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Yoshinori NAKANISHI
【要約】
「信頼」の社会学的基礎研究のために，信頼，不確定性，リスク，アイデンティティの相互
連関を考察し，さらに「家族」，親密な関係の領域に於ける信頼問題を取り上げ，社会的信頼の現代
的問題を考察する．
【キーワード】信頼 trust，不確定性 uncertainty，リスク risk，アイデンティティ identity

はじめに
1990 年 代 初 頭 か ら，現 代 世 界 の 新 し い 状 況（後 期 近 代）を リ ス ク risk と 不 確 定 性
uncertainty によって直面せられている，とする論が多くの論者に見出される．例えば，U.
Beck の「リスクのグローバル化」
，A.Giddens の「専門家システムと存在論的安心への依拠」，
Z.Bauman の「アンビバレンスと不確定性の不可避性」
，R.Putman の「信頼を可能にする社会
資本と市民社会との形式の起こりうる崩壊」
〔Watson,S. & Moran,A. p. 1-2〕などである．
そこで本論では，社会的信頼 trust の視点から，不確定性 uncertainty，リスク risk さらにア
「信頼」の社会学的基礎研究の一助とする．
イデンティティ identity の相互連関の考察を通し，
その場合 Giddens が「不確定性と多様な選択肢が存在する環境に対しては，信頼とリスクとい
う概念をうまく適用することができる．信頼とは人格発達における重要な一般的要素であり…
〔1991 3 頁〕」と述べているように，信頼，不確定性，リスク，アイデンティティの相互連関を
論 じ る に は，Giddens の 論 を 主 に1)，ま た Giddens を こ の よ う な 視 点 か ら 取 り 上 げ た S.
Thompson の論を，導きとして取り上げることにしたい．

期待と不確定性，信頼，リスク
まず B.Barber が信頼の定義を「期待 expectation」概念で始めることは，
「物質が物理的世界
の基本材料であるのと同様に，行為者が相互に抱く期待は社会的相互作用の基本材料あるいは
成分であると考えられうるからである〔p. 9〕
」と．また Luhmann が「リスク」とは，
「将来の
損害の現在における期待 Erwartung，…不確実性を伴う将来の損害についての期待〔Luhmann
・ ・

1990 S. 138〕
」であり，
「将来生じるかもしれない（蓋然性のある）損害（生じた場合その時点で，
その決定を―従って Luhmann の「リスク」と「決定」との概念的結びつきを前提としている―
・

・

後悔する）への期待」のことを言うと，述べるが如く，信頼とリスクについての考察を「期待」
の考察から始めることは適切である2)．
出発点は，T.Parsons と Luhmann の相互行為における「ダブル・コンティンジンシー double
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contingency」問題である．Parsons が指摘するように〔Parsons 1951a 1951b〕，相互行為には，
ダブル・コンティンジェンシーが内在している．つまり，自我は要求充足を求め（行為者は「欲
求充足の最適化への傾向によって動機づけられる」）行為を行なうが，その充足の成否は行為の
対象である客体（要求の充足・阻害の潜在性を有する）によって，条件が異なる．行為対象が，
相互行為を形成しない非行為者，非社会的客体（この客体は自我の行為について期待を持って
いない故に自我の期待に反応しない．従ってその客体の行動が自我自身の行為に関するその客
体の期待によって影響されるとは自我は期待しない）の場合は，比較的単純で，自我の行為に
よる充足の成否はその客体の属性への認知 cognition と操作 manupulation の適切性に依拠す
る．しかし，行為対象が自律性を有する他我 alter（社会的客体）の場合は事情が異なる．他我
は自我と同じく自律した行為主体である故に，それ自身の要求充足を目差し，従って相互行為
の相手たる自我に期待を抱いて相対している．この場合，自我の行為の成否（目標達成，つま
り要求充足の程度）は，他我がいかなる反作用 reaction（他我の可能な反作用はかなりの範囲
になる）を自我に行なうか（他我も自由な主体である故に全行為選択肢の中からいかなる行為
選択を行なうか）に，そしてそれは結局，他我の行為選択肢（反作用）に影響を与える他我の
期待に，依拠している．そして他我の期待は，他我の行為に影響を与えるであろうと自我は期
待する故に，自我は他我の期待を考慮せざるを得ない．従ってここでは，自我の行為の結果の
成否は，⑴自我の要求に基づく自我に開かれている全行為選択肢の中からの選択に依拠するば
かりではなく，⑵他我は自我に対する期待を抱いている故にその自我の行為選択に依拠する他
我の選択（他我の選択という反応は自我の過去の行為に対する評価，従って他我の反応は他我
にとっての将来の望ましい自我の行為を導くのに役立つ裁定 sanction となる）に依拠すること
になる．つまりダブル・コンティンジンシーが存在している．勿論このことは立場を変えてみ
れば他我にも当てはまる．そこで，自我と他我とが相互に要求充足を求め期待を向け合ってい
る―志向している―相互作用の場合，自我の行為選択も，他我の自我に対する行為によって影
響され，又，他我の行為選択肢も自我の他我に対する行為によって影響される故に，無限の循
環連鎖が形成され，自我も他我も共に，適切な行為選択は原理上不可能なはずである．また
Luhmann の場合〔Luhmann 1972〕は，出発点として人間は意味的に構成された世界に生きて
おり，その意義は人間の生理的機構によって一義的に規定されるのではない故に，世界は人間
の体験と行為の極めて多数の可能性を，つまり複雑性 Komplexität（可能な出来事の総体）と不
確定性 Kontingenz（別様でもありうる）を示す．特に社会的次元（ここでは相互行為）では，
主体としての他我存在により，ダブル・コンティンジンシー（他我に関係した体験と行為とは
①私次第であり②他我―自我自身と同様に自由であり気ままである存在者―次第である）が存
在し，最も高度な複雑性を示すと．
このホップス的秩序問題の解答（相互行為の安定化の根拠）を，規範的要素の予めの存在の
求める Parsons（期待の相補性）と，予期の予期（三段階の予期構造）に求める Luhmann との
違いはともかくとして，いずれも重要な点は，期待が将来に関することであり，将来は不確定
性を持つ（相互作用の場合はより複雑になる）ということである．つまり先取りすると将来は
「不確定である」ということ（Luhmann：
「別様でもあり得る将来」
）から，信頼もリスクも「時
間（未来，将来）
」に関連する事柄であり，両者はこの「不確定性」（将来）を「確定性」に変
えようとする試み（信頼のように「仮定的」にしろ，リスクのように「可能性計算」にしろ）
では共通している．
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未来・目的志向的人間
ここで措定される人間は期待を抱き，期待は将来に関係する．将来は「別様でもあり得る」
可能性を持つ．それ故に不確定である．この不確定な世界で期待を抱くということは，
「否定
的な期待外れ」
，つまり「危険 danger」が存在するということである．この期待はずれの危険
を回避するための，一方法として危険可能性実現の評価，つまりリスクが存在する．従って「リ
スクは常に不確定性の文脈において存在する〔Garland p. 52〕」．そしてリスクは「不確定な世
界とそれが人々に用意している可能性を前にして人々によってなされる未来志向的人間の計算
―評価の産物である〔Garland p. 52〕
」．この計算―評価は知識によって行われる．つまり「リ
スクについての陳述は，ただ可能性の観点においてしか『知られ』得ない将来について何事か
を知ろうとする要求なのである〔Garland p. 52〕
」．もし知識によって将来を完全に予測しうる
場合には，期待外れの危険は存在しない故にリスクを考える必要はない．しかし「いずれの時
点においても存在しているリスクの数は人間が行うリスク認定と査定の関数である〔Garland
p. 52〕」
．この意味で「もし人生の危険への我々の志向が突然積極的な関心から運命的受け入れ
へと移行したならば，我々の世界はそれほど多く危害的ではなくなり，リスク社会は喪失する
だろう〔Garland p. 52〕
」といえる．リスクはリスクとして認定，査定してはじめてリスクとな
る（
「リスクとしてのリスク」
，リスクをリスクとして認識すること）故に，
「予測されないリス
・

・

・

・

・

・

クのようなものは存在しない〔Garland p. 52〕」
．そこから進んで，「管理されない unmanaged
ようなリスクは存在しない．なぜならリスクが認定されるやいなや，それが気付かれるやいな
や，我々はその苦難の諸結果を管理あるいは減じるために歩み出す傾向がある〔Garland p. 52〕」
と（後述するように，いかに管理し減じるのか，そもそも管理し減じうるのか？が問題なので
ある）
．つまり不確定性への対応としてのリスクである．信頼の場合，Simmel が「信頼は，実
際の行動の基礎となるほどに十分に確実な将来の行動の仮説 Hypothse として，まさに仮説と
して人間についての知識 Wissen と無知 Nichtwissen との間の中間状態〔上 359 頁〕
」と定義す
・

・

・

・

・

るがごとく，将来が不確定であるにもかかわらず，自己の期待があたかも実現するかのように
・

・

思い込む仮定である．

信頼を巡る諸類型
ここでの「信頼」とは，将来生じうる結果（社会的相互作用領域に限定するならば，他者の
将来の行為）への自己の期待について，全知全能ではない人間が，また完全予測のための資源
（例えば，情報）も時間も制約されている人間が，それにもかかわらずこの自己の期待があたか
も確実に実現されるかのように（仮定的に）思い込むことをいう．ただし「込む」という動詞
には，行為決断の時（例えば極点では Giddens の「運命決定的なとき fateful moments」
〔1991
127 頁〕）のように意識的積極的な場合と，日常化した諸行為のように意識潜在化した消極的な
態度も含まれる．
まず最初に信頼を巡る概念差異について予め見ておく．その場合に四視点からの類型構成が
有用である．
第一視点は，人が信頼する場合，信頼される者の何を根拠に信頼するかというその「根拠」
からの類型構成：
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これには Barber の「技術的有能さ technical competence〔p. 9, 14〕」と「信託的責務 fiduciary
responsibility」
〔p. 9, 14, 15〕の類型構成が当てはまる．「技術的有能さ」とは，社会関係と社会
システムのうちにあって，我々と関わり合っている人々への，技術的に有能な役割遂行につい
ての期待である．期待される有能な遂行とは技能専門的知識 expert knowledge，技術的才能
technical facility，日常のルーティン化した遂行を含む．次に技術的有能さの段階を超えて，よ
り 信 頼 に と っ て 重 要 な 相 互 行 為 の「道 徳 的 次 元」が 存 在 す る．
「信 託 的 責 務 fiduciary
responsibility」
〔p. 9, 14, 15〕とは，相互行為にある相手方が，彼らの信託的義務 obligation と責
務を遂行するであろうという期待．つまり信託的義務と責務とは，彼ら自身の利害関心よりも
「他者の利害関心を優先させること」への，ある一定状況における彼らの義務 duty である．こ
の視点から Barber が検討した諸組織・制度から，以下のような図が作成される．
［大小は必要
性］
(大)
政
技
術
的
有
能
さ

治

専 門 職
ビジネス
慈善協会
家

(小)

信 託 的 責 務

族

(大)

第二視点は信頼の「根拠」からの類型構成：
包括的な類型構成として〔Lewis & Weiger p. 973〕が挙げられる．

合理性 Rationality と情緒性 Emotionality の基盤，信頼の諸類型，そして境界状態
情

合
理
性

緒

性

高

低

事実上の欠如

高

イデオロギー的 Ideological
信頼

認知的 Cognitive
信頼

合理的
予知 Prediction

低

情緒的 Emotional
信頼

世俗的 Mundane，
日常的 Routine 信頼

見込みのある Probable
予測 Anticipation

事実上
の欠如

信仰 Faith

運命 Fate

不確定性 Uncertainty，
パニック Panic
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これは信頼の根拠を，
知識や情報といった合理性と感情等に求める情緒性からの類型である．
この視点から信頼，確信，信念・信仰について，認知性（合理性）を基本にした概念分類がな
される．ここでは仮に以下の簡便図を挙げておく．

情

緒

性

強
認知性
(合理性）

中

強

弱
確信

中間

信頼

弱

信仰

Websterʼs Third New International Dictionary も，信頼の類義語としての確信と信仰につい
て，その根拠の確実性（つまり認知性）による区分を行っている．
⎧Confidence（確信）
：主観の強い影響なく経験と証拠に基づく，他のものについての確実性
⎜

⎨

sureness の感情を示す．（経験・理由・証拠に基づく確信）

⎜

：事実証拠を超越した，放棄した，あるいはそれにそむく確信を示す．（根拠
⎩Faith（信念）
のない一方的な信頼）

（

）は『ランダムハウス英和大辞典 第 2 版』

第三視点は信頼の「機能」からの類型構成：
B,A.Misztal〔p. 91-92〕は「信頼はただその機能の観点からのみ理解されるべきだ」という
Luhmann の仮説を受け入れ，機能的側面からの類型を構成する．Luhmann〔1968〕の機能的側
面からの定義とは，信頼とは事態の複雑性，特に他我によって完全にその姿を現す複雑性と不
確定性とを吸収し対処するための「複雑性縮減のメカニズム」の一つであるとする定義である．
つまり将来起こり得る事象すべてに同じ可能性が与えられるなら，それは途方もない複雑性が
出現し，あらゆる将来計画（行為の投企 project）は不可能であり，そこで「それ（起こり得る
膨大な可能性）にもかかわらず trotzdem」戦略（信頼）
〔Luhmann 1984 上 198 頁〕
）によって，
予め複雑性を縮減（別様に起こりうる可能性の排除）するという機能である（その他 Giddens
の信頼の機能「存在論的安心」は，論述の中で取り上げる）．ただし Misztal〔p. 95-101〕は信
頼の一機能（複雑性の縮減）だけではなく，つまり「ただ単に社会秩序を安定したシステムと
してばかりではなく，凝集的システムとそして協同的システムとみる」視点から各システム内
部での信頼の異なった三機能を提出する．
信頼の諸機能

