着とに

引き戻さないであろうほどに、われわれの心が混乱させられることはめつたに

ない．われわれの講中は、われわれが友人の薩前にでるやいなや、ある程度、

なだめられやわらげら為る．われわれは鄭塵に、友人がわれわれの境遇をどう

みているのかを心に麹き、われわれは、われわれ麿身を友人のみているのと購

じように見はじめる。というのも、購感の及ぼす劾桑は、郎痙に現れるからで

あるユ（夢．39，29頁〉．

　さらに、スミスは、こうした観察煮の感構と行為当事巻の感構の協愁音が、

ギ友人まといった窺密度の強い人勃とのあいだにとどまらず、幾密度のきわめ

て薄い人物とのあいだにも成箏立っていることを指摘している（歎39一鰍29

翼）。スミスは、そういった「見知らぬ人々まをも協秘音を共に奏でることが

可龍な範灘に叡めうると考えている。たしかに、夢見知らぬ人々」と行為当事

者とが感椿の協隷音を保つのは、蔑密度の強い人物すなわちF友人3のばあい

よむもはるかに鰹難であるといってよい。というのも、軒見知らね人々」は、

露分は危験を免れているという思い込み、嚢分霞身は本当には受難者ではない

のだという患い込みが、「友人まと比べ、はるかに強いにちがいないからであ

る．そうだとすると、観察者と行為当事者が互いにF見知らぬ人々」であるば

あいには、行為当事者つま参観察される灘で、瞬感されるためのよりいっそう

の努力と工夫が要請されている．そういった努力と工夫が異体化されてはじめ

て、行為当事者は「発知ら轟人々∫とでも、感蜷の鶉融音を保つことぶできる
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のである。

　そうしてみると、こうした第二のばあい、すなわち、われわれがその感情の

評緬をする人勃の感構をかきたてる諸繋象が、われわれとわれわれによって感

懐の評懸を受ける人物とのうち、どちらか一方に独霞で特鷲な無稽を与えてい

るものとして、われわれ嚢身とわれわれから感鋳の評癒を受ける人勃とによっ

て観察され’たばあいに晃鐵されるゼ穣互俸矯達は、関与する大効に鰍外なく妥

当する感構の様式化ひいては行為の様式化を生み濃しているにちがいない・そ

うした罫根互葎踊こそ、後会的なコミュニケーションの原璽であるといって

よいだろう。そのことを考慮に入れて、繭遠した観察者と受難者の双方の感情

のハーモニーについてのスミスの書及、すなわちヒれ・ら二つの感椿は、いう

までもなく、歓会のハーモニーにとって、十分互いに鰐癒しあっている・この

二つの感驚は！、決して轟音ではないとはいっても、協籟音たりうるのである。

このことは、縫会のハーモニーが成書立つために十分な薄応麗係をもつために

求められ、必要とされるすべてなのである3（碧．38，28頁〉と恥う蓋醗の含意

を考えてみよう。そうすると、われわれは以下のことを推離することができよ

う。すなわち、行為当事者の感情と観察者の感構との問の協和音ぶ成立するさ

いには、感椿の様式化が§勉の問に作吟鐡されることにな甑さらには行為の

様式化が結晶するに至る．そうなると、それぞれの状浅においてしかるべき行

為のパターン匙が始まって、それ嚇次第に確立するにつれて、一方では、行為

の「麟度化崖溺始まるし、縫方では、どのように行為するのかという行為のオ

ジエンテーションつま警行為の揚餅が確立し、r公平な観察者」が形成される

ことになる。そうなると、その「公平な観察者達からすれ、ぱ露分の感構や行為

はどのように見えるのかを勘案すること撚、緩々の行為者にとって藩籬となる。

さらに、そうした職度化達とr公平な観察者達をてがか警として・どう観察

するのかについての時閥と努力解節約されることにもなる．以上のことがスミ

ス歓会遜譲に基づいたばあいの、歓会の存立の基本的なメカニズムのイメージ

であろう。今遠べた「公平な観察者まとの関連において、行為者の行為が方購
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づけられ、あえていえば、行為者の能動的行為潜いっそう可饒となる。その意

