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補論：間主観主義  

 

これまでに，ハイエクの主観主義を，「間主観主義」と再解釈することによっ
て，ハイエク方法論を統合的に把握することができる可能性を提示した。以下
にそのことについて，再び吟味したい。 

  そもそも，「間主観主義1」とは何なのか。まず，「間主観性」(intersubjectivity, 

intersubjektivität，時に相互主観性と訳す)は，それはある人が思っていることを，
別の人も感じている，というくらいの意味であり，古くは現象学の大家フッサ
ール(Husserl, 1859-1938)が用いた用語である2。フッサールが間主観性について
考察した論文『デカルト的省察』の書評を，本人の依頼のもとに執筆したシュ
ッツ(Shutz, A.)は，同じく間主観性について考察したウィーンの社会学者であり，
ハイエクの友人でもあった3。 

 知りうる限り，ハイエクは，間主観性もしくは間主観主義という用語を，自
らの論文では用いていないので，シュッツからそれを聞いていたのかどうかは
定かではない。しかしながら，主観主義的方法によりながら，それを拡張させ
る方法論は，ハイエクの念頭にあった問題であろうと思われる。というのは，
フッサールやシュッツが引き受けた問題のひとつ，つまりデカルト的な主客二
元論を克服することは，19 世紀末から 20 世紀初頭のウィーンの知的世界にお
いて，重要な課題であった。その認識はハイエクも例外ではなく，例えばかれ

                         
1 昨今経済学においても，間主観性（intersubjectivity）という観点から様々な研究が生
まれている(ed., by Fullbook, [2002])。フルブックによれば，これまでの新古典派の経済
学では語られてこなかった，味覚，知覚，道徳などの間主観的な問題を視野に入れる
経済学が求められているという(Fullbook[2002], p.ⅰ)。私見では，これらの文脈での「間
主観性」を考慮した経済学とは，従来の経済学のような「わたしの」行動，選択，嗜
好など，単数形で語られるもの注目するのではなく，それに対抗する経済理論として
「われわれの」行動，選択，嗜好など，複数形で語ろうとする動きと考えられよう。 
2 広松渉は，一連の著作において，フッサールの問題意識を受け継ぎ，「共同主観」と
いう用語を用いている。例えば『世界の共同主観的存在構造』[1972]がある。 
3 シュッツの社会学およびハイエクを含むウィーン大学周辺の人間関係についての考
察は，森[1995]を参照のこと。シュッツは，ハイエクと二つの同じ勉強会，ミーゼス
のプライベート・セミナーとガイストクライスの出席者でもある。これらは 1920年代
から 1930年代に渡って開かれ，そのなかからハーバラー，マハループ，モルゲンシュ
テルンなど，後に著名となる学者を多数生み出した（森[1995], p.130）。 
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は，『感覚秩序』の執筆動機を，精神-身体問題の克服にあるとしている4。それ
は，主観的な精神と，客観的な身体が，どのように関係し合うのか，という問
題である。ハイエクの主観主義は，このような二元論の克服を意識して成り立
っている。本論文におけるその「間主観主義」的解釈も，それに沿うものであ
る。 

 次に，本論文の考える間主観主義の性質について述べたい。第一に，ここで
の間主観主義とは，主観主義と客観主義との単なる間に位置する方法論，とい
う意味ではない5。それは，主観と主観の「間」にある中間物を想定する考え方
のことを指す。換言すれば，主観と主観とを媒介する存在を重視する。先に，
その代表的なものとして，自由な社会における「法」を挙げた。ハイエクの社
会理論においては，ある個人の主観と別の個人の主観，さらには第三者以上の
主観と結びつける存在として，法に代表されるようなルールがある。それゆえ，
この方法論は，あくまで個人の主観が出発点となっている点において，主観主
義の範囲を越えるものではない。それは，主観主義の「ひとつのバリエーショ
ン」と位置づけることができよう。 

 次に，ハイエクの社会理論に出てくる二つの知識の性質について述べ，間主
観主義の性質を明らかにする。そもそも，ハイエクが展開した社会における知
識には，明示的に述べることのできる知識と，暗黙的に存在する知識と，二つ
の分類がある。しかしここで，異なる座標軸として，伝達可能な知識の性質に
ついて6，ここで共時的な知識と通時的な知識という分類を導入したい。 

 前者は，同じ世界の同じ時間に生きる者同志の間で，意思疎通が可能な知識
であり，個人の有する知識の範囲は，きわめてローカルなものに限られる。後
者は，世代を越えて受け継がれることで伝達される知識である。両者は，片方
のみが存在することで意味を持つのではない。現代に生きるわれわれは，常に
双方の知識を必要としながら，行動する。ハイエクは，このような個人の知識
                         
