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第三章 自由と責任の哲学――人間存在への問い1 

 

 

序 

 

 私たちがそれであるところの存在――これは「ひと」と呼ばれる。私たちはこの言葉を用

いて具体的にどのような存在を指すか――この問いに対しては、事実問題として、《それは

その言葉の使用者に応じて異なる》と答えざるをえない。その一方で、「ひと」という語の

次の用法が私たちにとって重要である、という点も事実である。それは、「ひと」という語

によって、決してたんなる物質の塊に尽きるわけでないが、それでも神ほどの完全性をもつ

わけでない存在を指す、という用法である。「ひと」という語は、この用法においては、あ

る種のいわば「中間者」を指す。そして、私たちがこうした用法において自分たちを「ひと」

と呼ぶとき、私たちは自らを何らかの中間的存在と自己理解している。 

 たんなる物質の塊でもなく純粋な神格でもない存在としてのひと――私たちのこうした

自己理解は、一方で、「形式的な妥当性をもつ」と言われうる。その意味は以下である。 

私たちは、ときにいわば「科学的」視点に立ち、人間をたんなる物質の塊と捉える。とは

いえ私たちはひとである限りこうした視点に恒久的に留まり続けることはできない――こ

の点は看過されるべきでない。ひととして生きるということは、生の多くの局面でたんなる

物質の塊とひととを区別して生きることでもある。逆から言えば、この区別を行なわないひ

とは存在しない。そして――この点が核心的に重要だが――ひととして生きるということ

は、自らの存在を物質的な秩序から切り出して・高めることでもあるのである。 

加えて私たちは、ときにいわば「観想的な」視点に立ち、人間存在のうちに一定の神性を

見出す（実に、ひとが自己へ一定の神性を帰すことは――後で強調するように――正当であ

る）。とはいえ私たちは、こうした視点においてすら、ひとを神と同一視することはできな

い。ひととして生きることは、ひとの不完全性を意識することでもある。神とひととの差異

――こうした隔たりに起因するいわば「負い目」の感覚は、ひととして私たちの生に深く刻

印されている。 

 かくして私たちの自己理解は、それが妥当な形をとる際には必ず、自らを〈たんなる物質

                                                      

1 本稿の精神的支柱はハイデガーの『存在と時間』である。この著作を読んだことのあるひ

とは本稿の企てを〈ハイデガーの実存論的分析論を、分析哲学における自由と責任の問題へ

応用する試み〉と見なすかもしれない。この見方は間違っていない。とはいえ次の点は看過

されてはならない。それは、こうした「応用」の動機が、たんにそれが新奇であるからでは

なく、むしろ〈ひととしてのひと〉のあり方を解明する実存論的分析論の視角が自由と責任

の問題にとって本質的な重要性をもつからだ、という点である――この点が本稿の叙述か

ら説得性を得ることを期待する。 
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の塊でもなく純粋な神格でもない何か〉と把握する。これはひととしての私たちの自己理解

だと言える。他方で、こうした自己理解はいわば「内容面でまだ消極的だ」と言われうる。

ひとはたんなる物質の塊でもなく純粋な神格でもない――ではそれ何であるのか。ここに

は実質を補う余地がある。すなわち以上の自己理解の形式には、私たちが自らの思考を通じ

て自己イメージを彫琢し、こうした具体的な像の息吹をそのうちへ注ぎ込む余地があるの

である。実に、こうした自己イメージの形成こそが、哲学が古来より取り組んできた課題で

ある。哲学はつねに「ひととは何であるか」と問うてきた。この問いは〈たんなる物質の塊

でもなく純粋な神格でもない何か〉という自己把握へ実質的内容を与える試みなのだ、と言

える。 

 ひととは何であるか――これが哲学の第一の問いである。私はこう主張したい。これがこ

の序文で最も強調したい事柄である。別の表現を用いれば、「ひととは何であるか」が哲学

者の第一の関心事だ、ということである。実に「哲学」と呼ばれうる営みはすべて根本的な

次元においてひとのあり方を問いたずねている。逆から言えば、ひとを問わない哲学はない。 

 いや、ひとを問わない哲学もある、と反論するひとがいるかもしれない。私は、序論にお

いては、この反論へ十全に応答することができない（そうした応答は本論で与えられる）。

ここでは手短な説明だけ行ないたい。 

 たしかに哲学はひと以外のものも主題にする。例えば哲学は――顕著な例として――数

学的対象の実在性について語る。とはいえいかなる哲学的な問いも必ず、それが哲学の問題

である限り、ひととしての私たちの生と連関をもつ。例えば、哲学者が数学的対象の実在性

を問いただすのは、ひとえに《ひととしての私たちにとって数学という営みがいかにして可

能か》が問題だからである。私は後者の関心こそが数学的対象の実在性をめぐる問題へ哲学

的な〈力〉を与えると言いたい。なぜなら、そうした関心を欠くときには、この問題は、私

たち（すなわちひととしての私たち）にとっての切迫性を欠くものとなり、たんなる好奇心

の問題へ堕するからである。逆から言えば、そうした関心のある場合にこそ、数学的対象を

めぐる問いは私たちにおける・私たちにとっての・私たちに関する問いになる。そして――

次の点も重要だが――「数学的対象が実在するか否か」の問いへ答えることは、根本的な次

元においては、同時に「ひととは何であるか」という問いへ答えることでもある。なぜなら、

前者の問いへ十全に答えるためには、数学を営みうるひとのあり方の如何が解明されねば

ならないからである。 

 ここにはひとつの哲学観が表明されている――と言ってもよい。それは、「ひととは何で

あるか」を探究することとしての哲学、という見方である。私はこの哲学観の導きのもとに

本章を著す。この哲学観において自由と責任を論じること――これが本章の課題である。 

 とはいえ！ である。 

 目下の哲学観においてはさまざまな問いが提起されうるだろう。はたしてこの哲学観に

必然性はあるのか（哲学的論考は決して恣意的な哲学観を採用することができない）。はた

してこの哲学観のどこが重要なのか（ことさらに「哲学観」と呼ばれるためには相当の有益
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性を備えていなければならない）。もっともな問いである。ただし、こうした問いへ答える

には、まずもって《ひととは何であるか》を深いレベルで考察せねばならない。なぜなら、

哲学観とは哲学に対するひとの見方である以上、ひとつの哲学観の必然性や重要性を説明

する際にも、《ひととはどのような存在なのか》が問題になるからである。逆から言えば、

ひとという存在が何を「たいへん気にしている」のかが具体的に証示されてはじめて、ある

哲学観の意義を説明する視点は得られるのである（ちなみに「たいへん気にする」という本

章の用語は例えばドイツ語の名詞‘Sorge’や英語の‘care’と対応している）。 

かくして本章は、自由と責任という主題のもとで《ひととは何か》を考究すると同時に、

そこで彫琢された人間観からふたたび「メタ哲学的な」考察へ立ち返り、上述の哲学観その

ものの必然性や重要性を証示することも目指す。 

 

 本章（そして本書）の主題は――すでに触れたように――自由と責任である。なぜこの主

題なのか。その理由はたんに著者自身がこの問題系に強い関心をもつという事情だけでは

ない。加えて――こちらの方が重要だろうが――自由と責任を論じる近年の研究者が《哲学

においてはひとのあり方が問われているのだ》という事実を重要な点で忘却しているとい

う現状もある。彼ら／彼女らはこの事実を実に「重要な点で」忘却している（このように書

くと他人事のように響くが、これもまた私たちにとっての問題である）。その結果、哲学と

いう営みの本性に関して致命的な誤解が生じている。それは《科学が世界の客観的な構造を

探求しているように、哲学もまたある種の実在の「客観的な」あり方を探求している》とい

う誤解である。実に、この誤解は――本論で具体的に説明するように――哲学的思考が私た

ちに齎す成果の価値をいわば「壊滅的に」減じる作用をもつ。簡潔に言えば、この誤解は哲

学の価値を台無しにするのである。本章はこうした誤解に対するひとつの闘いでもある。 

 話を少し具体化しよう。 

 まず、近年のいわゆる「自由と責任の哲学」における問題とは何か、と改めて問いたい。

最も深刻な問題のひとつは、おそらく、論戦が袋小路に陥っている事態であろう。周知のと

おり、自由と責任の哲学においては「両立論」と「非両立論」が対立しているが（立場の中

身の詳しい説明は後で）、この二陣営は長らくいわばテーブルのたたき合いを続けている。

すなわち一方の陣営は、つねに、他方の陣営を根本的な点で「何も分かっていない」と見な

す。ここでは何が起きているのか。思うに、どちらの陣営も他方の陣営の価値を理解する視

点を有さない、という「残念な」状況が生じている。なぜ「残念な」と言うのか。その理由

は、第一に、どちらの陣営の洞察も私たちの自己理解にとって重要な意義をもつからであり、

加えて、両方の洞察の真価をともに認めるという生き方も私たちには可能だからである。実

に両立論と非両立論はある意味で調停可能である（それらは理論としては真っ向から対立

するが、私たちは自らの生き方において両方の価値を認めうる）。私は両陣営の洞察の各々

を適切な仕方で受け入れるという道こそがひととして「本来的な」生き方だと主張したい。

そして――前段落までの話題と接続すると――こうした生き方を選びとるためには、まず
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もって、哲学においてはつねに（それゆえ自由と責任の哲学においても）まさしくひとのあ

り方が問われているのだ、という事態の自覚が必要なのである。 

 簡単にまとめよう。 

 以上で述べたように、本章はいわば「複層的な」目標をもつ。第一に本章は〈ひとのあり

方の探究としての哲学〉という見方のもとで自由と責任を論じる。この点において本章はい

わば「第一階の」哲学にも取り組む。他方で「メタ哲学的な」と形容されうる目標もある。

それは《なぜ哲学はひとのあり方を問題にすべきなのか》を説明することである。加えて―

―こちらも多かれ少なかれ「メタ的」だが――自由と責任の哲学のあるべき姿も提示したい。

否、より正確にいえば、自由と責任をめぐる問いに対する私たちのあるべき〈向き合い方〉

を、すなわち「本来的」と言える向き合い方を提示したい。簡潔に言えば私たちは、《両立

論と非両立論のどちらが正しいか》などではなく、《ひととしての私たちにとって自由と責

任とはどのようなものであるか》を問うべきなのである。本章は自由と責任の哲学の中心的

関心をこうした本来的な高みへ引き上げる試みの一歩である。 

 本章の構成をあらかじめ述べておこう。 

 はじめに本章の主題――自由と責任――について準備的な説明を与える（第 1 節）。つぎ

に自由と責任の哲学の現状、すなわち両立論者と非両立論者による不毛なテーブルのたた

き合い、を紹介する（第 2 節）。その後で〈両立論 vs. 非両立論〉という対立の構図が乗り

越えられるべきことを主張する（第 3・4 節）。そのあと、本章の主張――生き方の問題とし

ての自由と責任の哲学という構想――を展開する（第 5・6 節）。 

 

第 1 節 

 

 自由と責任とは何か――これが本章の中心的な問いのひとつである。はじめに、次の点を

考えることは探究の方向づけにとって決定的な重要性をもつ。すなわち、なぜ私たちはこの

問いを問いうるのか。自由と責任をめぐる問いを私たちが提起しうるのはなぜか。 

 答えは次のようになるだろう。私たちが「自由とは何か」や「責任とは何か」を問いうる

のは、私たちが少なくともある程度は自由と責任の如何を知っているからである、と。とい

うのも――これは月並みな理屈に聞こえるだろうが――仮に私たちが自由と責任の如何を

まったく知らなかったとしたら、そもそも私たちは上記の問いにまったく思いいたらなか

っただろうからである。 

 さて、話が核心へ向けて歩み出すのはここからである。 

 以上の議論はひょっとするともはや通俗化された「哲学的クリシェ」に聞こえるかもしれ

ない。これはある意味で「その通り」である（遺憾なことに、以上の「ハイデガー的な」理

路はしばしば深い理解なしに利用される）。とはいえ――私は強調するが――以上の議論の

うちには自由と責任を哲学的に論じることにとって本質的に重要な洞察が内含されている。

説明すれば以下である。 
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 さらに問うてみよう。なぜ私たちはある程度は自由と責任の如何を知っているのだろう

か。その理由は私たちがそのような存在だからである。実に私たちは、自らの生において、

自由／不‐自由の区別および責任の有無の区別をたいへん気にしている。すなわち、私たち

は例えばあるひとの行動が「自らに由る」と呼ばれうるか否かをたいへん気にしており、ま

た私たちは例えばある出来事に対してあるひとが「責任をもつ」と言いうるか否かをたいへ

ん気にしている。より具体的に言えば、私たちの生は以下のタイプの言説で溢れている。「君

がそれを決めたのか？」「誰のせいなの？」「規則に従っただけです」「命令されてやりまし

た」「君のおかげだ」「ぼくが選びました」「食欲に負けた」「ドーピングのおかげだったのだ

ね」「たまたま手が触れたにすぎない」――私たちがこのように語るとき、そこでは自由と

責任が問題になっている。簡潔に言えば次である。私たちは自由と責任をたいへん気にする

存在なのだ、と。 

 これは、まさに、ひとのあり方なのである。ひととはどのような存在か――これはさまざ

まな角度から特徴づけられうる。前段落を踏まえれば次のように言える。ひとはひとである

限りにおいて自由と責任の有無をたいへん気にしている、と。逆から言えば、自由／不‐自

由の区別および責任の有無の区別に関して「無記的な」生は、重要な意味で「ひとの生」と

は呼ばれえないのである。 

 自由と責任をたいへん気にすること――これはひとの特質と認めてよい事柄である。実

際――高度に概念的で「ア・プリオリな」議論をさせて頂くと――例えば「誰のせいなの

か？」・「あいつのせいだ」・「命令されただけだ」などの自由と責任をめぐるやり取りに参与

できる存在はその点においてひとなのである。たんなる家具や動物はこうしたやり取りに

参与しない――それらはひとではない。プロティノスの一者やスピノザの唯一実体などの

神的存在も、仮にそうしたものが存在するとしてだが、こうしたやり取りに参与しない――

それらはひとではない。ひとであればすべて、そしてひとのみが、自由と責任をめぐる「人

間的」やり取りに（少なくとも可能的に）参与するのである。 

 以上が《なぜ私たちは「自由とは何か」や「責任とは何か」を問いうるのか》への答えの

一部である。要点を繰り返せば、ひととしての私たちは自由と責任をたいへん気にする存在

なのだ、ということである（私たちが「自由」と「責任」の概念をもつ所以である）。他方

で――答えのもう一部の方へ話題を進めると――それにもかかわらず私たちは自由と責任

が何であるかをいまだ重要な点で知らない。実に「自由とは何か」および「責任とは何か」

という問いは私たちにとって開かれた問いである。この問いには答えるべき何かがある―

―だからこそ私たちはこうした問いを有意味に問いうるわけである。 

 この第二の指摘もある意味で「あたり前のこと」と感じられるかもしれない。とはいえ立

ち止まって考えるべき点がある。本章を導く問いは「自由と責任とは何か」である。私たち

はその答えを知らず、そもそもその問いにどのような仕方で答えればよいのかも知らない。

かくして自由と責任をめぐっては一定の無知があると言えるのだが、とはいえこれはどの

ような種類の無知なのか。自由と責任に関する私たちの無知の種類――この点もまた自由
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と責任を哲学的に論じることにとっての重要な洞見に関わる。説明すれば以下である。 

 私たちは自由と責任に関して何かを知らない。だが正確に何を知らないのか。もちろんこ

れが分からないからこそ、「知らない」と言われているわけである。とはいえ、事情はこう

なのであるから、私たちは自らの無知の種類に関してできる限り予断を避けるべきである。

ひょっとしたらここでは自由の本質および責任の本質に関する無知が問題なのかもしれな

い――だが予断は禁物である。あるいはここではあらゆるひとが受け入れうる「自由」の概

念および「責任」の概念が得られていないことが問題なのかもしれない――だが予断は禁物

である。もしかすればここでは自由および責任のいわゆる「自然主義的な」還元的分析が欠

けていることが問題なのかもしれない――だが予断は禁物である。私たちは自由と責任に

関して何かを知らない――そして何を知らないのかも正確には知らない。 

 かくして「自由と責任とは何か」を問う本章は、同時に、この問いで何が問われているの

かも問うことになる。後者の問いの重要性は自由と責任の哲学の来歴と現状からも説明で

きる。 

これまで研究者はときに、自由と責任をめぐる哲学的な問いに対して、しばしば「自由とは

××である」や「責任とは××である」という形式の回答を与えようとしてきた。そして―

―この点も否定できないが――こうした試みは自由と責任に関する私たちの理解を深めて

きた。とはいえ次の事実は留意されるべきである。それは、自由や責任の本質の規定につい

て何らかの提案が与えられるときには、つねに、少なくともその規定の究極的な妥当性を疑

わせるには十分だと言える反論が提示されてきた、という事実である2。この事実は次の疑

念を生じさせる。私たちは、何らかの理由のために、自由と責任の本質を少なくとも「満場

一致」という仕方では規定できないのではないか、と。もしそうであるならば、自由と責任

をめぐる哲学的な問いに取り組むとき、哲学者は「自由とは××である」や「責任とは××

である」と述べること以外の、あるいは以上の、何かを目指さねばならない。――だがこの

                                                      

2 いわゆる「条件法分析」（cf. Moore 1912）にもとづく自由や責任の規定に対しては例えば

Chisholm 1964 が反論している。また「階層説」などと呼ばれることもある有名な Frankfurt 

1971 の分析は Watson 1975 や Wofl 1987 が批判している。加えて行為者内部の非決定論的プ

ロセスを鍵要素とする Kane 1999 の分析は――いわゆる「運論証」へ抗しうるものとして提

案されたにもかかわらず――例えば Mele 2006 においていわば拡張版の運論証に依拠した

反論を被っている（いま「拡張版の運論証」と呼んだものにはいわゆるロールバック論証な

どが含まれるが、これについては O’Connor 2002 などを参照されたい）。さらにチザムやギ

ネットやオコナーによる「行為者因果説」（Chisholm 1964, Ginet 1997, O’Connor 1995）は例

えば Pereboom 2001 で批判されている（ペレブームによれば行為者因果説は自然科学の知見

と衝突する）。どの分析にも厳しい反論が提示されている――こうした状況はより最近の分

析（いわゆる「新傾向性主義」の分析やフィッシャー＝ラヴィッツァの分析）に関しても変

わらない。 
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「何か」とは何か。 

 私は以下のように言いたい。 

 「自由とは何か」あるいは「責任とは何か」と問うとき、私たちは答えるべき何かがある

ように感じる。他方で――繰り返し強調すれば――私たちは何を答えればよいのかをいま

だ知らない。だからこそ、「××とは何か」という問いの言語的形式を無批判的に受け入れ

て「自由とは○○である」や「責任とは○○である」と答えることだけを目指す、という態

度は努めて戒めるべきである。私たちはこの点についても深く考える必要がある。すなわち、

「××とは何か」に対して「それは○○だ」と答える最も単純な（それゆえおそらくきわめ

て限定的な）会話形式に甘んじることなく、自らの思考を通じて、「自由とは何か」および

「責任とは何か」という疑いなく切実な問いが本当のところ何を問い求めているのかを明

らかにせねばらない。 

おそらく「××とは何か」に対して「それは○○だ」と言葉で答えるだけのやり取りは〈ひ

と対ひと〉の関係におけるやり取りとしては「狭い」。もちろん哲学は古来より「……は何

であるか」と問うてきた。例えば、プラトンの対話篇を繙けば、「知識とは何か」や「正義

とは何か」が問いたずねられている。とはいえ――私はプラトンの著作をこう読みたいのだ

が――そこでの哲学者の究極的関心は決して知識あるいは正義の妥当な定義そのものでは

なかった。これよりも広く、これよりも深い何かが追求されていた。それは、「知識とは○

○である」や「正義とは○○である」という言葉そのものではなく、むしろひととしての私

たちの生き方をより善くするような何かであったと思う。 

 実に言葉のやり取りはひとの生の一部にすぎない。したがって、もし自由と責任をめぐる

問いが私たちの生にとって切実なものであるならば、この問いをめぐる私たちのやり取り

（すなわち問‐答）も本来的に「生におけるやり取り」と呼ばれうるものでなければならな

いだろう。すなわち私たちは自らの思考を、言葉の次元で運動させるにとどまらず、生の全

体的な地平において働かせるべきである。――私たちの問いは「自由とは何か」および「責

任とは何か」である。だがこれは私たちの生において提起されている問いである。それゆえ

それに対する本来的な答えは、たんに言葉上のものでなく、私たちの各々の生き方そのもの

であることになる。「自由とは何か」および「責任とは何か」という問いかけは、実に、私

たちの生き方を問うているのである。――以上の点は後の議論でも詳しく説明したい。 

 

 以上が本章の主題に関する準備的な説明である。本節の最後に「自由」と「責任」という

用語について必要な解説を与えておきたい。 

 「自由」という語にはさまざまな意味がある。例えばある条件下の電子を指して「自由電

子」と呼んだりもする。とはいえこうした意味の「自由」は本章の探求には関連しない。本

章が論じるのは――いささか不恰好な表現だが――「ひととしての自由」と呼べるものであ

る。説明しよう。 

 本章において私は、ひととして、「自由とは何か」と問うている（ちなみにおそらく「問
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う」というのもひと特有のあり方であろう3）。それゆえ本章の関心はひとにとって重要な意

味の「自由」に向けられている。これは次のような言説において問題になっているところの

自由である。「誰が決めたのか？」「私が選びました」「たんに押されただけだ」「あれはよく

考えたうえでの行動だった」「あのひとは洗脳されている」「依存症かもしれない」――細か

な（そして、場合によっては重要な）差異を無視すれば、このように語るとき、私たちの関

心は「自由な」ひとと「不‐自由な」ひとを区別することにある。例えば「誰が決めたのか？」

と問うひとは、ある事柄に関して、「自らに由る」と呼ばれうるひとが誰なのかを問い求め

ている。押さえるべき点は次である。ここでの「自由／不‐自由」はひとに関する区別であ

る、と。もちろん私たちは、類似した仕方で、動物などに関しても自由と不‐自由を語る。

とはいえこれとは本質的に区別された、ひとにとっての「自由／不‐自由」の区別がある4。

こうした意味の「自由」が本章の主題である。かくして本章においては「……は自由である」

は第一義的にひとの述語であり、意志の自由や行為の自由はここから派生的に理解される。 

 同様に本章が論じる責任も――ふたたび不恰好な表現だが――「ひととしての責任」であ

る。実に日本語における「責任」という語はほとんどつねにひとに関わる（例えば「有限責

任会社」などの表現も多かれ少なかれひとに関わる）。他方で――詳述は不要だろうが――

英語の‘responsible’やドイツ語の‘verantwortlich’はもう少し柔軟な言葉であり、物体や現象

に対して用いられることがある5。いずれにせよ本章が論じるのはひとにとっての「責任が

ある／責任がない」の区別である。それゆえ動物・天候・災害などを形容する‘responsible’

あるいは‘verantwortlich’は本章の関心には関わらない。 

 他方で「責任」という語には別種の意味の多様性がある。例えば伝統的には次のふたつの

タイプの責任の区別は重視されてきた。 

 

