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人間モデルにおける規範意識の位置 
嶋津 格 

 
 

1. 取引費用 

 取引費用（transaction costs）の概念は、R・コースによる。

この用語自体は G・スティグラーによって現在の形に洗練され

たもので、コースはそれがない状態を「円滑に機能する価格メ

カニズム」などと表現していた1。標準的経済学教科書に登場す

る「完全競争」のモデルは、後知恵としては取引費用を捨象す

るところに成立している。ただし、取引費用の概念に何を含め

るかについては、専門家の間でも必ずしも深めた議論はされて

いないようであり、論者によって様々なものが考えられている

2。以下の論考では、可能なかぎりこの概念を拡張して、考え得

るすべての取引に関する費用を含むものとして使いたい。もち

ろん、取引費用ゼロの仮定は、それらすべてがない状態という

ことになる。 

 取引費用は、動力学における摩擦に似ている。それを捨象す

ると、運動を記述する数学的に扱いやすい美しい体系が成立す

るが、その体系が描く像は、天体の運動を記述するような場合

を除いて、現実世界の在り方とは大きくずれている。二つの世

界の差は「誤差」という範囲にはとどまらない。たとえば、飛

行機が空を飛ぶためには流体力学上の粘度、つまりある種の摩

擦が必要である。それを考慮しないと、飛行機というものの存

在が物理学で説明できなくなり、「飛行機（または空を飛ぶ鳥）

などというものは理論上ありえない」と言わねばならなくなる

のである。動物は平坦な面を歩くことができず、坂を上ること

もできない。摩擦のない世界像と現実の世界の間には、それだ

け根本的差異がある。そして、前者の世界は、後者の世界で容

易に実現できているあれこれのことを、「理論的にはできない

はずだ」と推論する世界なのである3。もちろん逆も成立して、

                                                   
1 拙稿「経済学の洞察と法学──「法と経済学」を論ず──」岩波講座

『現代の法 15 現代法学の思想と方法』1997、参照。 
2 R・クーター著、太田訳『法と経済学の考え方』木鐸社、1997 年、

p.68 以下。ここでは transaction cost は「交渉費用」と訳されている

が。 
3 ここでの記述が普通と逆になっている点にも注意されたい。摩擦では

普通、摩擦がなければ達成される、たとえば永久運動などが想定され、

摩擦があるからそれが実現しない‥‥、と語られる。法と経済学の文

脈でも同じで、取引費用がなければ権利関係如何にかかわりなく効率

的な資源配分が実現するはずなのに‥‥、と語られる。しかしここで

は、摩擦がなければできないことは何かを問い、類似の文脈で、取引

費用があるからこそ意味をもつことになる規範（と規範意識）の意義

を問題にしているのである。参照、亀本洋「法、法学と経済学──コ

ースの理論を手がかりとして──」および亀本報告を含む報告者にた

いする私のコメント「法と経済──総括コメントの試み」法哲学年報

摩擦のない世界で起こることは現実の世界では通常起きない

が、実験で近似的に実現することはでき、それは理科実験で

人々を驚かせたりする。 

 現実の経済社会には、あらゆる種類の取引費用が存在する。

このコストを削減することは、コストという語の定義上効率化

となる。たとえば私的所有権の制度は、社会的決定のコストを

削減するためにある、と考えることが可能である4。所有権とは

「その対象について所有者が個人の資格で下す決定を、そのま

ま社会的決定として是認する社会制度」と考えることができる

5。このような制度がないと社会は、すべての財の処分について

集合的な決定を行わねばならなくなるが、そのコストは社会が

大きくなるほど飛躍的に増大する。私的決定を許容するととも

にその結果を競争にさらすことで、社会的決定はずっと少ない

コストで、それも多数の人が気づいていない選択肢を個人の資

格によって各自が試すことができるものとして、高い効率をも

って運営される。イノヴェーション後の模倣過程を考えるなら、

このシステムのもつ効率性はさらに大きくなる。社会主義の体

制に対する資本主義の優位を説明するために知識の社会的利

用に着目するハイエクの議論（「発見過程としての競争」論）

は、このように要約することも可能だろう。この場合、所有物

に関する処分その他その人の権限行使として行われる個人の

決定は、それを他に対して正当化しなくてよいこと、がこの観

点からは重要である。問題になった場合には、権限の存在は論

証する必要があるが、その行使内容を正当化する必要はない

（「私のものだから私が決めました」）。所有権とはそのような

制度なのであり、この場合の権限行使の内容的正当化ももちろ

ん、もしそれが要求されるなら、大きなコストを伴う取引費用

の一部に加えるべきものと考えられる。もし取引費用ゼロなら、

社会的合意も瞬時に成立するから、あるいは私的所有権も必要

ないことになるかもしれない。社会的にもっとも正しい（効率

的な）6利用法を社会的に発見・決定して、その用途に各財を利

                                                                                         
2008、2009 年発行。 
4 拙稿「所有権は何のためか」法哲学年報 1991、1992 年発行、参照。 
5 拙稿「私と公をめぐって──私の生成を中心に」2007 年、学術の動