4 Hayek, [1952], p.1, 邦訳 p.9。 
5 例えば，Gillies[2000]および伊藤[2006]を参照のこと。これらの論文では，ケインズ
の確率論を，主観的確率と客観的確率の間で，漸次的に推移するものとして理解でき
る，と主張する。言うまでもなく，これは，本論文の意味する間主観主義とは意味が
異なる。 
6 もちろん，ここで「伝達可能な」知識とは，明示的に伝達されるものもある
が，暗黙的に伝達されるものも含んでいる。 
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を構成する二つの要素について，以下のように述べている。 

「個人の行動を動かしている意識的知識は，その人の目的達成を可
能にする条件の一部分を構成するに過ぎないという点に関して，二
つの重要な側面がある。ひとつは，人間の心自体が，彼を育てて来
た文明の所産であり，また，心を形作る多くの経験-その経験は，
心を組み立てているものの一部をなす習慣，慣例，言語，道徳的信
念などに具現化することによって心を助けている-に気付いていな
いという事実である（筆者注：通時的知識）。もう一つの考慮すべき
点は，ある個人の心によって意識的に操られる知識が，どんな時に
もかれの活動の成功に役立つ知識のほんの一部分に過ぎないという
ことである（筆者注：共時的知識）7」。 

 また，二つが常に結びついていることについて，別の箇所では，こう述べて
いる。 

「われわれが知識の伝達と交流について論じた際には，すでにわれ
われが区別して来た文明の過程の二つの側面を語る意味があった。
すなわち，われわれの蓄積された知識の貯蓄分を次世代に伝達する
こと，同時代人がその行動の基礎としている情報を相互の間で交流
することである。同時代人の間の交流の道具は，文化的遺産の一部
分であって，この遺産を人はその目的追求において絶えず使用する
のであるから，これら二つは明確に切り離されるものではない」。 

 

具体的に吟味しよう。前者の共時的知識とは，ハイエクの社会理論で言えば，
市場メカニズムに点在する価格情報のことである。市場全体に散らばって存在
している諸個人が有する知識は，「時と場所のそれぞれ特殊的な状況についての
知識」に限られる。そのため，どこで何が起こっているか，例えばどのような
原料が不足しているかについて，個人が具体的に知ることはできないが，その
必要は無い。諸個人は，ただ価格に反応することで，その知識の局所的な性質
を克服することができ，離れた場所に居る人間の知識を利用可能となる。それ
は，価格メカニズムにそれらに関する知識が埋め込まれており，価格の伝達が，
                         
7 Hayek [1960], p.24, 邦訳 p.41。 
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それらに関する通常ならば知り得ないローカルな知識の伝達を可能にするから
である。ハイエクはこう述べる。 

「かれら（諸個人）は，事象そのものを知る必要は無いし，事象の
すべての影響を知る必要も無い。…かれが関心を持つのは，特定の
諸財の相対的重要性の問題であって，それらの相対的重要性を変え
る原因は，かれ自身の周辺の具体的諸財に対する影響以外には，か
れにとってまったく関心のないことである8」。 

 諸個人が行動の選択および決定を行なうとき，個人の趣味嗜好については主
観的なものと言うことができるが，価格メカニズムは外的かつ客観的な存在で
ある9。その意味で，価格情報の類いの知識は，市場における諸個人から見れば
主観的なものとは言えず，それはあくまで客観的な知識である。 

 一方で後者の通時的知識とは，ハイエク社会理論で言えば，諸個人の行動の
決定を成り立たせる制度のことである。それは，商慣行，契約，または取引の
際に機能するルール等が挙げられるだろう。 

 ハイエクは，これらの慣習，習慣，伝統，道徳といった制度を，進化過程を
経て生き残ってきたものとみなし，この働きを重視する。確かにハイエクは市
場メカニズムの働きに信頼を置く。それは先に述べた自生的秩序概念の検討に
より明らかである。しかしそのような市場の機能を有効に機能せしめる存在と
して，上に挙げた進化過程を経て生き残ってきたルールを含む制度の補完的な
役割を重視するのである。言い換えると，いかに「自生的秩序」といえども，
市場（ハイエクの言葉ではカタラクシー）はそれのみでうまく行くのではない。
何らかのその働きを支える存在として制度およびその内部にあるルールの存在
が不可欠なのである。 

 ハイエクは，慣習，伝統，ルールといった制度が，個人がその解釈に基づい
て行動し，その結果として時に意図せずして生み出されたものと考えていた。

                         
8 Hayek [1948], p.84, 邦訳 p.116。 
9メンガーのような限界効用理論は，確かに主観主義の立場に立つと言える。しかしな

がら，Lachman[1976]や O’Driscoll[1985]も述べるように，それは経済理論へのごく限

定された，かつ基礎的な適用に留まる主観主義である。 
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ここでの通時的知識は，主観的な知識の産物と言えよう。しかしそれだけでは
なく，一旦諸個人の行動の結果として生み出された制度は，今度は外的および
客観的なものとして，再び個人の行動に影響を与える。換言すれば，人間が市
場において行動する際，それらの現存の制度は所与として扱われる。 