（１）スミスの死はジョーンズのせいである。 

（２）ジョーンズはスミス家に賠償金を払う責任がある。 

 

一部の（あるいは、おそらく、多くの）論者はこのふたつの文が表現する責任をまったく無

                                                      

3 逆から言えば、たんなる動物は決してひとと同じ仕方では「問う」ことをしない。 

4 なぜ「本質的に区別された」と言えるのかと言うと、そもそも私たちはひととして生きる

限りひとと単なる動物とを本質的に区別しているからである。そのため、ひとに関する「自

由／不自由」と動物に関する「自由／不自由」は決して同じものでない（おそらく後者は、

思うに、前者の類比的応用にすぎない）。ちなみに――厳しい言い方になるが――「ひとと

動物を本質的には区別しないひともいる」と言って私に反論するひとは、私の言わんとして

いることを理解していないか、あるいはひとという存在を理解していない。 

5 例えば手持ちの辞書には‘Dry weather is often responsible for the forest fires’という文例があ

る。 
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関係の概念だと見なす。こうした論者は、例えば、（１）のタイプの責任を論じるときに、

（２）のタイプのそれを系統的に無視する。他方で――例えば最近だとアイリス・ヤングの

ように6――（１）における責任を〈過去向きの責任〉、（２）におけるそれを〈未来向きの

責任〉と見なし、ふたつを地続きの責任実践だと捉える論者もいる。こうした論者は、もち

ろん（１）のタイプの責任と（２）のタイプのそれを多かれ少なかれ（ときに鋭く）区別す

るのだが、《私たちの「責任」概念を十全に理解するためには片方を無視してはならない》

と考える。本章は、ひととしての自由と責任を論じる以上、後者の路線に与することになる。

その理由は以下である。 

 そもそも、ひとがたいへん気にしている種類の自由と責任を問題にするとき、私たちは決

して考察領域の恣意的な限定を行なうことができない。簡潔に言えば、私たちは自由と責任

をひとの生の全般において考察せねばならない。この場合――次の点が重要だが――私た

ちはもはや個々の概念を孤立的に論じることができなくなる。むしろ、自由と責任に関わる

概念連関の全体を考察する必要に迫られるのである。さて、自由と責任を問題にするとき、

問題となる概念連関はどれほど広いだろうか。そこには以下のような多くの概念が含まれ

る。「行為」・「意志」・「合理性」・「規範」・「義務」・「非難」・「罰」等々。本章はこれらすべ

てを明示的に取り上げるわけではない。とはいえ、ひとの生において自由と責任が問題なる

領域にはこうした概念――おそらくひとをひととして特徴づける概念――がすべて属して

いる、という点は看過すべきでない。そして先の二種類の責任――いわゆる〈過去向きの責

任〉と〈未来向きの責任〉――もともにこうした領域のうちに存しているのである。 

 まとめよう。 

 本章は――不恰好な表現を用いるのはこの段落で最後にするが――ひととしての自由お

よびひととしての責任を主題とする。言い換えれば、いわば自由と責任という「切り口」か

らひとの生を全体的に考察する、ということである。本章が「自由意志」や「道徳的責任」

という馴染みの表現を用いない理由もここにある。「自由」概念を考察する研究者は伝統的

に「自由意志」という表現を好むが（私もその一員である！）、この表現はともすれば《論

考の関心が意志の自由のみに置かれている》という誤解を生みかねない。事実はそれと異な

る。実に、自由の哲学において実際に問題になっているのは、ひととしての自由全般である。

また「道徳的責任」という表現は逆の誤解を生みかねない。それは、ひととしての責任のう

ちに道徳的でないタイプの責任がある、という誤解である。これに対しては重要な意味で

「否」と言わねばならない。ひととしての責任が問題になる領域は本質的に「道徳的」と形

容されうる領域である（すなわち、ひとがたいへん気にしている種類の「行為」・「意志」・

「合理性」等々が属す現象領域は、全体として、「道徳的」と形容される）。この意味におい

て責任とは本質的に道徳的責任なのである。 

                                                      

6 アイリス・マリオン・ヤング『正義への責任』（岡野八代・池田直子訳、岩波書店、

2014 年）。 
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第 2 節 

 

 本節では自由と責任の哲学の現状を紹介する。その動機を手短に再確認しよう。 

 近年の自由と責任の哲学における論戦は――率直に言えば――不毛な袋小路に陥ってい

る。そこでは両立論と非両立論が対立しているが、二陣営の論争は「残念な」分裂を生んで

いる。なぜ「残念」と言うのか。その理由は、第一に、この対立がもはや自由と責任に関す

る私たちの理解を深めえないほどに深い亀裂を生んでいるからであり、第二に、こうした対

立を「止揚」する努力がほとんど払われていないからである。いや、このように言うと、他

人事のようになる。これは私にとっての問題である。というのも私もまた、自分の生におい

て、自由と責任の哲学を本来的な仕方で実践したいと考える者だからである（繰り返し使わ

れている「本来的」という用語はドイツ語の‘eigentlich’と対応している――私たちは生への

‘eigentlich’な向き合い方とそうでない向き合い方の区別をたいへん気にする存在である）。 

 本節の議論の流れは以下である。はじめにいくつかの用語を定義する――そこでは「両立

論」と「非両立論」などの語が説明される。その後で、近年の論戦状況の問題点として、ふ

たつの陣営のテーブルのたたき合いが継続しているという事態を指摘したい。 

 「決定論」と「非決定論」という語の内実については読者に一定の理解があることを前提

する（念のため注意すれば、以下の議論を追うためには両概念について漠然としたイメージ

をもっているだけで十分である）。「両立論」と「非両立論」は――周知のことと思うが――

自由と決定論の関係についてのふたつの競合する見方である（以下、自由へ話を限定するが、

責任と決定論の関係についても類比的な諸立場が成立する7）。 

 非両立論は、最も単純に言えば、《決定論と自由は両立しない》と主張する立場である。

厳密な定義は意外に難しい。多くの研究者は非両立論のテーゼを《決定論と自由は必然的に

両立しない》という見方だと解釈している。そして、「必然性」の概念を明確に分析する便

宜として、研究者はしばしば「可能世界」の概念を用いる。 

                                                      

7 ちなみにいわゆる「半両立論（semi-compatibilism）」は、決定論と責任の両立論を認めつ

つ、決定論と自由の両立論の真偽はサスペンドする立場だと説明されることがある――た

だしこれはいささかミスリーディングな表現である。半両立論は、実に、あるタイプの自

由（他行為可能性で規定されるタイプの自由）と決定論の両立可能性の是非をサスペンド

しているにすぎない。そして、そもそも〈ひととしての自由〉と〈ひととしての責任〉が

相互に連関する概念である以上、半両立論もまた責任の基礎となりうるような何らかのタ

イプの自由を要求せざるをえない。かくして、一般に、決定論と自由の両立論／非両立論

の区別と決定論と責任の両立論／非両立論の区別との間の類比性は高いと言える（すなわ

ち、例えば、一方に関する両立論者は一般に他方に関しても両立論者である）。半両立論

の説明については Fischer 2007 などが明快である。 
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 他方で――この点は強調しておきたいが――こうした厳密化へのこだわりは本章の関心

にとっては不要である。むしろ、いささか直感的だが、非両立論のテーゼは次のように解釈

されるのがよい。もし私たちの世界において決定論が真であれば、私たちは誰も自由ではな

い、と。この解釈をとるとき、非両立論は私たちに関するテーゼになる。 

 両立論は非両立論の否定である。それは《決定論と自由は両立する》という立場だが、厳

密化を求める研究者はときにこれを《ある可能世界が存在しており、その世界では、決定論

が真であり、かつ自由な何かが存在する》と解釈する――量化の明確性が魅力的な分析であ

る、とはいえこうした厳密さは、やはり、本章の関心からは逸脱する。本章は両立論のテー

ゼを次のように解釈する。たとえ私たちの世界において決定論が真であっても、私たち（の

少なくとも誰か）は自由である、と。こうすると、両立論もまた私たちに関するテーゼにな

る。 

 以上をまとめて書き留めておこう。 

 

非両立論：もし私たちの世界において決定論が真であれば、私たちは誰も自由ではない。 

両立論：たとえ私たちの世界において決定論が真であっても、私たち（の少なくとも誰か）

は自由である 

 

ところでなぜこの対立は私たちにとって重要なのか。いや、むしろ、なぜこの対立が重要だ

ったのか。その理由は、かつては私たちの世界が決定論的かもしれないという考えにリアリ

ティがあったからである。他方で、「両立論」と「非両立論」の各々のテーゼの本章におけ

る定式化は《現在においてなぜこのふたつの立場の対立に興味をもたないひとが多いのか》

の理由のひとつを説明する。実に、多くのひと（私も含めて）は私たちの世界が決定論的だ

と考えていない。こうした種類のひとにとっては決定論と自由の両立可能性の有無の問題

はまったく自分の問題たりえない。せいぜい他所の可能世界の問題にすぎない。 

 前段落の指摘については、ここでは以下の点だけ補足しておきたい。結局――あとで説明

するように――自由と責任をめぐる問題の中心に〈決定論の脅威〉を置く探究は根本的な点

で「浅薄」なのである（この事態は逆に〈非決定論の脅威〉に着目したとしても変わらない）。

仮に決定論が自由と責任の概念を脅かすとしても、問題は決定論の根っこにある何かなの

である。自由と責任の哲学者はこの〈根っこにある何か〉を問いつめる必要がある8。 

 実に近年の多くの研究者は――表面上は〈両立論 vs. 非両立論〉という対立にこだわる

素振りを見せつつも――問題の核心は決定論でも非決定論でもないと気づいている。例え

                                                      

8 先どりして言えば、実に、決定論が自由と責任を否定すると見なされる場合および非決定

論が自由と責任を否定すると見なされる場合に共通した世界観（あるいは人間観）が存在し

ており、この世界観はひとをたんなる物質と同じ低さで把握する。まさにこの把握こそが

〈自由および責任への脅威〉なのである。 
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ば、ペレブームのいわゆる「硬い非両立論」は《決定論が真であろうが非決定論が真であろ

うが、いずれにせよ私たちは誰も自由でない》という立場であるが（Pereboom 2001）、思

うに、ペレブームがこの立場を後押しするとき、彼は両立論と非両立論の対立は本質的なも

のでないという見方へ向けての重要な一歩を踏み出している（とはいえ彼は、決定論と非決

定論が共有する〈自由と責任への脅威〉を問い求めることはせず、いわば「決定性

（determinacy）」と自由の連関および「非決定性（indeterminacy）」と自由の連関のそれぞ

れを別個に考察する次元にとどまっているのだが）9。 

 話を用語の定義へ戻そう。 

 いずれにせよ近年の研究者は、少なくとも表面上は、〈両立論 vs. 非両立論〉の対立を論

戦の基本軸に置く。さて――ふたたび周知のとおり――両立論／非両立論の対立はさらに

下位の対立をもつ。非両立論はいわゆる「リバタリアニズム」と「硬い決定論」の二陣営へ

下位分割される。各々は一定のいわば「事実的」主張を行なう。リバタリアニズムによれば、

私たち（の少なくとも誰か）は実際に自由である――かくして、非両立論の前提から、私た

ちの世界は決定論的でない。硬い決定論によれば、私たちの世界において決定論は実際に真

である――かくして、非両立論の前提から、私たちは誰も自由でない。 

 他方で――重要な注意だが――現在、硬い決定論を擁護する研究者はほとんどいない。な

ぜか。その理由は、先にも触れたが、私たちの世界が決定論的であると主張する根拠があま

り見当たらないからである。おそらく伝統的な因果律への固い信仰が可能な根拠のひとつ

であろう（この根拠もまた「確率因果」などの新興の概念によって揺るがされるのだが）。

そのため硬い決定論にシンパシーを抱く研究者は、実際には、それを修正あるいは拡張した

立場を擁護する。例えば、先に触れた「硬い非両立論」という立場がその一種であり、ある

いは――より近年では――《私たちの世界では運がすべてを支配しているため、私たちは誰

も自由でない》という立場も提案されている。硬い決定論のこうした後継的見解すべてに共

通する特徴は自由と責任の普遍的否定である。こうした立場は――いささか誤解を生む名

称だが――総じて「懐疑主義」（英語では‘skepticism’）と呼ばれている。本章もこの表現を

採用する。 

 以上の内容もまとめて書き留めておこう。 

 

リバタリアニズム：私たち（の少なくとも）誰かは自由であり、私たちの世界において決定

論は偽である。 

懐疑主義：（一定の理由で）私たちは誰も自由でない。 

 

他方で――こう言い切ってよいと思うが――両立論者も一般に一定の「事実的」主張を行な

                                                      

9 この話題には、もちろん、ヴァン・インワーゲンの「神秘主義」およびスミランスキー

の「幻想主義」が関連する――これらについては第 3 節で論じる。 
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っている。それは、私たち（の少なくとも）誰かは実際に自由である、という主張である（両

立論を支持しながら《私たちの誰も自由でない》と主張するひとは、断言するが、まともな

研究者のうちにはひとりもいない）。この点を踏まえて、本章では狭い意味の「両立論」を

次のように規定したい。 

 

両立論：私たち（の少なくとも）誰かは自由であり、私たちの世界においては決定論が真で

あってもかまわない。 

 

「かまわない」と書いたのは、両立論者が《決定論が私たちの世界で真である》と断言する

ことはあまりないからである。実際、両立論者は私たちの世界が一定の非決定論的プロセス

を含むことを許容しうる。 

 まとめよう。 

 現在の自由と責任の哲学においては――少なくとも表面的には――両立論と非両立論が

対立している。そして、もう少し精密に言えば、リバタリアニズム・懐疑主義・（狭い意味

の）両立論の三陣営が競合している。以下、具体的な現状を確認しよう。 

 

 先に予告した、近年の自由と責任の哲学における、論戦の行き詰まりを見る。まずリチャ

ード・ダブルの印象深い報告の引用から開始したい。 

 

 たいへん著名な非両立論者が両立論者の論文にコメントする、という場面が数年前の

APA の会合であった。両立論者の方は、より若く、著名さの点では劣っていたが、それ

でも鋭敏だった。ふたりのやり取りは一時間も続いた。終盤に向かうにつれて明らかにな

ってきたことだが、どちらも側も、相手がなぜそんな立場を採るのかがまったく理解でき

ないでいた。一方が話せば、他方はまったく信じられないという様子で首を振るのである。

よく覚えているのだが、たいへん聡明なふたりの人物がこれほどまでに相手の述べるこ

との価値を見出せないことがあるものか、と私には驚きだった。（Double 1991: 5） 

 

これは――私はこう強調するが――自由と責任の哲学においてしばしば生じる状況である。

両立論者と非両立論者はしばしば激しく口論する――ここでの「口論する」という表現は文

字どおり受けとられたい。どれほど激しいのか。ダブルの報告を再び引く。 

 

 私［すなわちダブル］は別の APA 会合で両立論を擁護する発表をしたのだが、非両立論

を支持する私のコメンテータが見せた感情の高ぶりにたいへん驚いた。コメンテータは

私の論証が深い誤解にもとづくと指摘するだけでなく［…］次のような可能性を指摘した。

両立論者は人格障害を患っており、ありうるシナリオのうちで最も醜いもの（すなわち決

定論）のうちに満足を見出そうとしている――これはいわゆる強制収容所症候群に似た
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ものだ、と。（Double 1991: 6 四角括弧内は引用者による補足） 

 

もちろんこれは極端なケースである。とはいえこうした報告は次の事実を示唆する。それは、

現状において両立論者と非両立論者の間の溝がはなはだ深い、という事実である。咎は両立

論の側にもある。例えばダブルは、リバタリアンがときに訴える「応報にもとづく罰の正当

化」に反対する際の両立論者の態度について、それが「罵倒のような口調」を伴うと指摘す

る（Double 1991: 6）。両陣営の間には、根本的な点で、相互理解が欠けている。 

 こうした事態はもう少し冷静な文脈においても生じている。実に、両立論者が非両立論者

の立場を退ける際、あるいはその逆の際、一方は他方の根本洞察を全面的に・冷淡に・いわ

ば「非共感的に」切り捨てる。具体例を見てみよう。 

 第一の例。ペレブーム（非両立論者・懐疑主義者）は次の直感の力強さを強調する。「も

し私たちのすべての行動が私たちの生前に「カードとして配られている」ならば［…］私た

ちがひとの悪行を非難することは決して正当ではない」（Pereboom 2001: 6）。多くの非両立

論者の思考はこうした直感に導かれている。実際――私たちはみなこうした感覚を多かれ

少なかれ理解しうるのだが――人生がまさしく配られたカードを切るにすぎないものであ

るならば、生じた悪行について誰かを責めることは不条理であろう。他方でペレブームに対

してフィッシャー（両立論者）は言う。 

 

 私たちの行動が「カードとして配れている」というのは明らかにメタファーである。この

表現でペレブームが意味するのは、私たちの生まれる前の状況が「決定論的な因果プロセ

スを通じて私たちの行動を不可避の仕方で引き起こす」ということである。不可避性とい

うのは問題的な概念である。［…］もし「不可避性」が現実的な出来事系列における強制

の一種を含意するのであれば、対話的観点から言ってこれは論点先取である。ひとの行動

が目下の意味で「カードとして配れている」ときに、そうした問題的な強制が生じたり、

そのために道徳的責任がただちに排除されたりするのは、正確になぜなのか。（Fischer 

2002:201） 

 

ここには――私はこう言いたいが――ペレブームの「直感」に対するいわばフィッシャーの

シンパシー欠如が垣間見える。フィッシャーは、自分の思考でペレブームの指摘に関する理

解を深めようとはせず、ただ「なぜ」と問うだけである。粗っぽく言えば事態は次のような

ものである。フィッシャーはペレブームの感覚を理解不能なものとして切り捨てている、と。 

 簡単なコメントがある。私はペレブームの言いたいことがよく分かるが、同時にフィッシ

ャーの言いたいこと（すなわち、先行的な決定は必ずしも問題的な不可避性を引き起こさな

い、ということ）も理解できる。そして、おそらくみんなそうなのではないか、と思う――

フィッシャーも然りである。私たちの現状は、いささか矛盾的だが、以下のようなものであ

る。すなわち、《私たちの行動すべてが生まれる前から決まっているとすればいかなる非難
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も正当でない》という感覚はある意味でよく分かるが、同時に《私たちのすべての行動が生

まれる前から決まっているとしても正当な非難は可能だ》という感覚もまた別の意味でよ

く分かる、と。したがってフィッシャーが、両立論という自らの「公式的」見解に固執する

あまり、ペレブームの「直感」が含む洞察をくみ取れないという状況は、たいへん残念であ

る。両立論への共感はかならずしも非両立論の真価の理解を排除しない。一方をとるなら他

方は捨てるべきだ、と要求する〈両立論 vs. 非両立論〉なる構図はこの点において害悪であ

る。 

 第二の例。ピーター・ストローソンは、有名な論文（Strawson 1962）において、《決定論

が正しいという信念によって道徳的責任に関わる実践（例えば非難や刑罰など）の正当性が

脅かされうる》という見方を退け、《こうした実践はいわば私たち人間の「生活形式」に属

し、そもそもその正当性は私たちにとって問題になりうるものでない》と主張した。これは

反応的態度と客体的態度をめぐる独特な立場である。そして、決定論は決して私たちの自由

と責任を脅かすものでないとする点で、ある種の両立論だと言える。これに対して、非両立

論を支持するゲーレン・ストローソンは言う。 

 

 たしかに反応的態度および反応的な実践に対する私たちのコミットメントは根深く、ひ

ょっとするとそれを根こぎすることは不可能かもしれない。その一方で、決定論が私たち

の責任と自由の概念へ深刻な問題を提起すると考えることもまた私たちの本性に属すの

である。（Strawson 1986/2010: 89/76） 

 

これはピーター・ストローソンの主張の全否定に繋がる。実際――この点は重要だが――ゲ

ーレンはピーターに次の指摘で反論する。すなわち、たとえ反応的態度に対する私たちのコ

ミットメントがきわめて根深いとしても、決定論が反応的態度を不当なものとする可能性

は残る、と（Strawson 1986/2010: 78/91）。これは、せんじ詰めれば、たんにピーターは間

違っていると述べているに等しい。――簡単にコメントすれば、この種の反論（すなわち「全

否定的な」種類の反論）は虚しい。なぜなら、目下のケースを例にとれば、ゲーレンの反論

はピーターの洞察に関する理解を深めないからである。 

 第三の例。ヴァン・インワーゲン（非両立論者・リバタリアン）は次のように言う。「あ

る行為に対してある行為者が責任をもつと見なすための必要条件は、その行為者が問題の

行為を控えることができたと信じることである――これはほとんどすべての哲学者が認め

ることである」（Van Inwagen 1975: 188）。これも私たちにとってきわめてよくわかる責任

の前提条件である。実際、ある行動が行為者にとって決して控えることのできないものであ

った場合、その行為者はその行動に責任を有さない、という理屈は――細部を詰める必要が

あるのだが――無視できない真理を含むだろう。とはいえデネット（両立論者）はこうした
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条件を「CDO 原理」と呼びつつ10、次のように言う。 

 

 ［…］私はこの原理をのっけから否定しているのである。ひとが控えることができなかっ

た事柄について、なぜあなたはそのひとを責めるべきでないのか。仮にそのひとがそうし

たこと［すなわち控えることのできなかったこと］を行なったとしよう。この場合、彼が

そう行為するように決定されていたという事態は、結局のところ、どんな違いを生むとい

うのか。（Dennett 1984: 90） 

 

なぜ「のっけから（from the outset）」否定するのか。もっと理解を示すべきでないのか。い

ずれにせよ、このケースも上記ふたつと同様である。要するにデネットも――粗っぽく言え

ば――ヴァン・インワーゲンのいわゆる「CDO 原理」をまったく共感できないものとして、

それゆえ理解不能なものとして、切り捨てているわけである。 

 以上で三つの事例を見た。誤解のないように注意しておくと、両立論と非両立論の対立は

全面的に不毛であったわけではない。実に、二陣営の論争は各々の立場の先鋭化を促し続け

てきた。結果として――ただ名称だけ触れるが――いわゆる‘source incompatibilism’と

‘leeway incompatibilism’の区別11、責任の種類として‘attributability’と‘accountability’の区別

12、などの重要な論点が抽出された（いずれもきわめて重要な区別である）。私もまた両立論

                                                      

10 ‘Could have Done Otherwise’の略である。 

11 これについては Pereboom 2001 の第一章を参照されたい（ちなみにペレブームは、‘source 

incompatibilism’ではなく、‘causal history incompatibilism’という表現を用いる）。 

 簡単に説明すれば以下である。行為の自由は「他行為可能性」で規定されるときもあれば、

行為の「源泉」で規定されるときもある。前者の意味の自由は‘leeway freedom’と、後者の意

味のそれは‘source freedom’と呼ばれうる。そして、‘leeway freedom’の存在と決定論が両立す

ると主張するのが‘leeway compatibilism’であり（例えば伝統的な「条件法分析的」両立論や

新傾向性主義など）、‘source freedom’の存在と決定論が両立すると主張するのが‘source 

compatibilism’である（例えばいわゆるフランファート主義者）。 

 ちなみに‘leeway’および‘source’の定訳はまだない。私はそれぞれ「叉路」および「始

源」と訳したいが、誰かのベターな発案を期待している。 

12 これについては Watson 1996 を参照されたい。分かりやすく説明すれば以下である（以下

の説明は正確性を多かれ少なかれ犠牲にしている――「責任」概念の区別の説明は意外に難

しいのである）。 

 「責任」概念にはいわば浅いものと深いものの二種類がある。例えば、ユーザンが美しい

壺をつくる場合、この創作行動がユーザンの徳（いわば美的能力）の発露である場合、彼は

この壺をつくった点で素晴らしいとされる。このようにひとをある行為に関して審美的な

意味で評価することの基礎となる「責任」概念が‘attributability’である。他方で、ひとを「よ

り深い」意味で称賛するためには、問題の行為が行為者の徳の発露であるだけでは足りない
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と非両立論の論争を追いながら自由と責任に関する理解を深めてきたひとりである。 