向 200 年 8 月号、参照。 
6 これの定義をめぐってはもちろん錯綜した論争がありうる。社会選択

論などが扱っているのは、その種の問題であるかと思う。ただ、取引

費用ゼロを明示的・非明示的な前提にしながら論じられることが多い

正義の定義論は、取引費用の低減下が主要な課題である現実の世界に
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用すればよいだけだからである。 

 取引費用については後に再度論じるが、以下の論考では常に

議論に伏在しているものとお考えいただきたい。 

 

２．規範意識をもつ人間 

【ルールに従う動物】 

 ハイエクのモデルでは、「ルールに従う動物（rule-following 

animal）」という人間像が、ある種公理的に最初に与えられて

いる。ルール遵守は、認知にも行動にも適用される。前者では、

この世界の複雑性が、人間の限られた認知能力で処理できる限

度の法則性の内に、少なくとも当面収まっていること（人間に

理解可能な限度での「自然の斉一性」公準）を、ある種偶然の

幸運であるかのように、彼は描いている7。これは、人間が必要

とする限度で人間の枠組みの中で法則的認識が成立している

にすぎない、ともいえるし、このように解釈した場合のハイエ

クは、真理論においてプラグマティズムに接近する8。しかし、

世界の方がこれを可能にするようになっているのでなければ

その種のプラグマティズムすら成立しないから、その意味で人

間による世界の認識可能性は、論理的というより偶然または奇

蹟に属するといってもいいだろう。 

 ここでは後者、つまり行動の方が論考の主な対象となる。ハ

イエクによる規範のモデルは基本的にタブー・モデルである。

何故従うべきかの理由は行為者には与えられないが従うべき

だという結論は彼にとって自明であるようなルール、それも

様々に異なる内容のルールに人々が従うことができるという

点に、生物としてのヒトがもつ圧倒的な実践的利点がある、と

いうのである。「非合理主義（irrationalism）」というヒューム

を連想させる用語（オークショットなどは自分をそう呼ぶが）

は、後期には捨てられるが、あるところまでハイエクによって

好意的に採用されていた。その理由の一つは、このようなとこ

ろにある。この人間像からなる社会を以下に素描してみよう。 

 外界に即しているとは限らず（「○○の動物は自分たちの守

                                                                                         
対しては、大きな意味をもたないという可能性がある。拙稿「法と経

済──総括コメントの試み」法哲学年報 2008、2009 年、参照。この

方向をもっと突き詰めた場合、われわれが問題にする正義はむしろ、

この取引費用の多加をめぐって成立する社会的エンティティーである

のかもしれない。このような文脈では、「各人に彼のものを」という法

諺の意義も異なったものに見えるかもしれない。 
7 See The Sensory Order, 1952, University of Chicago Press. 
8 See F. A. Hayek, ’Primacy of the Abstract’ in New Studies in 
Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, 1978, 
Routledge and Kegan Paul. なお本論文は、春秋社ハイエク全集第Ⅱ