味での主体的な行為者像がスミス選論のなかに瞬確に内在していると雄定して

よいだろう、このようにr公平な観察者」の観点を想定し、その観点を毒己の

行為のオジエンテーションとすること、すなわち松平な観察麹の腕荘化ま

搭スミスのいう霧疑歓会における主体に要請される基本的な行動源運にほかな

らないので・ある。

　そうしてみると、こうした囎互俸矯」における観察者と行為当事者の関係

は．まさにダイナミックなヂ桂会麗孫まの原型を表現しているといってよいで

あろう。そこで、これまでの考察をふまえて、スミスの論遠を整遷しつつ、こ

の職五葬織における観察者と行為当事者の関係をみていくと、スミスか次

の点をこうした罫権互葎罵ま成立のための必須の要件とみていたことか明らか

になる。すなわち．そうした聴夏作織における観察者と行為密事者の双方

のお互いの感構についての想定によってうみだされる感欝のハーモニーや財慈

は、なによ雛もまず、観察者ぶ行為当事者にたいして購慰したいという欲求を

もつと覇時に、行為当事者が罰感されたいという強い欲求をもっていなければ

なかなか成撃立たない、ということである。そうしてみると、こうした「穏豊

作霧まにお謬る婁纏縫係の原型は、葬常に窺密な閥構にお》・て絞蓼立つ麗係で

あると見てよいだろう、こうした観密な関係が「歓会達が成立するもっとも原

携的な罫歓会縫孫達であるということをスミスぶなによ鯵も強調したかったこ

とに、われわれは再度、注意を払う必要があろう。

　スミスは、親密な懸櫓にある人々の旛互繹霧を基点とすることで、見知らぬ

人々とのあいだにも縫会的感管の協秘書が成鞍立つことを力説してやまない。

　ゼ稻夏作絹まの分衝から鑛発しつつ、なおかつ「穣互揮絹まの籠露をこえる縫

会そのものへと擾野が確実に広げられているのは弱毒である。このようにして、

スミス縫会邊論潜人々の梅互搾矯の原基をとらえきることで縫会そのものの構

造掘握へと至っていることは、大いに淀馨に値するであろう。
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5．おわ番擁こ

　以上の論遠から購らかなとおり、瞬感に麗するスミスの分析は、文字どお弩

「歓会的なものまの内実についての徹底した究弱なのである。とりわけ、いわ

ば購感に基づく人々の相互縫係が端緒的な縫会関係そのものであるということ

が、あますところなく絹らかにされているといってよい。

　観察者にとっては行為当事者の感情潜、行為当事春にとっては観察者の感椿

が、それぞれ永遠に不覊のままなのである。われわれは、スミス蓬この点を強

調していることに留意したい．スミスは．このことの醗確な確認から鐵発して、

蓄歓会的なもの」の存在遅露ないし翻発根鎚を発擬している。というのも、ス

ミスは、各鶴ことって鰹者の感構が不窮であるからこそ、飽者の感情に接近す

るため1こは、r社会的なもの達を介在させる必要があると考えていたにちがい

ないからである。そうした手続きをふまえた懸者感構への接近の結果、われわ

れが獲得した飽者感精と想定されるものは・真箆の感構と麟発水準を異にして

いるr縫会的ま感情という牲整を有しているのである・纏者の感精として想定

されているものが新しい麟発水準の縫会的感椿であることへの藩緩によって・

スミスが薪歓会的なもの諜の基本的な性格を解親しえたことに、われわれ褒代

の縫会学者はおおいに溢聾してよい。r縫会的なもの達の成立根擁がこのよう

にして、はるか2曇§年以上も前に、スミスによって瞬らかにされていたのであ

る。スミスによる罫縫会的なもの窪の麟発に離するこうした分衝は・おそらく

現代の縫会学蓬論と比して遜色がないどころか・はるかに先行しつつ・はるか

に瞬解であるといってよい．

　さらにスミスによると、そうした歓会的感精に接近可籠にしているのが．構

手の立場に立って擢手をζ観察」する万能であ甑そうした観察を促進する

　罫想像力まなのである。そうした観察と想像力のおかげで、権手にたいする疑

惑が成立することになることもまた、スミスによって十分に窮らかにされたば
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かりではなく、影道徳感椿講講は、まさにこの一点を1舅示するために捧げられ