とはいえ――いまやこう言わざるをえないが――両陣営の関係を根本的な次元で支配す

るのは相互的無理解である。例えば両立論者は非両立論者が迷信にとりつかれていると見

なし、非両立論者は両立論者が浅はかな考えの持ち主だと感じる。一方は他方を決定的な点

で間違っていると捉える。議論はつねにテーブルのたたき合いに終わる。これが両立論者と

非両立論者をめぐる現在の状況である。 

 これは、思うに、問題的な状況である。だが何が問題なのか。この点はしっかりと述べる

必要がある。 

 ここに深刻な問題はない――と考えるひとがいるかもしれない。むしろ、こう考えるひと

曰く、議論がテーブルのたたき合いに至るのは自然なことである。実際、両立論と非両立論

は競合する立場なのだから、一方が正しければ他方が間違っている。だから正しい側は、そ

の正しい意見がみなに浸透するように、間違っている側の意見をしっかりと否定すべきで

ある。現状における「口論」はそのためにも必要な過程だ。いずれ決着がつくだろう。その

頃には、少なくとも哲学者の間では正しい意見が共有されるに違いない、云々。 

私が反対したいのはこうした態度である。なぜなら、こうした態度には、私が何としても

退けたい「哲学観」が表れているからである（仮にそれを「哲学観」と呼ぶとしてだが）。

とりわけ、両立論と非両立論の一方のみが正しい、という見方には深刻な問題が伴うと言い

たい。なぜなら、こうした見方を維持する限り、両立論者は非両立論者の立場のうちに根本

的な「間違い」を見出さざるをえない（逆もしかり）からである。かくして――序論でも触

れたが――こうした見方は両立論と非両立論の各々の考究の成果の価値を下げる。逆から

言えば次である。各々の考究の真価を見定めるためには、私たちはもはや〈両立論 vs. 非両

立論〉という構図のうちに留まることができない、と。 

もちろん〈両立論 vs. 非両立論〉という構図は通俗的な意味で「分かりやすい」――この

点は否定できない。とはいえこの「分かりやすさ」は、いささか侮蔑的な言い方をすれば、

外部から他人事として「観戦」する際の分かりやすさにすぎないと思う。すなわち、「両立

論」というグループと「非両立論」というグループが対決しているようだ――はたしてどっ

ちが勝つのだろうか、という具合である。その一方で、自由と責任の問題をまさに自分の問

題として引き受ける場合には、〈両立論 vs. 非両立論〉という構図は決して「分かりやすい」

                                                      

（とされることが多い）。実に、例えばユーザンの美的能力が彼の自覚的な研鑽の賜物であ

る場合、私たちは彼を、審美的な意味で肯定的に評価するにとどまらず、「偉い」や「尊敬

に値する」と見なす――こうした意味でひとをある行為に関して「褒章的に」評価すること

の基礎となる「責任」概念が‘accountability’である。 

さらに詳細な「責任」の概念区別については、Fischer and Tognazzini 2011 を参照されたい

（ここでフィッシャー‐トグナッツィーニは責任帰属に少なくとも 15 個の基準の区別があ

ることを明快な筆致で説明する）。 
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ものではない。というのもどちらの洞察も私たちの生にとって重要だからである。かくして

私は結論したい。私たちは、自由と責任をめぐる問いを自らの切実な問題と捉えるならば、

両陣営をめぐる馬鹿ばかしい――「馬鹿ばかしい」と言い切らせて頂くが――対立状況から

抜け出す必要がある。 

 

第 3 節 

 

 両立論と非両立論の対立は超えられるべきだ――私はこう主張した。その論拠は次の二

点である。 

 

（Ａ）非両立論の洞察と両立論のそれはどちらも、ひととしての私たちの生にとって重要で

ある。そして私たちはみな、両陣営の洞察を理解できる。 

（Ｂ）自由（あるいは責任）の存在と決定論の両立可能性／不可能性をめぐる問題は、自由

と責任をめぐる哲学的な問いの核心部に存さない。 

 

どちらの点についても私はここまで形式的に触れるだけだった。いまやこれらのテーゼを

実質的に説明する必要がある。本節ではこの作業に取り組む。 

 （Ａ）と（Ｂ）のテーゼを支持するにはヴァン・インワーゲンおよびスミランスキーの各々

の見解を参照することが役に立つ。なぜか。 

 思うに、このふたりの哲学者の各々の立場を検討することは、（Ａ）と（Ｂ）の要点を掴

むための近道となる（私見では最短ルートのひとつである）。なぜなら、一方でいずれの立

場も自由および責任に対する透徹した洞見に貫かれながらも、他方でそれは標準的な非両

立論あるいは両立論から大きく「はみ出て」いるからである。実に、自由および責任をめぐ

る問題の核心に〈決定論の脅威〉は存さない、という（Ｂ）のテーゼをサポートするにはヴ

ァン・インワーゲンの議論を追うのが便利である。そして、両立論と非両立論が私たちにと

ってともに重要だ、という（Ａ）のテーゼを理解するにはスミランスキーの議論を追うのが

役に立つ。加えて各々の哲学者はひととしてのひとの自由の本性に関する重要な洞察を有

している。――ふたりの立場の検討が本章の道行きにとって恣意的でない所以である。 

 本節はヴァン・インワーゲンの立場を確認する。そして次節においてスミランスキーの立

場を見る――その後で、人間的自由の本性に関する、哲学的に重要な「視点」を確認したい。 

 

 決定論と自由の存在の両立不可能性を支持するヴァン・インワーゲンの論証はよく知ら

れている――いわゆる「帰結論証（consequence argument）」である。Van Inwagen 1983a

では三つのヴァージョンの論証が提示されているが、それらに共通する骨格は次である13。 

                                                      

13 専門家向けの注意がひとつある。引用における「私たちの行為は自然法則と遠い過去の
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 もし決定論が真であるならば、私たちの行為は自然法則と遠い過去の出来事の帰結であ

ることになる。他方で、私たちが生まれる前に起こった出来事は、私たちによるものでな

い（not up to us）。そして、自然法則がどのようなものであるのかも、私たちによるもの

でない。それゆえ、これらのものの帰結（ここには私たちの現在の行為も含まれる）は、

私たちによるものでない。（Van Inwagen 1983a: 16） 

 

多くの両立論者は14、現在に至るまで、この論証の瑕疵を見つけ出そうと努力してきた15。

そして――私はこう認めるが――理屈のうえでの瑕疵は容易に見出されうる。実際、私たち

の現在の行為は少なくとも何らかの意味では「私たちによるもの」である。それゆえ、この

意味で「による（up to）」という表現を解釈すると取り決めてしまえば、帰結論証の前提の

どれかは間違いだと見なすことができる――例えば「もし自然法則が私たちによるもので

なく、遠い過去の出来事が私たちによるものでないならば、これらの帰結も私たちによるも

のでない」という前提16などである。 

 とはいえ看過すべきでない事柄がある。それは帰結論証が依拠する発想の説得性である。

人間が誰も存在しない、たんなる物質だけがうごめく、はるか昔を想像しよう――ヴァン・

インワーゲンはこうした過去を「遠い過去（remote past）」と呼ぶ。そして、こうした遠い

                                                      

出来事の帰結である」という表現に耐えがたさを覚える研究者がいるかもしれない。そう

した方はこの表現を「私たちの行為は自然法則と遠い過去の出来事の結果
、、

である」あるい

は「私たちの行為を表わす命題
、、

は自然法則を表わす命題
、、

と過去の出来事を表わす命題
、、

の連

言の帰結である」とパラフレーズされたい。 

14  ちなみに、すべての
、、、、

両立論者が帰結論証の瑕疵を見つけようとした、というわけではな

い。なぜなら――簡潔に説明すれが――、帰結論証の想定する「自由」すなわち「による性

（up-to-us-ness）」は他行為可能性を要求するので、半両立論者（註 5 参照）は帰結論証を退

ける必要がないからである。他方で、決定論と責任
、、

の両立不可能性を主張する、ヴァン・イ

ンワーゲンのいわゆる「直接論証（Direct Argument）」の方は、すべての両立論者をターゲッ

トにしている（van Inwagen 1983a: 182-189）。 

15  帰結論証をめぐる論争の詳細については――下駄を預ける態度で申し訳ないが――

Kapitan 2002 を参照されたい。またより近年の論争――帰結論証における「過去」の役割を

めぐる論証――については Yamaguchi 2014 が参考になるかもしれない。 

16 この前提を棄却するのは例えば Slote 1982 である。スロートによれば「による（up to）」

という表現はある種の状況相対性を有する。それゆえ、たしかに現時点では
、、、、、

自然法則は私た

ちによるものではなく、現時点では
、、、、、

遠い過去の出来事は私たちによるものではないが、それ

でも現時点では
、、、、、

私たちの現在の行為は私たちによるものである、と言える。 
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過去の状況と自然法則がその後のすべて（現在の状況も含む）を決定してしまう、という世

界観を採用するとしよう。この世界観においては、私たちは重要な意味の自由を失う。なぜ

なら、この世界観においては、私たちならざる過去と自然法則が私たちのあり方および生き

方を決めてしまっているからである。私たちは自分で自分のことを決められない――帰結

論証が教えるのはこうした世界観と私たちの自由の対立である。 

 要点は次である。すなわち、帰結論証が決定論と自由の両立不可能性を証明できているか

否かは別として、この論証には〈自由を脅かすもの〉に関するひとつの正しいイメージが含

まれている、という点である。遠い過去における物質の組み合わせと自然法則が残りのすべ

てを決定してしまう――このような世界においては、ひとがみずから何かを決めるという

余地がない。この意味で、こうした世界ではいかなるひとも自由でない。 

 重要な注意がひとつある。それは、目下の世界観は決して決定論的世界観と同一ではない、

という点である。さらには、決定論は必ずしも目下の世界観を伴わない、とさえ言える。と

いうのも私たちは、たとえ決定論の正しさを認めた場合にも、自分のことは自分で決めてい

ると考えうるからである。実に――後でも強調するように――ひととして生きるとはまさ

にこういうことである。すなわち、ひととして生きるとは、自分に関する少なくともいくつ

かのことを自分で決めていると考えることである。このことは極端な宿命論者にも妥当す

る。あるひとが宿命論を主張するとしよう。この場合にも彼女は、世界の宿命論的なあり方

を自分が受け入れるという点に関しては、自分で決めたと考えざるをえない（さもなくば彼

女は宿命論を主張できなかったであろう）。自分のことを自分で決めている――こうした自

己理解はひととしての生き方に内属する。逆から言えば、この自己理解をひととしての生か

ら完全に廃棄することは不可能である。 

 話を進めよう。 

 ヴァン・インワーゲンは――この点もよく知られているが――非決定論と自由の両立不

可能性を支持する論証も提示する。彼は次のように論じる（以下は長い引用だが、彼の議論

の進め方に注目して読まれたい）。 

 

 これまで多くの哲学者は、一方で私たちが自由であるのは明白だと考えながら、他方で決

定論と形而上学的自由の両立不可能性を支持する私たちの論証のような何かを受け入れ

てきた。かくしてこうした哲学者たちは世界が決定論的であることを否定してきた。すな

わち、自然法則と過去が未来を一意的に決定する、ということを否定してきたわけである。 

  とはいえこうした哲学者たち（著者自身も含む）はある難しい問題に直面する。彼らは

自然法則が非決定論的だと主張あるいは要請するのだが［…］はたして、このように要請

あるいは主張することによって、形而上学的自由の存在を信じたいと望む彼らにとって

何らかの慰めが得られるだろうか。たしかに、もし自然法則が非決定論的であれば、自然

法則と現実の過去および現在に対して、複数の未来がオープンとなる。とはいえ、こうし

た複数の未来からひとつが選ばれる仕方はどのようなものだろうか。それはたんに偶然
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の問題にすぎないのではないか。［…］そして、もし私たちの行為がたんなる偶然にすぎ

ないのであれば、誰がそれを自由と呼びたがるだろうか。（van Inwagen 1983b: 189-190） 

 

これは、自由と責任の哲学において、ときに「運の問題」と呼ばれる問題である。ヴァン・

インワーゲンはこの問題の威力を認める。そしてこの問題を「形而上学的自由と非決定論の

両立不可能性を支持する論証」だと解釈する（van Inwagen 1983b: 190）。かくしてヴァン・

インワーゲンによれば非決定論は、私たちの行為の選択を偶然の問題に貶めることによっ

て、人間の自由を廃棄するのである。 

 こうした論証に理屈のうえで反論するのは容易である。なぜならそもそも事態はヴァン・

インワーゲンが言うほど単純ではないからである。実際、例えば「確率的な因果」などを認

めるだけで、非決定性がたんなる偶然性（すなわち五分五分の出目）を含意するとは言えな

くなる17。あるいは、より積極的に、非決定論における非決定性を〈外的な影響なしに・内

発的に行使される・行為者独自の力〉の存在だと解釈することもできる18。こう解釈すれば、

一方で《先行する出来事は行為者の選択をあらかじめ決定しない》という非決定論の主張を

維持しつつも、《非決定性がたんなる偶然性を含意する》という推論をブロックできる。 

 他方で――私はこう指摘するが――私たちはヴァン・インワーゲンの議論の正しい側面

も無視すべきでない。これは以下のように説明できる。 

 先と同様に、人間が誰も存在しない、たんなる物質だけがうごめく、はるか昔を想像しよ

う。そして今回は、こうした遠い過去と非決定論的な自然法則からその後のすべて（現在の

状況も含む）が帰結する、という世界観を採用しよう19。この世界観においても、私たちは

重要な意味の自由を欠く。なぜなら、この世界観においては、私たちのあり方および生き方

はいわば物質の非決定論的な「戯れ」の結果にすぎないからである。この世界観においても

私たちは自分で自分のことを決められない。 

 要点は何か――それは次のように説明できる。すなわち、ひとたび世界を〈自然法則に従

う物質の運動の集まり〉にすぎないとする見方を採用するならば、あとから法則を非決定論

的なものに設えたとしても、もはや自由を取り戻すことはできない。実に、世界がたんなる

物質の集まりにすぎないのであれば、それを司る法則が決定論的であろうと非決定論的で

あろうと、そこに自由は存在しない。要するに、たんなる物質の決定論的な「直進」が自由

を生み出すのに不十分であるのと同様に、たんなる物質の非決定論的な「傾き」もまた自由

を生み出すのには不十分なのである。 

                                                      

17 こうした指摘は例えば Clarke 1993 などに見出される（esp. ch.1）。 

18 こうした見方をとる典型は例えば O’Connor1995 などの「非自然主義的な」行為者因果

説の採用者である。 

19 次の点には留意されたい。自然法則は、それが自然法則である以上、決定論的な仕方であ

れ非決定論的な仕方であれ、世界の先行する状態から、後続する状態を帰結せしめる、と。 
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 一旦まとめよう。 

 ヴァン・インワーゲンはまず、帰結論証を通じて、決定論と自由の存在の両立不可能性を

主張した。続けて彼は、いわゆる運の問題への訴えを通じて、非決定論と自由の存在の両立

不可能性を主張した。このような議論の進め方において生じていることは何か。 

本章の理解によれば、次である。まず、決定論と自由と両立しないというヴァン・インワ

ーゲンの主張において〈自由への脅威〉となっているのはその背後にある世界観――すなわ

ち物質の組み合わせとそれを司る法則によってすべてが決まるという世界観――である。

それゆえ、この世界観が維持されている限り、たとえ法則を非決定論的なものへ変えたとし

ても自由の存在は救えない。結局、決定論が正しいのか非決定論が正しいのかとは関係なく、

一定の世界観が「ア・プリオリに」自由を排除しているのである。 

 重要な問いは次である。なぜ目下の世界観は自由の存在を許容しないのか。この点は詳し

く説明する必要がある。押さえるべきは、ここで問題になっている「自由」はひととしての

ひとがもつ自由だ、という点である（第 1 節ではこれを「ひととしての自由」と呼んだ）。

この自由はたんなる物質をどれほど「こねくり回した」としても創り出すことができない。

なぜなら〈たんなる物質〉と〈ひと〉の根本的な差異が障壁となるからである。そもそも、

たんなる物質が衝突し合うだけの領域にはいかなるひとも存在しない――それゆえそこに

ひとの自由が存しないのも当然である。 

 注意点がひとつある。私たちの多くはひとを物質の塊と見なしている（私も然りである）。

とはいえこうした見方は必ずしもひとの自由を否定しない。実に――次の点は重要だが―

―私たちがひとを自由な存在と見なすときには、私たちは決してひとをたんなる物質の塊

とは考えていないのである。いわゆる物理主義者ですら、ひとを自由な存在と見なすときに

は、物質的な世界のうちで物質の塊にすぎないもの（例えば岩や水たまり）とそうではない

自由な物質の塊（すなわち人間）を区別する。たんなる物質の塊とそれに尽きない「ひと」

なる存在の区別――この区別を行なうことが、ひとを自由な存在（すなわちひとに固有の意

味で「自由な」存在）と見なすことの核心にある。 

 以上より何が言えるだろうか。 

 ヴァン・インワーゲンの議論の検討から、ひとつに、決定論をめぐる問題は自由と責任の

哲学の核心部に存さない、と言える。なぜなら――要点を繰り返せば――ある一定の世界観

が採用される限り、決定論が正しかろうが非決定論が正しかろうが、自由の存在は先行的に

排除されているからである。かくして決定論そのものが〈自由への脅威〉であるわけではな

い。 

では、自由と責任の哲学の核心部に属するものは何か。私は以下のように答えたい。 

 究極的には世界観が、あるいはより煎じ詰めれば人間観が問題なのである。すなわち、は

たしてひとをたんなる物質と同じ低さで把握するか、それともひとをたんなる物質の塊よ

りも高い何かとして把握するか――この点が問題なのである。ひとを極端に低い位置に置

くとき、ひとの自由は消滅する。逆に、ひとを十分に高い位置に置くならば、たとえ決定論
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が真であっても、ひとは自由を享受しうる（非決定論についても同様である）。この意味で、

自由と責任をめぐる問いに取り組む際に、決定論の問題（それゆえ両立論／非両立論に関す

る問題）にこだわることは「浅薄」である。 

 自由と責任の哲学においては人間観こそが問題の核心にある――この指摘にはさまざま

な疑問が生じるであろう。とりわけ重要な疑念は次である。 

 自由と責任をめぐる問いを人間観の問題へ「還元」する、というのは自由と責任の哲学者

が望んでいないことなのではないか。彼女ら・彼らの関心は《ひとは実際に自由なのか否か》

にある。これは客観的な問題であり、決して《人間をどのようなものと把握するか》という

捉え方の問題ではない、云々。 

 この疑問へ十全に答えるためにはさらなる準備が必要である。なぜか。その理由はこの疑

問の依拠する発想と私の立場の対立が哲学観の対立だからである。すなわち、哲学をどのよ

うな試みと理解するのか、という点で立場を異にしているわけである。かくして私は、この

疑問へ答えるに先立ち、本章の哲学観をより踏み込んだ次元で説明する必要がある。 

 とはいえ手短な応答なら与えうる。私は以下のように言いたい。 

 哲学を「客観的な」問題の探究と捉えることは――さまざまな副次的利益を齎すにもかか

わらず――根本的には害悪である。なぜなら、こう捉えた場合、各々の哲学者は自分と立場

の違う哲学者を「客観的に」間違っていると見なすべきことになるからである。これは、実

に、近年の自由と責任の哲学において生じていることである。両立論者は非両立論者を「客

観的に」間違っていると考え、非両立論者は両立論者こそが「客観的に」間違っていると言

う。さて、「客観的に」間違った意見は正す必要がある――とはいえ、予想に違わず、いず

れの陣営も他方の陣営を説得できない。かくして各々の陣営は他方を「考えが足りない」・

「頭が悪い」・「道徳的に洗練されていない」・「人格障害だ」などと罵ることになる。 

 では自由と責任の哲学――さらには哲学一般――を人間観の探究と捉える場合はどうか。

この場合には、後で踏み込んで説明するように、立場の違いは必ずしも苛烈な衝突に激化し

ない。そこでは多様性が許容される。さらには――次の点は重要だが――各々の「意見」の

違いは決して趣味の問題に陥ることがなく、自由と責任をめぐる私たちの思考はそれに相

応しい真剣さを保持しうる。なぜか。その理由は――後でこう論じるが――哲学が人間観の

探究である場合には、同時に、哲学は生き方の問題になるからである。 

 第一の疑念については、ここでは、以上で話を止めたい。他方で、本節の指摘――すなわ

ち自由と責任の哲学においては人間観こそが問題の核心にあるという指摘――には、もう

ひとつ重要な問いがある。これに触れて本節を閉じたい。 

 先にふたつの人間観を対比した。それは、ひとをたんなる物質と同じ低さで把握するとい

う見方と、ひとをたんなる物質の塊よりも高い何かとして把握するという見方である。さて、

どちらの見方が正しいのか。私たちはひとをどのような高さで把握すべきなのか。 

 私は以下のように答えたい。人間観とは、つまるところ、ひとをどのようなものと捉える

かであり、逆から言えば、どのようなものを「ひと」と見なすかである。それゆえいかなる
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人間観も決して「客観的に」誤っていることはない20。とはいえ、ひとをたんなる物質と同

じ低さで把握する見方には、看過できない問題が伴う。なぜならそうした見方は決してひと

の生き方と整合しないからである。説明しよう。 

 例えば「人間なんてたんなる物質の塊にすぎない」と明言するひとがいるとしよう。こう

したひとも、実に、その生き方においてはたんなる物質の塊とひとを区別している（例えば

彼はたんなる物質の塊には話しかけないかもしれない）。この点はあらゆるひとに妥当する。

例えば《人間はたんなる物質の塊にすぎない》ときわめて深いレベルで信じているひとがい

るとする（こうしたひとは実際に存在する）。こうしたひとですら、彼女がひととして生き

る限りは、必ずやその生き方の根本的な次元においてたんなる物質とひとを区別している。

逆から言えば、ひととたんなる物質の塊を区別しない存在はそもそも「ひと」ではないので

ある21。それゆえいかなるひとも、少なくとも生き方の根本相においては、ひとをたんなる

物質よりも高い位置に置く。かくして「人間なんてたんなる物質の塊にすぎない」という言

葉はどのひとの生き方にも適うことがない。 

 以上の指摘は自由と責任に関する実存的問題の一側面に光を当てる。 

 世の中には《人間はたんなる物質の塊にすぎない》ときわめて深いレベルで信じているひ

とがいる。もしこうした人物がひとをたんなる物質よりも高い存在と見なしたいと望んで

いるならば、この願望と彼のいわば「強いられた」人間観とのギャップが実存的な悩みを引

き起こす。彼は絶望の淵に立つ。すなわち、人間がたんなる物質の塊にすぎないのであれば、

いかにして人生に対して希望を抱きうるのか、と。とはいえ――先に指摘したように――彼

もまた、生き方の根本的な次元においては、ひととたんなる物質を区別している。かくして、

自由と責任をめぐる実存的悩みには多かれ少なかれ自己理解の欠如が伴っている、と言え

る。 

 もちろん――急いで付け加えるが――たったいま述べた理屈を彼に教えたとしても、苦

悩は解消されないだろう。思うに、彼の生き方の根本相が彼自身の思考のうちに「明示化」

したときにはじめて、彼は暗い気持ちを脱することができる。それには時間がかかる。実存

に関わる問題は、悩むひとの実存（すなわち生き方）の成熟を通じてのみ解決される。 

 