期第 7 巻嶋津監訳『哲学論集』の中に「抽象的なるものの先行性」と

して丸佑一訳で収められる予定である。 

り神だから殺したり食べたりしてはならない‥‥」）、かつ自分

たちの利益になる保障もない（「敵を愛せよ」）ような様々な規

範を守るべきものと考え、実際それに従うことが、この種の人

間にはできる（これは公準であるから、なぜできるかという問

いは一応的外れである）。そして普通、一つの社会をなして共

同生活をしている集団内では、同じタブーが信じられ、守られ

ている、とする。そうするとここから、異なるタブーの間の進

化論が展開可能になるのである9。 

【規範の進化論】 

 進化の過程は、当の動物に理解されていなくとも進行するか

ら、未開のヒトが従う規範は、ヒトの理解と独立に進化論的に

優れたものへと変化してゆく。つまり、それに従う集団の存続

と繁栄を可能にする規範が、常により豊かになりながら残って

ゆくのである。これは文化上の進化（cultural evolution）であ

るから、遺伝上の変化よりずっと時間的なスピードは速いのだ

が、構造は似ている。そのために必要な条件は生物進化の場合、

盲目的変異にあたる部分と、自然淘汰の部分、そして生き残っ

たものの保持の部分である。そしてこの過程が繰り返されるこ

とで累積的に進化が展開する。 

 規範について、異なる規範の間の淘汰と保持を考えるのは容

易である。優れたルールに従う集団が生き残り、他がそれを模

倣し‥‥ということだからである（ただ、模倣と保持の段階で

は、それを可能にするある種の知性が前提となる10）。しかし、

生物の進化論でも盲目的変異の部分はランダム性を仮定され

ているだけだから、理論的にはここが公準的な扱いになってい

                                                   
9 本稿にたいする橋本努のコメント（他の可能性を不可視化する閉鎖的

なタブーの機能について）に関連していえば、規範の中にも様々な種

類がある。ハイエクの分類では、大きな社会（Great Society）を可能

にするタイプの規範と部族社会以前の社会関係に対応するもの、との

間の区別が重要である。私の理解をつけ加えれば、たとえば、

clementia(寛容)などは、ローマ以来西欧で重視された徳である。この

種の徳は、一定の環境では大きな社会を可能にして結果的に人々を繁

栄へと導くだろう。これと逆の集団の凝集に資するタイプの徳が重要

な環境と、大きな社会を可能にするタイプの徳が肯定的帰結を伴う環

境とは相互に変遷するだろうから、これらの徳の間にも、複雑な進化

論的関係が想定される。このような態度が本稿で採用しているもので

ある。 
10 橋本コメントから触発されて述べれば、模倣と保持だけでなく、他

の集団で行われている多くの例の収集・比較とその効果の検討、など

という機能も理性が果たすべき機能といえる。これを広範に行うなら

「哲学」や「科学」の名にも値する知的活動となるだろう。その点、

理性には「後発優位」を実現する力があるといえるし、明治期以降の

日本の近代化も、この文脈で捉えることもできるだろう。それにもか

かわらず、「なぜその規範に従わねばならないか」を、それに従う個人

の利益の観点から説明してみせることができるとはかぎらない、とい

う点では、その規範は結局「合理的」ではないであろう。この論点は

思想史上、功利主義の様々なヴァージョンの間で論争されてきた問題

群に関連する。功利主義の分析については、たとえば、安藤馨『統治

と功利──功利主義リベラリズムの擁護』2007 年、勁草書房、参照。 
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るのも事実である（表現型から遺伝子型に向かう方向の因果連