ているといっても言い過ぎではないだろう．

　「繕感達というものは、構手の感｛青と想定され，たものに接近することにとど

まらず、それにたいする評懸をともなっていること潜潅馨されなければならな

い。その意味で、購感というものは、観察や運解をふまえての評儀釣縄蜥であ

ることに、と警わけ誌馨されたい．つま吟、観察や想縁力といった手続きをと

おして、ついに不羇な絶者の感鋳を純音の身になって慈窪し、そのようにして

理解された地者感構にたいして背走的な評懸解なされるばあい、それがr疑惑」

の成立にほかならない。

　スミスは、観察者の翻での問題にとどまらず、属感される行為当事者の綴で

の、観察者の提示したと観察される鶴感にたいする評緬、つま警「講感の瞬感婆

を積極的にと参あげている．角度を変えていうならば、周感の反照姓ないし再

帰性撚、瞬確にスミス遜譲によってその難程に駿められているのである．こう

した反照され’た講感§蟹系が成立する善こおよんで、感椿の鐵式量二さらには行為の

様式化が確立するに至る。さらにスミスは、親しい人々のあいだにとどまらず、

見知らぬ人々のあいだでも、賄互作声麹の成立ないしは瞬感§§孫の成立溺可

能となること、ひいては感構の様式化さらには行為の様式化が成立することを

もとむあげている。スミスは、そうした反照された霧感ぶ野梅互俸罵」の場灘

をこえて、まさしく後会の全範雛においてf鮭会的3感構として立ち窺れてい

るのを窮瞭に見てとっている。そこにスミスの畜民歓会像が登場するのは論を

またない．

　そうしてみると、「講麹とは、まさにr縫会的なもの茎にほかならない。

そのことを鑑みて、今一度、『道徳感藩論癬の蟹頭の文に立ち返ることにしよ

う。F人間ぶどんなに利己的（se籔s麟であると想定されうるにしても、人聞の

本姓韓麗麗elにはあきらかに次のような1人聞の篇己的姓賂をこえでる1諸

原理（舞舞。瞬eslが存してお瞬、人聞はそうした諸原理にしたがって縫者の運

命（鉛rt澱毬に関心をよせる。人間はそのさい、飽者の幸彊をみることが轟ら
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の喜びとなってお瞬、饒者達の幸福をみることで喜びを感じる以外に簿も地者