第 4 節 

 

 前節では決定論と自由の両立可能性／不可能性の問題が自由と責任をめぐる問いの核心

                                                      

20 言うまでもなく、歪んだ人間観は、いろいろな理由から、非難されるべきである（例えば

ひとを〈劣悪なもの〉と〈優良なもの〉の二種に区別するような人間観は非難されるべきだ

と思う）。 

21 ひとは、実に、たんなる物質の塊とひとの違いをたいへん気にしている。だからこそひと

は物のように扱われることを好まない。 
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に存さない点が主張された。次に、もう一方のテーゼ――すなわち非両立論の洞察と両立論

のそれはどちらもひととしての私たちの生にとって重要だというテーゼ――を説明する。

それには、あらかじめ述べたように、スミランスキーの立場を見ることが役立つ。 

 スミランスキーの立場の十全な要約を含む日本語の文献として、すでに、佐々木 2010 が

存在する22。本章はどちらかと言えば、目下の関心――すなわち非両立論と両立論の各々の

洞察の「人間的」重要性の証示――に適う限りで、スミランスキーの立場の諸側面を切り出

したい23。 

 

 私がスミランスキーの議論を取り上げる理由は、彼の考察にはリバタリアニズム・懐疑主

義・両立論の各々の問題点と重要性の両側面への「手広い」配慮が見られるからである。結

果として彼はある種の折衷的立場を採用する（ここでの「折衷」は必ずしも軽蔑語でない）。

それは、両立論と懐疑主義というふたつの原理的見解を組み合わせた「原理二元論

（Fundamental Dualism）」を採用しながら、リバタリアニズムの自由が私たちの生に対し

てもつ重要性をいわゆる「幻想主義（Illusion）」で補完する、という立場である。（１）から

（６）のステップでじっくり説明していこう。 

あらかじめ断わっておくが、以下の紹介において私たちはスミランスキーの主張をすべ

て受け入れる必要はない。むしろ一種のケース・スタディ（すなわち両立論と非両立論の両

方の利点へ目配せする哲学者の事例研究）として読めばよいだろう。私も例えば彼の「幻想

主義」を自分の立場としては引き受けない。ただし――この点も強調しておくが――彼に固

有だと言える「幻想主義的な」スタンスの背後には、自由と責任をめぐる普遍的な洞察が潜

んでいる。 

 

 （１）リバタリアニズムの問題点 スミランスキー曰く、リバタリアニズムによれば、あ

る行為者が決心したり行動したりするとき、それを「自由な」と形容しうるためには、その

決心あるいは行為は究極的な点で彼女によるものでなければならない。かくして、もし彼女

を超えた何かがその決心あるいは行為を引き起こしたのであれば、彼女は自由ではない。と

はいえ――ここでリバタリアニズムへの問題が生じるが――こうした意味の自由は人間に

は不可能である。なぜか。 

 この点をスミランスキーは例えばゲーレン・ストローソンの論証24に依拠して説明する

                                                      

22 佐々木 2010 は、前半でスミランスキーの立場を概観し、後半でこの立場を「メタ倫理学

的な」視点からサポートする。 

23  スミランスキーの立場――原理二元論と幻想主義――が全面的に展開されたのは

Smilansky 2000 においてである。ここでの議論の彼自身の要約が Smilansky 2002 である――

本稿は後者の論考を大いに参照した。 

24 Strawson 1994 で提示されたいわゆる‘Basic Argument’である。ちなみに、私見だが、Clarke 
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（Smilansky 2002: 490-491）。その骨格は以下である。ひとの行動や決心は、もしランダム

なプロセスの結果あるいは外的な強制の産物でないならば、そのひとのあり方（すなわち性

格など）からの帰結である。他方でひとのあり方は、究極的な点では、そのひとのコントロ

ール下にない。何となれば、例えば「そのひとのあり方の原因は何か」と問うてみよう。「そ

のひとのそのあり方」と答えることはできない――なぜなら、その場合には、人間にとって

不可能な「自己原因」なるものを、そのひとのうちに認めることになるからである。また「そ

のひとの別のあり方」と答えることもできない――なぜなら、このあり方のついても同じ問

いが提起され、いわゆる〈無限後退・循環・恣意的な中断〉の問題が生じるからである。か

くして、そのひとのあり方を決定する要因は、そのひとを超えたところに存在する。したが

って――論証の結論だが――ひとは自分の行動や決心に対して究極的な自由を有さない。 

 こうした議論には文句を言いたくなるのが私たちの心情である。とはいえ――以上の話

題への補足説明は後回しにして――スミランスキーの立場の確認を続けたい。ただし「究極

的（ultimate）」という語については手短に一言。ラテン語の「越えて（ultra）」と同根の最

上級的な形容詞‘ultimus’に由来する英語の‘ultimate’は、目下の文脈では、因果系列の探究を

日常的な視点を「越えて」極端まで推し進める視点と関わる。この視点においては、人間は

誰も自分の行動の最終的な原因ではない。 

 （２）懐疑主義の重要性 かくして私たちは究極的な自由を有さない――するとどうなる

か。ここから懐疑主義者は《私たちは、究極的には、自分の行動と決心に責任をもたないの

だ》と指摘する。かくして――懐疑主義者によれば――個々人の行なった「業績」の違いに

応じて個人の間で処遇の差異を設けるような施策は究極的には不正義である。実に、他者よ

りも高い処遇がふさわしいひとは存在せず、他者よりも低い処遇がふさわしいひとも存在

しない。「ふさわしさ（desert）」を究極的なレベルで理解するならば、スミランスキー曰く、

「硬い決定論者によれば、リバタリアニズムの自由が存在しないときには、〈ふさわしさ〉

を基礎づける十全な根拠を見つけることは不可能になる」（Smilansky 2000: 42）。 

 この洞察は重要である。なぜなら、思うに、究極的には誰も他者よりも高い処遇あるいは

低い処遇にふさわしくない、という見方は人間観として適切だからである。こうした「究極

的な」見方を決して採ることができないひとは〈人間の、人間としての低さ〉に対する理解

を欠く。要するに、私たちはみな等しく運の産物なのである。そしてこの点の無理解は究極

的なレベルでの不道徳も生む。実に――先に述べたように――ひとの行動や選択は究極的

にはそのひとのコントロール下に属さない以上、誰が称賛されたり誰が非難されたりする

か・誰が愛されたり誰が嫌われたりするかは究極的には運の問題である。そして、「この種

                                                      

2005 はこの論証に関する最良の解説のひとつである。クラークによれば、ストローソンが

論じている責任の種類に着目すれば、責任の不可能性を支持するこの論証はそれほど不条

理でないと判明する――なぜならそれは、いわば、地獄での永遠の罰と概念的に連関するタ

イプの責任（いわゆる‘heaven-and-hell responsibility’）だからである。 
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の究極的な恣意性に無関心」であることは「道徳的にひどい」25ことだと言える（Smilansky 

2002: 497）。 

 （３）懐疑主義の問題点 とはいえ、ここから「それゆえ既存の責任概念およびそれにか

かわる制度は全面的に廃棄されるべきだ」という主張へ進んでしまう一部の懐疑主義者に

も人間理解の欠如が伴う26。ひょっとしたら彼は、私たちが自分の行動や決心を究極的なレ

ベルで捉える際の視点について、これこそが唯一にして真なる視点だと考えているのかも

しれない（というのも「究極的」視点であるので）。「否」である。究極的な視点は私たちの

生の一部にすぎない。そして、私たちの生における別の領域では、責任やふさわしさの概念

は依然として命脈を保っている。例えばスミランスキーによる次の事例を見てみよう。 

 

 喫茶店で働いているウェイターがいる。彼は若く、健康である。給料はまずまずであり、

労働時間も長すぎることはない。加えて、ウェイターの人数が足りていないこともあり、

自分は望むだけこの仕事を続けることができるだろう、という彼の見通しはおそらく正

しい。要するに、このウェイターはいい仕事に就いている、ということである。さて、彼

の稼ぎの一部はチップによる。ここで、チップの金額は彼が客をどの程度もてなしたかに

依存する、と仮定しよう。しかしながらこのウェイターはたいてい最低限の仕事しかしな

いのである。仕事ぶりは遅く、客への注意も足りない。そして客の役に立とうとしたり楽

しませようとしたりする努力も欠く。［…］だが彼はまったく違う接客もできるのである

（例えば、彼の親戚がその喫茶店にやってきたとき、あるいは格別に気前がよいことが知

られているひとがやって来たとき、など）。しかし通常は、彼は必要最低限の努力しか払

おうとしない。（Smilansky 2002: 494） 

 

こうしたウェイターについて私たちは、通常、彼は最大限のチップを受けるにふさわしくな

いと考える。そして、同じくらいの能力だがより努力するウェイターが存在する場合、後者

の方が前者の「怠惰な」ウェイターよりも多くを得るにふさわしいと考える。この種の〈ふ

さわしさ〉の観念を通常の文脈で有さないひとはめったにいないだろう。 

 もちろん、究極的な観点から言えば、ふたりのウェイターの間でふさわしい処遇に関する

差別はない。とはいえ、日常的な観点をとる場合、私たちは熱心なウェイターの方こそを厚

遇にふさわしいと見なす。そして――次の点が重要だが――私たちは、ある意味で、こう見

なすべきだと考えている。というのも私たちは、実に、ひとの得る評判や報酬がそのひとの

なした選択や行動に応じて変化することを望む存在だからである。この事態をスミランス

キーは「私たちは責任共同体のメンバーであることを欲する」と表現する（Smilansky 2002: 

                                                      

25 原語は‘morally outrageous’である。 

26 いわゆる道徳的責任システムを廃棄し、例えば非難などの実践も捨て去った方が私たち

にとってベターだ、と主張する Waller 2011 には多かれ少なかれこの傾向がある。 
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495 傍点強調は引用者による）。いわゆる「責任共同体」においては、各人の行動や選択（お

よびその結果）に応じてひとびとはふさわしい道徳的応答――尊敬や返礼や非難など――

を行なう。こうした共同体の一員でありたい――このように願うことはまさしく〈ひととし

て生きたい〉と欲することでもある。かくして責任共同体のメンバーでありたいという私た

ちの望みは人間の根本的欲求の一部を為す。 

 かくして、「責任」概念など捨て去ってかまわない（あるいは捨て去る方がベターだ）、と

主張する一部の懐疑主義者の欠点が判明する。彼女らあるいは彼らは〈ひととして生きるこ

と〉の重要な一側面を看過している。実に、《何をしようが何を選ぼうが報いは同じ》とい

うあり方は、決してひととしてのひとが受け入れうるあり方ではない。なぜなら人間という

ものは、自分の選択と行動に責任をもち、それにふさわしい道徳的応答を期待する存在だか

らである。 

 （４）両立論の重要性 私たちは、以上のように責任共同体のメンバーでありたいと欲す

るがゆえに、例えば称賛をふさわしい応答とするような行動と非難をふさわしい応答とす

るような行動の違いをたいへん気にしている。加えて私たちは、さまざまな行動のうちで、

例えば通常の〈非難に値する行動〉とそうでないもの――すなわち〈例外的に非難に値しな

い行動〉や〈そもそも責任を問えない行動〉など――の違いをたいへん気にしている27。こ

れは私たちの生き方である。言い換えれば私たちは、日常生活において、ひとびとの行動の

間にこうした区別をつけながら生きている。 

こうした日常的区別を、決して軽視することなく、具体的に解明しようとすること――こ

の点に両立論の重要性は存する。説明すれば以下である。 

 私たちは例えば窃盗症の人物と通常の泥棒の間で処遇に差をつけなければならない。あ

るいは麻薬中毒者と自発的な麻薬使用者の間でも処遇に違いを設ける必要がある。そして、

この場合、私たちは「何を基準として処遇の差異は生じるのか」へ答える必要があるが、こ

うした説明の際に両立論の言説は不可欠の役割を果たす28。実に、典型的な両立論者は窃盗

症者のうちにいわば「行動に対する反省的コントロール」を司る能力の欠如を見出すが

（Smilansky 2002: 494）、まさにこうした能力の有無こそが目下のケースにおける処遇の差

異の基準を説明する。例えば、フランクファートは意志の自由を〈一階の意志と二階の意欲

の一致〉で規定したが（Frankfurt 1971）、こうした考察は私たちが日常において現に行なっ

ている区別の基準を明示化する役目を果たす。 

 以上の点は重要であるので別の角度から敷衍したい（いささか私見を交える）。おそらく

両立論者の功績は、意外にも、決定論と両立可能な自由と責任の概念を模索した点にはない。

                                                      

27 人間の生き方のこの側面をじっくりと記述したのが Strawson 1962 である。 

28 ちなみに――私見だが――窃盗症者と通常の泥棒の間の処遇の差の説明にリバタリアニ

ズムの言説はそれほど役立たないように思える（ひょっとしたら必ずしもそうでないかも

しれないが）。 
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むしろ彼らの功績は次である。それは、「究極的な」自由と責任ではなく――スミランスキ

ーの用語だが――「局所的な（local）」自由と責任の概念を模索したこと、である29。私たち

は日常生活においては「非‐究極的な」視点すなわち「局所的な」視点を生きる。すなわち

私たちは、日常生活においては、こうした視点のもとで例えば非難されるべきひととそうで

ないひとを区別しながら生きている。これもまた私たちの生の真実相である。それゆえ、仮

に哲学がひととしてのひとの生を全体的に捉える取り組みであるならば、それはこうした

「局所的な」区別を無視すべきでない。実に――代表的な論者にのみ触れるが――ストロー

ソン、フランクファート、スーザン・ウルフ、ゲイリー・ワトソン、フィッシャー＝ラヴィ

ッツァ30らの論考は、こうした「局所的な」自由と責任の解明の試みとして、リバタリアン

および懐疑主義者の言説が有さない重要性を有する。 

 さて以上の議論――（１）から（４）――をひとまずまとめよう。ここまでスミランスキ

ーは懐疑主義と両立論の各々の重要性を認めている。すると、どうなるか。彼の総括的な言

葉を引こう。 

 

 両立論的な区別にもとづく共同代――すなわち責任共同体――の実践の多くは、ある点

においては、不正義である。なぜなら、リバタリアニズムの自由は存在しないので、その

ために私たちの行為は究極的なレベルでは私たちによるものでないからである。したが

ってそうした行為に対して私たちが責任をもつと考えることは、ある深い意味で、道徳的

に無根拠だと言える。この事実を認識することは、人間を適切な仕方で尊重するために必

要である。それにもかかわらず、両立論的な区別に一致して生きることは、別の点におい

ては、正義に適うと言えるだろう。なぜならそうした区別は、《多くの通常の状況では行

為は行為者によるものだが、窃盗症や依存症が関連する状況では必ずしもそうでない》と

いう私たちの責任観念に合致するからである。そして、こうした異なるケースを一律の仕

方で扱うとすれば、それもまた不正義なのである。（Smilansky 2002: 495） 

 

かくしてスミランスキーは懐疑主義と両立論の「混合的・中間的立場」を採用する（Smilansky 

2002: 491）。すなわち、もちろん懐疑主義と両立論は真っ向から対立する見解だが、「究極

的／局所的」という観点の区別を前提すれば、ふたつの立場はそれぞれ「究極的」責任と「局

所的」責任に関する立場として結合可能になる。スミランスキーは懐疑主義と両立論の（彼

                                                      

29 スミランスキーの「局所的」という用語は、だいたい、「究極的」の否定である（その

外延と内包は文脈的に理解されたい）。 

30 Wolf 1987 は心の「正常性」の概念で、Watson 1987 は「極端な悪」や「道徳的な名宛」の

概念で、 Fischer and Ravizza 1998 は「理由応答性」の概念で、自由と責任をめぐる私たちの

「局所的」区別を特徴づける（と言える）。 
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のスタイルにおける31）混合見解を「原理二元論」と呼ぶ。 

 （５）両立論の問題点 とはいえ話はここで終わらない。通常の両立論者――すなわちリ

バタリアニズムの自由が存在しないことに問題性を見出さないタイプの両立論者――につ

いては指摘すべき問題点がある。それはそうした両立論者の考えが「浅い」32という問題点

である（Smilansky 2003）。彼らあるいは彼女らは重要な事柄への配慮を欠く。そしてこの

重要な事柄はいわゆる原理二元論者も配慮すべき事柄なのである。――ではその事柄とは

何か。 

 それは、私たちが日常的な責任観念（あるいは責任の感覚）から少なくとも一時的には自

由になり得て、そのうえで非難実践や処罰実践そのものの正当性を問題にする、という事柄

である。実に、こうした正当化が問題になる際には、私たちは人間の行為が「本当に」その

人間自身によるものなのか否かを問う。要するに私たちは、非難や処罰の正当化の文脈では、

究極的な観点に立つのである（逆から言えば、正当化が問題になる文脈は「非日常的」であ

り、それは局所的な観点を超えざるをえない33）。かくして、両立論者の認める自由はすべて

局所的なタイプである以上、彼ら・彼女らの「自由」概念では非難や処罰などの実践は正当

化されない。それゆえ――これが両立論の問題点だが――通常の両立論者は、真の意味では、

非難や処罰を正当化できない。 

 以上の議論は、ひょっとすると、両立論を不当に退ける論点先取だと思われるかもしれな

い。だが「否」である。スミランスキーの言いたいことは次である。すなわち、もちろん通

常の両立論者は自分たちの局所的な種類の自由（例えば十分な反省的能力や外的強制の不

在）で非難や処罰などの実践が正当化できると考えているのだが、まさにこう考える点で彼

女ら・彼らは「浅い」のだ、と。彼ら・彼女らは正当化の要求の高さを理解していない。説

明すれば以下である。 

                                                      

31 スミランスキーは、見解の混合の仕方に関して、さまざまなヴァリエーションがありう

ると注記する（Smilansky 2002: 504）。彼よれば Double1991 のメタ倫理的な懐疑主義（後

述）や Honderich 1993/2002 のいわゆる態度主義（後述）も一種の混合見解である。 

32 「浅い」の原語は‘shallow’である。ひとつ注意点がある。哲学を数学や科学に近い企てと

見なしたいという欲求は、ともすれば、ひとを「浅い」という言葉で批判するやり方に不明

瞭さを見出すかもしれない（というのも、理想的な数学や科学においては、事柄は「正しい

／間違っている」を軸に評価されるべきであるので）。とはいえ――私は強調するが――私

たちは、十分な根拠がある場合には、哲学においても一定の見解を「浅い」と批判してかま

わない。なぜなら私たちは、ひとの見解について、それが浅いか深いかをたいへん気にする

存在だからである。浅さ――例えば人間理解の狭さなど――は哲学においては非難される

べきである。 

33 この点は Smilansky 2000: 47 で指摘される。曰く、「ふさわしさに基づく正当化の問題は

［…］最も高いレベルで問われうる」。 
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 まず――この点は重要だが――自由と責任の哲学において非難や処罰の正当化が問題に

なるときには《非難や処罰という実践が帰結主義的に正当化できるか否か》は考察の中心に

ない。というのも、第一に、こうした正当化が可能である点はすべての論者が認めているか

らであり、第二に、自由と責任の哲学者の関心は《非難や処罰などの実践が、非帰結主義的

な意味で、「自由」と「責任」の概念そのものを通じて正当化されるか》に置かれているか

らである（cf. Smilansky 2000: 27-33）。実に、こうした関心の求めるところのものは、次の

ような形式の正当化である。すなわち、彼はその悪事を自らの自由を通じて行なったがゆえ

に、彼は相応の非難と刑罰を受けるべきだ、と。要するに、いわばある種の「自由な行為に

もとづく〈ふさわしさ〉としての正義（justice as desert based upon free action）」が求めら

れているわけである（Smilansky 2000: 15）。 

 同じ点を逆から説明しよう。たしかに帰結主義は刑罰をめぐる重要な差異を、すなわち例

えば罪のないひとへ「濡れ衣的に」刑罰を課すことと罪を犯したひとへしかるべき罰を与え

ることの差異を、ある点において説明しうる。例えば、罪を犯したひとだけに罰を与える制

度でなければ、法を遵守するインセンティブは低下する、など。とはいえこの説明は、罰の

帰結へ注目した説明であり、決して行為者の自由や責任そのものに着目した説明ではない

（Smilansky 2000: 31-32）。したがって刑罰や非難に関する帰結主義的な言説は、本質的に

は、自由と責任の哲学における正当化問題と関連しない。この問題においては純粋に自由・

責任・〈ふさわしさ〉が主題なのである。 

 かくして問いは次である。はたして両立論者はこうした自由と責任のレベルにおいて非

難や刑罰などの実践を正当化できるだろうか。スミランスキーは「否」と答える。ポイント

は両立論的な「自由」が究極的なレベルの自由ではないという点にある。彼曰く、 

 

 リバタリアンの自由意志がない場合には、コントロール概念を両立論的な仕方でどれほ

ど洗練しようと、また性格・反省能力・理由能力など（あるいは両立論的なレベルで利用

可能な何か）に着目しようがしまいが、結局のところ、ひとは自分が究極的にはコントロ

ールできない事柄を通して道徳的に判断されることになる。（Smilansky 2000: 47 傍点強

調は原著者による） 

 

要するに、スミランスキーによれば、両立論にとって利用可能なリソースだけでは非難や刑

罰は正当化できないのである。 

要点は何か。重要なのは、非難や刑罰を自由と責任のレベルで正当化する際には34、次の

                                                      

34 この段落と次の段落における「正当」という語はすべて、「自由な行為にもとづく〈ふさ

わしさ〉としての正義」の観点から見た正当性を意味する（かくして、例えばこの観点から

見て不当な刑罰や非難が帰結主義的な観点から見ると正当になる、という可能性は排除さ

れない）。 
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倫理的要件に相当の比重が置かれる、という事実である。それは《ある人物が本当のところ