鎖がないことは、遺伝子生物学の「セントラル・ドグマ」と言

われる）。その変化が存続にとって有利なものである保障（ま

たは見通し）はまったくないまま様々な変化が起こる（試みら

れる）、ということ自体が、決定的に重要な点である。この文

脈では、「迷信深いこと」はその意味で、人類がもっている最

大の資産といえることになる。もちろん迷信は、それの真理性

または成功を保証しない。これは迷信の定義である（もちろん、

方法ではなく内容が反科学的であることは、ここでは迷信の定

義とはならない。ただ、生成時点において成功を保証されてい

ないというだけである）。しかしそれは、これまでなかった新

たな可能性を開き、それの成功と失敗を試みるための条件を、

人間に提供するのである。進化論モデルでは、世界に適合する

という意味の合理性は、淘汰の過程によって与えられるものだ

から、変異・生成の段階には必要ないのである。必要なのは変

異そのものであり、規範的進化の文脈でいえばそれは、何らか

の（それも多様なヴァージョンを含む）規範を（明示化された

根拠なく）信じそれに従うこと、である。 

 ヒトは、明確な見通しや根拠もないのに、ある種偶然または

ランダムネスの結果、一定の規範、それも集団によってそれぞ

れ内容の異なる様々な規範に従うようになる。この点さえクリ

アできれば、進化論的な展開が先に開けている。モデル論的に

は、このような「迷信」的能力をもつグループとそうでないグ

ループのどちらが進化論的場面で有利か、を考えるのもよいか

もしれない。結論は多分、これをもつ者たちの集団の方が有利

だ、ということになるだろう。誤った迷信をもつグループは滅

亡したり、他のグループに併合されたりするだろうが、偶然で

はあるが正しい迷信（形容矛盾に見えるが、ここではこの概念

が必要なのであえて使用する）をもつことになったグループは、

一切迷信を持たないグループより高い効率を実現し後者を駆

逐するのではないだろうか。迷信の能力さえあれば、その内容

はより優れたものへと進化する。この点がポイントである。そ

して迷信を信じる能力は、保持（retention）と学習の段階でも

必要となる。内容が叙述として非科学的であってもなんらかの

教義（ドグマ）は、それが外的に「正しい」行動の保持と学習

と一体となっているかぎり、この文脈でｙプラスに機能するこ

とになるだろう。逆に、その時点で自分たちがその規範のよき

効果を理解できるような規範だけに従うような「理性的」グル

ープは、その理性のレベルに規定されて、前者が享受するよう

なこれを超える進化を止めてしまうことになるだろう。人間が

もつ実際の理性はそのようなものではなく、このような進化の

過程がずっと進んだ後になって、それら蓄積された多くの（一

部は理解の外にある）規範の上に成立し、そしてそれら規範の

間の微調整を、一部意図的に行うことができるようになるのだ、

ということであろう。「理性」が成立した後でも（換言すれば

「経済人」にとっても）、タブー的規範遵守の能力は機能すべ

きか、これが実践的には中心的争点の一つである。そして本稿

の立場は、理性人は依然としてタブーを必要としている、とい

うものである。 

【ディレンマの解消？】 

 カントは経済人モデルとは逆の極端であって、規範遵守が利

益の動機に還元されない場合にはじめて人間は自由なのだ、と

主張する。みずからが義務と認めることを、それが義務である

ことを根拠にして履行するのが、理性的存在たる人間の自由の

本質であり、それが利益になるということを根拠または動機に

して行為する人間は利益の論理から逃れられない奴隷にすぎ

ない、というのである。カントの名で語られることが多い義務

論（deontology）という立場は、倫理の基礎づけ論とか義務の

存在論というより、人間行動のモデルとして考えた場合に、ず

っとリアルなものになるだろう、と私は考えてきた。 

 カント的人間は、いわゆる囚人のディレンマには陥らない。

自分の利益と無関係に、何らかの規範に、それが規範であると

いう理由で従う者は、「利益の（タームによる判断力しか与え

られない人間が陥る）ディレンマ」に捕らわれる必然性がない

からである。たとえば、「仲間を裏切ってはならない」という

規範に従う人は、囚人のディレンマに煩わされない。もしくは

カント的に、裏切り行為は普遍化可能性がないので、理性的存

在である自分は行わないのだ、と言ってもよいだろう。むしろ、

そのようなカント的人間、もしくは仲間の信頼を重視する普通

の人間、をモデルから排除するためにこそ「囚人の」という形

容詞が、このゲームの条件づけとして必要だったのである。つ

まり囚人は、規範意識と社会のしがらみから自由に自分の利益

を純粋に追求する、という点で「合理人＝経済人」のモデルに

もっとも近い存在なのである。 

 囚人でない普通の人は相対的に、経済人または囚人よりはカ

ント的な人に近いので、囚人のディレンマの少なくとも一部か

らは逃れることができる。経済人より経済的パフォーマンスが

その限度で高いのである。カントの実践理性は一見不自然な倫
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理的怪獣を生み出すように見えるが、この機能が「理性」によ

る、つまりこの倫理判断が自覚的に行われねばならない、とい

う彼の想定を捨ててしまえば（もちろん伝統的カント論からは

外れるが）、カント的人間は規範的進化のモデルとも整合する。

つまりカントの要請は、本稿が「公準」として述べた、自分の

行動を何らかの規範に従わせようとする人間の基本的な能力

（特定の言語の基底にある一般的言語獲得能力に似た）の事実

を極端化した形で、要請または規範（定言命法）として、述べ

ているにすぎない、とも考えられるからである。 

もちろん、自分が従っている規範について、「何故それに従

うのか」と問われた場合の答えは、カントの場合と進化論モデ

ルの場合では異なる。カントの答えは「私は理性的で自由な存

在だから」であり、この進化論モデルでは「なぜかわからない

が自分の規範意識（または「良心」）がそれを要求しているか

ら」またはより単純に、「それが規範だから」、「なぜそんな自

明なことを尋ねるのか」‥‥といった形になるだろう。後者の

ポイントは、規範意識は生物であるヒトが生来的にもっている

能力にかかわる現実の問題であり、規範はそれが指向するイデ

ア的世界の問題だ、という点にある。まずは前者（能力と意識）

がリアルなのであり、だからイデア的世界と現実世界の間の相

関に関する表見上のアポリアは、実は存在しない。言語上の依

存関係と逆に、規範があるから規範意識があるのではなく、規

範意識があるから規範がリアルな問題になるのだからである。 

【ウェーバーによる宗教と経済】 

 人が主観的にもつ信念の体系と、それが主体の理解と独立に

人にもたらす経済的効果との間の間隙を劇的な形で論証して

みせたのは、M・ウェーバーの宗教社会学である。「プロ倫」11

では、来世的な関心による宗教的動機が、それがなければ不可

能な程度のいわゆる世俗内禁欲を可能にし、完璧な商人を作り

上げる経緯を、行為者の主観的世界の「理解」を通して解析し

て見せる。いわゆる「理解社会学」の優れた適用例である。 

 「プロ倫」と類似の表題をもつ彼のもう一つの著書12では、

米国内の新教諸派（Sekte）が、遠隔地を旅して回る見知らぬ

他人間の主に商業的な信頼関係の形成に果たす役割を論じて

いる。あるパッセージでは、「あなたは神を信じない人をどう

                                                   
11 ‘Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus’ in 
Max Weber, Gesemmelte Aufsaetze zur ReligionssoziologieⅠ, 1972, 
J. C. B. Mohr 
12 ‘Die protestantische Sekten und der Geist des Kapitalismus’ 
collected in the same book cited in note 11. 

やって信じることができるのか‥‥」13とある商人が問いかけ

る。特に短期的な人間関係において、この問いの含意は深刻で

ある。「神を信じる」とはこの文脈では、自分の短期的利害の

みによって行動する誘惑を阻止する力をもった規範的行動へ

の動機付けが、その人にはある、ということである14。他の社

会でも、暖簾や先祖への忠誠心、社会関係への長期的コミット

メント、ギルドなど、機能的には多くのものがこの役割を果た

すが、建国以来今に至る米国社会の特徴は、宗教的信仰を媒介

にしてこの種の信頼関係が、半匿名的関係においても瞬時に成

立する点にあるように思われる。その意味で、少なくともウェ

ーバーが論じた時代の米国は宗教を基礎とした超効率社会で

あって、信仰はペイするのである。 

 個人の信仰内容とその行動がもつ客観的・経済的効果の関係

を論じるウェーバーには、本来の経済学はない。それら個人の

行動が、市場その他の関係の中で、特に希少財の利用・配分・

生産をめぐって、また所得の分配をめぐって、どのような社会

的帰結をもつことになるのか、を論じるのが経済学の本体だと

すれば、ウェーバーの議論は個人の内面的信仰と外的行動の間

の間隙をともなう関係のモデルを提示するに留まっており、そ

の後の社会経済関係を論じることが少ないからである。それで

も、経済人モデルの再検討を主なテーマとする本稿との関係で

は、その洞察から得るものは多い。 

 