の幸橿から引き鐵さないとはいっても、懸者の幸福が自温の幸福に直結してい

るという意殊では、纏者の幸橿が嚢らの存立にとって必要不可欠なのである。

こういつた原遅とは、鯛えぱ、哀れみ（夢ltylないしは麟構lco難舞sslo簸1であ

参、つま鯵われわれか絶者の蕃難に遭遇してその苦しみをわかったり、ある

いはきわめてあ警あ吟と縫者の苦難をとらえた撃するばあいに、われわれが

地者の苦難にたいして感じる精勤である。われわれがしばしば地者の悲しみか

ら悪しみを弓終畿すということは、それを譲隣するのに侮の鰍証も必要としな

いほど萌白であるま（茎｝、i，51嚢〉。

麗のスミス鰭晦なって、スミスをもって少しでも素鑓主義者であると

か、いわゆる方法譲的鰹木主義の源流であるといったレッテルを賠ることは、

もはや不可能であろう懲。スミスがここで含煮しているのは、人間がその本柱

からして、儲原理たるr瞬感蓮にもとづいて・f社会的達性質を有している

ということなのである。ここに、厚くも方法論的懸人主義の罎雰を乗瞬越え、

飽藩では、罫利抱主義達への傾講を一窮擬って、懸々人ぶ軒セルフ・インタレ

スト」（利目的縫心ではなく、霞己簿§心と訳すべきであろう）にもとづ籍て行為

するということを藏提としつつも、縫会的なものまにいたる論理の遊籏がス

ミスによって確実に饗蓼縣かれているのである王5・スミス社会理論が繧密で体

系だった論理をもって、纒人の論理と縫会の詮理との不可避的講立姓を鋭く麺

握したことを、わ禰編就コ畿諏敏い雛1こはいかない・こうしたス

ミス鮭会理論がこれまで被会学馨論の展麗過程にたいして鶴らの影響も与えな

かったとすれば、そのことが縫会学史を論ずる燦の大きな譲点たりうるのでは

ないだろうか。そうしてみると、こうしたスミス桂会理論にたいしての十全な歓

会学的分析が今こそ必要とされるといえよう。そうした分析が具体牝されたあか

つきには、その分析それ窪体が窺代歓会学理論の展麗を縫進ずる起爆劃となる

といっても、あながち見当違いではあるまい。

　残念ながら本稿では、瞬感に表わされる罫歓会的なもの≦が、罫儀体的なも
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行政縫会論集　第§巻　第3　護弩

の」すなわち人聞を鰻たらしめるものにどのように接続しているのか、角度を

変えて覆うならば、スミスのいうダ公平な観察者達たりうる燧麟置縫会的な

もの雄からどのように発生するのかということについては、究弱をおこなうこ

とができなかった。この解瞬なくしては、スミス歓会蓬譲における騒人と社会

との不薄遜的両立性のテーゼの論議iは、十分に生かされない。われわれとして

は、罫送籍感藩詮書におけるゼ良心と量聞の難立藁を素耕とする討究によって、

「縫会的なもの達と罐嚢偉的なものまとの穏互強化関係というスミスのテーゼ

が競らかになると考えている。この課題については、次稿を難したい。

｝C五丁．Parso簸s，7為2Sピ耀‘魏柑砂「Soご蝕」護‘飯碗，McG路w｝墨遜董，鯵37，〔re嚢資．τ鼓ε

Fr｛｝e　Pでess，i｛｝蓬｛彗，至｝．3．

2これまでr遺徳感簿譲遜は、多くのばあい、初版というよ瞬まむしろ第六蔽に

依擁して講じられてきた。濁知のとお吟、蓼羅審議垂は、ぎ道徳感嬉譲選窃蔽から

第六蔽の襲に禰行されてお弩、したがってrアダム・スミス聡題達を十全に論じ

るため垂こは、当然なぶら、秘版から第六版までの各蔽の建較検轟が必要となるで

あろう。だが本稿では．まずはスミスの縫会遷譲の黎瞬期の論選構造にせまるた

めに、『道徳感欝講書籾蔽に依擁することとする。なお、籔中歪講がゼアダム・ス

ミス露題達と纏わらせて赫販から第六版までの各販の姥鮫検討をおこなって》、る

ので、参黙されたい。霧中斑罵曙アダム・スミス問題再考垂一ζ道徳感椿談叢一

一六版の繋琵的醗究i摘縫講叢薄第28巻第3暑、ig§3年．

3以下、本誌文では．アダム・スミス『道徳感鋳譲曇からの引繕および参窯捲示

は．次の籟淳で、たとえばゆ．27，22頁〉のように該蟻優勝を本文中に示す。ただ

し、引鷺の訳は必ずしも邦譲によらず、適宜、筆者が館成した。

　A｛茎a灘S蹟鍵盤，丁叛難ηア費〆露40箔躍8ε鷲オゴ魏ε麓蝕Lo盤｛圭。資，MPCCL至X，i759．

　水霧洋訳r遺徳感情譲毒筑摩書房、懲73年．

尋αGle糠驚醸orrow，7物E漉纏㍑寵＆o鱒｝競7勉。漉s4麗灘ε薇魏，
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F量rs戴薦。簸ig23（輪wY。孟：Lα登騨a鍛sGree盤＆C⑪凱卿yJ§231忍e蜘te6