は自分でやったわけでない事柄を根拠にして、その人物を道徳的に非難したり処罰したり

することは、道徳的に許容されない》という要件である。実に私たちは人間が自分の行動を

究極的にはコントロールできないことを知ってしまっている――それゆえ、たとえ一定の

条件下の人間を両立論的な意味で「自由だ」と形容しうるとしても、この種の自由は非難や

処罰を正当化する根拠たりえないのである。 

 要点を逆から述べよう。ポイントはリバタリアニズムの自由を要請する「倫理的な根拠が

存在する」という点である（Smilansky 2000: 48 傍点強調は原著者による）。実に、ある人

物が本当の意味で「自由に」悪事を行なった場合のみ、その悪事を根拠にその人物を非難し

たり罰したりすることは正当である。要するに、私たちがあるひとをその悪行に関して非難

したり罰したりするとき、私たちはそのひとが自分でその悪行を為したと言えなければな

らない。そして、このように言うことは――この点は重要だが――まさにそのひとにリバタ

リアニズムの自由を認めることである。結局、非難や刑罰などの実践を正当化するにはリバ

タリアンが認めるほどに「強い」自由が必要なのである。 

 （６）リバタリアニズムの重要性 かくして私たちは――いわば一周まわって――リバタ

リアニズムの価値を指摘しうる地点にたどり着いた。私たちはときに、日常的な文脈を抜け

出して、非難や刑罰という実践の正当性を問題にするが、こうした実践を自由と責任のレベ

ルで正当化する際にリバタリアニズムのリソースが必要になるのである。 

 だが本当にそうなのか――と疑問を抱くひとは多いだろう。この疑問は正当である。そし

て、実を言えば、私はこの点でスミランスキーは部分的に間違っていると思う。すなわち、

《非難や刑罰を自由の観点から正当化しうるタイプの「自由」概念はリバタリアニズムのそ

れだ》という彼の見解は文字通り正しいわけではない（と思う）。とはいえ――第 6 節で説

明するように――この見解には重要な真なる側面がある。例えば、あるひとが自分でその悪

行を為したと言うことは、ある重要な意味で、そのひとに「リバタリアニズムの」自由を認

めることなのである。それゆえ、さしあたり、この見解を受け入れて話を先に進めたい。 

 さて、ここで生じる問題は次である。（１）で見たように、リバタリアニズムの自由は人

間にとって不可能なものだった。他方で、たったいま見たように、この種の自由の存在は非

難や刑罰などの実践の正当化に必要である（とスミランスキーは考える）。どうすればよい

のか。この問いにスミランスキーはいわゆる「幻想主義」で回答する。 

 幻想主義とは、曰く、「自由意志をめぐる問題においてしばしば幻想が積極的役割を広範

に果たす」という立場である（Smilansky 2002: 500）。スミランスキーによれば、とりわけ

「リバタリアニズムの想定を擁護するような幻想」が重要な役割を担う（Smilansky 2002: 

501）。どういうことか。まず、私たちの直面する現実は次のようなものである。 

 

 ひとが何を行なったとしても、それはそのひとがコントロールしえなかったことなので

ある。だが、それにもかかわらず、彼女をその行動に関して非難したり処罰したりするこ
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とは正当であるべきだ。（Smilansky 2000: 173 傍点強調は引用者による） 

 

すなわち、一方で究極的コントロールが存在しないことが判明しているが、他方で非難や処

罰は正当なものでなければならない。これはいわば「不条理な」状況である――というのも、

非難や処罰を真の意味で正当化するためには（スミランスキーによれば）究極的な自由と責

任が必要だからである（要するに、不可能な事柄が要求されているわけである）。他方で、

こうした状況においては《ひとは自分の行動を究極的にはコントロールできない》という事

実を覆い隠すような幻想――いわばリバタリアニズム的な幻想――が役立ちうる。という

のも、人間はリバタリアニズムの自由をもつという幻想がひとびとに共有されている場合

には、例えば「犯罪者はその《報い》にふさわしい」という観念は強固に維持されうるから

である。さらにスミランスキーは言う。 

 

 行為のもとづく〈ふさわしさ〉の観念・責任を認めること・努力や成果を尊重すること・

機会を与えることの大切さ・罪のないひとを弁護すること――こうしたことすべて（およ

び追加のさまざまなこと）は［…］究極的な観点に由来する「水平化」あるいは均質化の

発想によって脅かされている。（Smilansky 2000: 174） 

 

とはいえ、こうしたもの――すなわち私たちの生における大切なもの――を守る際に、曰く、

リバタリアニズムの幻想は決定的な役割を果たしうる。いわば自由の幻想は道徳的生の「防

護柵（safeguard）」たりうるわけである。この意味でスミランスキーは言う。「幻想は、多か

れ少なかれ、適切な道徳的実在を現実に創り出し・それを維持するための条件なのである」

（Smilansky 2000: 174 傍点強調は原著者による）。 

 こうした立場がさまざまな疑問を喚起することは言うまでもない。ただしこの点を踏み

こんで考察することは本章の関心を超える35。ここでは――幻想主義の是非は措き――次の

点を押さえられたい。それは、リバタリアニズムの自由は少なくとも一定の意味で「欲され

るに値する」36ものだ、という点である（かくして、非難や刑罰の正当化にはリバタリアニ

ズムの自由が必要だ、とさえ考えられたりする）。だが、それはなぜなのか。リバタリアニ

ズムの自由が必要とされる真の理由は何であるのか。――この問いにはすぐ後で回答する。 

 

 以上がスミランスキーの立場の紹介である。ここから何が言われうるか。私は以下の点を

指摘する。 

まずは素朴な言い方（それゆえ、ともすれば「つまらない」言い方）で述べたい。スミラ

                                                      

35 幻想主義の問題点に関心がある方は、すでに紹介したが、佐々木 2010 を参照された

い。 

36 原語は‘worth wanting’である（cf. Smilansky 2000: 48）。 
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ンスキーの立場は両立論の洞察と非両立論のそれを同時に受け入れることが可能だという

事実を示す。なぜなら彼自身が現にこうした道を進んでいるからである。要するに、私たち

は両方の洞察の重要性を理解しうる。ここから――第 3 節の話題と関連するが――〈両立

論 vs. 非両立論〉という構図の浅薄さがふたたび判明する、と言える。というのも、スミラ

ンスキーが「二元論的な」立場をとっていることから分かるように、決定論と自由の両立可

能性をめぐる問いは必ずしも「イエス」あるいは「ノー」で答えるべき問題ではないからで

ある。二項対立の図式を崩すような方途も十分に可能である。 

 とはいえ、ここでは何が起きているのか。なぜ私たちは両立論と非両立論の各々の洞察を

受け入れうるのか。そもそも両立論の洞察とは何か。そして非両立論の洞察とは何か。さら

に言えば、〈両立論 vs. 非両立論〉という対立が自由と責任の問題の核心に触れていないと

すれば、自由と責任について哲学的に探究するとき私たちは何を目指し・何を考察すべきな

のか。 

 以上の問いをさらに洗練したい。もし哲学が人間理解を深める企てであるならば、以下の

ような問いにこそ答えられるべきである。 

 《人間が両立論と非両立論の各々の洞察をともに受け入れうる》という事態の根拠である

ところの、人間のあり方とはどのようなものか。逆から言えば、はたして人間がいかなる存

在であるために、人間は両立論と非両立論の各々の洞察をともに受け入れうるのか。人間の

自己理解にとって重要な、両立論の洞察は何か。同様に私たちの自己理解を深めるうえで重

要な、非両立論の洞察は何か。自由と責任の哲学を人間理解の試みと見る場合、はたして自

由と責任の哲学者は何を行なっていることになるのか。そして、何を行なうべきなのか。 

 私は次のように答えたい。私たちは、自由と責任を哲学的に考察するとき、いわば神的な

存在よりも低く、それでもたんなる物質の塊よりも高いような、人間存在のあり方を探究し

ているのだ、と。かくして私たちは、人間的自由の本性を解明しようとするときには、自ら

の〈低さ〉と〈高さ〉を同時に理解せねばならない。まさにこのふたつの要求のために、非

両立論と両立論の洞察はいずれも私たちの自己理解にとって重要になるのである。説明す

れば以下である。 

 第一に――スミランスキーの議論の（１）を思い出されたいが――懐疑主義者は次のよう

に主張した。私たちは究極的には自分の行動や決心をコントロールできない、と。この主張

は何を言わんとしているのか。なぜ殊更に人間の不‐自由を強調する必要があるのか。懐疑

主義者は、ひょっとすると、人間の不完全性を敢えて強調してよろこぶタイプの露悪主義者

なのだろうか。断じて「否」である。実に、彼あるいは彼女の主張には《私たち人間はいわ

ば「有限者」にすぎない》という正しい洞察が含まれる。さらに言えば、神的存在にこそふ

さわしいような究極的な自由は私たち人間には付与されていない、という事態こそが懐疑

主義者の強調したい事柄なのである。 

 だがなぜ神的存在の自由を問題にするのか。そうした「完全な」自由について語ることは

そもそも私たちにとって重要なのか。もしそれが重要だとすれば、いったいどのような種類
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の重要性なのか。 

 神的な自由の話などする必要はない、と考えるひとがいるだろう。それに対して私は次の

ように応答したい。私たちは、自由について語るとき、つねに神的な次元を顧慮すべきだ、

と。なぜか。その理由は――この点はしばしば看過されるが――神的な自由は人間的自由の

いわば「理想形」だからである。次のように言ってもよい。私たちの自由の概念を理想化す

れば神的な自由の概念が得られるという意味で、神的な自由は人間的自由のイデアなのだ、

と。思うに、真正な意味の「自由」および「責任」は神にこそふさわしい37。例えばチザム

の次の言葉は、こうした洞察の表現だとも解釈できる。すなわち、曰く、もし私たちが自由

および責任をもつ存在であるならば、 

 

 一部のひとが神のみに帰す特権が私たちにもあることになる。すなわち私たちの各々は、

行為するとき、第一の不動の動者なのである。（Chisholm 1964: 34） 

 

何が言いたいのか――要点は次である。仮にひとが本当の意味の自由を有するならば、私た

ちはその点において神と並ぶ、と。要するに、自由とは本来的には神の属性なのである。そ

して人間的自由は、実に、〈神的な自由〉というイデアの影にすぎない。 

チザムの指摘を退けること（あるいは馬鹿にすること38）は容易である――というのも私

たち人間は決して「第一の不動の動者」ではないからである。とはいえチザムの言葉には正

しい側面もある。それは、最も理想的な自由と責任は神にのみ許される、という点である。

この点を踏まえると、次のように言えるだろう。人間が現実にもつ自由と責任は、決して理

想的な類ではなく、むしろいわばイデアの影にすぎない。人間的自由は、要するに、不完全

な自由である。 

 とはいえ、なぜ《私たちは神的な自由を有さない》とわざわざ指摘されるべきなのか――

この問いへは以下のように答えたい。神と人間の隔たりを自覚することはひとの自己理解

の重要な一部を為すのだ、と。私たちは自らの〈低さ〉を認識する必要がある。なぜなら私

たちは、現に、愚かで・無能で・邪悪な有限者だからである。思うに、「私は何も知らない」

というソクラテスの言葉もまた私たちの〈低さ〉の認識である。当然のことながら私たちは、

日常的な意味においては、さまざまなことを知っている。とはいえ究極的な意味では私たち

は何も知らない。加えて「義人はいない」というパウロの指摘もまた私たちの〈低さ〉の認

識である。もちろん、通常の意味では、正しいひとは少なからず存在する。とはいえ根本的

                                                      

37 同様に真正な意味の「知識」および「正義」も神にこそふさわしい。 

38 例えば『哲学入門』（ちくま新書、2014 年）において戸田山氏は、チザムの立場を「オ

カルトっぽい」と形容し、「マトモにとりあげるに値するものだとはどうしても思えな

い」と言っている（303-305 頁）。私は――たしかに氏の言いたいことも分かるのだが――

「いや、見方を変えれば、正しい側面を抽出できる」と指摘したい。 
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な意味では「義人」はひとりもいない。 

 私たちは自らの愚かさ・無能さ・邪悪さをつねに意識すべきである――なぜならこれは人

間の本質的な側面の一部だからである。それゆえこの種の〈低さ〉が明記されていないよう

な「哲学的」見解は根本的な点で不十分である。この点は自由と責任の哲学についても妥当

する。私たちは自由だ――と述べることだけが自由と責任の哲学の仕事ではない。それは同

時に「私たちは不‐自由だ」とも述べる必要があるのである。 

 話を進めよう。 

 第二に――スミランスキーの議論の（３）と（４）を思い出されたいが――私たちは次の

ような存在でもあった。すなわち、ひとの得る評判や報酬がそのひとのなした選択や行動に

応じて変化することを望む存在、である。スミランスキーの用語を使えば、私たちは「責任

共同体」のメンバーであることを欲する存在だ、ということである。ここには人間の〈高さ〉

が現れている。なぜなら、私たちが《何をしようが何を選ぼうが報いは同じ》というあり方

を拒否し・責任共同体の一員であることを欲するとき、まさにこういうあり方あるいは生き

方を通じて私たちは自らの存在をたんなる物質の塊ではないような何かに高めているから

である。人間は自分のしたことと自分がしたわけでないことの違いをたいへん気にしてい

る。そして――ただ気にするにとどまらず――人間はこの違いの基準を自覚的に模索する。

こうした人間的次元の〈高み〉もまた、哲学的見解には書き込まれる必要がある。 

 従来の両立論者とリバタリアンが試みてきたことのひとつは、実に、こうした〈高さ〉の

解明および表明だと言える。例えば、フランクファート（両立論者）が自由を〈二階の意欲

との一致〉と規定したとき、彼は「ひと（person）」という存在に固有の高さを問い求めて

いた。彼は、「私たち自身が本質的にどのような存在であるのかを理解すること」が哲学者

にとっての最大の関心事だと述べた後で、次のように言う。 

 

 人間のとりわけ特徴的な側面は次だと思われる。すなわち、人間は私が「二階の欲求」と

呼ぶところのものを形成できる、という点である。（Frankfurt 1971: 323） 

 

フランクファートがこうした「高階の」心的状態を人間の固有性と見なす動機はよく分かる

――その理由は、彼自身が述べるように、たんなる動物はそうした「反省的自己評価のため

の能力」を有さないように思われるからである（Frankfurt 1971: 323-324）。この点におい

て人間はたんなる動物ではない。 

 あるいはケイン（リバタリアン）が、人間のさまざまなタイプの「自由な」行動のうちで、

いわゆる「自己形成的行為（Self-Forming Action）」（以下‘SFA’）の役割を重視するとき、

彼もまた人間固有の〈高み〉に焦点を合わせていた。私たちは、人生において何度か、自分

のあり方を決定的に規定するような選択に迫られる（例えば――有名なケースだが――重

要な会議へ向かう途中で暴漢に襲われているひとを発見したビジネスウーマンの直面する

選択など）。そうした選択においては――抽象的な言い方だが――ひとは、自分自身の決断
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によって、自らのあり方を選ぶことになる。SFA へ着目するケインが言いたいことは次で

あろう。人間とは自らの生のいわば「作者」たりうる存在なのだ、と。彼は書く。 

 

 小説の著者のように、私は、あるストーリーを書き・ひと（私の場合は私自身）をかたち

づくる、というプロセスのうちにいる。これは荷が重い作業だ。とはいえ、とりわけ人間

的な作業でもある。（Kane 1999: 321 傍点強調は引用者による） 

 

 次の点は強調されるべきであろう。こうした、ひととしてのひとが備える高さへの配慮を

欠く自由と責任の「哲学」は決してその名に値しない、と。例えば――わら人形を作ってそ

れに釘を打つような議論をさせて頂ければ（というのも私は特定の誰かを非難したくない

ので）――ある科学主義的な「哲学者」が、微生物の身体機構のうちに見出されるランダム

過程を引き合いに出して、人間の自由も同じようなものだと主張するとしよう。もし彼の話

がここで終わるならば、彼は自由と責任の哲学が目指すべきところを理解していない。実に、

自由と責任の哲学の責務は〈ひとにとって固有な自由〉を解明することである。それゆえ、

もし彼が「哲学者」と呼ばれることを欲するのであれば、彼は微生物の「自由」と人間の自

由の違いを指摘せねばならない。 

 だが、なぜなのか。なぜ私たちはひとの自由を高いものとして説明せねばならないのか―

―私は以下のように答えたい。第 3 節の終盤でも述べたが、自分をたんなる物質の塊から

区別することは、ひととしてのひとの生き方に属す。逆から言えば、ひとは、その生におい

て、つねにすでに自分をたんなる物質から区別している。別言すれば、私たちの人間観には

本質的に《ひとはたんなる物質の塊はない》という見方が組み込まれている。かくして――

この点は決定的に重要だが――私たちはたんなる物質の塊でない何かを「ひと」と呼んでい

るのである。それゆえ、もし哲学がこの意味の「ひと」のあり方を解明する企てであるなら

ば、それは決してひとの〈高さ〉を無視することができない。 

 いまや両立論の重要な洞察と非両立論のそれを説明しうる地点に達した。私は以下のよ

うに言いたい。 

 第一に、非両立論者のうちの懐疑主義者は「私たちは自由でない」と主張する。この主張

の背後にある《私たちは、神的な存在とは異なり、不‐自由な存在だ》という直感――これ

が彼女ら・彼らの重要な洞察である。たしかに懐疑主義者はときに良識を逆なでするような

ことを述べてきた39。とはいえ、人間の低さの自覚は、自由と責任の哲学者すべてが共有す

                                                      

39  一例を挙げれば、両立論陣営に分類されることもあるが、実質的には懐疑主義を支持し

ているスマートは、宿題をしてこない「怠惰な」少年について、次のように言う。「怠惰な

少年は、陶製の皿のようなものである。陶器は、床に落ちても割れないこともあれば、割れ

ることもある。愚かな少年はアルミ製の皿のようなものである。初期条件が何であれ、同じ

ようなことがおこる」（Smart 1961: 68）。こうした文章を反感なしに読むには、文脈を相当
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べき洞察である。自由と責任の哲学は必ずや人間存在の不完全性を語る必要がある。 

 第二に、（狭い意味の）両立論者および非両立論者のうちのリバタリアンは「私たちは自

由である」と主張する。この主張の背後にある《私たちは、たんなる物質の塊とは異なり、

自由な存在だ》という直感――これが彼ら・彼女らの重要な洞察である。たしかに両立論者

もリバタリアンも、自由の存在を確信するあまり、しばしば自由ならぬものへ「自由」を帰

着させる誤りを犯す40。とはいえ、たんなる物質とは区別された人間固有の高さへの配慮も

また、自由と責任の哲学者すべてが共有すべき洞察である。自由と責任の哲学は必ずや人間

の尊厳を語る必要がある。 

 もちろん「両立論と非両立論の洞察」と呼びうるものは他にもある。とはいえ――私はこ

う言いたいが――以上の二点は核心的に重要な洞察である。私たちは自由であるが不‐自

由な存在だ――このあからさまに矛盾した表現が自由と責任の哲学のアルファでありオメ

ガである。なぜなら私たちは現にそのようなあり方をしているからである。この自覚を離れ

て人間的自由を哲学的に考察することはできない。 

 以上より自由と責任の哲学のいわば「本性」も明らかになる。これは、ひとことで言えば、

人間存在の解明の試みであり、もう少し言葉を加えれば――あらかじめ述べたように――

〈神的な存在よりも低く、それでもたんなる物質の塊よりも高いような、自らのあり方の探

究の試み〉である。自由と責任によってたんなる物質の領域を抜け出すが、それでも神的存

在の住まう高みに至ることのできない人間存在――このあり方を具体的に解明することが

自由と責任の哲学の目指すところである。 

 

 以上の指摘に何の意味があるのか――と疑問にもつひとがいるかもしれない。すなわち、

自由と責任の哲学を《人間の高さと低さを同時に把握する試み》と見なすことで、いったい

何が得られるのか。はたしてこうした指摘は私たちをどのような点で賢くするのか。 

 私は次のように答えたい。自由と責任の哲学をこのような仕方でとらえることは、いわば

「視点」のようなものである。神の似姿としての人間の高さと土塊としての人間の低さを同

時に捉える試みとしての哲学―――これは《哲学とは何か》を把握するための一種の観点だ

と言える。とはいえそれは恣意的な視点ではない。むしろ、私たちをして〈自由と責任の哲

学者がこれまでやってきたこと〉を包括的に理解せしめるような視点である。説明は以下で

ある。 

                                                      

程度に理解する必要がある。 

40  例えばケインが脳内の神経ネットワークの「並行処理」を自由の本質的要素と見なすと

き（Kane 1999: 312-314）、あるいは裁判官兼哲学者のデイヴィド・ホジソンがある種の「ラ

イフゲーム」との類比で人間的自由を説明しようとするとき（Hodgson 1999）、〈ひとの自由

を、それとは根本的に異質な秩序へ還元しようとする〉という失敗を犯している（ケインの

議論については第 6 節でとりあげたい）。 
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 実に、現在に至るまで、自由と責任の哲学は人間存在の適切な高さを模索してきた。否、

むしろ次のように言うべきだろう。《自由と責任の哲学者はひととしてのひとの高さを探究

してきた》と想定する場合にこそ、諸々の哲学者たちの主張の要点がもっともよく理解でき

る、と。具体的に見てみよう。 

 スマート（Smart 1961）は、ひとが他者をその所業に関して「審美的に」肯定したり否定

したりすることは人間の当然のあり方だと見なしたが、それでも厳しい道徳的非難や一点

の曇りなき道徳的称賛は人間にとってふさわしい相互交渉のあり方でないと考えた。なぜ

なら私たちの行動は、総じて、自らのコントロール下にない遺伝と環境の産物だからである。

かくして、曰く、「私たちはひとを裁くのを止めるべきである」（Smart 1961: 71 傍点強調

は原著者による）。この言葉の背後には人間の低さへの自覚が潜む。とはいえ高さへの志向

も垣間見える。すなわち、私たちは非難の実践を止めた場合の方が、身の丈をわきまえたよ

り高い存在になれる、と。 

 チザム（Chisholm 1964）は人間が、たんなる出来事の間の因果性とは異なる、いわば「内

在的な」因果性を有すると指摘した。すなわち、人間は行為者として自ら出来事を引き起こ

す、ということである。これは、明示化すると野暮かもしれないが、人間の高さの強調であ

る。人間が何かを「行なう」ことはたんに一定の出来事が「起こる」こととは異なるのだ、

という発想がチザムの指摘の核に存する。 

 デネット（Dennett 1984）は、ルターの「我ここに立つ――私はこれ以外にできない」と

いう言葉を引き合いに出し、いわゆる他行為可能性が自由と責任に必要ないと主張する。こ

の議論は人間の低さと高さの両方に呼応している。人間は、何かを為すとき、しばしば「追

い込まれて」、それ以外に為す術のない事柄を行なう。とはいえ人間は、こうした「不可避

の」行為についても、自ら責任を引き受けうる。これが人間的な高さの〈責任〉なのだ――

デネットの論考はこのように読むことができる。 

 ウルフ（Wolf 1987）が、意志の自由を〈一階の意志と二階の意欲〉と見なすフランクフ

ァートの立場を批判し、人間の自由はいわば〈善悪を判断する能力〉に裏打ちされておらね

ばならないと指摘するとき、その議論には〈高さ〉を目指す意志に導かれている。すなわち

彼女は、フランクファートがしたよりも、さらに高い位置に人間的自由を置こうとしている

のである。彼女によれば、人間の自由はただ《意欲と行動が一致する》というだけの事態で

はない。その意欲が適切な判断能力に貫かれる場合にはじめて、人間的自由は実現するので

ある。 

 このように「人間の高さ／低さ」という観点はこれまでの哲学者の努力の意義を深い次元

で理解あるいは再認識させてくれる。――こうなると、第 3 節で強調したところの、〈両立

論 vs. 非両立論〉という構図の浅薄さがさらに深いレベルで明らかになる。結局のところ、

決定論と自由の両立可能をめぐる問いは自由と責任の哲学にとってせいぜい「付随的な」

（英語で言うところの‘subsidiary’な）問題に過ぎない。真の関心はもっと深いところにある。

それは、人間の自由と責任を人間にとって適切な高さで解明すること、である。 
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 さてヴァン・インワーゲンとスミランスキーもまた人間の適切な高さを模索する哲学者