３．取引費用再論 

 もちろん、上記の規範意識を媒介とする規範の進化によって

蓄積される規範のシステムは、取引費用の軽減に資する。相手

がウソをつかない倫理的存在であることが信用できるなら、モ

ニタリングコストをある場合には全面的に節約できる。その他、

人間のプライドと倫理意識に期待ができるなら、公共選択論が

描く個人的（組織的）利得にしか関心のない公務員モデルを、

状況に応じて捨てることも可能になるだろう。そして裁判官を

含む法曹について、規範にコミットする人物像を議論とモデル

の前提にすることもできるようになる。このような、公益に主

たる関心をもつ公務員とか、正義を自己の目的として司法を運

用する法律家は、若干の理想化を含んでいるとはいえ、ごく常

識的な人間像である。こちらが現実であって経済人モデルの方

                                                   
13 ibid. p.209. 
14 「繰り返しゲーム」などゲーム自体の構造上の差にかかわる問題と

そのゲームをする人間のモデルの違いという問題とが、どの程度截然

と区別できるのか、は興味深いが、一応ここでは両者は区別可能だと

いう前提で議論を進めることにする。 
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が架空なのだ、というのはある意味当然のことだが、この関係

は当初に述べた、摩擦のある現実世界と動力学の描く理想的物

理空間の間の関係と対応している。そもそも経済学では、市場

で活動するはずの経済人のモデルと経済政策（より大きくは政

治と行政の全体）を実行するはずの主体のモデル（多分経済学

者自信がこちらに含まれるのだが）とが乖離している点が、学

問的に大きな欠陥であると私は考えてきた。つまり理論が、学

問的営為を行う自己自身に適用可能ではない（つまり、経済学

政策の理論家は個人利得を主要な動機として理論活動を行っ

ている──と理論上想定されている──わけではない）、とい

う点である。この点も、規範的人間モデルによって一部改善で

きるように思われる。つまりこの種の規範性は、分析の対象に

も主体にも等しく共有されているのである。 

 規範というものが、利益（少なくとも当人に自覚されている

利益）に還元されない形で人間の行動の動機を形成することが

できる、という人間モデルを採用した場合、経済学はどのよう

に変化するだろうか。この点を詳細に語る能力は私にはまだな

いが、十分展開されれば、経済学・法学・倫理学を統合する方

向での理論展開に、大いに期待がもてそうに思われるのである。 

【集合的カント主義】 

 C・サンスティンの議論15を私は勝手に「集合的カント主義」

と呼んできた。代表的凡人ジョン・ジョーンズ氏は、ゴミの分

別収集に賛成しているが、分別を実行してはいない。この場合、

顕示選好論からすれば、分別をしないことがかれの選好である。

しかし分別に賛成だ、という彼が表明する意見もウソではない。

むしろ賛成論の方が彼の規範的判断を正直に表明しており、結

果的にそれが実行されないのは、ソクラテスの倫理学が無視し

たアクラシア（弱き意志）問題の結果である。そこでサンステ

ィンは、地域の自治的会議体で様々に議論をした後、分別収集

を議決するとともに、違反者への罰金制度などを導入するなら、

むしろジョーンズ氏の規範意識は満足させられやすくなる、と

いうのである。社会正義を口にする人とそれを無視する人とい

う二人のジョーンズ氏がいるのだが、どちらも本物である16。

サンスティンの理解では、一般に選好は「諸規範の関数

（function of norms）」であると理解されているから、規範を

                                                   
15 See Cass R. Sunstein, Free Markets and Social Justice, 1997, 
Oxford UP. 有松晃他訳『自由市場と社会正義』2002 年、食料・農業

政策研究センター国際部会。 
16 拙稿「「運命」代替としての倫理──生殖技術利用の自由と枠づけ─

─」産婦人科の世界 vol.48, No.7, 1996,で述べた「意志の弱さへの予防」

論参照。 

変えれば選好も変化することになる。だから、よりまっとうな

行動が実現するように規範的環境を改善することを、民主主義

的な立法を通して行おう。だいたいこのように彼は主張してい

るように思われる。 

純化したモデルでは、この決定によって強制されるのは他者

というより弱き自己であり、集合的決定はある種の集合的自律

と考えることが可能である。集合的カント主義という呼称はこ

れに由来するが、呼称が妥当かどうかは読者に委ねる。しかし

いずれにせよ、集合的決定には膨大な取引費用がかかることは

前述した。会社などでは、個々人が常に新たに契約をし直すの

ではなく、決まった組織に組み入れられて、見知った同じ相手

と同じ業務を毎日継続して協力的に遂行する方が、取引費用が

小さくなる。これがコースの組織論である。もし取引費用がゼ

ロなら、会社は不要であり、もっとも相応しい人々を結合した