 注意すべきなのは，外的，および客観的な存在だからといって，それがすべ
てに渡って賢明な判断を与える存在となるわけではないことである。ハイエク
は，制度が客観的な基準になり，それが公平もしくは公正な判断を常にもたら
すとは考えない。個人の行為の試行錯誤の結果としてとして生み出されたそれ
らは，せいぜい，今度は個人の行為の不確実性をある程度除去する，もしくは
方向付ける，という程度の働きをするに過ぎない。 

 しかしながら，主観的な決定に基づいた個人の行動が，ある外的な制度-先
に述べた間主観的な存在-を生み出し，今度はそれに影響を受ける，という知
見は，ハイエクが，個人と環境，の関係を相互規定的かつ循環的なものと見て
いたことを示していると言えよう10。主観主義に立脚しつつ，個人から離れ，
制度が生み出される。そして制度が媒介することで，今度は主観の行動に影響
を与える。 

 かくして，個人の主観は，共時的知識および通時的知識の働きを通じて，他
人の知識と関係性を持つことができる。このような主観主義は，シャックルの
ように，個人によって行動をすべて決めてしまえるような行動決定理論とは異
なる。これこそがハイエクの主観主義を，「間主観主義」と拡張して理解できる
根拠である。 

 さらに，すでに登場した二分法，「行為者」と「観察者」という視点から再び
この間主観主義を吟味してみよう。急進的な主観主義者，および客観主義者は，
この問題をどのように捉えるだろうか11。また，それらとハイエクの方法論は，
以下に異なるだろうか。 

                         
10 オドリスコルは，同じくこのような個人と環境間の相互規定的な行動決定論を，動
態的な主観主義として特徴付けており，新古典派のような効用理論を静態的な主観主
義として区別している（O’Driscoll, [1985]，邦訳 p.35-41）。 
11 もちろん，本当の意味で徹底した主観主義者ならば，社会のことを語ることさえし
ない。また，徹底した客観主義者なら，個人の行動について述べる余地などどこにも
ない。社会科学者だけは，これらの問題から一旦は「断罪」されて世界のことを語っ
ている。 
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 まず，ミーゼスやシャックルに代表されるようなきわめてラディカルな主観
主義者たちは，ただ個人の主観的な判断だけ

、、
から行動決定理論を構築している。

そのような急進的主観主義者の世界には，客観的に世界を見ているような「観
察者」はここでは登場しない。ただ，主観的な行為者がいるのみである。一方
で，個人の行動がすべて，社会の規定を受ける，つまり外的かつ客観的な存在
しか，世界には存在しないと考える立場を想定してみよう。このような世界に
は，行為する人間がどこにも存在しない。すでに見たように，ハイエクの主観
主義は，これらの方法論とは異なり，行為者を出発点としながら，制度を形成
し，それが再び個人に影響を与える。観察者は，客観的にすべてを見渡せるよ
うな存在ではなく，あくまで一部から全体を類推し，個人の主観のなかに構成
するのみである。そのような世界では，ある程度外的な存在を認め，それらが
行為者の主観と別の行為者の主観とを結んでいる。そして，その事実を，観察
者は，部分的な知識から類推するのである。 

 

 慣習や伝統など，制度の機能を重視する議論を，ハイエクのとりわけ後期の
著作に見ることは容易である。『自由の条件』(1960年)以降，社会進化論-ハイ
エクの言葉によれば「文化的進化」-を取り入れてからは，特に顕著に制度の
有効性を強調する。ただし，ここで重要なことは，この種のかれの議論が， 1940

年代の論文から現われていたことである。 

 上にみたように，本論文では，共時的知識および通時的知識という観点を導
入することで，それらの議論が 1945 年の論文「社会における知識の利用」に
すでに現われていることを確認した。それは『自由の条件』(1960年)，『法と立
法と自由』(1973-79年)から最後の著作『致命的な思い上がり』(1988年)まで続
く主張でもある。そのため，この観点からかれの知識論および方法論をある程
度一貫したものと捉えることができる。よく指摘されるハイエクの方法論に潜
む「緊張」12-方法論的個人主義と集団主義が同居しているという批判-は，こ
こで反論の機会を与えられることになる。間主観主義としてかれの方法論を再
解釈する試みは，そのような統合的な把握に対して，ひとつの可能性を示して
いると言えよう。 

                         
12 Paul[1988] 
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