である。手短に確認しよう。 

スミランスキーの立場については分かりやすい。彼の「原理二元論」には人間の高さと低

さに関する独特の理解が現れている。人間は責任共同体の一員でありたいと望む存在であ

る――この点においてひとは高い。とはいえ人間は自らの行動に関する究極的なコントロ

ールを有さない――この点においてひとは低い。スミランスキーの立場には、人間の本質的

に「両義的な」自己理解が一定の仕方でレジュメされている。そして実にヴァン・インワー

ゲンの立場にも、これとは別の仕方でだが、人間の高さと低さが同時に表現されている。 

 決定論と自由の両立不可能性と非決定論と自由の両立不可能性をともに認めるヴァン・

インワーゲンは――よく知られているとおり――それでも私たちが自由な存在であること

を否定しない。すなわち、彼によれば、私たちの世界が決定論的であろうと非決定論的であ

ろうと自由意志は存在しないと思われるのだが、それにもかかわらず私たちは自らを自由

な存在と見なさざるをえず、加えて私たちは現に自由である。さて、どうするか。彼は、こ

こから、人間的自由のいわば理解不可能性を主張する。曰く、決定論とも非決定論とも両立

しない以上、人間の自由は不可能である（というのも、彼によれば、いわば、あらゆる可能

世界は決定論的か非決定論的かのいずれかであるので）。とはいえ――こちらも否定しがた

いが――私たちは自由である。かくして、人間の自由には（どこがそうだとも言えない仕方

で）私たちにとって理解できないところがある――この意味で自由は「神秘」である。そし

て、曰く、私たちはこうした「形而上学的自由の神秘」を払拭することができないだろう

（van Inwagen 1983: 194）。 

 こうした議論のうちにも私たちは人間の高さと低さに関する理解を読み取ることができ

る。そして、それはヴァン・インワーゲンに独特の人間理解だと言える。一方で、人間の自

由の特筆すべき高さがある――それは決して決定論的な自然的秩序でも非決定論的な自然

的秩序でも説明できない。この点で、すなわちこうした自由を享受する点で、人間は高い。

とはいえ私たちにはいわば「認識論的な」低さがある。すなわち私たちは自らの自由なあり

方の如何を根本的には理解できない――私たちはこの点において根本的に無知である。か

くして私たちは、一部において神に似ているが、別の点ではそれに比して大きく劣った存在

である。 

 

 自由と責任の哲学の本性に関する本章の立場は「恣意的な視点」ではない――この点はさ

らに深いレベルで説明できる。この点に触れて本節を閉じたい。 

私は、自由と責任の哲学を《人間の高さと低さを同時に把握する試み》と見なすことにつ

いて、これを一種の観点だと述べた。私はこれを複数の代替可能な観点のうちのひとつとし

て提示しているわけではない、という点も強調せねばならない。言い換えれば《自由と責任

の哲学の如何に関して互いに同じくらい「妥当な」見方が多数存在しており、そのうちのひ

とつが本章の観点なのだ》ということでは決してないのである。なぜか。その理由は本章の
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「観点」が、実に、人間の本性それ自体が要求する捉え方だからである。人間は、その本性

において、高くかつ低い。なぜならひとというものは、本質的に、たんなる物質と比せば高

く・純粋な神格と比せば低いものだからである。かくして人間的自由の哲学的探究は、人間

の高さと低さを同時に把握する企てであるべきなのである。 

 いま述べたことをさらに踏み込んで説明しよう。ひとは「低い」。すなわち――ちなみに

ここの「すなわち」を文字どおり〈同じ事柄の言い換え〉と読むことは肝要だが――ひとは

自らを「低い」と見なす。なぜなら私たち人間は神的存在にふさわしい理想的なあり方と実

際の私たちのあり方の違いをたいへん気にする存在だからである。私たちは、〈この点をた

いへん気にしている〉という自らの存在構造を通じて、自らの存在を低めている。要するに、

私たちのあり方こそが、私たちの低さの根拠なのである。実際、たんなる物質はそれ自体で

は「低く」ない。なぜなら、たんなる物質にとっては、自らのあり方と神的存在のあり方の

差異などまったく気にならないからである（そもそもたんなる物質は何かをたいへん気に

することがない41）。厳密な意味では人間のみが「低い」。なぜなら、人間的な〈たいへん気

にする〉というあり方のうちにのみ、低くありうることの根拠が存するからである。そして

――次の点は決定的に重要だが――ひととして存在するとは、第一に、自らを神よりも低い

ものと理解することであり、第二に、〈このように自己理解するというあり方を通じて神よ

りも低くあること〉である。 

加えて、ひとは「高い」。すなわち――ふたたび「すなわち」である！――ひとは自らを

「高い」と見なす。なぜなら私たち人間はたんなる物質の「どうでもよい」あり方と実際の

私たちの「どうでもよいわけではない」あり方の違いをたいへん気にする存在だからである

42。この場合も私たちは、自らの存在構造を通じて、自らの存在を高めている。かくして私

たちのあり方は、こちらの点では、私たちの高さの根拠である。実際、例えば純粋な神格は

それ自体では「高く」ない。なぜなら、そうした神格にとっては、決して人間的な意味にお

いて自らのあり方とたんなる物質（あるいは人間）のあり方の違いが気になることはないか

らである（純粋な神格はそもそも人間的な仕方で何かをたいへん気にすることはない43）。

かくして――言うまでもなく神は人間から見て「高い」のだが――「人間のみが高い存在だ」

と言えるようなひとつの意味がある。というのも人間の〈たいへん気にする〉というあり方

のみが可能にする種類の〈高さ〉が存在するからである。そして――次の点もまた決定的に

                                                      

41 この意味で「たいへん気にすること」（英語では‘care’、ドイツ語では‘Sorge’）は人間に特

有のあり方である。 

42 ここでの「どうでもよい」は‘meaningless’の訳語である。実に人間は、いわば、有意味な

生と無意味な生の違いをたいへん気にする存在である。 

43  ふたつ前の註と関連するが、神もまた何かを「たいへん気にすること」はない。かくし

て、この意味で、‘care’あるいは‘Sorge’は人間のいわば「中間的な」存在構造を特徴づける本

質的属性だと言える。 
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重要だが――ひととして存在するとは、第一に、自らをたんなる物質よりも高いものと理解

することであり、第二に、〈このように自己理解するというあり方を通じてたんなる物質よ

りも高くあること〉である。 

以上より次のように言える。「ひとは低い」および「ひとは高い」という本章の命題は、

人間が人間自身を見る際のひとつの恣意的な観点から為された評価ではない。むしろ、ひと

がひとをひととして見るとき、ひとは自らを低くかつ高いものとして見ざるをえない。なぜ

ならひととして存在することそれ自体が、ひと（すなわちそうしたあり方で存在する存在者）

に対して、こうした自己理解（すなわち人間理解）を要求するからである。 

 かくして、自由と責任の哲学を《人間の高さと低さを同時に把握する試み》と見なす本章

のスタンスに対して、「それはひとつの見方にすぎない」という批判は必ずしも正当でない。

むしろ、この種の批判が正当であるのは、自由と責任の哲学に関するより深い「見方」が同

時に提示される場合のみである。ここでの「より深い」という形容詞は《人間本性の要求に

より一層肉迫した……》を意味する。浅い人間理解しか伴わない議論や、あるいは人間理解

をまったく伴わない議論は、本章の「見方」への正当な批判たりえない。ひととして存在す

るとはどのようなことか――この点に関するより根本的な洞察のみが本章の指摘に対する

生産的な批判を可能にする。 

 

第 5 節 

 

 前節までの議論で次の点が主張された。〈両立論 vs. 非両立論〉という対立の構図は「止

揚」されるべきである――なぜなら、自由と責任の哲学は本来的には〈神的な存在よりも低

く、それでもたんなる物質の塊よりも高いような、人間存在のあり方を探究する試み〉であ

るので、決定論と自由の両立可能性をめぐる問いはせいぜい「付随的な」問題にとどまるか

らである、と。私は次のように主張した。自由と責任の哲学においては、根本的には、人間

観が問題なのである。哲学者たちは、純粋な神格でもなくたんなる物質でもない人間につい

て、「では、それは何であるのか」を問うているのである。 

 こうした哲学観の必然性については前節の後半で論じた（そこでは、人間本性がこうした

見方を要求するのだ、と指摘された）。次に――もちろん以上の議論と連関する話題だが―

―本章の哲学観の有用性と意義について説明したい。自由と責任の哲学を〈人間観をめぐる

問い〉と見なすことによって何が生じるのか。私は次のように主張したい。すなわち、自由

と責任の哲学を〈人間観をめぐる問い〉と見なすときには、 

 

（Ｃ）自由と責任の哲学は生き方の問題――すなわち各人の生き方を通じて解かれるべき

問題――となる。 

 

加えて、この場合には、 
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（Ｄ）「自由」および「責任」の概念は、ある重要な意味で、還元不可能だと判明する。言

い換えれば、「自由」と「責任」は生の根本カテゴリーだ、ということが判明する。 

 

（Ｃ）と（Ｄ）のテーゼは、その妥当性が理解されるときには、自由と責任に対する私たち

の向き合い方を深化させる。実に、自由と責任をめぐる問いはときに知的な問題でありとき

に「実存的な」問題なのだが、それはつねに根本的なレベルでは生き方の問題である。（Ｃ）

と（Ｄ）の真意をつかむとき、私たちは自由と責任をめぐる問題へ最も本来的な次元で向き

合うことができる。 

 本節は（Ｃ）のテーゼを説明する。自由と責任の如何をめぐる問いは決して「自由」およ

び「責任」という語が「客観的に」指示する何かを特定するという問題ではない。言い換え

れば、「自由とは何か」および「責任とは何か」という問いは決して私たち人間を「超えた」

何かが前もって準備するような「客観的な」答えを有する問いではない。自由と責任の如何

をめぐる問いは、むしろ、それに答える者の生き方をめぐる問いである。すなわち、この問

いにおいては「あなたは何を自由と見なし・何を責任と見なして生きるのか」が問われてい

る、ということである。――以下、じっくり説明していきたい。 

 （誤解を予防するための注意がひとつある。私の立場は決して自由と責任の如何をめぐる

問いが「主観的な」問題だというものでもない。私は自由と責任をめぐる問いが回答者の

各々にとっての「主観的な」答えしかもたないという見方にも反対である。それゆえ、ひょ

っとすると私の立場を、例えばメタ倫理学における一種の主観主義の、自由と責任の哲学に

おける対応物と見なすひとがいるかもしれないが、これは誤解である。私は決して、主観主

義と客観主義の対立を前提したうえで、主観主義の側を選ぶという道を採ってはいない―

―「主観的」・「客観的」と括弧づきで表現するのはそのためである。私はもっと深い次元の

哲学を志向している。実に、本来的な意味の哲学は《複数の等しく可能な選択肢のうちから、

ひとつの立場を選ぶ》というものではない。真の哲学は、むしろ、私たちの生にとって重要

な事柄を普遍性および必然性の相のもとで解明する試みである。こうした根本的関心にと

っては《主観主義か、客観主義か》という切り口はレベルの低いこだわりである――実際、

私の立場を「主観主義」と特徴づけたところで、それは私の立場の価値を下げるだけだろう。） 

 

 説明すべきテーゼ（Ｃ）は次であった。 

 

 自由と責任の哲学は生き方の問題――すなわち各人の生き方を通じて解かれるべき問題

――である。 

 

以下では、まず第 4 節までの議論から《生き方の問題としての自由と責任の哲学》という見

方を引き出し、その後でこの見方を自由と責任の哲学の近年の動向のうちに位置づける―
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―後者の作業によって私の見方に関するいくつかの疑念が払拭されるだろう。 

 まずは第一の作業――テーゼ（Ｃ）の「演繹」――である。 

 自由と責任の哲学においては人間観こそが問題である。私はこう主張した。ところで「人

間観」とは何か。それは――第 3 節の終盤でも触れたが――ひとをどのようなものと捉え

るかであり、逆から言えば、どのようなものを「ひと」と見なすかである。ひとは、その〈ひ

ととしての生〉において、ひととそれ以外を切り分ける。かくして、衒学的な言い方をすれ

ば、人間存在と人間観は循環的に相互参照している。より簡単に言えば、ひととして存在す

ることと何を「ひと」と見なすかは相互に支え合っている。ひととして存在することは、本

質的に、ひととそれ以外を切り分けることである――逆から言えば、後者の〈切り分け〉な

しに、ひとの存在はない。あらゆる人間はこの循環の内部にいる。言い換えれば、どこかに

いわば「足場」を得るために、人間存在と人間観が織り成す「ぐるぐる廻り」の外部へ超出

することは、人間の誰にもできない。かくして人間とは何であるかと問うことは、同時に、

何を「人間」と見なすかを問うことでもある。そして、この問いへの答えは人間の生におい

て与える以外にない以上、人間観をめぐる問いへの答えは回答する人間のあり方あるいは

生き方であることになる。 

 同じ事柄を別の角度から述べよう。私たちは、自らの生において、ひととそれ以外の存在

を区別する。なぜか。それは私たち自身が、「ひと」と呼ばれる私たち自身とそれ以外の存

在の区別をたいへん気にしているからである――人間とはこういうあり方の存在なのであ

る。かくして――次の点は重要だが――いかなるひとも、そのつどの全体的な生き方を通じ

て44、《どのようなものを「ひと」と見なすか》へ一定の回答を与えている（もっぱら暗黙的

に、であるが）。したがってあらゆるひとは一定の人間観をもつと言える。そして、その人

間観はそのひとのそのつどの全体的な生き方に表現されている。 

 話を具体化したい。理解の便宜として単純化した事例を挙げる。例えば、奴隷制あるいは

階級制を自然だと見なす社会が存在し、そこに住む多くのひとが一定の人間観を共有して

いる、というケースを想像しよう。それは、ひとには複数の種類が存在し、その種類の間で

はふさわしい処遇に関して差異がある、という人間観である45。さて、そうした社会に住む

アッパー・クラスの誰かが「身分や階級のみに由来するふさわしい処遇の差異など存在しな

い」と述べたとする。実に、言葉のうえでこう主張するだけでは、彼が問題の人間観を共有

していないことは保証されない。人間観は生き方のより広い相に現れる。言葉は生の一部に

すぎない――《何を語るか》はきわめて重要な一部なのだが、それでも全体ではない。究極

                                                      

44 ここでの「そのつど」という用語はドイツ語の‘je’と対応している（ちなみに蛇足だが

「全体的」はドイツ語では‘gänzlich’である）。 

45 奴隷所有者は奴隷をひとと見なしていない、というケースもあるだろう。とはいえ、ここ

では、奴隷所有者も奴隷をひとと見なしている（そして、そのうえで、前者は後者を「二級

の」ひとと見なす）というケースを想像されたい。 
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的には、そのひとのそのつどの生き方の全体のうちに、そのひとの人間観はそのつど具現化

される。例えば――粗っぽい表現を用いれば――目下の自称「反差別主義者」は、うえのよ

うに発言するときにも、その態度において差別へ加担しているかもしれない。もちろん差別

的な言動を行なうひとは、十中八九、差別への加担者なのだが（この意味で《何を語るか》

は重要である）。加えて――次の点も重要だが――例えばあるひとがかつて一度特定の人間

観を採用したという事実は、そのひとがその後もその人間観を採用し続けるということを

保証しない。過去が現在を完全に規定するわけではないという人間の存在構造のために、ひ

とはそのつどにおいて人間観を問いなおされる。そしてひとは、こうしたそのつどの問いか

けに対し、そのつどの全体的な生き方を通じて答えを返さざるをえない（ハイデガーは似た

事態を‘Jemeinigkeit’と呼んだ）。 

 以上より私は次のように主張する。第一に「ひととは何か」という問い――すなわち人間

観の如何に関する問い――はあらかじめ「客観的に」定まった人間本性の発見を要求する問

いではない。なぜなら、ひととは何であるかという問いは、「ひと」と呼ばれる存在者であ

る私たち自身が自己を他の存在からどのように切り分けるのかという問いと本質的に連動

しているからである。第二に「ひととは何か」という問いは、根本的には、「ひととは××

である」という言葉上の答えのみを求める問いではない。というのも目下の問いに対する

各々のひとの根本的な回答は、たんにそのひとの言葉のうちにではなく、むしろその生き方

のより大きな局面に現れるからである。――となると「ひととは何であるか」とはどのよう

な問いであるのか。 

 例えば私が「ひととは何であるか」という問いへ答えようとしている、としよう。この場

合、私がこの問いへ最大限の深さで向き合うとき、私にできることは何か。それはひとつの

生き方を自らのものとして選ぶことである。そのつどの生き方の全体で以て目下の問いへ

応じること――これが私に可能な最も根本的な応答である。この応答はひとつの名前をも

っている。それは「ひととして生きること」という名前である。実に私たちは、ひととして

生きるとき、つねにすでに「ひととは何であるか」という根本問題に対して答えを与えてい

る。もちろん、普段は無自覚的に、である。とはいえ、哲学的文脈においては、私たちは自

覚的に最大限の深度で答えを追求する――そして、自らの決断によって、すなわち自由と責

任をもって生き方を選択することによって、ひとつの答えを返す。この点はあなたが「ひと

とは何であるか」という問いへ応答する場合にも妥当する。実際、この場合にあなたができ

ることもまた、あなたの生き方を選択すること以外にないだろう。かくして一般的には次の

ように言うことができる。あるひとに対して「ひととは何であるか」と問われる場合、問わ

れているものはそのひとの生き方である、と。すなわち、ここでは、何を「ひと」と見なす

生き方を自らのものとして選ぶのか、が問われているのである。 

 もちろん私はときに「ひととは××である」と述べる。なぜか。それは、いわば、私が哲

学者だからである。哲学者とは、ただ「第一階の」生を営むだけでなく、自らの生を反省的

に吟味し・自分の生き方を表明するという「第二階の」営為を行ないながら生きることを欲
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する者である（実にこうした〈哲学者の芽〉はすべてのひとに存するだろう）。とはいえ、

ここでも押さえるべきは次である。それは、「ひととは××である」という言葉を伴う私の

応答もまた、根本的には、私のそのつどの全体的な生き方だ、という点である。要するに、

「ひととは××だ」という言葉を含む私の生の全体こそが目下の問いに対する私の答えな

のであり、言葉そのものはこの答えの一部にすぎないのである。 

 かくして次のように言える。人間観の如何をめぐる問いへの答えは回答者の生き方であ

る、と。他方で「生き方」とは何か。私はこの言葉で、ひとのそのつどの生の全体的な「姿

勢」を指す（この概念は以下の議論でさらなる肉付けを得る）。目下の文脈で押さえるべき

は生き方と言葉の対比である。言葉は生き方の一部であり、その逆ではない。かくして、人

間観の如何をめぐる問いに対する「ひととは××である」という言葉のうえでの回答は、生

き方を通じた回答と比していわば派生的なものにとどまる。 

 このように「ひととは何であるか」という問いへの答えは、根本的には、回答者のそのつ

どの生き方の全体として与えられる。ここから次が引き出される。自由と責任の如何をめぐ

る問いへの答えもまた回答者のそのつどの生き方の全体として与えられる、と。もちろん、

「自由とは××である」や「責任とは××である」という簡潔かつ単純な答えがそのつどの

生き方の全体のうちに表現される、ということはない。とはいえ――次の点は看過すべきで

はないが――ひとは、その生を通じて、自由と責任に関わるさまざまな問いへ答えを与えて

いる。例えば、テレビで報道されている事件に関してあるひとを有責だと判断するとき、同

僚の失敗を非難するとき、自分の功績はもっと尊重されるべきだと考えるとき、家族の一員

が病気のために判断力を失っていると見なすとき――私たちの各々は、こうした場面にお

いて、自由・責任・行為・非難・罪・規範・功績・意志・合理性などが関連するいわば「人

間的な」次元の問いへそのつどの「生きた」答えを返している。その答えは部分的に意識的

かつ自覚的なものであり部分的に無意識的かつ無自覚的なものだろう――だが、いずれに

せよ、その答えには欺瞞はない。というのもその答えはまさしく回答者が生きているところ

のものだからである。 

 もちろん私は自由と責任をめぐってさまざまなことを語る。実際、本章もまた自由と責任

に関する私の言葉である。しかしながら――次の点はしっかり押さえられたいが――私の

言葉は自由と責任をめぐる哲学的問題への私の応答の一部にすぎない。私の根本的な応答

は私の生き方の全体に現れている。とはいえ《私が何を語るか》は応答の重要な一部である。

なぜか。その理由は私が哲学者として誠実に自らの生き方を言葉のうちへ齎そうと努めて

いるからである。逆から言えば、不誠実なひとの言葉は重要性を欠く。誠実であろうとする

姿勢こそが、すなわちこうした生き方こそが、そこで語られる言葉へ言葉本来の〈力〉を付

与する。要するに、哲学者は哲学的問題に対して言葉だけで応じているわけではない。むし

ろ――うまい比喩とは思わないが――生き方すべてを以て「体当たり」しているのである。 

 以上の議論全体より何が言えるか。私は以下の点を指摘する。 

 私ははじめに人間観の如何をめぐる問いがもつ循環構造を指摘した。同様の構造が自由
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と責任の如何をめぐる問いにもある。なぜか。その理由はここで問題になっている自由と責

任がひととしてのひとにとっての自由と責任だからである（私は第 1 節でこれを「ひとと

しての自由」および「ひととしての責任」と呼んだ）。言い換えれば、ここでは、人間存在

にふさわしい自由と責任の内実が問題になっている。そして、この種の自由の如何を問うこ

とは、まさに、《人間とは何であるか》を問うことでもある。要するに、あらかじめ「客観

的な」仕方で「自由」と「責任」の概念が準備されており、《はたして人間はこの自由と責

任をもつのか》が問題になっている、というわけでは全然ないのである。むしろ私たちは、

自らの人間的生において、自らの力で「人間的自由」と「人間的責任」の概念をいわば形成

する。なぜなら――同じ点を繰り返すが――私たちを超えたいかなる存在も決して私たち

のために「人間的自由」と「人間的責任」の本質を規定してくれたりしないからである。私

たちにとっての自由と責任の如何をめぐる問いは、私たちによって、私たちの生き方を通じ

て、回答される以外にない問いである。 

 以上の指摘に対してはいくつかの疑念が生じるだろう（実に、以上の議論が形式的なもの

にとどまる以上、そうした疑念の多くは正当である）。とりわけ重要なのは次の疑念である。

すなわち、自由と責任の哲学を生き方の問題へ「還元」することは、それをいわゆる趣味の

問題（英語では‘matter of taste’）へ変えてしまうのではないか、と。私は「断じて否」と答

えたい。この点を確認するには一定の「思想史的」考察が役立つ。以下、ホンデリックとダ

ブルの立場の検討を通じて、なぜ《生き方の問題としての自由と責任の哲学》という構想が

自由と責任をめぐる問題を趣味の問題に変えないのかを説明したい。 

 