契約的関係がいつも新たに組み直されて成立することになる

はずなのである。 

では民主主義はどうだろう。会社は経営者と上下の役割分担

組織に人を組み入れ、意志決定のメカニズムから発生するコス

トを最小化する制度を備えている。しかし民主主義（当面直接

民主主義を考えている）は、参加者の間の意見表明と説得、反

論と再反論、党派の形成と諸党派間の離合集散、と気が遠くな

るようなコストがかかる（要するにこれが、独裁制を合理的と

させる条件である）。それでも、規範定立（立法）は民主主義

の制度を通して行われるのが現代社会の原則だから、選好を変

化させるために「規範的環境」を意図的に変更するというなら、

このルートを通らねばならない。 

その場合に、手続の費用のみでなく認識の費用が決定的に増

大することを考えねばならないと思う。もし個人がそれぞれ、

自分が考えるとおりに行動し、それが成功したり失敗したりし

ながらその結果が他に知られて他の人々の行動にフィードバ

ックする、という個人的自由の体系であるなら、このコストは

小さい。失敗する人は確かにそのコストを担うのだが、そのコ

スト負担は個々人にとって人生の意味そのものを形成するの

だから、無意味ではないように私には感じられる17。一方集合

的意志決定においては、弁論上の説得力と表見上の倫理性が力

を持つから、提案されている規範を現実に適用した場合に発生

                                                   
17 人生における大胆な冒険と大規模な失敗は、個人が行うものとして

はむしろ賞賛に値するが、集団的な営為としては愚挙となる、と論じ

る、マイケル・オークショット「バベルの塔」（森村進訳、嶋津格・森

村進他訳『政治における合理主義』1988 年、勁草書房、所収）参照。 
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する成功や失敗（それはごく不正確にしか予見しえない）を決

定に反映するのに、ずっと時間と手間がかかり、そして言語に

よって定着された規範は、集合的に訂正しないかぎり変化しな

いのである。個人倫理の問題を集合的決定に委ねる、というサ

ンスティンの発想には、依然として反個人主義に伴う危険性が

感じられるといわねばならない。カントの自律＝自由論におい

て、個人主義を本質的要素と見るなら、「集合的カント主義」

はオクシモロン（形容矛盾）となる18。 

それよりも、個人に対する非難と賞賛のメカニズムによって

維持され変化してゆくのが、伝統的な個人倫理の機序である19。

規範的存在としての人間には、その系または条件として、非難

と賞賛に反応する、という能力が付随している20。物質的利得

を伴わなくとも、賞賛はそれ自体で利得または満足の源であり、

非難は場合によって大きな損失または痛みとなる。子供の自殺

報道などには、子供社会の中での非難その他の心理的攻撃がも

つ力が子供に与える打撃の大きさを感じさせるものが多い。逆

に、他者からの非難と賞賛に反応する能力を欠いた子供は、そ

の種の攻撃に鈍感だろうが、何らかの病理的タームで語られ、

その後の社会化について巨大な困難を抱えることになるだろ

う。 

いずれにせよ、社会は均一ではないが規範のプールであって、

その一部が法として司法制度の中で運用されているが、大半の

規範は倫理規範として人間の行動に現実の影響を与えている。

自由な個人は一定の範囲でこれに対抗したり、これに変革を加

えようと努力したり、他者の行動に感動したり、他者（や自分）

を非難したりして暮らしている。ある場合には倫理改善運動

（名称はジェンダー、多文化主義その他多様だが）が起こり、

社会の規範のプールに大きな変化をもたらす。これに対して、

個人のレベルによる倫理の変革に期待する私の立場からは、規

範のプールに対して集合的決定による操作を大規模に加える

べきだ、という主張にはまだ留保をしておくべきかと考える。

ちなみにこれは、法哲学の分野で「法と道徳」などという題目

でこれまで延々と論じ続けられてきているテーマそのものな

                                                   
18 ちなみにサンスティンはオクシモロンが好きなようで、最近の著書

（Richard Thaler との共著 Nudge, 2008, Yale UP）では、「libertarian 
paternalism （自由尊重論的温情主義）」を肯定的に論じている。 
19 拙稿 ’The Individual and Collective Decisions: Concept of Law 
and Social Change’, in Law anｄ Justice in a Global Society, IVR 
2005, Granada, anales de la catedra francisco suarez no.39, 2005 参
照。 
20 See Daniel N. Robinson, Praise and Blame; Moral Realism and 
Its Applications, 2002, Princeton UP. 

のだが。 

 