i朧§￥惣藤壷．Ke細舳難s襲ers，翼ewY・虚齢縮雛綱義章講ア

ダム・スミスにおける簿運と経済選来集縫、i鱒2年。

きその試みをいち早く我が羅でおこなったのが高島善裁である。高島は、スミス

のとらえた海厩後会が、三つの盤饗すなわち遊徳的選暴、法的童舞、経済的穫雰

から域鯵立ってお吟、そうした三つの童舞にそれぞれみ場蕗をあたえ、なおかつ

総髭する原遷が匿疑惑まにほかならないと主張した。高島善裁ぎアダム・スミス

の旛艮縫会鉢系塞岩波書痴、懲讐年を参蕪。

6水郷ま、人給が購感ずるだけではなくて、瞬感される存在であることに浅聾し、

そうした瞬感される存窪としての人離構士の樵互搾薦において、瞬感を得るため

に藷魑人熱霞己の感構を鱗き下げるという、講感の罫冷薄俸罵まが饑いて耽るこ

とを示した。水蜜慧、そうした冷麺修羅が簸も働くのは、見知ら轟人々の鶴の交

渉においてであることを撰嬉し、そうした交渉ぶ晦罠歓会の重要な一難癒である

ことを主張した。水酸洋紅アダム・スミスにおける翼感観念の成立一F纏人の

存葎は綾の学読にとって決定的な役割を果してみる垂太瞬再夫・アダム・スミス

の道擁学につレ・て（一轍叢二巻誘）まト繍灘第6蜷第腸ほ騰年・

587－6偽蚕を参、蕪。

7とはいえ、スミスは、われわれが纏者にある一定の椿動を見ることから、直ちに

しかるべき痛感が生じるように見える場合や、鶴が行為当事者にそういった諸鬱念

を瞬き趨こしたのかわれわれが多少な吟とも知るに売立って、瞬時に行為当事者

から観察者へと藷精念が伝達されるようにわれわれには思える場合には、鰹者の

境遇についての観察が、離感動生趨誘たっては泌要祠欠な条件ではな

いと解さ縅しまうことが紛うることを締している・鰍ぱゴ誰かの外見や

ジェスチャーに獺さ縦悲しみ（暮露1あるい1嬉麟瞬が流だ雛観察者

に、そ朔、物騒とある程艦で鰍した離し》・麟をある》’は快い騒を

もたらす三（夢、ε，8頁〉場合は充分に考えられる。そうした捲簸をおこなうの

み妨ず、スミスは、鰹をどう就なう鋤・醐題になることなくすでに観察

が終了して観察がパターン｛絡繰捗、鮭会的な観察があらかじめ学習され劾

　して駆るということを強請している．つま鯵、スミスは、観察のパターン化をと

おして、いわば麟の観察縮こな擁ていることを撫し嘗’る・いってみれ
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ば、われわれがそういった感構を瞬き起こした原獲について熟知する蔑に、われ