 《生き方の問題としての自由と責任の哲学》という構想は私の独りよがりな見方ではない。

重要な先達としてホンデリックとダブルがいる。まず手短に説明しよう。 

 ホンデリックは、1980 年代後半の著書46において、自由と責任をめぐる問題が根本的に

は私たちの生に関わる問題だと指摘した――これは、本章の観点から言えば、過度に知性化

された自由と責任の哲学を本来的な形へ引き戻す重要な一歩である。次にダブルは、1990

年代の論考において47、ホンデリックの立場における偶然的かつ恣意的な要素（ダブルによ

ればホンデリック個人にのみ妥当する非‐普遍的意見）を批判し、より一般的な立場を練り

上げようとする。いわゆる「自由意志の主観主義」である（Double 2002: 507）。ダブルに

よれば、自由と責任をめぐる問題は私たちの「主観」のみに関わる問題であり、それに対す

る解答は根本的には「何でもあり」である。私はダブルが、自由と責任をめぐる問題の「客

                                                      

46 これは T. Honderich, A Theory of Determinism: The Mind, Neuroscience, and Life-Hopes, Oxford: 

Oxford University Press, 1988 である。本稿はこの縮約版である Honderich 1993/2002 を参照す

る。 

47 とりわけ Double 1996b において（ちなみに批判の背景には Double, 1991, 1996a で展開さ

れた彼自身の立場がある）。 
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観主義的」理解へ退けようと奮闘するあまり、いわば逆の極に走ってしまったと言いたい。

ダブルの欠陥は彼の人間理解の欠如である。本章の立場はひととしてのひとのあり方を見

つめることをよってダブルの「極端な」立場を正道へ連れ戻す企てである、とも言える。 

 ではホンデリックとダブルの各々の立場を概観しよう。ただし、以下の紹介はあくまで本

節の関心と結びつく範囲のものだ、という点は断っておきたい（すなわち十全な解説は目指

していない）。 

 （Ⅰ）ホンデリックは自由と責任の問題の核心部に「希望（hope）」をめぐる問題がある

と指摘する（Honderich 1993/2002: 91-93）。希望とは、ホンデリックによれば、「未来に対

する態度」であり、ある種の「評価的思考」である（具体例としては、女優として成功する

希望、など）。希望は私たちの生にとって重要である。なぜなら一定の希望の有無は《私た

ちが肯定的感情を抱いて生を営みうるか否か》へ本質的に関連するからである（実に「一切

の希望を捨てよ」という宣告は‘eternal damnation’の入り口である）。さて、ホンデリックに

よれば、決定論が真である可能性は私たちが人生に関して有する希望へ作用し、私たちのう

ちに独特の態度あるいは感情を喚起しうる。――この点は以下のように説明される。 

 私たちが抱きうる希望のうちには、《未来が開かれている》という信念を部分として含む

タイプのものがある（Honderich 1993/2002: 93）例えば私は、高校時代には、科学の世界

で永遠に残るような発見を行なうことを望んでいたが、私のこの希望は《未来はまだ決定さ

れておらず、私が成功するか否かは私の努力次第である》という考えと結びついていた。他

方で――私事に関する話を続けるが――私は、大学入学後に、決定論が真である可能性を意

識した。この可能性は私の先の希望と「化学反応」する――その結果、何が生じたか。私の

生活は暗い気持ちに支配された。いわゆる「実存的」悩みが生じたわけである。ホンデリッ

クはこうした感情を「狼狽（dismay）」48と呼ぶ。 

 決定論に由来する「狼狽」をまったく感じないひとがいる――これは事実である。他方で、

それを感じるひとがいることも否定できない。ホンデリックは「ミルは決定論を悪夢だと感

じていたし、自分について言えば、私がかつて決定論のために暗くなったのはまぎれもない

事実である」と言う（Honderich 1993/2002: 95）。たったいま述べたように、私もまた狼狽

を経験したひとりである。 

 他方で――ホンデリックは指摘するが――すべての希望が、決定論と結びついたときに、

否定的な感情を引き起こすわけではない。実に、私たちが抱きうる希望のうちには、もっぱ

ら《自分の行為は自分の意欲に適っている》という信念と結びつくタイプのものがある。そ

してこの種の希望は、たとえ決定論が真であるかもしれないという信念と接触することが

あっても、ひとを暗い気持ちに陥れたりしない。実際、決定論が真であろうがなかろうが、

例えば論文を書きたいという私の意欲は論文を書くという私の行為と一致しうる。かくし

て、現在の私の脳裏に決定論が真である可能性がちらついたとしても、私はまったく動じず

                                                      

48 これは松田克進氏による訳語である。 
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に論文を書き続けるだろう。ホンデリックはこの種の感情（あるいはむしろ無‐感情）を「頑

強（intransience）」と呼ぶ。これは、決定論が正しくても、何も変わらない、すべてＯＫだ、

と見なす態度である（Honderich 193/2002: 97）。 

 このように、決定論が真である可能性には複数の感情的応答がありうる。――ここから何

が言えるか。ホンデリックは、以上を踏まえて、決定論の哲学の課題を次のように定式化す

る。それは、決定論が真である可能性に対する「満足のいく」感情的応答を見出すこと49、

である（Honderich 1993/2002: 122）。はたして決定論に対してはいかなる応答が満足のい

くものなのか。 

 第一に、ホンデリック曰く、狼狽は満足のいく応答ではない。この点は分かりやすい。な

ぜなら狼狽は「私たちにとってまったく喜ばしくない」からである（Honderich 1993/2002: 

123）。第二に、曰く、頑強も満足のいくものではない。なぜか。ホンデリックは以下のよう

に説明する。 

 

 たしかに私たちは、決定論と両立する種類の態度だけを気にかけて、地道に生きていくこ

とができる。とはいえ、読者もすでにお気づきだろうが、そうした生き方には虚勢の要素

が含まれており、ずっとそのように生きることは不可能である。すなわち、自分に催眠術

をかけて、決定論と両立しない種類の態度も存在するという事実を忘れる、ということは

現実の私たちにはできないのである。（Honderich 1993/2002: 123） 

 

要するに、頑強は一種の虚勢すなわち「はったり（bluff）」だ、ということである。それは、

曰く、決して私たちにとって「堅固な」生き方たりえない。そして、決定論の可能性を十分

に検討する場合には、《決定論が正しくても何も変わらない》という応答を維持することは

できなくなる。 

 かくして、ホンデリックによれば、決定論が正しい場合には私たちは何かを変えざるをえ

ない。他方で典型的な狼狽の応答が引き起こす絶望状態もまた望ましくない。どうすべきか。

ホンデリックは彼が「肯定（affirmation）」と呼ぶ応答を提案する。それは、私たちの現在

の生き方から、決定論と両立しない信念およびそれに依存するものを取り除こうと努める

こと、である。この応答を彼自身は次のように記述する。 

 

 私たちの生き方のうちには自由意志の幻想に基づかない部分があるが、こうした部分に

私たちのあり方を適応させること［が「肯定」と呼ばれる応答である］。（Honderich 

                                                      

49 ちなみに「満足のいく」の原語は‘satisfactory’である。ホンデリックは《何が満足のいく

ものなのか》の基準を明示的に述べていない――とはいえ、あらゆる基準を明示化すること

は不可能であり、いかなる議論もいわば「未定義的な」評価語に頼らざるをえない以上、こ

の点においてホンデリックを批判することは必ずしも正当ではない。 



 

50 

 

1993/2002: 126） 

 

これは、一般的に言えば、《生き方を変えよ》という提案である。通俗的に言えば「明るい

面に目を向けて」生きよ、という提案である（Honderich 1993/2002: 131）。ちなみに、こ

の種の生き方の変更を奨励する哲学をホンデリックは‘philosophy of life’と呼ぶ。 

 となると、決定論が真である場合には、何が放棄されるべきなのか。肯定という応答は私

たちに、何を捨て去ることを求めるのか。――ホンデリックは以下のようなものを挙げる。

例えば、ある種の怒り（とりわけ、自分を傷つけた者は別様に振る舞うこともできたという

信念にもとづく怒り）、ある種の後悔や自責の念、報復感情、加えて、ある種の称賛や功績

などである。ホンデリックは――詳述は省くが――決定論は十分に真でありうる以上、私た

ちはこうしたものを放棄すべきだと主張する（他方で、曰く、感謝の念や愛情などは維持可

能である）。加えて彼は――再び詳述は省くが――肯定に即した生き方の方が、いわば「自

由意志の幻想」に基づく生き方よりも望ましいものだと主張する。 

 私は現在の自由と責任の哲学においてホンデリックの議論の貢献は大きいと考えている。

なぜなら彼の議論は、〈両立論 vs. 非両立論〉という「純粋に知的な」論争枠組みから一歩

退いて（Honderich 1993/2002: 114）、決定論および生に対する私たちの向き合い方に焦点

を合わせているからである。ホンデリックは自由と責任をめぐる哲学的問題の核に希望と

いう態度（英語では‘attitude’）を置くが、この「態度」という表現に本章における「生き方」

という用語は呼応している。《はたして自由の存在は決定論と両立可能か》が真の問題なの

ではない。そうではなく、《どのような感情的応答をもって生きるのか》こそが問題なので

ある。そしてホンデリックは肯定という生き方こそが決定論をめぐる問題に対する真の解

決だと主張する。 

 ホンデリックの立場は《生き方の問題としての自由と責任の哲学》のひとつの実践例だと

言えるかもしれない。実際、もしホンデリックが自らの言葉に対して誠実な人間であるなら

ば（哲学者はそうあるべきなのだが）、彼のそのつどの生き方は肯定という指針に方向づけ

られているだろう。そして、そうした生き方の全体が自由と責任をめぐる問題に対する彼の

応答を形成する。何を語るかのみが重要なのではない。そうした言葉を含む生き方の全体こ

そが重要なのである。 

 （Ⅱ）ダブルはホンデリックを批判する。その理屈は以下である。ダブル曰く、ホンデリ

ックの議論の長所は、それがいわば「自由意志問題の態度的本性」に関する自覚を含む点で

ある。ホンデリックは、浅薄な両立論者・非両立論者と異なり、決定論への（より一般的に

は世界と自己への）向き合い方こそが自由意志問題の核心にあると気づいている。とはいえ、

ダブル曰く、ホンデリックはこうした「自由意志問題の態度的本性」から適切な帰結を引き

出すことに失敗している（Double 1996b: 848）。ホンデリックは、決定論が正しいという可

能性から、私たちは肯定という生き方を採用すべきだと主張した――ダブルによればこの

推論は間違いである。むしろ、「自由意志問題の態度的本性」が正しく理解される場合には、
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次のように言われるべきである。決定論が正しいという可能性は、私たちに特定の生き方を

強いない、と。肯定の奨励は決定論の必然的帰結ではない――これがダブルによるホンデリ

ック批判である。 

 私の考えをあらかじめ述べれば、以上の指摘に関してダブルは正しい。彼の議論へもう少

し耳を傾けてみよう。 

 ダブルによれば、ホンデリックはいわば隠れ非両立論者である（Double 1996b: 848-849）。

実際、おそらく多くのひとが感じたことであろうが、いわゆる「頑強」の応答を虚勢の一種

だしてと退けるホンデリックの議論は多かれ少なかれ「非両立論的」である。実際、《決定

論必ずや自由と責任に関する私たちの信念の一部を否定する》というのは典型的な非両立

論者の感覚だと言えるだろう。他方で、根っからの両立論者は真正な意味の自由と責任が決

定論と両立可能と考えている。それゆえ彼あるいは彼女は一切の自己欺瞞なしに頑強の応

答を採用しうるだろう。かくして頑強という応答は必ずしも不安定なものではない。そして

根っからの両立論者は、真正な意味の自由と責任の存在を信じうるので、ホンデリックが廃

棄を勧めるさまざまな事柄――例えばある種の怒りや報復感情――を正当なものとして維

持しうる。かくして次のように言われうる。この種の両立論的な生き方の可能性に対する配

慮を欠く点でホンデリックの議論は不完全である、と。ダブルによれば、ホンデリックの議

論は彼特有の個性――非両立論的な傾向――のバイアスを被っている（cf. Double 2002: 

523-524）。 

 ダブルの以上の指摘は正しい、と私は考える。実際、ピーター・ストローソン、フランク

ファート、ウルフ、フィッシャー＝ラヴィッツァなどの両立論者たちは、たんなる帰結主義

的な正当化を通じて要請された多かれ少なかれ虚構的な「自由」と「責任」の概念だけでは

なく、真正な意味の自由と責任が決定論と両立可能だと考える。そして彼女ら／彼らの生き

方は、決して不安定なものではなく、いわんや「はったり」でもない。伝統的な両立論者の

多くをある種の自己欺瞞者と見なしてしまう点でホンデリックの議論には欠陥がある。 

 では「自由意志問題の態度的本性」から何が引き出されるべきなのか。すなわち、「自由

意志問題の態度的本性」が認められる場合、私たちは決定論の可能性に対してどのように向

き合うべきなのか。ダブルの答えは‘any way we want’すなわち「望む仕方であれば何でもか

まわない」である（Double 1996b: 853）。決定論は私たちの生き方に対していかなる帰結も

有さない――ダブルによればこれこそが「自由意志問題の態度的本性」から引き出すべき事

柄である。説明すれば以下である。 

 ホンデリックの議論を思い出そう。彼は、私たちが抱きうる希望のうちには《未来が開か

れている》という信念を部分として含むタイプのものがある、と指摘した。そして続けて、

この希望と決定論の可能性が相互作用するときには狼狽の感情が生じる、と述べた。とはい

え、ダブル曰く、そもそもこの点で間違いがある。ダブルによれば――いささか複雑な言い

方になるが――《未来が開かれている》という信念を部分として含む希望を自覚的に有する

ひとが、決定論の可能性に直面するときに、頑強の応答をとることは論理的にも心理学的も
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可能である（Double 1996b: 849）。もちろんダブルも認めるが、《未来が開かれている》と

いう信念の内容それ自体は、通常の解釈においては、決定論と両立しない。とはいえダブル

によればこの事実は目下の問題に直接関連しない。なぜなら、《未来が開かれている》とい

う信念を部分として含む希望は決定論によって破壊されないと考えること、言い換えれば

そう態度すること、は人間にとって可能な選択肢だからである。そして、このような態度を

とるひとにとっては、決定論は決して《未来が開かれている》という信念を部分として含む

希望を破壊するものではない。 

 要点は何か。ポイントはダブルが次のように考える点である。すなわち、決定論が私たち

の態度へどのような影響を与えるのかもまた、決して「客観的な」問題ではなく、態度に関

わる問題なのだ、と。核心的な事柄は次のように表現できる。ここではいわば「高階の」態

度に焦点が置かれている、と。例えばホンデリックは、《未来が開かれている》という信念

を部分として含む希望と決定論の可能性は狼狽の感情を引き起こす、と考えている。とはい

え別様に考えるひともいる。例えば、《未来が開かれている》という信念を部分として含む

希望は決定論と両立可能であり、私たちはこうした希望が問題になる文脈でも決定論に対

して狼狽ではなく頑強の応答を採りうる、と考えるひともいる（例えば条件法分析の採用者

などが典型である）。かくして、決定論・希望・感情的応答の間の関係をめぐる思考という

「高階の」態度に関しては、多様性があるのである。したがって、決定論の可能性は必ずや

ひとに特定の態度（例えば狼狽）を引き起こす、と断定することはできない。 

 以上より何が言えるか。第一にダブルは、決定論に対して私たちがとるべき唯一の応答な

ど存在しない、と指摘する。例えば――たったいま指摘したが――肯定という応答と並んで

頑強という応答も可能である。なぜなら《未来が開かれている》という信念を部分として含

む希望は決定論によって脅かされないと考えるという「高階の」態度をとるひとは、一切の

虚勢なしに、頑強の応答を維持しうるからである。したがって――実はこの「したがって」

は問題的なのだが――次の一般的な結論が得られる、と彼は言う。 

 

 決定論はいかなる帰結も有さない。すなわち、私たちは、いかなる間違いにも陥ることな

しに、決定論に対して自分の望む任意の感情を抱くことができる。（Double 1996b: 853 

傍点強調は引用者による） 

 

要するに決定論への応答は“anything goes”である。――なぜこう言えるのか。ダブルがこの

ように推論する際の重要な前提は――彼自身も明示的に述べるように――目下の文脈で問

題になっている態度が「客観的な」真理値を有さないという点である。実に、決定論に対し

てどのような感情的応答を返そうとも、あるいは決定論の可能性がひとのうちにどのよう

な感情を喚起すると考えようとも、そこにはいかなる「客観的」間違いもない（ダブルによ

れば狼狽もまた間違った応答ではない）。かくして、ダブルによれば、決定論は私たちにい

かなる特定の態度的応答も要求しないことになる。ここからダブルは次のように主張する。
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「ホンデリックの見解のしかるべき帰結は、決定論はいかなる帰結を有さないというもの

だ」（Double 1996b: 853）。 

 以上がダブルによるホンデリック批判である。ではダブル自身はどのような積極的な立

場をとるのか。手短に確認したい。ダブルは――以上の議論からも予測がつくように――自

由と責任の如何をめぐる問いに関しても、いわば「望む仕方であれば何でもかまわない」に

類する回答を与える（Double 2002）。彼は「自由」と「責任」の概念の内実を定める客観的

な事実が存在しないことを重視する。かくして――ここから彼は主張するが――私たちは、

自由と責任に関して、両立論的な把握を採ることも非両立論的なそれを採ることも等しく

可能である。例えば私たちは、決定論が正しいと判明した後も、非難や刑罰をめぐる従来の

実践を全面的に維持しうる。あるいは私たちは、私たちの物質の塊にすぎないという事実に

鑑みて、「自由」と「責任」の概念がまったく無根拠だと考えることもできる。あるいは、

ダブル自身がそうであるように、すべてのひとへ自由と責任を認める立場とすべてのひと

の自由と責任を否定する立場の間を「行ったり来たりする（vacillate）」こともできる（Double 

2002: 512）。どの選択肢にも間違いはない。自由と責任をめぐる問題は一般に《なんでもあ

り》である。 

  

 私はダブルの議論が多くの点で正しいと考える。とはいえ彼の結論の述べ方は重大な誤

解を招くものである。実際、彼のホンデリック批判における、唯一の当為の不在から任意の

選択肢の許可へ進む推論――すなわち結論の直前の「したがって」のステップ――は無視で

きない飛躍を含む。ちなみに、このように懸念するのは私だけではない。例えばタムラー・

ソマーズもダブルの立場について「あまりに性急に“anything goes”の結論へ至っている」と

指摘する（Sommers 2012: 124）。以下では、本章の観点――すなわち《生き方の問題として

の自由と責任の哲学》という観点――から、ダブルのどこが問題なのかを指摘しよう。 

 繰り返す強調するが、私はダブルの主張の多くの点に賛同する。先にも述べたように、私

は自由と責任の哲学が生き方の問題だと考えている。すなわちここでは、《何をひととして

ひとにふさわしい自由と見なして生きるのか》および《何をひととしてのひとにふさわしい

責任と見なして生きるのか》という問いへ、そのつどの生き方の全体を通じて答えることが

求められている。かくして、こうした「人間的自由」および「人間的責任」の概念の内実は

私たちにとってあらかじめ「客観的に」準備されたものではない。むしろ、それらの概念の

内実を規定する自由と責任は私たちのうちにある。私たち自身が、ひととして生きることを

通じて、人間的自由と人間的責任の如何を確定するのである。 

 とはいえ――ここからダブルと袂を分かつが――私たちは好き勝手に「自由」と「責任」

の内実を定めうるわけではない。また、自由と責任をめぐる問題（ここには非難や罰をめぐ

る問題も含まれる）は決して《どのような解決でもかまわない》とされる類の問題ではない。

加えて私たちは誰も「自由」と「責任」の概念の内実は完全にひとそれぞれでかまわないと

は考えない――この意味で自由と責任の如何をめぐる問題は私たちにとって趣味の問題で
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はない。自由と責任をめぐる問題は純粋に「主観的な」問題ではない。 

 なぜこう言えるのか。この点はひととしてのひとへ目を向ければ判明する。逆から言えば、

「自由」と「責任」の概念の内実は個々人が好き勝手に定めうる、という意味で自由と責任

をめぐる問題は趣味の問題なのだ、と断言するひとがいるならば、そのひとは人間なるもの

を理解していない。私たち人間は現に「自由」と「責任」の内実をたいへん気にしている。

硬い表現を用いれば、私たちの生はこれらの概念の内実が最大限の重要性をもつ仕方で構

成されている。この点は実際にそうである。極端な例を挙げれば、私たちのうちの幾人かは

自由と責任をめぐって命を懸ける（刑事裁判などでそうした状況が生じる）。また、日常に

おいても、私たちは自分や他人の行動の責任および自由をめぐって衝突し合う。私たちはこ

のように生きている。言い換えれば、私たちはこのような存在なのである。この点に鑑みれ

ば、自由と責任の如何をめぐる問いの真剣さが理解できる。その問いに対する答えはひとそ

れぞれであってかまわない、などと軽々しく言うことは決してできない。 

 ダブルの問題点は人間のこうしたあり方への配慮を欠く点である。たしかに決定論の可

能性は必ずしも私たちにいわゆる「肯定」という応答を採ることを強いない――こう指摘す

る点でダブルは正しい。とはいえここから「私たちは、いかなる間違いにも陥ることなしに、

決定論に対して自分の望む任意の感情を抱くことができる」という結論を引き出すことは

誤解を招く。なぜならこの結論は、ともすれば、決定論への「満足のいく」応答をめぐる問

題を“anything goes”の問題へ同化しかねないからである。かくして少なくとも次のように言

えるだろう。決定論をめぐる問題（より一般的には自由と責任をめぐる問題）を趣味の問題

へ同化させないための予防線を張っていない点で、ダブルの議論は決定的に不十分である。 

 自由と責任をめぐる問題は、実際に、決して趣味の問題ではない。例えばホンデリックは

真剣に《決定論が正しければ私たちはある種の怒りや報復感情を捨て去るべきだ》と主張し

ている。彼は目下の問題を「主観的な」問題とは捉えていない。実に――私は強調したいが

――ホンデリックが決定論問題へ向き合うときの真剣さこそが、ひととしての私たちが自

由と責任を問うときの本来的な真剣さである。たしかに、ダブルが言うように、《決定論に

対する適切な態度的応答は何か》という問いへの答えは私たちの態度（とりわけ「高階の」

態度）に応じて異なる。しかしながら、どのような答えでもかまわない、とは決して言えな

いのである。 

 ホンデリック‐ダブル論争に関する総括的なコメントは以下である。ホンデリックの立

場は非両立論的なバイアスを被っている――この点の指摘においてダブルは正しい。かく

して、そうした立場を普遍化して《決定論必ずや自由と責任に関する私たちの信念の一部を

否定する》と考える点で、ホンデリックは間違っている。他方でこのことは、例えば、ホン

デリック自身が真剣に肯定という生き方を選ぶことを妨げない。実にホンデリックは決し

て趣味の問題として肯定という生き方を選んでいるわけではない。事態はむしろ正反対で

あり、思うに、彼は最高度の真剣さをもってその生き方を採用している。この点に鑑みると

「私たちは、いかなる間違いにも陥ることなしに、決定論に対して自分の望む任意の感情を
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抱くことができる」というダブルの表現は少なくともミスリーディングである。彼は決定論