４．R.コースの A. スミス論──人間類型論についての補論 

 人間がどれほど博愛的かまたは自己中心的かはもちろん、個

人と文化と環境とによって様々である。たとえば有名なものと

して、中国での大地震にヨーロッパ人がどう反応するかを描く

アダム・スミスのユーモラスなパッセージがある。ロナルド・

コースがこれらを引用してスミスの人間モデルを論じている

エッセー21があって興味を引かれたので、少し言及しながら、

補論として考えてみたい。 

論点は、『道徳感情論』と『国富論』の議論、特に両書で前

提されている人間像、が整合しているのか、というアダム・ス

ミス論で繰り返される主要問題にも関連する。この論争の中で

は多分少数派かと思われるが、結論としてコースは、両者は矛

盾せず補完関係にあると考える。ではそれはどのような人間像

であるのか。もちろんこれはスミスが、そしてそれに肯定的に

言及するコースが、市場はいかなる人間によって運営されると

考えているのか、という問題にフィードバックする22。 

スミスは、もっともよく言及される『道徳感情論』のこのパ

ッセージで、遠い中国の大帝国が地震に飲み込まれ無数の人々

が被害を受けた時に、ヨーロッパの人道家（man of humanity）

がどう反応するかを述べる。人道家は、無数の人々の悲劇に同

情し、人生の儚さに思いをはせ、ヨーロッパと世界経済への影

響を憂慮するだろう。ただ、その種の人道主義的感情がみごと

に表現された後、彼はあたかもその悲劇が起こらなかったのと

同じように、心乱されることなく仕事や安眠を続けるだろう。

ところが「明日自分が小指を失うことになっているとしたら、

彼は今夜眠れないだろう」というのである。 

ここで人道家が何をどのようにみごとに表現するかについ

ては、文化の差があるだろうし、そこにはキリスト教の隣人愛

の教えも影響しているだろう。しかし、地球の裏側の何千万も

の人々の命よりも自分の小指の運命の方が気になるのは、人間

本性なのかもしれない。これは人間行動を決定するについて利

己心または自己愛の影響力がいかに強いかを示している。 

                                                   
21 Ronald Coase, ‘Adam Smith’s View of Man’, in Essays on 
Economics and Economists, 1994, The University of Chicago Press. 
コースは主にスミスの『道徳感情論』、場合により『国富論』、からか

なり長文を引用しながら議論している。ここでは簡便のため、スミス

からの引用部分は当該論文からの孫引きによることとする。 
22 以下の議論は、橋本コメントにある、ウェーバーが想定したプロテ

スタンティズムに駆られるような人間が消失した後の資本主義がどう

なるのか、に関する問にも一定の回答を与えそうに思われる。 
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しかしコースは、この文章がむしろスミスが人間の良心を論