Misztal〔p. 101〕

信頼：諸形式と諸実践
秩序

信頼

実践 practice

安定的 Stable

ハビトゥス Habitus

Habit，評判 Reputation，記憶

凝集的 Cohesive

情熱 Passion

家族，友人，社会 Society

協同的 Collaborative

政策 Policy

連帯性，寛容，正当性
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①ハビトゥスとしての信頼：主に習慣のような認知的側面．ルーティンな社会生活が可能で
あるための必要条件．集合的秩序の予測可能性，規則性，はっきり読み取れることを維持
するために展開されたメカニズム．
「社会秩序の安定性はいかにして保護されるか？」の
問いに答える．
②情熱としての信頼：主に基本的信頼のようにパーソナリティの関わる側面．親しさ
familiarity，友情の紐帯，共通の信念と価値に基づく．「我々は誰を信頼するのか？」．た
だし Misztal が Parsons の「集合体志向」をここに含めるには無理がある．
③政策としての信頼：連帯の紐帯と相互尊敬を促進し，非協力的態度を思いとどまらせる，
そのような状況の創造を目指す政策．協力を促進する社会的資本．「協力のための条件と
は何か？」
．
⎧背後期待が満たされない場合，混乱あるいはカオス（信頼の崩壊）．

⎜

⎨意図性が信頼に値しない戦略に帰せしめられる場合，不信頼（信頼の不足）．
⎜

⎩情緒的侵犯が重要な他者の信頼に値しない性 untrustworthiness によって引き起こされる
場合，裏切り betrayal である．

第四視点は信頼の「対象」からの類型構成：
・

・

・

信頼の対象の網羅性という点から見ると，人間は「超越的環境（神など）」，
「社会的環境（他
我＝被信頼者 trustee，組織・制度）
」
，
「物理的環境（自然）
」の三つの環境に対峙している（適
応しなければならない）故に，信頼の対象には大きく三つの環境が考えられる．「信頼者」と「信
・ ・

頼の対象」とのクロスにより一応 8 ケースが考えられうる．

被信頼事物（者）
超越的な力・秩序
信頼者

組織・制度

個人

物理的な力・秩序

個人
組織

先ず「超越的なもの（神や超自然）への力・秩序」については，
「救済の源泉として，神を信
頼すること（神への絶対的な信頼帰依と，それによる安らぎの獲得）
」や「米国の貨幣と紙幣に
“In God We Trust” とある〔Misztal p. 15〕
」が例となる．次に対象としての「組織・制度・個人」
は信頼論の中心をなすが，組織（集団）は実際上はかなり広範囲のレベルが想定できる．例え
ば，家族，親族，地域社会，企業，国等々．また制度は保険制度，教育制度など，また憲法等
の様々な諸規則なども含まれる．それぞれに対する信頼度，信頼の根拠の強弱（優位するのは
認知的要素か，情緒的要素か等）様々な論議がなされる．次に「物理的な，生物的なもの（物
理的な自然，また人間の身体など生物的なもの）」については，例えば Barber が自然秩序への
信頼の例として，
「私は天は落ちてこないだろうことを信頼する〔p. 9〕
」（又例えば地震等の自
然災害・天災）
，
「私は人間の命は存続するということを信頼する〔p. 9〕」
（肉体的信頼は我々の
信頼，自信の基礎をなすといえるだろう）が挙げられる．但し Barber が挙げる「ブルックリン
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橋が架かり続けること」への信頼の例〔p. 10〕について，
「金属と花崗岩の性質が変化しないこ
とに対する信頼」は，
「物理的環境」への信頼であって，「橋製作者」への信頼とは大きく異な
る．信頼が裏切られた場合の責任問題（帰責の問題〔Luhmann 1990〕）を考える場合，このこと
は極めて現代的な問題を投げかける．

期待からの概念構成
先ず，Barber の「技術的有能さ」と「信託的責務」とは認知的側面と道徳的側面による分類，
Lewis と Weiger の「合理性」と「情緒性」とは認知的側面と情緒的側面による分類，Misztal の
「ハビトゥス」は認知的側面ではっきりしているが，「情熱」は情緒的側面に当たるが道徳的側
面も含まれる．また「政策」の側面は様々な要素を含んでおり（連帯のように），信頼の醸成と
いった別の要因も含むため，以下では前述した「期待」からの我々の概念構成をあげておく．
前述した Barber の信頼の定義「…あらゆる社会的相互行為は，一部は認知的，一部は情緒的，
一部は道徳的である期待に沿った行為遂行の終わりなき過程である〔p. 9〕
」という指摘を踏ま
えての信頼の三次元（要素）の分類である
(下線部分については後述．Luhmann，Giddens，Barber については各側面について大いに
参考になる．
）
盲信→主体なき自他の完全融合へ

情緒性

認知性：知識 確信 実際的行為 Luhmann
情緒性：同一化 感情 心理的

Ａ
Ｂ

信

Giddens

道徳性：義務としての正義 道徳共同体としての社会

Barber

頼

Ｃ

Ｄ

認知性
リスク評価・計算→利害関心へ

道徳性
絶対的普遍的善→強制的規則へ

Ａ：親子，夫婦，友人関係
Ｂ：日本的企業一家（コンプライアンスを欠く）
，無道徳的家族主義．但し関係の持続は道徳意味合い
を帯びうる．
Ｃ：合理的近代企業
Ｄ：信仰，愛国主義（集団の範囲を巡って道徳は様々になりうる）

この概念構成は Bovairad & Loeffler の三要素構成にほぼ対応する．Bovairad & Loeffler〔pp.
152-157〕は信仰 faith はイデオロギーに基づく信頼，確信 confidence は認知的証拠（例えばリ
スク評価）に基づく信頼，パーソナル信頼は感情的 affective 関係に基づく信頼としている．
Bovairad & Loeffler 論文の文脈から，認知的証拠は知識，合理的思考に関連し，感情的関係は
情緒的 emotional 同一化，共感に関連し，イデオロギーは個人あるいは組織の信仰システム（例
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えば宗教，政党）に関連する．この分類は本論の認知性，情緒性の対応については問題がない
（パーソナル信頼と感情との結びつきは，パーソナル信頼では感情が優位するという意味に解
される．また例えば Luhmann のパーソナル信頼とシステム信頼，Giddens のパーソナル信頼
と抽象的〔貨幣など〕システム・専門家システムの区別は認知性要素と情緒要素の優位に対応
する）
．しかし信仰については，Lewis & Weiger が認知的要素の欠落を指摘し，イデオロギー
には最大の認知的要素と情緒的要素をあてがっている．また後述するように Giddens は信頼
をしばしば信仰によって定義することがあり，特別な意味を含ませている．信頼の定義ではこ
の要素が最大のブラックボックスとなっている．本論では道徳性という比較的わかりやすい言
葉を当てたが，内実は義務の含意を持つ価値観に近く，集団にとって普遍的な倫理，正義といっ
た意味の含意も有する要素であるが，ただしそのような倫理，正義の普遍性一般性も集団のレ
ベルからの観点である．

リスクと可能性
J,O.Zinn はリスク用語の多様な使用を指摘しつつ，リスクに対するあらゆるアプローチに共
有されている最も一般的な前提として，
「現実性 reality」と「可能性 possibility」との区別があ
るとする〔Zinn p. 3〕．そしてこの可能性について「将来が，予め決定されているものとして，
あるいは人間の諸活動とは独立したものとして，解釈される限り，
『リスク』という用語は全く
意味をなさない…．リスク概念は将来が人間の諸活動によって変えられうる―あるいは少なく
ともそのように知覚される―という可能性に結びつけられる．我々は，事象 an event の生起
を直接に統制できる，あるいは少なくとも事象の余波に備えうる，といってよい〔Zinn p. 3-4〕」
と述べる如く，ここで将来への積極的な，将来への可能性を開く人間行為について語っている．
D.Garland も，リスクは異なった様々な意味を持っているが，
「普通の日常的な使用法では，
『損
失，害 injury，不利 disadvantage，あるいは破壊 destruction の可能性（Websterʼs 1971）に言
・

・

及する〔p. 50〕」と．そして危険 danger とリスクとの区別として，
「危険は『コンティンジエン
トな害悪 contingent evil（Websterʼs）
』
，損害 harm，害あるいはある種の苦難 adversity を引き
・

・

・

・

・

・

起こしやすい何ものかである．リスクは何らかのこのような損失あるいは害の可能性である．
リスクは危険に身を晒すことの，損失の見込み likelihood と程度の度合い measure である．…
危険は事物，人あるいは状況に内在的な損害 harm への潜在性でありうる．リスクはその潜在
性の見込みと程度の度合いである．最も簡単にはリスクは危険の見込みのあるインパクトの見
積もり estimates である」と．Zinn の「現実性 reality と可能性 possibility」との区別，そして
「Garland の危険とリスクとの区別」
，いずれも「リスク」と「可能性」の内在的関係について指
摘したものである．この点をもう少し詳しく見てゆくために Zinn のリスク概念の分析を見て
みる．Zinn〔pp. 4-5〕は学際的リスク論説におけるリスク用語が，結び付いてはいるが少なく
とも三つの異なった仕方で用いられているとする．リスクは，
①危害 hazard，損失 loss，損害 damage，脅威 threat として理解される．これは可能性とし
ての望まれない事象の出現そのものを指す．
②リスク計算のために用いられる．この場合（望まれない）事象の可能性と程度に関する．
リスクの技術的客観的定義：リスク＝可能性（事象)×損害（事象）
③否定的側面ばかりではなく肯定的側面も持つ．自主的にリスクを取る risk taking，リスク
を求めるという考えは価値それ自体になりうる．
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③の視点から，つまりリスクを肯定的な側面から捉えると，リスクはより良き利益，望まし
い将来事象を獲得するためのチャンスでもある．Luhmann はリスク概念史について，航海と
貿易における海上保険（計画的なリスク統制の初期事例）に，リスク概念は（重要な適用事例
として）最初に現れた〔1991 S. 18〕
．この海上貿易におけるような「好機（チャンス）のますま
すのよりよい利用し尽くし〔1991 S. 33〕
」が古代の危険（を忘れさせ）から近現代のリスク指向
へと向かわせた一因であると．そして当然その前提としての「選択意志決定の可能性」が，
「未
来という存在を敵から機会へと変え〔Bernstein 13 頁〕
」，
「選択と決断の機会が与えられた人々
はやがて未来が危険のみならず好機をもたらしてくれるし，未来には無限の可能性が満ち溢れ
ていることに気づき始めた〔Bernstein 39 頁〕
」のである．古代高度文化におけるように，将来
の不確定性を神秘的な運命の定めとして処理，甘受するのではなく，この将来の不確実性こそ
が，我々を「不可避的に訪れる未来の囚人」から解放し，我々が「世界を変える」〔Bernstein
38-9 頁〕存在たらしめたのである．
リスクを冒す人間は，上記の事例のように，より以上に好機（チャンス）を生かすため，最
大利益を手にするために，ますますの複雑なリスク計算を行い，損害補填の準備と損害への覚
悟もする．③の視点は，つまり「チャンスの利用」は目的志向的行為であり，損害（後悔）を
避けると共により大きな利益を求めて，決定時点で結果の「予測」
，つまり②の行為の合理的計
算，リスク計算のメカニズムを作動させる．つまり不確実な将来に対して，現在において確実
な決定根拠を求めようとする努力〔Lumann 1991 S. 22〕である．そこでチャンスの利用，つま
り「利益の大きさ」を考慮に入れるとリスクの合理的計算は次のようになる．
・ ・

リスク受容の合理的計算
＝「損害生起の蓋然性〔確率〕
」
×「損害（被害）の大きさ〔損害の激しさ＋損害の空間＋損害の時間〕
」
×「利益の大きさ」
例として原子力発電や飛行機による旅行は生起率は低いが，損害は大きく，利益は大きい（原
子力発電は地球温暖化対策として）
．これによって様々なパターンを構成しうる．
ここで重要な問題として，信頼が「他者に信頼せよ」と強制できない故に，信頼が「自己決
定」を前提とし，損害が生じた場合後悔という自己帰責に原則上帰着するという一般的な信頼
理解と異なり，リスク理解の場合について Giddens が Luhmann3)を批判する視点を取り上げ
ておく．すなわち Giddens は選択肢の存在有無，すなわち選択肢（Luhmann の選択の可能性
という自己決定）が存在しない状況があることを指摘する．この批判はリスク社会，後期近代
社会認識にも繋がる．例えば，
「リスクは，たんに一人ひとりの行為の問題ではない．多くの人
びとに―場合によれば，たとえば生態系の壊滅や核戦争といったリスクのように，可能性とし
て地球上のすべての人間に―共通して影響する『リスクをともなう環境』が存在する〔Giddens
1990 35 頁〕
．
」と．ここでは，個人に可能な選択肢はない．