われは、むしろ飽者の感繕表聡に対して、簸痙に不快や怒箏を感じることがある

のである・舞えば、夢怒っている人の慈善凝ったふるまいは、われわれに・怒って

いる人の怨むの対象となる人たちにた恥して怒りを感じさせるよ鯵も、怒ってい

る人当入にたいして怒滲を感じさせがちである」（夢．7，9頁〉．そうしてみると、

飽者の箋遇についての観察酸きに霧感が祓鯵立っているように見える場合には、

われわれは、諸箋遇のパターン認識をおこなっているので、縫者の箋遇観察をい

ちいち経なくとも飽者に瞬感ずることができるのである。つま鯵、スミスにした

がっていうならば、そういったばあいにわれわれ潜純音に疑惑できるのは、ダそう

した諸鋳動寮、われわれが観察している人勃に降参かかってくるなんらかの幸運

もしくは不運についての一般的観念1墓eRer謎雄ealをわれわれに示唆するから頁夢．

7，9頁〉なのである。

呂飽音感鋳が嚢巳感欝になるはずはそもそもないのに、穏手の立場にあったらど

うするかということをとおして、できるだけ纏者感燐に遍い感精を想定しうると

する考え方を支えている背後仮説は、その撰進からいって糧互遜解を不可籠にす

る籏絶がみられない鮭会における、人聡の率等、すなわち、寮費続会における、

大鷺の平等という観念であろう。このことを念頭においてふ警かえって、護送徳感

欝論蚕の蜜頭の文章の意味を考えてみると、スミスがギ人聞灘a題という書葉を

使iっているのは、人醐の平等観を強談したからであろうと解される、

9　「驚動感染謹譲の立場に立つ論者としては、モロウとサロモンなどが挙げられる。

G董e貧簸衰．醗。ぎr｛｝w，7掩εE跳動認£擢だE‘o麗。彿露7灘60露εsのヂ護ぬ鰐S郷蠧毒，Flでst

亙…k嚢t豊。盆ig23（至輝ew　Y⊂｝r蓬｛：Lo蓑露盤a麺s　G疑｝e簸＆Co鶏嚢a簸ダ，i923〉，艮e茎｝rl貧乏e｛量ig6§

byA簸g敬st撫sM．KelleyP曲1量s難ers，舞ewYo癒．鈴木懸雄・毒騰義章談ゼアダ

ム・スミスにおける鍮運と経済露表裏祇、ig92年。A、Salo艶。簸，“A6寂鍛S搬1撫as

Soc齢董og捻t’ア，So‘魏JR麗群論，voi．鴛，欝蓬5．また、ゼ想像的疑惑達鵡を主張する議1

者としては、キャンベルと醸準蕉驚ぶいる．T．D、Ca搬もe蕪，減磁辮S窺直醜態＆龍駕ε

摩Mo躍器，Lo蕪。擁：A至箆鷺＆｛撫響塗，簿澱．露申憂欝ぎ市買縫会遷義と醗代書御茶の

水書虜、ig9塁年、23｛＞26i翼。こうした「欝動感染喋譲1と　罫懇｛象的講感≦譲1の対立

に関しては、鈴木儀雄の整理を参照されたい．鈴木信雛rアダム・スミスの知識

鳳桂会哲学選名古屋大学趨版会、欝92年、捻3畦42頁．
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アダム・スミスの嘱感量擾念の再構成（牧聾友紀〉

欝スミスが、こうした講感ずるケースに越えて嗣慰しえないケースにはじめて濫

農するのは、ゼ道徳感構講垂第一離第二篇第一章においてである。そこでは、われ

われが魑者に瞬感ずるあるいは鼈煮から瞬感されることで、われわれにどういつ

だ感嬉が盤じるのかということにとどまらず、逆に、われわれぶ飽者に疑惑でき

ないことであるいは縫者から翼感されないことで、われわれにどういつだ感嬉が

盤じるのかという観点からこうした事態が譲じられ，ている（夢浅5，慧頁〉。

難こみように観察の二つの観点に譲渡するさいには、スミスぶ次の点に潅署して

いることを確認しておきたい。すなわち、一方で行為の源露や勤果1び嵐盛人の意

騒は雛孫がなく、あくまでも観察考の観、転がら慧咲盤け騨行われている。飽方で、

動機や舞納には、観察者は、そこには当人の意纒が含まれているとみなしている。

こうした盛人の意騒あるいは無意緩という隠題は、第二離第三篇での中心的蘇点

となっている。

12 ｱこで、スミスは、第一躯第二篇第三章のタイトノレを新岡む開題の続きまとつ

けている、このタイトルは、スミスぶ前章の議講について異なった禽度から論及

していることを、麹実に表わしている。

13スミスは、ここでは、弼として不快な構念（慈しみ等〉を鱗に挙げているが、

快適な鋳念（毒び等〉にもあてはまるといってよいであろう。なぜ、スミスが不

快な構念のみを鱗示しているのかといえば、スミスによれば、われわれ垂嵐不快

な鋳念にたいして疑惑されることを、快適な欝念に薄する場合よ警もいっそう窮

望しているからである（費．i7，騰貴／．

i4 墲黷墲黷ﾍ、ぎ道徳感構譲垂第一熱第二篇第一章において、スミスが匿われわれ

のすべての諸感綾を馨愛心のよ触洗練されたものとみなすことによって、われわ

れのあらゆる感鷺を毒愛心から演繹することを好む人々」（翫纏，慧頁／に薄す

る銑覇をおこなっていることに漉意を払うべきであろう。

蔦この点については、Patr重。孟a縫．We磁鍛e，遵廊欝S擁魏㈱づ擢まsL磐鷹y漁ダ

醒04ε携（議舞蝕臨郷，糞ew　Yo痩二（）x｛or6琴樋veでslty　PressJ鱒i．において詳しく講

じられているので、参黙されたい。
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