じる章に出てくることに注意を促しながら、スミスの人間観の

微妙さを強調する。そして、では仮に、自分の小指を犠牲にし

たらその何千万もの人々の命が救えるとした場合に、人道家は

その犠牲を払おうとしないだろうか、と問うのである。これは

コースが提示している問だから、スミスが直接それに答えてい

るわけではないが、中国の地震を述べる同じパッセージに続く

スミスの文章からスミスの答えを推測することはできる。その

部分を自由に抜粋させてもらえば、以下のようになる。 

「われわれの受動的感覚は上記のようにあさましく利己的

なのに、積極的行動原理はしばしば非常に気前がよかったり高

貴であったりする。この差はどこから来るのか。」「自己愛から

くる最強の影響力と対抗することができるものは、人道の弱い

力ではない。‥‥そのような場面で普通生起するのは、もっと

強い愛、より強力な情動である。つまりそれは、名誉と高貴さ

への愛、自己の性格の華麗と威厳と卓越への愛、なのである。」 

つまりコースの解釈では、もちろん場合によってではあるが、

人道家はやはり小指を犠牲にするのである。『道徳感情論』に

おけるスミスの人間モデルは基本的に、他者からの評価に反応

する存在としての人間である。この他者が内在化・観念化され、

例の「中立の第三者」になる、という話はスミスが正義または

道徳とマナーを論じる時のポイントだが、そのもっと基礎には、

他者のプラスまたはマイナスの評価を自己の幸福と不幸の源

泉とする存在、として人間を捉える視点がある23。 

これは私の考えだが、他人（それを内在化した自己を含む）

の評価に反応しそれを幸福と不幸の源泉とすることは多分、人

間本性であろう24。そしてこれは自己愛の中に取り込まれるこ

とで、一定の範囲ではあるが、狭い意味の利己心と対抗する力

をもつのである。『道徳感情論』の中にはこの種の卓越した洞

察が頻出する。たとえば彼は、虚栄を論じる箇所で、「富裕な

人がかれの財産について誇るのは、その財産が自然に世間の注

目をかれにむけさせること‥‥をかれが感じているからであ

る。‥‥そしてかれは、かれの富を、それがかれにもたらす他

のすべての利点によってよりも、この理由で愛好するのであ

                                                   
23 日本語訳から引用するなら、「もし、人間の幸福の主要部分が、私が

そうだと信じるとおりに、愛されているという意識からくるとすれば

‥‥」水田洋訳『道徳感情論 上』2003 年、岩波文庫、p.106 
24 約束について論じているヒュームの論理（結論として、約束を守る

のは人間本性に含まれないとする）に従うなら、このような本性

（nature）をもたない人間はいるかもしれないが、そのような人間は

定義上、病理現象またはなんらかの疾患とみなされるのである。 

る」25という。 

スミスは、プライドと虚栄の人は本人が思っているほどでは

ないが、世間で軽蔑されるよりは価値があり、プライドと虚栄

にはしばしば尊敬に値する多くの徳が伴っている、という。プ

ライドは、真実、道徳的一貫性、名誉心、友人思い、決断力な

どを伴い、虚栄は、人道性、丁寧さ、小さなことでいつも恩恵

を与えたがること、そして時に大きなことで真に気前のよいこ

と、などを伴う、という。いずれにせよ『道徳感情論』は、人

間の相互評価というルートを通して、結果として道徳的な行動

を取ることができる存在としての人間を語っている。 

一方『国富論』は、他者の慈悲（benevolence）に頼るので

はなく他者の自己利益に訴えることで日々の必要性を満たす

ことができるメカニズム、として市場を論じる。この点で『道

徳感情論』との不整合を指摘されることが多いが、コースは市

場が、見知らぬ人々の間で経済活動、つまり相互扶助、を組織

する唯一の方法だ、としながら、市場中心の社会の中にも家族

その他の愛と献身を前提とする制度が必要であることを述べ、

スミスの文章を引用する。そして法と経済学の中心であるコス

ト論に軽く言及しながら次のようにいう26。 

 

道徳諸規範の遵守は、他者とビジネスをする場合のコスト

を大幅に引き下げ、それゆえ、市場での取引に資するに違

いない。スミスがいうように「社会は、いつも他者を傷つ

け害しようと用意しているような人々の間で存続するこ

とはできない」のである。 

 

コースの論文の最後のパラグラフは次のようである27。 

 

ふつうそう考えられているように、アダム・スミスが、ひ

たすら合理的に自己利益を追求する「経済人」という抽象

物を自分の人間像としていた、と考えるのは誤りである。

人間を功利の合理的マクシマイザーと扱うことが分別あ

るとは、スミスは考えなかったはずである。彼は人間をあ

りのままに考えていた。実際に自己愛に支配されているが、

他者への関心もないわけではない。理性使用もできるが、

いつも正解にいたるわけではない。自分の行動の帰結を見

通しはするのだが、それは自己欺瞞のヴェールを通しての

                                                   
25 前掲訳書 p.130 
26 Ronald Coase, ‘Adam Smith’s View of Man’, p. 115 
27 ibid. p.116 
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ことである。‥‥［スミスの人間像に、真理の全部ではな

くとも大部分が含まれていると認めるなら、］彼の思想が、

ふつう想定されているよりもずっと広い基礎をもつこと

を理解することで、彼の経済的自由の擁護論はより強力に

なり、彼の多くの結論はより説得的になるだろう。 

 

この補論の目的は二つある。一つは、コースが見ている市場

像は、近代経済学的な像を再度アダム・スミスの描いた像に近

いものに戻そうとする側面をもつ、ということである。ここで

は詳しく述べられていないが、コースが開いた（もしくは取り

戻した）取引費用込みの市場像は、そのコストを低減させるた

めの多くのメカニズムを伴うことになるが、その中心的部分と

して、人間による道徳その他規範遵守が含まれる、ということ

である。 

これはあくまで暫定的な議論だが、下手をすると、最低賃金

制、利息制限法、借地借家法、各種強制加入保険、医師会や弁

護士会を含む排他的特権ギルド、その他「社会主義的」として

標準的な経済学者によって批判される、社会に現存するほぼあ

らゆる制度は、取引費用を持ち込むことで、正当化の可能性が

出てくるように思われる。もちろん、これらの制度がない場合

のコストと、制度によって低減させられるコスト、そして制度

が新たに持ち込むコストの値によって、それらは全体としてプ

ラスやマイナスの帰結をもたらす。これに、それらが分配につ

いて及ぼす効果を加えるなら、議論が錯綜してくることは避け

られそうもない。しかし、単純な摩擦なき世界ではなくその種

の錯綜した議論が必要そうな世界にわれわれが直面している

のだ、という理解そのものが、分別ある議論につながるのだと

私は考えている。 

二つ目は、上記のような他者の評価に反応する人間モデルは、

反応の能力そのものはヒトに生得的なものかと思うが、それが

結果として生み出すものは多様でありうる、という点である。

『道徳感情論』は、ヨーロッパ人を人間モデルとしているきら

いがあり、あちこちで、18 世紀のキリスト教徒にしかいえない

ことを人間に共通であるかのごとく語っているように思う。し

かし、同じプライドや虚栄、自尊心などが発揮されても、その

環境においてどのような道徳が促進されるかは異なってくる

だろう。ヨーロッパ史に限っても、多神教ローマからキリスト

教のローマに転換する時、騎士などを中心にする中世から商業

中心の近代に転換する時、などに大きな道徳的転換が見られた。

つまり、スミスの人間モデルは、本稿で素描した規範進化論的

な人間モデルともかなりよく整合するものと思われる。マルク

スの上部構造論は、下部構造の発展が決定論的になっている点

で魅力に乏しいが、規範や倫理と社会経済が相関することは当

然であろう。ミクロ経済学の中に、そのような歴史的に発展す

る社会の構成を可能にするような人間モデルを組み込みたい、

という希望は、まったく的外れなのだろうか。しかしそうでな

ければ、法学と経済学のもう一段進んだ統合という野望は、画

餅に終わりそうに思われるのである。 

 

（出典：宇佐美誠編著『法学と経済学のあいだ』勁草書房、2010

年、45-61 頁） 