リスクとリスク評価・計算
可能性としてのリスクから明らかなように，リスクは何をリスクと見なすかという人間の主
体的な認識に依拠する．つまりリスクはリスクとして認定，査定してはじめてリスクとなる
（
「リスクとしてのリスク」
，リスクをリスクとして認識すること）である．さらに認識は人間の
様々な視点からなされるゆえに，Zinn は「期待は，知識と過去の経験に言及し，そして多かれ
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少なかれ意識的に，統計技術に言及することで定式化された仕方で，あるいは日常的知識や個
人的経験に言及することで統計技術よりも定式化されていない仕方で，発展されうる．しかし
リスクとみなされるものはただ知識だけではなく，社会文化的そして個人的価値にも同様に依
拠する〔Zinn p. 4〕
」と．ここからいえることは，危険は内在的なものであるのに対して，リス
クは危険の可能性であり，その可能性が現実化する見込み，見込みの評価である．従って，リ
スクが危険可能性実現の評価であるならば，その評価・計算は，知識さらに社会文化的そして
個人的価値に基づいても行われる．だから「危険あるいは危害と異なり，リスクはそれらにつ
いての我々の知識の外部には存在しない〔Garland p. 51〕
」といわれる場合の「知識」とは極め
て多様な観念・認識，もっといえば文化ともいうべきものである．そこでリスクに関する学説
を見ることでこの点を詳しく見てゆく．

リスクとリスク認識
まず Zinn の以下の分類〔p. 8〕が参考になる．
異なった研究分野と視座におけるリスク認識論
…ものとしてのリスク

視

座

アプローチ

現実的かつ客観的な

事象の客観的計算

技術的リスク評価，保険，
毒物学，疫学

主観的に偏りのある

客観的リスクは主観的に知覚
されかつ計算される

精神測定パラダイム，合理的
選択：客観的／主観的効用

社会的に媒介される

現実的リスクの主観的経験が
社会的に媒介される

エッジワーク Edgework

現実的かつ社会的に構成される

現実とリスクについての話と
が相互に影響し合い，お互い
を生み出し合う

リスク社会

社会的に変換される

現実的脅威は社会文化的境界線
のためにリスクへと変換される

文化理論

社会的に構成される

事象はそれらが計算技術の一
部である限りリスクである
リスクは社会的に帰属される
決定である

統治主義 governmentality
システム理論

図から明らかなように多くの学説がリスクとしてのリスク認識であり，そのリスク認識と社
会，人間主体との連関性を指摘している．
さらに，これに関連するものとして J.Adams〔p. 87-88〕が挙げる三種類のリスク，つまり不
確定性の類型論を見ておく．
①化学を通して知覚されるリスク：例としてコレラ．これを見るための顕微鏡と理解するた
めの科学的訓練が必要．
②直接知覚されるリスク：例として木に登ることやバイク・車に乗ること．
③仮想的 virtual リスク（科学者が知らないあるいは同意しない）：例として地球温暖化，農
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薬残留，受動喫煙．
この三番目の「仮想的リスクは現実である場合もあればそうでない場合もあるが，それらは
十分な数の人々がそれを信じるなら現実的結果を持つ〔Adams p. 91〕
」．そして「科学者が確信
を持って判断を下すことが出来ないのなら，我々は我々の確信，先入観，疑念に基づいて行動
する自由がある〔Adams p. 91〕
」と．Adams はこの三番目の「仮想的リスクに直面して何を人々
が信じるかは人々が誰を信じるかに依拠し，人々が誰を信じるかは人々が誰を信頼するかに依
拠する〔Adams p. 97〕
」と．そして Adams〔p. 97-98〕は英国の信頼に関する調査（「リスクに
ついて真実を述べる」ことにしばしばあるいは常に信頼すると回答された制度の割合）で，以
下のことを示す．制度の割合は，家族 86％，友人 78，環境組織 76，医者 74，科学者 49，労働
組合 27，宗教組織 22，メディア 15，企業 9，政府 6．この結果から，Adams は信頼と不信頼の
表明は知覚される動機についての陳述であるとする．つまり階層主義者の政府と個人主義者で
ある大企業の信頼度は低く，又新たに発見されたすべての「仮想的リスク」をセンセーショナ
ルにするメディアは「リスク疲労」を反映して，宗教組織は世俗化の時代にあって宗教教義と
そのメッセージを紡ぎ出す人々に対する疑念から，労働組合は狭いセクショナルな利害関心の
擁護者と見なされることから，相対的に低い．平等主義者の環境組織と患者の利益を優先する
医者は高く，その影響は科学者にも見られ，環境組織で働く科学者は高く，政府と大企業で働
く科学者は低い．そして最後に環境に対する脅威について有用な知識（リスクについての科学
的真理）を持っていることが最も少ないと見られる家族と友人が高率なのは（最も有用な知識
を持っていると思われる政府，企業，メディアとは逆に），彼らが「嘘をつかない」こと，つま
り「このような高いスコアーは嘘をつかないそのような人々を彼らは信頼しているということ
の指標である」ということだと．ここでは直接的なパーソナルな関係が重要である．
日本の場合の指標として山田『信頼社会のゆくえ 第一章 日本的価値の諸相―ゆらぐ信頼社
会―』を見ると，
「
（Ａ）から（Ｑ）のそれぞれ〔制度・組織〕について，あなたはどの程度信
頼しているか」という問いに，日本の「個人間における一般的な信頼が希薄だとして，他方組
織や制度に対する信用〔30 頁〕
」は「1995 年のアメリカ・データならびに 1999-2000 年のヨー
ロッパ・データと見比べたとき，法律制度・マスコミ・司法制度（裁判）を除き，日本の方が
欧米よりも概して諸制度への信頼度が低くなっているのがわかる．また宗教団体，マスコミ，
労働組合，国会，公務員，大企業の六つで，いずれも信頼度が 5 割（「非常に信頼する」と「か
なり信頼する」を合計した比率）を切っているのが注目に値しよう．…今回の調査では，政治・
経済・社会・文化いずれの制度に関しても，非人格的な信頼がきわめて低い程度に留まってい
るという実態が明らかになった〔30-31 頁〕
」と．いずれにせよ，リスク認識と社会，人間主体
との連関性が見出される．

家族と信頼
Misztal は，Barber の「家族は信頼の原初的 primordial 源泉であり場である…．『もしあな
たがあなたの家族を信頼できないのなら誰を信頼できようか？』…〔p. 26〕」という文を引用し，
この趣旨の前提を「家族と信頼との自動的な関係を反映している」と述べ，続いて「このそし
て多くの他の社会学者の自明の理は，今や精査の下にある〔p. 157〕
」と．これは前近代家族に
比べ，近代家族が多くの変容（例えば機能の外部化，男女の平等化，核家族以外の多様な家族
形態の増加，増大する虐待情報等4)）の結果であり，Misztal〔p. 158〕はこれを家族生活に広範
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に及んだ「脱中心化形式」という．これは大きくいえば個人（主義）化，私化の流れといえ，
ここでも Giddens，Baumn，それを基に Thompson のいう「指針となる権威無き（また矛盾し
た）後期近代」という時代状況を表している（何を期待し何が期待されているのかという）．
先ず，家族における信頼は二つに区別される．①親子関係における信頼であり，これは基本
的信頼，存在論的安心（Giddens）の源泉としての信頼，②夫婦というパートナー間における親
密性の基盤を成す信頼である．

基本的信頼
まず Barber の指摘する最も一般的な類型としての「自然秩序の持続性と実現」と「道徳的社
会秩序の持続性と実現」
〔Barber p. 9, 10〕から出発する．
⎧・自然秩序：物理的秩序（例「空が落ちてこない」ことを信頼する）と
⎜

⎨
⎜

生物的秩序（例「人間の命は存続する」ことを信頼する）

（例「私の仲間は，善良で親切で礼儀正しい」ことを信頼する）
⎩・道徳的社会秩序：
このような根源的な信頼の形成は，主に Erikson が指摘するように「初期の社会化」によっ
て内面化される．つまり人間のパーソナリティ形成の初期（家族，特に母子のうちに始発点を
持つ）において生み出される「基本的 basic 信頼」
〔Erikson 61-73 頁〕である．これは「あらゆ
るものに先立つそれ以後の信頼形成の根拠」となるものである．Giddens は「普通の人は，生
まれてすぐにこうした存在の本質に関する過敏な感情を緩和したり鈍くさせる，信頼という
『投
薬』を基本的に受け入れるからである．…この予防接種を行う存在が…ほとんどの人にとって
母親である」と．そしてここからもたらされるものは「存在論的安心 Ontological Security（根
元的な事柄に関する根源的な確信）
〔1990 16-122 頁〕
」であると．
ここでの論点は，上記の Giddens の「基本的信頼（あるいは存在論的安心）
」である．信頼概
念について，Giddens は，Luhmann のように個々の特定状況における決断行為（「Luhmann の
見解では，信頼という場合，人がある特定の仕方で行為しようと意志決定する際…〔Giddens
1990 47 頁〕
」）と関連づけるのではなく，心的状態，態度といったパーソナリティの持続性に焦
点を当てる．つまり Giddens は「信頼という観念を，人々が意識して consciously 他にとりう
る行為の仕方に思いを巡らすような（また「特定の行為コースに従うことを決意する際に，そ
の個人によって心に意識的に生まれる選択肢〔Giddens 1990 p. 31 47 頁〕
」があるとする），特
定の状況 specific circumstance と結び付けて捉えるのは有効でない．信頼は，通常その言葉が
暗に意味するよりももっと持続的な状態 continuous state なのである〔Giddens 1990 48 頁〕」
と．また「信頼することは，決断の背景となる一般的な心的態度 a generalised attitude of mind
だと言った方がよいだろう〔Giddens 1991 21 頁〕」と．従って，Giddens にとってパーソナリ
ティの持続的特性（安心という持続的な心的状態）を形作る基本的信頼（従って単に行為では
なく，基本的信頼に基づくアイデンティティ形成）が，さらにいえばライフスタイルや生活設
計 life-planning といった人間のトータルな在り方が大きな比重を持つ．この意味で Giddens の
信頼（リスクを含め）概念は二つの強調点をもつ．一つは信頼の認知的側面ばかりではなく，
それ以上に情緒的側面をも重視する．例えば，基本的信頼は，幼児期に行われる一回限りの「情
緒的予防接種 emotional inoculation〔Giddens 1990 119 頁〕
」の結果である．また「存在論的安
心は，認知的現象というよりも，むしろ感情的 emotional 現象であり，無意識に根ざしている
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〔Giddens 1990 117 頁〕
」と．
基本的信頼は存在論的安心機能を持つ．Giddens はこの意味では信頼を「（情緒的）予防接
種」
，
「ふ る い screening-off device」
，
「防 衛 の た め の 甲 羅 defensive carapace・保 護 被 膜
protective cocoon（の情緒的支え）
」
，
「括弧に入れる brackets out」など様々に表現する〔Giddens
1991 3 頁 43 頁〕
．二点目は我々がいう信頼の跳躍機能（基本的信頼の存在論的安心を基盤と
した）
，この点からの信頼の定義「実践的な活動において必要になる，あの『信仰 faith』への跳
躍〔Giddens 1991 4 頁〕
」である．例えるなら，安全ないつでも戻れる母港（基本的信頼）から
希望と勇気を持って危険に満ちた冒険航海に乗り出す（跳躍機能）のである．Misztal〔p. 91-92〕
は，Giddens が「基本的 basic 信頼」と「基礎的 elementary 信頼」とを互換的に用いていると
指摘し，しかしこの両者は区別可能であるとする．つまり基本的信頼：存在論的安心の起源と
結びつく．パーソナルアイデンティティの持続性への確信．基礎的信頼：日々の出会いの予測
可能性と結びつく．実践的意識（Misztal はここから H.Garfinkel や E.Goffman の研究と基礎的
信頼とを関連づける）
．Misztal の区別は上記の区別とほぼ対応しうる．
ここで Giddens の信頼の定義について少なくとも信頼，確信 confidence，信仰 faith の三つ
の概念の明確化が必要である．なぜなら「信頼とは正確には信仰と確信とを結びつけるもので
あり〔Giddens 1990 50 頁〕
」とあるからである．「信頼とは，要するに『信仰』の一形態 a form
であり，そこにおいて，可能な諸結果に与えられる確信は単なる認知的理解ではなく，むしろ
何かあるものに対するコミットメントを表現する〔p. 27 42 頁〕
」と述べる場合，信仰の下位概
念としての信頼は，コミットメントという情緒的側面をも持つ何ものか（また「信頼がよりそ
の深い意味において含意している『信仰』…〔p. 30 46 頁〕
」）であるということである（ここで
の確信は我々の認知的側面としての確信ではなく，単に強い確かさを示しているように思われ
る）
．従って信仰の下位概念としての信頼は認知的側面と同じく情緒的側面を持つと解される．
認知的側面については，システム信頼に中心的ではあるが，「信頼は必然的に部分的に in part
『信仰』の一つ an article である．この命題は過剰に単純化されるべきではない．
『信仰』には，
…経験に基づく，実際的な pragmatic 要素がある〔p. 29 44 頁〕」と述べるごとく，当然信頼の
認知的側面も指摘する．そこで，
『1990』における最終的な信頼の定義として「信頼とは人ある
いはシステムの依拠可能性 reliability への確信と定義されるが，そこでのその確信とは他者の
高潔さ probity と愛 love への，あるいは抽象的諸原理 principles（技術的知識）の正確さ
correctness への，信仰を表現する〔p. 34 50 頁〕
」
（ここでの確信も単に強い確かさを示してい
るように思われる）と．要約すると認知的要素（これのみの側面が確信）と情緒的要素を含ん
だ信仰の一側面とが信頼と解釈できる．例えば『1991』でも，
「過去の経験からの帰納的な推論
inferences，…．この種の確信は信頼の一要素なのだろうが，信頼関係を定義するのには確信
だけでは十分でない．信頼はコミットメントへの跳躍 leap であり，それは最小限の『信仰』を
含んでいる〔20-21 頁〕
」
，
「意味の認知的な枠組みがこの信仰を生み出すときにはかならず，同
程度の基底的な情緒面でのコミットメント…が存在する．…情緒的いくらかは認知的な意味で
の現実の実在的係留への信頼…〔41 頁〕
」と．そして，Giddens は特に後期近代の家族や友人等
を情緒的側面を主に（パーソナル信頼）
，そして当然ではあるがシステム信頼（Giddens の場合
は抽象的・専門家システム）を認知的側面を中心に論じる．
さて幼児期における基本的信頼の確立は幼児のパーソナリティにとって相互関連する二つの
意義を持つ．つまり「信頼する能力」
（基本的信頼という母港の形成）と「信頼される能力」
（そ
の母港を基盤に跳躍という冒険航海に乗り出すことによって形成されるアイデンティティ）
．
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先ず，信頼する能力について，発生時期が幼児期にある基本的信頼は「最初の養育者
caretaker（たいていの場合は母親）の愛に満ちた心遣い」に基づき，それは幼児をこの養育者
に信念を置くことへと導く．その「基本的信頼」は「潜在的空間」，すなわち時間的空間的な「幼
児と養育者の間に創り出される隔たり〔1990 122 頁〕
」によって形成されるが，その隔たりは
「幼児と主な養育者とを関係づけつつも引き離す〔1991 42 頁〕
」隔たり，つまり「母親が目の前
にいないことが愛情の取り消しを表すものではないという認識〔1990 122 頁〕
」を伴う隔たり
であり，
「養育者が戻ってきてくれることに対する信頼〔1990 122 頁〕
」，
「幼児の前に存在しな
いとしても，養育者が戻ってくるという『信仰』
〔1991 42 頁〕
」であり，そのことが「養育者が
不在な状態に耐えることのできる，幼児の能力〔1990 122 頁〕」を，
「養育者が自分と別のアイ
デンティティを持つという意識〔1991 42 頁〕
」を，つまりこの潜在的空間が「養育行為者と融
合している局面から脱し，この行為者から自分を分離する．分離を通して早期の（そして無意
識の）自分でないものが出現することを可能にする〔1991 45 頁〕
」．つまり「他者認識」を，そ
して「自己認識」
，
「自己アイデンティティ」を形成するのである．この基本的信頼は創造的で
もある．なぜなら「
『未知なるものへの飛躍』というコミットメント，つまり新しい種類の経験
を受け入れる準備を意味する〔Giddens 1991 44 頁〕
」からである．つまり母港（基本的信頼）
から希望と勇気を持って危険に満ちた冒険航海に乗り出し（跳躍），様々な経験をすることに
よって新しいものを生み出す「大人のアイデンティティ」を作るのである．従って，その後基
本的信頼は「原理上自己の統一性 integrity を脅かす多くの危険を…濾過する〔Giddens 1991
59 頁〕
」大人の能力の中核を形成する．Thompson は「基本的信頼を持つ者は，彼らが相互行為
する人々はそして彼らが活動するその環境は，彼らを落胆させない not let them down だろう，
ということを信じる．もし彼らが道を尋ねるなら，見知らぬ人は彼らに嘘をつくことはないだ
ろう．もし彼らが椅子に腰掛けるなら，その重みで椅子が壊れるかもしれないという恐怖を持
つことはない．このように基本的信頼は，彼らの周りの世界は順調に続くであろうということ
を信じて，彼らの生活を続けることを，それら個人に可能にする『保護被膜』を形成する
〔Thompson p. 31］
」のであると．
この点から Solomon & Flores は基本的信頼の構造について「大部分否定からなっている．
悪いことは起こらないであろうという信頼である〔Solomon & Flores 57 頁〕
」と．このことは，
この意味での基本的信頼は通常の場合無意識化5)されていることを，従って意識化される場合
はまさにこの信頼の危機・破綻を意味している．つまり基本的信頼は日常生活の基礎をなす「共
通に知られており，かつ自明視された taken for granted 世界〔Garfinkel 35 頁〕
」を形作るとい
える．これはまた道徳的社会秩序の維持に関連して，特に Garfinkel は「歴然たる当たり前の
事実 natural fact of life とは，あらゆる点で生活の道徳的な事実をなしてもいる〔Garfinkel 33
頁〕」と述べる．Garfinkel は「日常生活における，そしてルーティン化した道徳世界に於ける
持続，規則性，秩序そして安定性についての期待としての信頼の根拠の研究〔11 頁〕」を行い，
「下宿人課題〔Garfinkel 45 頁以下〕
」等で示されたように，この自明視された世界の「破壊（実
験）
」
（ここでの道徳的社会秩序の考案された攪乱）は極めて深刻な状況を招来することを示す．
Luhmann はここでいう基本的信頼の欠如，つまり自然秩序と道徳的社会秩序への信頼の完全
な欠如は，人間の忍耐を超える「カオスと麻痺を起こさせる恐怖〔Luhmann 1968 S. 4〕
」をも
たらし，この恐怖の曖昧な感覚の，麻痺させる恐れの犠牲からの解決選択肢こそ「信頼」とい
えるとする．当然，我々は「ロシアン・ルーレット Russian roulette」のように全くの幸運の女
神に委ねて生きるわけにもいかないのだから．従って，基本的信頼は，世界と他者を楽観的に
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信頼することを，後の人生において遭遇するかもしれぬ逆境にも希望と勇気を持って生きるこ
とを可能にする，将来の脅威と危険に対する保護被膜である〔Misztal p. 160〕．
続いて基本的信頼は，それ以後の信頼されうるに値するパーソナリティの発達にとっても重
要である．基本的信頼を確立した人は，安全ないつでも戻れる母港（基本的信頼）から希望と
勇気を持って危険に満ちた冒険航海に乗り出すことができ，多くの経験とチャンスを獲得でき
る安心と安定した大人パーソナリティを獲得しうる．逆に不信頼を持つパーソナリティ（例え
ば，虐待による）はリスクを避け，多くの経験とチャンスの機会を失う．Misztal はこれを「残
酷な分割〔p. 161〕
」と表現する．この冒険航海は，自己探求のための航海でもあり，信頼される
に値する trustworthy パーソナリティの発達にとって重要である．Misztal が述べるように，
自己探求のための自由が与えられ，新しい経験をすることを通じて，そして「…葛藤でさえ，
成長のための触媒となりうる．子どもが自らの限界と能力との自己境界を検査するために，両
親はただただ，子どもが両親に対立できるほど十分に―両親の愛と信頼を失うことなく―信頼
する人々なのである〔Misztal p. 163〕
」と．このように，「世界と他者を信頼する能力」と共に
「信頼されうる能力（他者に信頼されうるに値する自己＝良き自己評価・自己価値）」は（相互
亢進的に）自己アイデンティティの基礎をなす（Giddens は「他者への信頼が，安定した外的世
界の経験と一貫した自己アイデンティティの感覚の基礎にある．ここで重要なのは，他者の依
拠性 reliability と統一性 integrity への『信仰』である〔1991 p. 51 56 頁〕」と）
．この意味で，
基本的信頼は幼児の自己形成にとってばかりではなく，青年期にとっても重要な役割（基本的
信頼の上に立った分離と独立）を果たす．この論点から，時系列的な信頼の減少は，多くの調
査が行っている被信頼者（また制度等）の「信頼に値する性 trustworthy」が落ちているのか，
基本的信頼のように信頼者の「信頼能力」が落ちているのか，区別する必要がある．

信頼と親密性
近代夫婦関係は，親族制度による規制と保障を離れ，また一般的に親子関係とは異なり(親子
関係は基本的には帰属的である)，個人化の影響を多く受け，例えば結婚市場という名の自由つ
まり選択〔入会（結婚）と共に退出（離婚）
］の自由がある反面，結果についての自己責任（問
題解決の個人化）が伴う．そして数を増した助言者（専門職）からどの助言者を選ぶか，選ん
だ助言者の助言にいかに一句違わず忠実に実行するか，ストレス，悩みは増加する．しかも反
面，家族の少人数化や機能の外部化は家族の情緒性の重要性を増し（機能の純化），交渉し合意
するという主意主義が関係の基本（一面で脆い基盤）となる故に，ここではリスクの覚醒が高
まり，相互信頼への重要性も増す．Misztal はこの新しいパートナーシップ類型は「主意主義
的コミットメントと激化された親密性に基づく〔p. 165〕」と表現する．これは結合自体が目的
であり意味と価値をなす Giddens のいう「純粋な関係性（生物的なつながりのある親子関係や
伝統的義務や拘束のある血縁関係や，外的な基準に結びつけられない）」である．ここでは愛と
いう名の「相互的感情共有化」と共に「相互的な開示性 disclosure」が基盤となるが，逆に，こ
の交渉と合意という困難な作業（自己―反省性）は重荷となり，伝統へのノスタルジア・回帰
へと向かい，この伝統への回帰は「絶対的コミットメントの安心〔Misztal p. 168〕」を与える．
この点は後述する．
次に友人関係は近代夫婦関係と同じ特徴として関係への自由退出，平等性を持つが，ある程
度の制度拘束（指針）のある夫婦関係と異なり，特に純粋な友人関係は（職場や地域を基盤と
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する友人関係に比べても）最高の主意主義的コミットメントであり，開かれた誠実なコミュニ
ケーション（交渉）と合意という自由退出可能な脆弱な基盤に立つ故に，より以上に信頼に依
拠する（Giddens の「純粋な関係」
）
．Misztal〔p. 176〕は Epicurus の言葉を挙げ「友情におけ
る助力とは，我々の友人が現実に我々に行う助力ではなく，むしろその助力について我々が感
じる確信 assurance ある」と述べるように，信頼は保険機能としての役割を果たし，いざとい
う時に助力があるという安心感（安心感という持続的な心的側面＝ Giddens 的）と現実に必要
になった助力（実際・行為的側面＝ Luhmann 的）の二側面をもつ．そしてこの信頼は，友人そ
れ自身への，つまり「友人の本質と持続的性向への無条件の確信〔Misztal p. 176〕」による信頼
であり，ここでも関係自体が目的，報酬である．前述のように親密な関係としての友人関係も
・

・

自己開示を前提とした一体感の共有感情であり，親密な他者である故に，その開示はなお一層
リスクある関係となる．特に信頼違反による「自責」について，Misztal は「友情による裏切り
は，痛々しいものである．なぜなら友情紐帯は，我々とそして我々の自己評価に影響を及ぼす
からである〔p. 178〕」と．これは友人関係が感情結合であると共に，それへの参加が最大の自
由意志である故に，自責感が強く，そのことが自己評価，自己アイデンティティに大きな打撃
を与えるからである．
ところで現代社会における時間と空間の拡大化（無意味化）は友人関係の拡大をもたらすが
（例えば，インターネット等の電子手段による接触），これが相互信頼関係に及ぼす影響に関し
て対立する二つの見解がある．これを Misztal〔p. 183〕は，一つは否定的な見解であり，そのこ
とを「目と目の接触がない場で，声を確認できない場で，
『あなたは彼らの目を見ることが出来
ない場合，あなたはいかにして彼らの心の中にあるものを推測できるのか？〔John Perry
Barlow〕
』」と．Misztal はパソコンに向かった「犬」が隣の犬に，
「向こうの相手」は私が「人
間」だと思っているよと話しかける例を挙げる．肯定的見解は，時間と空間の拡大化（無意味
化）は社会的接触の機会の拡大をもたらし，自己の関心に沿った多様で特殊な友人関係をもた
らす．ここでは新しい社会関係の創造すら可能である．これらの問題は，信頼の一般化，つま
り家族，友人関係におけるパーソナルな相互信頼を超えてより広い社会へと拡大しうるのか，
という問題でもある．
勿論現在の日本の状況を考えれば，
「血縁」である家族は非婚，晩婚化，離婚，高齢化等の増
加によって「夫婦と子の世帯」から「単身世帯」の増加へ，
「親族」は流動化社会の進展によっ
て「親族ネットワーク」の分断へ，
「地縁」は衰退しているといわれて久しく，「職縁」は非正
規社員の増大と特に男性の退職後の産業廃棄物化といわれるように，関係それ自体の存在が危
惧されており，その対応として主意主義的な新たなコミュニティネットワークが求められても
いるが．

信頼の一般化
ここでは家族，友人における「パーソナルな信頼関係」が基盤となって，その信頼関係が社
会一般への信頼に直線的に繋がる（促進する）のかという問題が論点になる．民主主義的な社
会は，その基盤をその社会一般への信頼に基づくということを前提にして，パーソナルな信頼
と一般化（普遍化）された信頼との関係でもある．一般性のレベルは地域・職場レベル，国家
レベル（例えば国籍，民族を主とした）
，市民社会レベル（これは地球市民レベルと一体化する）
と様々であるが，ここでは F.Fukuyama 論説を取り上げる．
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Fukuyama は各国の民間経済における経済規模の差違を信頼（自発的社交性の程度）の高低
の視点から説明するが，加藤〔4-7 頁〕は Fukuyama の論旨を要約して，日本，米国，独等は
高い市民の自発的社交性の結果，親族関係（家族や氏族等）に基づかない中間コミュニティが
誕生し存続し，ここから生じる「高信頼社会」が大企業を生み出した．逆に仏，伊，中国等は
中間的な社会組織が破壊された結果，頼れるものは血族関係を中心とした同族以外にない（同
族以外の人間は信用できない）という低信頼社会をもたらしたと Fukuyama を要約する．
Fukuyama〔第一部〕は中間コミュニティを自発的に生み出す自発的社交性，相互信頼（コール
マンの「社会資本（協調的能力）
」
）は価値規範（「神の本質や正義といった深遠な『価値』問題
がかかわることがあるが，職業倫理や礼儀作法といった世俗的な規範もこれに含まれる〔63
頁〕」
）の共有化によってもたらされ，この共有化は文化（倫理的もしくは道徳的な習慣）に根
ざすとする．
ここでは家族，親族組織と自発的な中間的社会組織（企業や自発的団体等）と国家の関連が
問題になっている．三パターンが考えられうる．
①民主主義的社会：Fukuyama が指摘する健全な家族，親族組織に基づく自発的な中間的社
会組織の繁栄とそれと相互的な適切な国家政策をとる国々．ただしこのような理想的形態から
外れる社会状況が問題である．Parsons の集合体志向から明らかなように（「集合体志向は『信
頼の問題』を提起する〔Parsons 1951a 107 頁〕
」）
，すなわち Parsons は「医療者―患者関係」
において，両者の「共同目標（病気の治療）の共有化」が相互信頼関係を生み出すが，しかし
その共同目標は「健康は望ましいものであるという全体社会の共有価値」によって正当化され
ていなければならないと述べる．さもなければ囚人のジレンマの克服として「仲間を裏切らな
い」という囚人社会の共有価値は，全体社会にとって不道徳となる．このことは「企業従業員」
と「企業」と「全体社会」との関係（例えば会社主義という集団利己主義）についてもいえる．
このことは Parsons のパターン変数の自己利害関心志向と集合体志向とがレベルの問題であ
ることを示唆すると共に，ある一つの企業という中間集団の（企業従業員と企業の）繁栄が，
必ずしも全体社会のそれに連結するものでないこと示す．
②家族主義社会：例えば，イタリア（南部）の「無道徳（道徳意識のない）amoral 家族主義
familism（核家族外部の誰に対してでも信頼感情と道徳義務感情を欠く）
〔Misztal p. 188〕」．「南
イタリアにおける他地域への信頼の欠如は，保護システムとマフィアに帰着した〔Misztal p.
193〕
」
．つまり旧社会主義圏，徒党，派閥，イタリア，ロシア等のマフィア，これらは情緒的機
能よりも実際的手段的な援助機能を持つ〔Misztal p. 192ff〕と述べるように，他地域，国家等へ
の不信頼（その理由については様々だが）が親密な仲間集団（家族，親族を含め）への強い信
頼感情と手段的な私的保護の必要を生み出した．
③ Fukuyama がいう韓国のように国家が脆弱な社会組織（大規模で持続的な経済組織）を強
力に援助する社会形態〔Fukuyama 117 頁〕
．Fukuyama は「低信頼社会であっても，
『国が優
れた政策を積極的に推進した場合，産業構造をコントロールし，文化的な桎梏から抜け出すこ
とも可能』である〔Fukuyama 206 頁〕
」と．
次にグローバル化した社会においては，環境問題など地球仲間市民という理念，意識（個人
が容易につながりうる電子手段の利用等によって）が掲げられる一方で，特に多国籍企業の退
出権と移民の入場権が問題になる．多国籍企業の退出への無制限の自由は，利益を求めての自
由は，信頼の道徳義務を浸食し，
「グローバルな市民は何ら責務も義務も持つことのない存在に
なる〔Misztal p. 201〕
」
．なぜなら「我々は，共通の運命，文化，権利と義務を他者と共有するこ
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とによってのみ，ただ他者に対して責任を感じる事を学ぶことができ，信頼関係を構築できる
のだ．世界主義は義務の社会的学習過程を浸食するばかり〔Misztal p. 201〕
」と．グローバル化
は，特に多国籍企業の存在の高まりにより国家はその存在価値をも低下させる．勿論しかし一
方で国内に留まる国民にとってアイデンティティの拠り所と共に，
最後のセーフティネット（社
会保障）として国家に依存し続ける矛盾の存在もある．そこでこのような社会・個人の「社会
病理」と信頼，リスク，アイデンティティの問題を次に見てゆく．

一般化から特殊化へ
グローバル化，特にそれによる移民の入場権の問題等は，道徳性，価値の一般化（Parsons），
普遍的価値の問題，信頼（の減少）の問題を提起し，社会保障などの経済的手段的保障，リス
クの拡散（不確定性の増大）と一体になって，アイデンティティの問題を先鋭化させる（たと
え地域ブロック化しても，ユーロ諸国の経済的地域主義圏内部におけるように）
．社会圏の一
般化は，その安定要因の一つとして信頼の一般化を伴わなければならないが，
「境界のない理想
主義と信頼は輪郭と意味を欠いている故に，誰を我々が信頼するのか，誰に我々は何らかの義
務を有するのかを，定義する必要がある〔Misztal p. 203〕」というように，信頼の境界が拡大し，
境界線が消え，信頼がより無限定的抽象的になり，すべての者が信頼仲間であるなら，誰も仲
間でないことになる．このように普遍化，一般化は個人にアイデンティティの希薄化をもたら
す．この希薄化は急速な民族的，国家的あるいは宗教的アイデンティティによる排他的な凝集
的集団への包摂による，あるいは排他的な小さな社会圏への収縮をもたらす．この現象は，
「原
教主義」等々の言葉で，多くの論者によって指摘される．そこでこの問題を信頼の限界と代替
という視点から見ていこう．

信頼の限界から法とリスク管理へ
信頼は基本的に他者への信頼であり，他者の善意，感情（自他の同一化）を期待しうるが，
しかしその多くが他者の善意．自由意志等に頼り脆弱であるため，全く見知らぬ他者として，
危険な物体として，他者を見なし，それに対応する必要がある．危険な物体としての他者に対
する対応として，国家による法と，経済合理性，認知が優位する「リスク管理」が信頼に代わっ
て重要になる．(強制は除く)
信

頼

秩

序

経済合理性
リスク評価・管理，リスク不安へ

感情的自他融合へ

法，契約
訴訟社会，高コストへ
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Luhmann は確信と信頼との区別に関連して，高度に機能分化する近代社会において，
「信頼
はパーソナル関係においては生命的であり続けるが，経済あるいは政治のような機能システム
への参加はもはやパーソナル関係問題ではない．それは確信を要求するのであり，信頼ではな
い〔1988 p. 102〕
」と．そして「確信の欠如は疎外感情へ，最終的には純粋に局地的重要性を持
つより小さな世界への退行へ，民族集団形成 ethnogenesis の新形式へ，ささやかだとしても独
立生活へのはやりの憧れへ，
原教主義者的態度あるいは環境と生活世界の再全体化の他形式へ，
と導き〔1988 p. 103-4〕
」と．また「信頼の欠如は，諸活動の撤退」であり，
「例えば初期の薬物
治療を妨げる．とりわけ不確定性とリスク状況下での資本投資を妨げる〔1988 p. 104〕」と．ま
た「認知されていない，専門家の既成権力組織によって確証されていない，革新的方法への公
的利害関心を減少させるかもしれない〔1988 p. 104〕」と．これらはここでは信頼状況に関連す
る社会・個人の「病理現象」として把握される．
Luhmann が「不信頼」から「信頼」への転換は「不可避的な支え（例えば法）に依拠して行
われる〔1984 199 頁〕
」と述べるが，不信頼状態における法の役割は一方で，いわゆる「訴訟社
会」という名で，一種の社会病理として語られる．Fukuyama は，知的職業人（例えば専門職）
の領域の他に，信頼の代わりに法律や契約を持ち込まないことでうまくゆく領域として家族を
あげ，しかし近年の「米国での『子どもの権利』や親と子を巻き込んだ民事訴訟など，家族の
中に法制度を持ち込む試み〔Fukuyama 117 頁〕」と否定的に述べる．Adams は「訴訟社会」の
出現について，
「個人的リスクのレベルでは，先見の明 foresight の利によってリスクを取る価
値があると見なされることが常だったものが，利口な弁護士の過去の出来事に対する洞察力
hindsight と助けの利によって非難される不注意としてますます見られるようになる．我々の
第一本能は不注意にも我々を害する親密な友人あるいは関係者を告訴するのではなく，責任を
負わせる―告訴―補償文化の生起は見知らぬ人，特に財力を持つ人を告訴するように我々を促
す．その結果は，ますます告訴の恐怖に満ちたそして取るに足りない規則と規制で塞がれた社
会―防衛的医療，学校の旅行やスポーツそしてリクリエーション施設からの撤退，そして考え
られうるあらゆるリスクへの査定の要求―で取り囲まれた世界である．我々は相互的な信頼を
再建できなければそしてそれまで，これらの魅力的でない傾向が続くことになりそうだ〔p. 99〕」
と．これは信頼の跳躍機能の縮小をいっているが，リスク精査への要請と信頼とが逆比例する
ことを述べてもいる．医療においては医療者の温情的干渉主義を，医療者と患者の能力（知識
等）ギャップを乗り越える一工夫としてインフォームド・コンセント（十分な説得に基づく同
意）
，さらにセカンド・オピニオンが，医療者の自己防衛，消極的（自己防衛的）医療として機
能する場合が例である（一例として盛岡［35 頁］の指摘）．
しかし逆に，また近年の「子ども虐待」や「日本の離婚等における夫婦の力の差による不平
等」など，法による是正も一方で見られる．Misztal は，夫婦の不平等を当然とした男性の一方
的な女性への期待を「道徳的に不作法な信頼」に対して，夫婦の相互の自由と平等に基づく相
互信頼を「上品な信頼」という〔p. 164-166〕
．この問題は核家族を典型に密室性，閉鎖性によ
る外部からの遮断，内部への集中化も一因で，友情においても制度からの開放の反面としての
新しい拘束，つまり親密性の激化として，Misztal〔p. 167〕は「…完全な率直さ…，絶えざる言
語コミュニケーションの過剰…」という「親密性の専制（Sennett の言葉）
」を挙げるが，これ
は「強いられた信頼」であり，
「プライバシーとパーソナルな秘密の保持との暗黙の禁止」を伴
う．これは Parsons の集合体志向の前提である自立した個人主体による関係（相互信頼）の構
築を阻害し，閉じられた感情的自他融合を帰結する．夫婦の場合の対応としてとりあえずの「道
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徳的に不作法な信頼」から「上品な信頼」へではなく，「法と国家介入」による是正である．
次にリスク評価・管理は不確定な将来を認知的に確定化することを目指し，それ故に将来を
切り開き，グローバル化した社会を生き抜くために必須ともいえる．しかしこの複雑なリスク
評価・計算は，結果的に予測不可能性を高める．つまり，
「この好機（チャンス）のますますの
よりよい利用し尽くし」こそが，
「合理的リスク計算」を生み出した反面，
「合理的リスク計算
の限界（事象の余りにもの複雑性，人間の非合理性，知れば知るほどリスクが発見されるとい
うパラドックス）
」を生じさせるのである．Giddens はこのことを「リスク評価は正確さ，さら
に数量化も動員するが，本来的に不完全である〔Giddens 1991 4 頁〕
」と．これは，社会科学に
おいてばかりではなく，リスク評価・計算の最も確実な科学的な真理に関しても「モダニティ
の再帰性は実際には，自然科学の中心的領域においてさえも，知識の確実性を掘り崩している
のだ．科学は，帰納的な証明の蓄積にではなく，方法論的懐疑論の原則のうえに成り立ってい
る〔Giddens 1991 23 頁〕
」と．従って専門家の間ではしばしば対立する見解が存在するし，時
間がたてば真理であったものが逆に誤りであったことになる．これは上に述べられた近代に特
徴的なすべてを懐疑するという近代科学・社会科学にとって本質的な性質（継続的な修正）故
である．またリスク評価・計算の結果が社会に影響し，その結果を変えてしまうという（相互）
作用が存在するからでもある（評価は人間の恣意性に委ねられる．その結果，いわゆる前述の
「リスクは社会的に構成される」
）
．
「知識自身が形成された環境へと持続的に環流される…．当
の知識による予期をたびたび混乱に陥れるのである〔Giddens 1991 32 頁〕
」と．また「…意図
せざる，予期せぬ結果を生み出しやすくなる…〔Giddens 1991 34 頁〕
」，
「特化された専門知識
が予測不可能な結果に結びつく…〔Giddens 1991 34 頁〕」と．法とリスク評価・計算と一般の
人びととの関係を「著作権問題」から例にとると，一部一般の人びとの違法なコピー，それ（こ
の不信頼）
に対してリスク管理としてのコピー制限を可能にする科学独自のデジタル技術開発，
その実施着装への法の認可（法とリスク評価・管理の結合），しかしそれに対して一部一般の人
びとのコピー制限外しの技術（ソフト）創造と技術の成果である電子通信によるその普及，さ
らにそれに対して…というように，信頼の無限連鎖と同じような過程が続く．勿論幸せな再結
合論も展開される．
「せいぜいごく小さな片隅で専門家になることくらいしかできないという
事実は，多くの人間にとって抽象システムは不透明である，ということを意味している．その
不透明な性格―これは脱埋め込みメカニズムにおいて信頼が広がる基礎となる要素であるが
―…〔Giddens 1991 33 頁〕
」と述べるように，
「親密性への模索」について，Giddens はシステ
ムと個人をつなぐアクセスポイントや再専有 reappropriation（知識と技術を再獲得する再習
熟）やエンパワーメントといった過程を論じることによって，多くの論者のような否定的では
ない見解をも提示する〔Giddens 1991 7 頁〕
．また Giddens は「能動的 active 信頼」という概
念を展開し，
「能動的信頼は，制度が再帰的になり，専門家のおこなう主張が批判や論争のため
に隠さず開かれていった時に，出現していく．このような一般の人びとの批判的活動により，
専門家システムにたいする信頼は，受動的なものではなく，能動的なものになる〔Lash 366
頁〕」
．いずれにせよ膨大な詳細な部分を「括弧に入れる」信頼に対して，常に直接監視（モニ
ター）を必要とする法やリスク評価・管理はコスト高でもある．
さらにまた Beck〔120-121 頁〕が「リスクは知識の中で成立するのだから，知識の中で小さ
くしたり大きくしたり，あるいは意識から簡単に排除したりすることができる．…飢えや困窮
の場合と違って，リスクの場合は，不確実性や不安感がかきたてられても，それを解釈によっ
て遠ざけてしまうことも多い」と．つまり「リスク意識においては別の思考や行動にすりかえ
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たり，別の社会的対立にすりかえたりすることが頻繁に起こりやすい」．だから「…リスク意識
において」
，
「リスク社会は『スケープゴート社会』への内在的な傾向を含んでいる．リスクそ
のものではなくて，リスクを指摘する者が世間の動揺を突然引き起こすのである．…まさにリ
スクが理解しがたいもので，その脅威の中で頼るものがないため，リスクが増大すると，過激
で狂信的な反応や政治思想が広がる」現象も出現するという事態も無視できない．Ferguson〔p.
97〕は Douglas を引用して「新しい責任を負わせるシステム」が「犠牲者の無能力さの道徳的
非難化」に取って代わったと．これらの諸点を次に「リスク不安」という観点から見てゆく．

リスク不安
H.Ferguson は，Beck が我々はリスク社会に生きているという主張は「今日人生が以前にも
まして必然的により多くリスクあるものになっているということを意味しない〔p. 91〕」と述べ，
この視点から後期近代の諸状況における「児童保護サービス」を取り巻く信頼とリスクの環境
の変化を考察している．特にこの変化の中で大きい一点目は子ども観の変化である．つまり
Ferguson は Zelizer を取り上げ「19 世紀の労働貧困者の金を稼ぐ『非―子ども non-child』を経
済的に価値のない子ども生徒 child scholar へと変形させた．1930 年代までに，子どもは新し
い情緒的価値を獲得した―彼らは今や経済的に『無用 useless』である一方で，彼らは情緒的に
『価格なき貴重なもの priceless』になった．今日子どもを規定する諸特徴―親への依存，経済
的性的無為，法的政治的権利の欠如―はだいたいここで生まれた．専門職は子どもの『神聖化
sacralization』に貢献し，そしてそこから引き出されるが，これは社会一般において子どもの死
の寛容閾値を低下させた．この過程で『あらゆる子どもの死―富んだそして貧しい―は耐えら
れない社会的損失として出現し』
，そして『子どもの命の保護のための公的キャンペーンへと変
形せられた』．避けられうる子どもの死は公的に受け入れられないものになり，子どもは子ど
も保護介入を通じて死から保護されるべきだというイデオロギーを作り上げる助けとなった
〔Ferguson p. 92〕
」と．この死の寛容閾値低下，イデオロギーという言葉で表現されるように，
これはリスク評価・計算に時代社会背景（価値）が与える典型的な例である．二点目は特にリ
スク評価・計算基礎をなす科学観の変化である．この視点から Ferguson の論述を見ると，科
学が科学自身への懐疑（反省性）を控えた場合，
「あたかも伝統的権威と同類であるかのように
〔Ferguson p. 92〕
」批判を免れる．つまり批判からの防御を可能にする（技能）専門職と素人と
の明確な境界維持によってである．勿論ここでも専門職は自己の組織維持と発展のためにはい
わゆる矛盾した二面作戦（いかに状況は悪化しているか､しかし我々の努力でいかに状況は好
転しているか）のため，距離を埋めるための微妙な形（距離の取り方）での情報の共有化はな
される．しかし後期近代について Giddens，Beck の主張する反省性（科学本来の内在的特性で
ある）は，科学自身への適用へ，特に実践的な場での懐疑の拡大，それは専門職それ自体への
懐疑へと導く．Ferguson はこれを「…子ども保護の明白なシステム失敗への徹底的な探求…．
これらすべてが 1970 年代に始まった．ソーシャルワーカーと他の専門職が…子どもの死を取
り巻く環境への詳細な探求の被検者になったのはこの時期である〔Ferguson p. 93〕
」と．そし
て「実際上，肉体的，性的，情緒的虐待と無視を網羅するための総称的用語としてのまさに子
ども虐待 child abuse という用語は，1970 年代と 1980 年代において，子ども保護の専門用語に
登場した〔Ferguson p. 94〕
」と．これはこれら専門職の人々に反省性，それ自身に懐疑が向け
られリスク評価・計算の厳しい吟味と評価という「まな板の上」にのせられることを，さらに
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・

いえば絶えざる公的監視と客観的査定評価（例えば児童の死亡数），の中での実践的遂行を述べ
ている．さらにこの結果としての前述の帰責問題に至る「非難遂行 blaming システム」，
「強力
な非難文化の出現である blame culture〔Ferguson p. 96〕」．Ferguson は「基本的に，リスクは
現在の知識と実践経験 practices の関連する将来の出来事 happening に関係する．将来は常に
内在的に不可知であった一方で，後期近代においては，将来はリスク計算を通して植民地的侵
入へとそれ自身を導く新しい領域となる．リスクは『将来の植民地化〔Giddens 1991 126 頁〕
』
についてである．『リスク評価』が今日の子ども保護において持つ中心的重要性は，将来を統制
下に置こうとする，そして将来の被害という『リスク状態』にあるとみなされる子どものため
に，より以上の安全を与えようとする試みに関係する〔Ferguson p. 95〕
」と．にもかかわらず
信頼の低下を起点とするリスク評価・計算への転換は，より一層児童保護を担う技能専門職
Experts への信頼低下を招くことになる．
Ferguson が「…調査 inquiries は専門職にとって新しい危険と恐怖とを表現する〔Ferguson
p. 100〕
」
，
「『常なる疑問視 constant questioning』は，…リスク不安の中核にあり〔Ferguson p.
100〕
」と述べるように，リスク評価・計算に晒される被検者の，ここでの子ども保護技能専門
職の反応は「リスク不安 anxiety〔Ferguson p. 96〕」である．リスク覚醒（リスクとしてのリス
ク認識）とリスク評価・計算が，多様なリスクの存在を発見するという文脈とは異なった意味
で，リスク不安としてのリスクを生み出す．
「技能専門的知識 expertise が，公的監視 scurtiny
へと日常的に開かれている社会状況下では，…．…このことは内在的に，存在論的安心に脅威
を与え，我々すべてに巨大な存在論的挑戦を意味している〔Ferguson p. 98〕
」と．これはその
人の継続的な生活全体の，人間存在の意味にまで及ぶ不安を示唆している．不安について，
Giddens〔1991 47-48 頁］は明確な対象を持つ恐怖 fear と区別して，特定の対象を欠いている
不安は「個人の感情の一般化された状態」であるとし，
「特定のリスクや危険に結びついたもの
ではない」とする．そしてその対応として，Ferguson はいくつかの例を挙げる．「…広く行き
渡ったリスク不安を相対的安心感に変換する試み…〔Ferguson p. 97〕」として，
「迷信といった
伝統的資源への依拠…．例えば，…〔告訴された〕裁判のために着る幸運のシャツ，…水晶を
持参する…〔Ferguson p. 97-98〕
」
，またより良く「親密な支持的仲間関係の存在〔Ferguson p.
98〕」
，さらには「リスク不安を抱えつつ生きるための強力な戦術は，Shilling にならって『身体
プロジェクト』と呼ばれるものであった〔Ferguson p. 98〕」．そしてこれは「健康と身体につい
ての『自己世話』を取り巻く課題に関する戦略は，宗教に由来する生存戦略の相対的欠如によっ
て空っぽに残されたギャップを今や埋める〔Ferguson p. 100〕」と．勿論 Ferguson はパラドッ
クス「…スキャンダル〔公表と非難〕は技能専門職システムへの信頼の重要な断層を誘発した
一方で，それらが促進した公的開示は，極めて重要な情報を提供し…」
〔Ferguson p. 102〕と指
摘し，児童福祉改善への促進剤となったことも付け加える．
次に我々は，このような問題を価値・信頼の縮小，一般化・普遍化からの限定，低位化過程
といった視点からアイデンティティと社会階層の問題を含め見てゆく．

後期近代社会と信頼，リスク，アイデンティティ
ここでは上記のような社会状況を踏まえ，Giddens の「後期近代社会」の視点から捉えた
Thompson の説（信頼，リスク，アイデンティティの相互連関）を見てゆく．
後期近代社会の特徴として Thompson〔p. 27-28〕は，特に「我々の行為に対して権威ある導
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きを与えられる単純明確な伝統が存在しない」と．これは「複数の伝統が存在するが，どの伝
統も我々を導くことができない」ということであり，この意味で「ポスト―伝統的社会」であ
ると．従来の権威ある評価基準が見えにくく，感情に左右されうる市場が価値を決め，多様化
したメディア環境が流れを加速させる時代もある．
従って Thompson は「リスクとの遭遇は，そしてそのリスクの反省的評価は，現代社会にお
いて避けられない〔p. 26〕
」という Beck（
『リスク社会』
）に従って，第一疑問点として(実際上
いるとして)「なぜある人々はリスク引受者 risk-takers，自律性―選択者 choosers であり，他
方で他の人々はリスク回避者 avoiders，コミュニティ―探求者 seekers なのか？〔p. 26〕」と問
う．この問いから「リスクに対する異なった態度」と「アイデンティティに対する態度」
〔リス
ク関わるアイデンティティ identity with risk，あるいはアイデンティティ―リスク identityrisk（人々がその全体的生活のコースとスタイルに関連して引き受けるリスク．彼らのアイデ
ンティティ感覚と密接に結び付いたリスク）〕との相関性を以下のように論じる．これは個人
がどの程度リスクを進んで引き受けるかどうか，からの分類であり，Thompson の論点を要約
して二者を図表化すると，

リスク引受者
（進んでリスクを引き受ける人）
自律性に価値を置く．
自己の選択様式に従って生きる．
従って「自律性―選択者」
求めるものは「集団からの真正性
authenticity の承認」
従って「反省的自己」
その中心的関係領域は
「純粋関係」，
「相互親密性」

リスク回避者
（リスクを避けることを望む人）
コミュニティの安心 security（保護）を，大きな
全体との同一化に求め，無反省的にその規則，規
範に従う．権威，伝統への服従．
従って「コミュニティ―探求者」
求めるものは「アイデンティティの承認」
従って「伝統的自己」
その中心的関係領域は「非―純粋関係」

まず Thompson は Giddens を引用し，権威ある導きを与える単純明確な伝統が存在しないこ
のような時代・社会に要求されるのは「肯定的にせよ否定的にせよ，行為の開かれた可能性に対
して計算的な態度〔Giddens 1991 31 頁〕
」であり，その社会は「普通の個人が，自己の行為を計
画 plan するために，持続的にリスク（そして機会 Opportunity）について反省的に reflexively
に知識を使用する〔Thompson p. 28〕
」社会であり，この意味で，後期近代社会は「制度的反省
性」により特徴づけられるとする．まとめると「我々は，一定の不可避的リスクに直面しており，
かつ何をなすべきかを我々に告げる権威ある導きを欠いている故に，我々は反省的であること
―意識的にリスクを計算し，それからそれらの中から選択すること―を強いられる〔Thompson
p. 28〕
」ということになる．ここに「不確定性（後期近代社会）」→「リスク（直面）」→「意識的
リスク評価・計算」→「選択」
，この意識的リスク評価・計算と選択とが自己が「反省的企画性
reflexive project（導きを欠いている故に）
〔Giddens 1990 154 頁 1991 36 頁〕
」になるという連
関が見出される．意志決定を行う反省的自己はこの意味で固定したアイデンティティではあり
えず，継続的に人生ストーリーを創造してゆく存在である．この反省的自己の主体間の関係は，
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後期近代の最も典型的な（可能であり，あるいは不可避である）関係である，Giddens のいう「純
粋な関係」
〔Giddens 1992 特に四章以下〕である．この純粋関係に参加することは，自律性の人
生を選択することであり，選択を開いたままに（入退出権を保持）することであり，この純粋な
関係はその関係自体のために存在するという意味で「純粋」であり，外的錨（社会的あるいは経
済的生活の外的諸条件）ではなく，当事者間の相互的コミットメントに依拠している，つまり彼
らがただ選択する限りにおいてのみ，その関係に留まる（その関係は持続する）関係である．こ
の当事者間の相互的コミットメントにのみ依拠する純粋な関係は相互信頼（自己が他者から「信
頼に値する仕方で行為する，他者を信頼することを認め〔Thompson p. 28〕
」うる自己である）が
存在するときのみ可能である（ここに「基本的信頼」の役割がある）．
この純粋な関係の内在的属性とは親密性 intimacy と相互開示 mutual disclosure である．相
互開示とは心を開くことであり，相互開示と相互信頼との発展は相互的であり，そしてこの親
密性は当事者達に共有された人生ストーリー〔Giddens 1991 59-60 頁〕の共創作者になること
を可能にする．まさに「相互交渉が行われる自己探求の航海〔Thompson p. 29〕
」である．この
ような点から Thompson は信頼の醸成・発達が内在的であるかのように論じるが親密性の集中
化・濃密化は「自他同一化・融合」ともいうべき閉鎖的孤立的関係へと別方向に至りうる（別
稿）
．ともかくこのような純粋な関係は「真正性によってのみ道徳的に動員される〔Giddens
1991 p. 186 211 頁〕
」故に真正な自己への要求，「真正性の承認〔Thompson p. 29〕」願望があ
る．ここに「自らを誠実に他者に開示できる」純粋な関係は内在的にリスクがある．なぜなら
この関係は当事者間の相互的コミットメントのみに依拠する故に，随意に終結（自主的な破壊）
の可能性があり，さらに「他者に自らを開示することが，屈辱と恥辱を招く可能性〔Thompson
p. 45〕
」というリスクがある．従ってこのリスク故に，前述のようにこの関係は「当事者間の相
互的信頼がある場合のみ存在しうる」
，つまり信頼がこれを可能にする（相互信頼がある場合に
のみ，自らを誠実に他者に開示できる）
．それではこの信頼はどこで形成されるか？

答えは

前述した幼児期における「基本的信頼」である．基本的信頼のある者は，内在的にリスクがあ
る純粋関係の中でリスクを引き受けることができる．Giddens の「基本的主張は，基本的信頼
はリスクを取る行動を可能にする〔Thompson p. 31〕」と．ここで次のような連関を確認できる．
「不確定性（後期近代社会）
」→「リスク（直面）
」→「反省性を有する自己アイデンティティ（導
きを欠いている故に）
」→「純粋な関係（典型的な関係）」→「リスクの内包（ここでも）」→「相
互信頼の必要」→「基本的信頼の確立の必要」
．
逆にこのような上記の「リスク引受人（Thompson のいう反省的自己）
」とは逆に「リスク回
避者（伝統的自己〔Thompson p. 29〕
）
」もいる．彼らは権威ある指針無き後期近代社会の不確
定性がもたらす，つまり自己アイデンティティ形成が相互的な探求や交渉の継続的過程を必要
とすることから生ずる「選択の自由」の重荷，
「反省性」に耐えられず，伝統，支配的権威（外
的な広いシステム）に従属することで安心，慰めを求める．ここでは「すでに存在する，十分
に形式化されたアイデンティティへの承認」を求める人々である．「個人のアイデンティティ
についてのある一定事実の同意から自動的に生ずる」，
「アイデンティティの承認〔以上
Thompson p. 30〕
」である．当然，彼らはリスクの内在する「純粋な関係」を避ける．それでは
どこに逃げ込むのか？ Thompson は Giddens は明示的ではないがといい，Thompson のいう
「非―純粋関係」に逃げ込む〔Thompson p. 29〕とする．Thompson は「私の家族によって私の
ために選ばれた相手のみと結婚する」
，
「私の宗教が定めるやり方で，私の共―狂信的信心家と
のみ結び付く」
（このような指摘は Misztal p. 168-169 参照）といった結婚の例を挙げる．先に
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述べたように，それは安心して依拠できる伝統，権威のある「コミュニティ」である．これは
我々のいう価値，信頼の一般性の収縮である．しかしなぜ権威のある指針無き後期近代におい
てこのような避難場所が存在するのか？後期近代の特徴とされたあの「複数の伝統が存在する
が，どの伝統も我々を導くことができない」という点から可能とされる．複数だから存在しな
いのではなく，
「普通の人々（ここに時代状況診断がある）」にとって権威のある指針が存在し
ないだけなのである．そこで Thompson は，この人々（リスク回避者）は，不安を無くす手段
と し て 伝 統 的 あ る い は 既 存 の 確 立 さ れ た 人 生 ス タ イ ル に（「Giddens の 指 図 に 反 し て
〔Thompson p. 30〕
）逃 げ 込 む．し か し 時 代 状 況 診 断 か ら し て，こ の こ と で 得 ら れ る 安 心
security は限定的である．なぜなら，このようないかなる選択も，複数の「ただ可能性のなか
からの一つにすぎないということを意識せずにいられる者などいない〔Giddens 1991 205-206
頁〕」からである．つまり「多くの等しい可能な選択肢が存在するということを十分に知ってい
るが，あたかもそれが唯一の選択であるかのようにその一つの選択肢を選択する〔Thompson
p. 31〕
」という，つまり彼らは「自分自身を欺こうとしているのだ〔Thompson p. 31〕
」というこ
となのである．
ここでリスクを取りうる「反省的自己」に戻る．ここでの問題は基本的信頼の固定永続性，
一度自己が形成されると，基本的に変化不可能（変えるためには長期戦略が必要〔Thompson p.
32〕
）であるという問題である．反省的であること，純粋な関係に入ること，自律性を選ぶこと
の個人の意志性は，初期幼児における彼らの世話環境によって設定されるとすると，
「リスク引
受者」と「リスク回避者」は不変のままなのかという問題である．「幼児期の養育者とともに確
立された紐帯は，成人後の生活において形成される親密な社会関係すべてに影響 resonances
を残す〔Giddens 1991 70 頁〕
」
．従って前述の「残酷な分割〔Misztal p. 161〕」のままなのかと
いう問題である．Thompson は基本的信頼は，実際上，個人の心理的性向の固定された要素で
あるといってよい一方で，特定の主体間の信頼は，多数の異なった要因によって様々でありう
るとする．前述のように Giddens も基本的信頼の，アイデンティティの創造性について語って
おり〔Giddens 1991 44 頁〕
，つまり「個人は，常に出来る限りリスク評価を行い，リスクある
行 為 を 行 わ ね ば な ら な い．こ の よ う な 環 境 で は，自 己 は，Giddens の い う『反 省 的 企 図
reflexive project』になる．そうであるならば，自己―アイデンティティは，時間経過において
不変の固定した特性を持ち得ず，主体によって常に創造されるもの（反省的自己）」になる．こ
の点は Giddens の誇り pride と恥 shame という社会心理学的な説明の導入〔Thompson p.
32-33〕によって補強される．
誇りは「その人の自己アイデンティティの価値への確信の感情」，恥は「かかる確信の欠如
〔Thompson

p. 34〕」である．先ほど指摘された純粋な関係のもつ相互開示の「他者に自らを

開示することが，屈辱と恥辱を招く可能性」
，そして「恥辱の経験は，信頼を脅かし破壊するこ
と が あ る の で，恥 辱 と 信 頼 と は 互 い に 密 接 に 結 び つ い て い る〔Giddens 1991 72 頁〕」と
Giddens がいうように，いかに信頼を誇りと恥とに相関させているかが見いだされる．「これ
らの感情的状態は，信頼に結びつけられる．もし私が誇りを持っているなら，私はより一層他
者を信頼する見込みがある．それに対して，私が恥を感じているなら，私は一層彼らを信頼し
そうにない〔Thompson p. 34〕
」
．ここでのポイントは誇りと恥が信頼と密接に結び付いてい
ると共に，間主観的な従って相互作用の一つの結果であるということである．「基本的信頼」の
固定性に対して，
「誇りと恥」の継続性（誇りと恥は他者との相互作用に，その連続体である人
生過程に関係する）の指摘である〔Thompson p. 33〕．
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誇

り

信頼を下から支える．
もし個人が他者からの承認と愛を感じるならば，
その場合彼らのその結果として生ずる誇りは，彼
らがそれらの他者を信頼することを容易にする．

恥
信頼を掘り崩す．
個人が他者の面前で恥を感じることは，彼らが相
互に信頼する可能性を徐々に破壊する．

また誇りと恥は当然リスクに関連する．「関係にある当事者達が，自らを相互に開示するな
らば，彼らは相互信頼を発展させうる．…私が暴露した私の一部について恥を感じるだろう．
そしてその結果として，私と他者との間の信頼は，ある程度まで掘り崩される〔Thompson p.
34〕
」
．さらに「恥はまたただ他者を信頼するリスクを進んで取ろうとすることをだけでなく，
あらゆる種類のリスクを進んで取ろうとすることを掘り崩すだろう〔Thompson p. 34〕」と．こ
こでの相互連関とは「恥」→「リスクをとれない」→「他者に自己自身を開きえない」→「相
互信頼を発展させえない」→「親密性を達成しえない」→「私は真正の自己を見出すために，
相互的探求の旅に従事できない」
（
「偽りの false 自己（R.D.Laing）」）である．
ここでの「誇りと恥」は Bauman の論点への橋渡しをする．つまり誇りと恥が間主観的であ
ると同時に「一つの集団として，集団によって経験されうる感情状態であるという意味で社会
的である〔Thompson p. 33〕
」という指摘から集団の問題へ，Bauman の視点へと移行する．（こ
の論点はまた別稿で「信頼とリスク不安」という別観点から論じたい）

Thompson の Bauman による補足
Thompson は「信頼，リスク，アイデンティティの連関に関する Giddens の個人心理的説明」
から「社会経済的側面を重視するリスク―引受人，リスク―回避者」への論述に移行する．
Thompson は，Bauman の『流動的近代』の時代としての現在の特徴化は，後期近代の Giddens
の説明と詳細において，似ていないでもなく，Bauman もいかなる確定性も存在していないの
だから，アイデンティティを選択する必要があるという Beck の議論に従っていると〔p. 35〕
．
ここでも Thompson の論点を要約して二者を図表化すると，
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流動的近代の状況を無視あるいは逃避する人々

リスク引受者，自律性―選択者

リスク―回避者，安全―探求者

流動的近代の時代において繁栄するグローバル化
過程から利益を得た人々．
「いかなる地域性によっても規定されず」
，むし
ろ地球表面を横切る彼らの移動性によって規定さ
れる「脱領域的存在 exterritorials〔Bauman 2001
77 頁〕」として特徴づけられる．
彼らの生活をいかに送るべきかということについ
ての決定を行うための公的（形式的）権利（identity
選択を含め）は，実際上その権利を行使する実質
的能力とつり合わせられている．
「自己―創造」と「自己―主張」を価値づける．
Thompson の「世界主義者」
「主意主義的コミュニティ」
，
Bauman の「美的コミュニティ」
「選択のコミュニティ」
世界主義的エリート

グローバル化によって敵対的に（不利益に）影響
された人々．
相対的に特権のない，資源に乏しい人々．
コミュニティにおける安心と帰属における安全を
求める人々．
より大きな全体との同一化を，これにより彼らの
identity を規定させることを，望む．
コミュニティの成員性は，リスクに対する集合的
保護を与える．

Thompson の「地域共同体主義者」
「義務のコミュニティ」
「運命のコミュニティ」

さらに Bauman はリスクに対する異なった態度を説明するために，経済的要因に焦点を当て
ているため，ここでも二者を図表化（Thompson の論点を要約）すると，
資源を持っている人々

資源を持っていない人々

リスクを引き受けることができ，個人的自律性を
選ぶことができる．
彼らの資源は，リスクを引き受けるために彼らが
必要とする安心を彼らに与えることができる．
選択が予想されない同意されない結果を持つな
ら，その場合彼らは，彼らの資源を利用して，再
び選択することができる．

リスクを引き受けることができず，それにかえて，
コミュニティでの安全を選ぶ．
誤った選択の結果は，破滅的となるだろう．
この決定を取り消し，再び選択するための資源を
欠いているので，彼らの福祉にとって非常に有害
な結果を持つ状況に固定せられる．

・

・

Thompson からの Bauman 論は二集団の区別が重要で，後期近代の諸条件（特にグローバル
化）に「適応できる人々，集団」と「適応できない人々，集団」の区別であり，前者は「リス
ク引受者」従って「自律性―選択者」
，後者は「リスク―回避者」従って「安全―探求者」であ
る．つまり Thompson が Giddens から推論的に引き出した分類類型があてはまる．勿論ここ
で Thompson が Bauman を導入するのは，Bauman の経済的要因を重視する視点を取り入れ
るためであるが，このことはある程度本論が後半部分で取り上げたグローバル化した後期近代
社会の全体像を信頼，リスク，アイデンティティから描くのに適している．
さて，図から明らかなように Giddens 論の図と Bauman 論の図には類似の特徴が見られる．
例えば，グローバルエリートの（実際上の）選択自由，アイデンティティの自己創造，主意的
（美的・選択）コミュニティの選好に対して，コミュニティ探求者（大衆）のそれぞれにおいて．
しかし異なった諸点がある．これをグローバル化によって敵対的に（不利益に）影響された大
衆 multitude の視点から見てゆくと，この大衆は「相対的に特権のない資産の乏しい，それ故

52

久留米大学文学部紀要情報社会学科編第 6 号

自立した self-reliant 生活できない〔Thompson p. 36〕
」人々で，従って法的自由があっても実際
上の自由がない人々なのである．ここで「経済的要因」が Baumn の論によって，さらにいえば
政治・階層の視点が（Baumn が『新しい貧困』等で論じているように）導入されている．いず
れにせよこのような状況にある彼ら大衆が屈辱を経験する〔Thompson p. 36〕という点が
Thompson が Giddens のそれと接合可能させる点であり，またこの屈辱が集団的という点が
Baumn への接近点である．このような状態，経済的要因から見るならば，彼ら大衆が倫理・運
命の「コミュニティにおける安心と帰属における安全を求める〔Thompson p. 36〕」のは「個人
の生活とは切っても切れないリスクである錯誤や不運について，すべてのメンバーがコミュニ
ティから保証を受ける権利 communal insurance 〔Bauman 2001 102 頁〕
」を与えられるから
であり，
「換言すれば，成員性はリスクに対する集合的保護 collective protection を与える
〔Thompson p. 37〕
」からである．この Thompson の論述から明確化されなければならないの
は，与 え ら れ る の が 心 的 な も の ば か り で は な く 社 会 経 済 的 な 共 同 体 的 保 険 communal
insurance であるという点である（両者は相互的だが）．従って，Thompson はこのコミュニ
ティを「相互援助 aid 組織〔Thompson p. 38〕
」という．ここからなぜ彼ら大衆（貧しい）が非
自由選択選好なのかの回答は，選択はリスクを伴いそのリスクが内在する損害を補償する経済
的資源を持たないためであるということになる．彼ら大衆にとって「誤った選択の結果は破滅
的〔Thompson p. 39〕
」である．再び立ち上がって選択を可能にする資源がないのである．
Thompson の論を離れて，そもそも経済的要因と選択との関係は，この損害補償の論点以上に，
媒介要因として「教育歴」等と関連づけられることが，つまり「家庭の教育上の文化的経済的
要因」と「教育歴」と「選択のチャンス」の相互連関で論じられることが多い．そもそも選択
肢が制限されているのであり，これは「後期近代社会の選択（強制）」論とは表面上矛盾する．
さてそれでは世界主義的エリートの場合については，Thompson は彼らの「美的コミュニ
ティ」が主意的だがかえって「これらのコミュニティは熱狂 fanaticism になる傾向がある
〔Thompson p. 37〕
」と論じる Bauman を指摘し，そこから「もし成員性が統制されえなければ，
その場合主義 doctrine が〔それを〕可能にする．この論理こそがその集合的に創造された独自
性への承認を求める美的コミュニティの要求を動機づける〔Thompson p. 37〕
」と．本論との関
係で問わなければならないのは「主義」が「地球市民」にまで繋がるものか，エリートという
区別意識，従って一般性の低いレベルに留まるものなのか，価値・信頼の一般性の，普遍化の
どのレベルかということが重要である（
「選択の自由，自律」→「市場」→「自己責任」を含め
これらの問題は別稿）
．再び彼ら大衆の経済的要因が大きい故のコミュニティへの逃避は，
Thompson は Baumn の論により（Thompson の見解から），すなわち彼ら大衆がコミュニティ
探求者となるのは，強力な他者（エリート成員）からコミュニティに無理に押し込められたか
らだと．
「同化への権利が拒否され…．…ゲットーの中に孤立せられ，分離され〔Thompson p.
38〕」たからだと．しかし彼らは自らを囲い込み（両方向からの囲い込み）によって，その忠誠
心の強いコミュニティで誇りを取り戻そうとすると（例えば，black is beautiful）
〔Thompson p.
38〕．ここでの連関はエリート：
「資源の所有」→「選択のリスク引き受け」→「自律性（良き
生活者という理念が内包）
」
．逆に大衆：
「資源の非所有」→「選択のリスク回避」→「コミュニ
ティへの逃避」→「非自律（否定的評価）
」である．
そこで，Bauman の論から明らかなように，彼ら大衆・集団への政治的対策は，リスク嫌悪が
資源所有の関数であるなら，リスクに対するこの態度を変えるために，出発点としての資源の
所有化，つまりの資源の社会的配という社会政策，それを基礎づける「社会正義，資源の公正
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な配分としての正義〔Thompson p. 39〕
」である．しかし Thompson はこの社会正義の問題を
①文化的承認のパターンという文化的要素と②資源の再配分という経済的要素とに区別し，文
化的要素をも重視する．Thompson は①について Fraser の例を取り上げ「同性愛嫌悪」によ
る「不正義は，その性質上圧倒的に文化的である〔Thompson p. 42〕
」と．ここでの対策は「文
化的承認」である．つまり「文化的承認（さらに法的にも）」→「スティグマの撤回」→「集団
の誇りの回復」→「信頼の回復」→「リスク回避の撤回」→「自律性（後期近代に適合的アイ
デンティティ）
」である．これとは対照的に②の例では「シングルマザー」への福祉利益の撤回
である〔Thompson p. 43〕
．この「撤回」→「貧困化」→「経済的独立の低下」→「誇りの喪失」
→「信頼の減少」→「リスク回避」→「自律性の喪失（否定的評価）
」の連関である．勿論これ
らは循環的で①「同性愛者の孤立化」⇄「文化的差別（同性愛嫌悪）」⇄「経済困窮（⇄「経済
的差別）」

②「女性の離婚」⇄「経済困窮（⇄「経済的差別）」⇄「文化的差別（男尊女卑）」

である．
次稿では引き続き以上の論を踏まえ，
「信頼の三要素（認知・情緒・道徳）
」と「一般化（ここ
には具体的な家族，地域，国家，世界レベルがある）と「特定化（ここでは感情的自他融合，原
教主義，社会階層また Giddens の再占有等の問題が内包される）
」の関連を取り上げ分析する．
注
1) S.Lash は「今日，信頼やリスク，関係性，モダニティの危機，さらには専門家システムの役
割について学びたいと思う人びとは，ギデンスの著書を参考にしはじめている〔220 頁〕
」
と．
2) 信頼と主に経済的繁栄について論じた Fukuyama の信頼の定義も「信頼とは，コミュニ
ティーの成員達が共有する規範に基づいて規則を守り，誠実に，そして協力的に振る舞うと
いうことについて，コミュニティー内部に生じる期待である〔63 頁〕
」と．
3) Luhmann の帰責問題は信頼と確信の区別からなされる．すなわち Luhmann は確信と信頼
の区別を「知覚 perception」と「帰属 attribution」とに求める〔1988 pp. 97-98〕．確信状態
とは「選択肢を考慮していない（毎朝，武器を持たずに家を出る）」場合であり，信頼状態
とは「あなたが他者の行為によって失望せられる可能性にもかかわらず，他の行為に優先し
て，ある一つの行為を選ぶ場合，あなたはその状態を信頼状態と定義している」場合である．
従って，確信の場合は「あなたは，外的帰属によって失望に反作用し」，信頼の場合は「あ
なたは，内的帰属を考慮し，結局あなたの信頼選択を後悔しなければならない」となる．さ
らに Luhmann は，この確信と信頼の区別を「危険 danger とリスクとを区別する我々の能
力に依拠する」とする．つまり「失望の可能性が，あなた自身の以前の行動に依拠している
か，そうでないかである〔1988 p. 98〕
」と．そこで確信の場合は危険が，信頼の場合はリス
クが生じる．以上から，Luhmann の確信の要点は，日々の日常生活における前提条件であ
り，従って①違背の可能性が極めて低く，②他の選択肢がほとんどなく，また考えもせず，
③ほぼ全体社会（制度）に対するものであるといえる．それに対して Luhmann の信頼の要
点は，個々の行為の選択決断に関わるもので，①選択肢の存在状況下での，積極的な利得獲
得への投企であり，②それ故にリスクという名の失望・損失の可能性があり，②その失望・
損失はそれ故に後悔という自責に帰着する．この場合後悔とは「信頼は悪い結果 outcome
があなたにあなたの行為を後悔させるなら，その場合にのみ信頼が必要とされる〔1988 p.
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98〕
」ものである．この信頼の捉え方は，認知的予測と極めて接近した概念になり，典型的
には株式への投資リスクのように，
「少なくとも通常の日常生活にとって必要（これは確信
の場合といえるだろう）以上の利得獲得可能性」と「投資するかしないかについて大きな選
択可能性」がある状況に最もよく当てはまる捉え方である．勿論 Luhmann は，Deutsch を
引用し，
「信頼は，起こりうる損失が，あなたが求める利得よりも大きい状況においてのみ
可能である．さもなければ，それは単に合理的計算の問題に過ぎないであろう〔1988 p. 98〕」
とする．Luhmann の行為と信頼の関連は，行為は→選択肢からの決断であり→それは合理
性を必要とするが→他者存在という不確定性のため→リスクの内包が自覚され→これを克
服する一つの方途として信頼が要請される，という図式になる．この場合信頼は「リスクが
受け入れられる限度内にとどまる〔1988 p. 98〕」が，それは損失の程度が受け入れられる範
囲内ではなく，損失が生じる可能性の程度が受け入れられる範囲内であるということであ
る．従って Luhmann のいう信頼の場合の内的帰属としての後悔 regret〔1988 p. 98〕は，自
由な個人的な選択の結果としての自己責任であるが（「投資リスク」等の持つ語感は，やは
り何程か自律的な自己行為決定による結果の招来という語感を，従って自己責任に直結す
るといえる）
，信頼の持つ社会道徳性，そしてその違背は相手への社会的道徳的非難を伴う
故に，Luhmann のいう信頼は，信頼概念の使用（恐らく通例から見て）は，幅が狭い．
Luhmann の信頼は，帰責の区別（自己責任，従ってリスク）の峻別から，余りにも個々の行
為とその決断（従って意識的で特定の状況）に重点を置き過ぎる．また Luhmann の「確信」
と「信頼」とは実際行為上ではしばしば重層化している．例えば，車での外出において近道
する場合，
「他車は突然反対車線を走行しないだろう」というのは確信で，その確信を前提
に複数選択肢から「道幅の狭い近道（従ってリスクが多い）を急ぐこと」を選択決断するの
は信頼である（Luhmann の視点では）
．
4) 信頼の視点からは，例えば，離婚は，
「子どもの両親へのそれぞれの信頼」と「その信頼し
ている両親間の不信頼」との間に矛盾を生み出す．ステップ step 家族は親の複数化や子の
複数化等からくる複雑化，従って Misztal〔p. 169 ff〕が述べるようにより以上に明確な規定
を欠く故に，交渉（取り決め）が必要であり，より以上の困難がもたらされる．また児童虐
待については，親権やプライバシーの問題〔小林 62 頁〕と共に，それに絡み合っている「親
子の絆」回復（信頼）という観点からも，どこまで「国家介入」が許されうるのかという問
題が付きまとう．
5) この点について Giddens は「存在論的安心という概念は実践的意識 practical consciousness
の非明示的 tacit 特長に密接に結びついている〔1991 38 頁〕
」といい，この「実践的意識は，
…無意識 unconscious ではなくて，
『非意識的 non-conscious』である〔1991 38-39 頁〕
」とす
る．
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