をめぐる問題を趣味の問題へ変容させないための予防線を張るべきだった。この点への配

慮を欠く点で（そしてこの欠陥は彼の人間理解の欠如に起因するだろう）、ダブルの議論は

不十分である。 

 以上より何が言えるか。私は以下のように論じたい。 

 本節の中心的テーゼは次であった。自由と責任の哲学は生き方の問題――すなわち各人

の生き方を通じて解かれるべき問題――である、と。いまや「生き方の問題」という表現の

深度が明らかになってきた。生き方の問題とは、「客観的な」問題でもなければ、「主観的な」

問題でもない。また生き方の問題とは、普遍妥当的な解決を求める問題でもなければ、趣味

の問題でもない。生き方の問題とは、むしろ、個々人が自らの自由と責任を通じて最も真剣

に解決すべき（そして解決せざるをえない）問題である。 

 自由と責任の如何をめぐる問いは、実に、こうした生き方の問題に属す。一方で、この問

いへの答えはあらかじめ準備されたものではない。かくしてその答えは、いわば「超越的な」

手引きなしに、私たち自身が自己の生において与えざるをえない。この意味で、問題の問い

は「客観的な」問いではない。他方で、すぐ先に指摘したように、この問いへの答えは決し

て《何でもあり》ではない。むしろ「自由」と「責任」の内実の如何をめぐる問いは私たち

が最も真剣に向き合うべきもののひとつであり、すぐ後で述べるように、その答えをめぐっ

ては激しい衝突が生じうる。かくしてそれは、趣味の問題の対極に位置し、この意味で決し

て「主観的な」問いではない。 

かくして次のように言われうる。本来的な意味での〈自由と責任の如何をめぐる問い〉は

「客観的」でも「主観的な」でもない。言い換えればそれは、私たちの生き方の選択に先立

って「客観的に」準備された答えを探す問いでもなければ、個々人が答えを好き勝手選べば

よい類の問いでもない。それはむしろ「第三の」領域に属す。そしてこの「第三の」領域と

は、実に、私たちの生き方に関わる領域――「実存的決断」から「生活形式」へわたるいわ

ば生の諸様相のスペクトルたる領域――なのである。 

 こうした言い方はたいして心に響かないかもしれない（というのも多分に形式的である

ので）。とはいえ、自由と責任をめぐる問題が「客観的」でも「主観的」でもない、という

指摘は相当の重要性を有する。なぜか。その理由の一部は、すでに何度か触れたところの、

自由と責任の哲学の現状にある。現在――第 2 節で紹介したが――両立論と非両立論の相

互的無理解が学界を支配している。両立論者は非両立論者が頑迷だと非難し、非両立論者は

両立論者が浅はかだと貶す。議論は総じてテーブルのたたき合いに終始する。こうした状況

を引き起こす原因の核心的なひとつが《両陣営の論者が自由と責任の如何をめぐる問いを

「客観的な」問いと理解している》という事態にある。実に、仮にこの問いが「客観的な」

類であるならば、非両立論と両立論の一方のみが正しいことになる。この場合、一方の陣営

は、自らの立場の「正しさ」を立証するだけでなく、他方の陣営の「間違い」を証明せねば

ならない。かくして――第 2 節で紹介したが――デネットはヴァン・インワーゲンのある
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見解を全否定するために一本の論文を書くことになり、フィッシャーはペレブームに対し

非‐共感的な「なぜ？」の問いを投げかけることになる。こうした現状の問題点は次である。

一方の陣営の論者が他方の陣営の論者の立場の真価を理解できるような「土俵」に両陣営は

立っていない、と。実に、〈両立論 vs. 非両立論〉という「土俵」のうえでは、つねに一方

の陣営は他方の陣営の価値を下げねばならない。 

 自由と責任の如何をめぐる問いを「客観的な」問いと捉えることは、実に、この問いの特

質を逸する見方である。この問いは究極的には人間観に関わる。言い換えれば、人間的自由

と人間的責任の如何を解明する企ては、本質的に、《何を「ひと」と見なすか》への態度決

定を含む。したがって――もはや詳述は不要と思うが―――ひととしてのひとが有しうる

種類の自由と責任をめぐる問いは決して私たちを超えた何かが「客観的に」答えを準備して

くれる類の問いではない。むしろ「自由とは何であるか」および「責任とは何であるか」と

いう問いへの答えはそれに回答する者の生き方の選択である。生き方とはそれを生きる者

にとって固有
アイゲン

である。各人が各人の本 来 的
アイゲントリツヒ

な生き方を選ぶ――これが自由と責任の如何を

めぐる問いへの本来的な答え方である。それゆえ普遍妥当的な答えは必要ない。かくして、

自由と責任の如何をめぐる問いへ答える際には、他者の回答――すなわち他者の生き方―

―をかならずしも否定する必要はないのである。 

 とはいえこれは相対主義へ向かう道ではない。説明すれば以下である。 

 ひょっとしたら、自由と責任の如何をめぐる問いが「客観的な」問いでないという私の指

摘はこの問いが備える真剣さを損なうものだ、と感じられるかもしれない。「否」である。

私たちが何らかの問いへ真剣に取り組むとき、その問いはかならずしも「客観的」である必

要がない。硬い表現を用いれば、「客観性」は真剣さの唯一の根拠ではない、ということで

ある。加えて、問いが私たちの生き方に関わる場合にこそ、その問いは最大限の重要性を帯

びる。なぜなら、例えばあるひとがある問いの「客観性」をその問いの重要性の根拠とする

場合には（こういうケースは実際にあるが）、そこではいわば背景的あるいは前提的に「客

観性」に重要性を見出す生き方が採用されておらねばならないからである（言うまでもなく、

ここでの生き方は決して「趣味の問題」に属さない）。かくして生き方の次元における重要

性こそが第一義的な重要性である――そして「客観性」が携える重要性は派生的なものにと

どまる。 

 念のための注意点がある。私は《自由と責任の哲学者の間では論争や批判合戦が行なわれ

るべきでない》と主張しているわけでもない。ある種の「口論」は場合によっては必要であ

る。私がこだわっている事柄はそうした口論が行なわれる際のレベルである。思うに、自由

と責任の如何をめぐる問いを「客観的な」問いと見なしたうえで、論者たちが口論し合う、

という状況はレベルが低い。なぜなら、先にも述べたが、そうした論者たちは目下の問いの

特質を把握できていないからである。要点を繰り返し述べれば、私は口論一般を忌避してい

るわけではない（実に、ある種の「口論」や非難の応酬は人間の存在条件に内属されており、
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この意味の口論や非難の応酬を「すべきでない」と禁止することはナンセンスである）。む

しろ私はある種の論者のレベルの低さを問題視しているのである。 

 逆から言えば、自由と責任の如何をめぐる問いが生き方の問題だと自覚される場合には、

自由と責任の如何をめぐる論争・批判合戦・口論もまた相当の重要性を備える。実に、人生

には（文字どおり）命を懸けて他者の意見を否定すべきときがある。かくして決定論と自由

（あるいは責任）の両立可能性の有無がこの種の「命懸けの」問題へ昇格するときには、〈両

立論 vs. 非両立論〉という対立も最大限の重要性を帯びる。とはいえ――第 3 節および第

4 節で論じたように――〈神的な存在よりも低く、それでもたんなる物質の塊よりも高いよ

うな、人間存在のあり方を探究する試みとしての自由と責任の哲学〉という構想からすれば、

〈両立論 vs. 非両立論〉という対立はせいぜい「付随的な」ものにとどまり、決して論者た

ちの生き方が懸かったものそれ自体ではありえない。かくして、例えば、命懸けで非両立論

を擁護し・両立論を退けようとしている論者は馬鹿ばかしい作業に努めている。生き方を賭

して取り組むべき事柄は別のところにある。例えば――有名な事例だが――バーナード・ウ

ィリアムズはトラック運転手が（ある状況で）子どもを轢き殺してしまったケースを論じる

が、こうした運転手が自分の責任について態度決定するとき、そこで問題になっているのは

まさしく彼の生き方である50。あるいは、あるひとが彼の責任について評価するとき、そこ

で問題になっているのもまさしく彼女（すなわちそのひと）の生き方である。そして決定論

と責任の両立可能性の有無は問題の核心にない。 

 とはいえ、刑法理論などにおいては責任および自由の条件を普遍妥当的に定めておく必

要があるのではないか、と疑念を抱くひとがいるかもしれない。「然り」である――《刑法

理論においても責任および自由の条件が個々人の間で大きく異なっていてもかまわない》

と主張するひとは刑法（おそらくは法一般）の特質を理解していない。とはいえ次の点は看

過すべきでない。刑法が法理論的に考察される文脈は私たちの生の一部にすぎない、という

点である。そして自由と責任の哲学は、哲学がすべきことの常として、私たちの生を最も広

い観点から考察する――そして、この最も広い文脈においては、例えば責任および自由の条

件は、決してあらかじめ「客観的に」準備されたものではなく、むしろ個々人の生き方を通

じて選びとられるものだ（そして、そうあらざるをえない）と言わざるをえないのである。

かくして《刑法理論は責任および自由の普遍妥当的な条件を要求する》という事実と《責任

および自由の条件は、根本的には、個々人のそのつどの生き方を通じて選びとられるべきも

のだ》という事実は相矛盾しない。 

 

第 6 節 

 

 前節では、〈人間観をめぐる問いとしての自由と責任の哲学〉という見方から出発して、

                                                      

50 この点については古田徹也『それは私がしたことなのか』（新曜社、2013 年）が詳しい。 
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自由と責任の如何をめぐる問いが生き方の問題だと主張した。これは第 5 節の冒頭で提示

したテーゼのひとつめであった。本節は第二のテーゼ――すなわちテーゼ（Ｄ）――を説明

する。それは次であった。自由と責任の哲学を〈人間観をめぐる問い〉と見なすときには、 

 

「自由」および「責任」の概念は、ある重要な意味で、還元不可能だと判明する。言い換

えれば、「自由」と「責任」は生の根本カテゴリーだ、ということが判明する。 

 

人間の自由および責任は、例えば、物理的存在が所与として用意されたうえで、そこから組

み立てられる何かでは決してない。むしろ自由および責任は、いわば、人間の生にとって「構

成的」である。私たちは、ひととして生きるときには、つねにすでに人間的自由を享受し・

人間的責任を負っている。この次元の自由と責任はたんなる「自然的」秩序へ還元されうる

ものではない。いわんや、そうした次元の自由と責任の存在を否定しうるひとは、ひとりも

いない。――以下、じっくり説明していきたい。 

 （誤解を予防するための注意がひとつある。私自身は、自由と責任をめぐる哲学的討論の

文脈において、懐疑主義の立場にシンパシーを抱いている。すなわち私は人間が「究極的な」

意味で自由でないと考えている。他方で私は、たったいま述べたように、ひとはひととして

生きる限りつねに人間的自由を享受している、とも考えている。――どういうことか。要す

るに、リバタリアニズム・両立論・懐疑主義のどれが正しいのかという「浅い」ディベート

の文脈と、ひとがひととして生きる限りに享受する自由を語る文脈は、いわば考察のレベル

が異なるのである――もちろん後者の文脈の方が根本的に「深い」。それゆえ、たとえ《ひ

とはひととして生きる限りつねに人間的自由を享受している》と言うとしても、このことは

懐疑主義の立場をア・プリオリに排除したりしない。） 

 

 本節の議論は以下の順序で進む。はじめに〈人間観をめぐる問いとしての自由と責任の哲

学〉という構想からテーゼ（Ｄ）を引き出す（その際、ワトソンの紹介するハリスの事例へ

言及する）。その後で、テーゼ（Ｄ）を踏まえて、自由と責任の如何をめぐる問いが私たち

に要求する向き合い方の深さを指摘したい。 

 まずは第一の作業――テーゼ（Ｄ）の「演繹」――である。 

 ひととしてのひとが有すべき自由と責任とは何か――この問いへ答えることは、本質的

に、「ひととは何であるか」へ答えることを含む。あらためて次の問いを考察しよう。私た

ちが「ひととは何であるか」へ答えるとき、そこで生じていることは何か。加えて、より限

定的に、次の問いを考察しよう。私たちが「人間の自由とは何であるか」あるいは「人間の

責任とは何であるか」という問いへ答えるとき、そこで生じていることは何か。 

 具体例から始めたい。私は、いろいろな理由から51、有名な例を挙げたいと思う。複数の

                                                      

51  第一の理由は、有名な事例を知っておくと、読者が今後自由と責任の哲学に取り組む際
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選択肢があるが、ワトソンが紹介するロバート・ハリスの事例を紹介しよう（Watson 1987）。

なぜなら心を揺さぶる実例だからである。 

 ロバート・ハリスは、25 歳のとき、ふたりの若者を殺した。その顛末は以下である（Watson 

1987: 235-238）。ロバートとその 18 歳の弟ダニエルは銀行強盗を計画していた。犯行に際

して自分の車を用いたくなかったので、他人の車を「拝借」することにした。そして、たま

たま彼らの近くで駐車し、車内で昼食をとっていたジョン・マイェスキとマイケル・ベイカ

ー（ともに当時 16 歳で、ロバートたちと知り合いではない）を標的に選んだ。ロバートは

マイェスキへ銃を向け、脅しながら後部座席へ乗り込んだ。そして車を発進させた――後を

ダニエルが自分の車で追う。マイェスキの乗った車は峡谷まで来た。ダニエルの車が到着し

た頃、ロバートは若者たちにこれから彼らの車を使って銀行強盗することを伝えていた。そ

してふたりに危害を加えないことを約束していた。若者たちはロバートに次のように言っ

た。ロバートらが立ち去った後、街まで歩いて行って、自動車が盗まれたことを通報するつ

もりだ、と。ロバートは承諾した。ベイカーがしげみの方へ向かい、マイェスキも「幸運を

祈る」と告げて歩き出した。若者たちが去っていくのを見ながらロバートはゆっくりと銃を

あげマイェスキの背中を撃った。若者は地面に倒れ込んだ。ベイカーの方は逃げ出したが、

後を追うロバートに、渓谷を下がったところで四発撃たれて絶命した。ロバートが戻ってき

たとき、マイェスキはまだ生きていた。殺人者は銃口を若者の頭にあてて発砲した。 

 その後で起こったことは以下である。ロバートらは強奪した車に乗って友人の家へ行っ

た。ハリスは、ふたりの人間を殺した約 15 分後であるにもかかわらず、彼らが残していっ

たハンバーガーを食べた。ダニエルは吐き気がして便所へ駆け込んだ。それを見たロバート

は嘲った。ロバートは楽しんでいた。彼は、微笑みながら、若者たちの親が子どもを殺され

たことを知ったら面白いだろうなと言った。ロバートは銃に血痕がついているのに気づい

た。そして「マジであいつの脳味噌を破裂させてやったぜ」と言って笑った。 

 以上がロバート・ハリスの事例である。ワトソン自身は、第一に、ハリスは「非難に値す

る者の典型」だと言う（Watson 1987: 238）。実に――ワトソンの紹介の孫引きだが――ハ

リスを起訴したリチャード・ハフマンは「もしハリスのような人物をカリフォルニア州法の

もとで処刑できないとすれば、自分たちには死刑を執行する能力がないのだ、と私たちは正

直に言うべきである」と語る。ハリスと同じ刑務所に収監されていたリチャード・ムロスコ

は彼について「あいつは完全に人間のくずだ」と罵り「あいつに刑が執行されたら俺たちは

パーティを催すつもりだ」とまで言う。 

 とはいえハリスの事例に言及するワトソンの意図はこの殺人者の冷血を非難することで

はない。ワトソンの議論の焦点は、むしろ、一定の成育史的考察がハリスの責任に関する見

方を変化させるという事態に置かれる。ハリスの生い立ちは以下のようなものである

（Watson 1987: 239-242）。 

                                                      

の便宜になるからである。 
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 ロバート・ハリスは極度の早産だった。父親が妊娠 6 か月半の妻の腹を蹴り飛ばした数

時間後に生まれたのである。父親はアルコール依存症であり、実娘に対する性的いたずらで

二回有罪判決を受けていた。彼は子どもを頻繁に殴った。母親もまたアルコール依存症であ

り、数回逮捕されているが、そのうちの一回は銀行強盗のためであった。さまざまな問題か

ら、母親はロバートを愛することができなかった（彼女は後日責任を感じている）。 

 ロバートには学習障害があり、また言語障害もあった。彼の家には治療のための費用がな

かった。彼は学校でいつも自分は愚かだと感じ、クラスメートにも馬鹿にされていた。彼は、

14 歳のときに、自動車を盗んだために少年院へ送られた。そこでさまざまなことを「学ん

だ」。ちなみに彼は何度もレイプされたことがある。――その他の諸々の事柄は推して知る

べし、である。 

 ワトソンは次のように指摘する。たしかに「以上の話はハリスが野蛮・邪悪・無慈悲・卑

劣であるという判断をくつがえすものでは決してない」が、それでも「こうした成育史を知

るとき、私たちはハリスを犠牲者と見なすことを強いられる」と（Watson 1987: 242, 244 

傍点強調は原著者による）。なぜか。その理由は、ワトソン曰く、成育史を追うことによっ

て私たちはハリスの残酷さが彼の置かれた状況に対する理解可能な反応であることを知る

からである。ハリスのストーリーを聞くとき、私たちの各々は次のように感じる。「もし私

がそうした環境に置かれていたとすれば、私も同じくらい悪い人間になっていたかもしれ

ない」（Watson 1987: 245）。ワトソンは要点を印象深い言葉で表現している。 

 

 そうした考えはたんに存在論的な寒気を引き起こすだけでなく、他者との同等性の感覚

も喚起する。すなわち、私も潜在的な罪人だ、ということである。（Watson 1987: 245） 

 

こうした考察を踏まえてワトソンは、彼の論文において、いわゆる「歴史的考察」が責任の

概念のうちへもたらす緊張を探究する――詳細は割愛したい52。 

 私が考察したい問いは次である。ワトソンがハリスは一種の犠牲者だと述べるとき、そこ

では何が生じているのか。ワトソンの議論は、ひとつに、ハリスから殺人に関する責任を割

り引くものである。実に、ワトソンによれば、私たちとハリスの違いはいわゆる「道徳的運」

に帰着する（Watson 1987: 245-246）。すなわち、私たちのうちで幸運な多くの者はたまた

ま悪人でないだけであり、不運なハリスもまた同様にたまたま悪人であるにすぎない、とい

うことである。とはいえこれだけではない。加えて――私は次の点こそを強調したいが――

ワトソンがハリスは一種の犠牲者だと述べるとき、ワトソンはひとつの立場を引き受けて

いる。すなわち、ワトソンは彼の責任のもとで《ハリスはその悪行に関して完全には責任を

                                                      

52 Watson 1987 のひとつの目標は、いわば「劣悪な」成育史をもつ者が通常の道徳感覚を身

につけるのに失敗している事例（すなわちハリスの事例）の考察を通じて、《極端な悪もま

た非難可能性を退ける条件でありうる》という点を指摘することである。 
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もたない》と述べている。ワトソンの立場表明は相当の反感を買いうる（そしてそうした反

感の多くは正当なものでありうる）。あるひとはワトソンがその立場表明に関して非難に値

すると見なすかもしれない。とはいえ、思うに、ワトソンはその非難をいわば「受けて立つ」

であろう――なぜなら彼は、彼自身の責任において、ハリスの道徳的なステータスに関する

自らの考えを表明したのであるから。かくして次のように言える。ワトソンは、一方でハリ

スから殺人の責任を割り引く主張を行ないつつ、他方でそのように主張することの責任を

自ら負っている、と。 

 同じ点を別の角度から説明しよう。ワトソンはハリスが一種の犠牲者であると主張する。

はたしてこの主張に関してワトソンは正しいか否か――思うに、この問いは良い問いでは

ない。なぜなら《ハリスは犠牲者か否か》を決定してくれるような「客観的な」事実は存在

しないからである。とはいえ私たちはワトソンの主張を彼の「好みの問題」と見なすべきで

もない――むしろ私たちは《ハリスは犠牲者か否か》という問いを趣味の問題の対極に位置

するものと見なすべきである。そして、まさにこのためにこそ、幾人かのひとは真剣にワト

ソンへ反論するだろう。ここで注目すべき点は次である。ワトソンおよびその反論者は各々、

こうしたやり取りにおいて、自らの主張に対して責任を負う。実に、責任を負うことなしに

何かを主張することなどできない。要するに、責任を負うことは主張することの「可能性の

条件」（すなわちドイツ語で言うところの‘Bedingung der Möglichkeit’）なのである。 

 要点を再度別の角度から説明したい。広い観点からすれば次のように言える。ワトソンは

ハリスの事例の検討を通じて「ひととは何であるか」という問いに答えている、と。ワトソ

ンによれば、人間とはいわゆる「道徳的運」にさらされた存在である。ひとは――曰く――

少なくともいくつかのケースにおいては、自分が悪人であることそれ自体に対して責任を

もたない（例えばハリスは、その悪事に責任をもつかどうかは措いたとしても、少なくとも

彼が野蛮・邪悪・無慈悲・卑劣であることに対しては責任をもたない）。他方で――ここか

らが重要だが――何度も指摘したように、「ひととは何であるか」という問いはいわゆる「客

観的な」問いではない。すなわち、それは私たちを超えた何かが答えを準備してくれている

ような問いではない。それゆえ私たちは、「ひととは何であるか」という問いへ答えるとき

には、自分の答えに対して「重い」責任を負うことになる。実に、ひとは「ひとは○○であ

る」と言うことを通じてひととそれ以外の存在へ切れ目を与えるのだが（こうした事態は例

えば「7+5 は？」に対して「12」と答える際には生じない）、この切り分けは決して「ア・

プリオリ」ではない以上、そう切り分けたことの責任はそのように切り分けたひとへ帰され

ざるをえない。――これが人間観の如何をめぐる問いへ答えるときに生じていることであ

る。要するに「ひととは何であるか」へ答えることは回答者に責任を招来するのである。 

 私が主張したいことは以下である。自由と責任の哲学者はときに、個別的な事件やある一

定の領域にわたる事件一般について、特定の行為者あるいはあるタイプの行為者一般が責

任をもつことを否定することがあるのだが、こうした場合にもより深い次元において「責任」

概念は効力を発揮している。というのもそうした哲学者は自らの主張に関する責任を負う
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からであり、さらに言えば、彼女／彼は、何かを主張する限り、そうした主張に関する責任

を負わざるをえないからである。例えば――極端なケースだが――ある思慮のない懐疑主

義者が《ひとは誰もいかなる責任も負わない》と主張するとしよう。この場合、彼はこの主

張の責任を負う。否、ひょっとしたら彼は、念には念を入れて、明示的に「私が自らの主張

に責任を負うこともない」と述べるかもしれない。だが――私は強調するが――このように

述べることは無駄である。なぜなら彼は、ひととして何かを主張したり述べたりする限り、

不可避的にそれに関する責任を負うからである。こうした深い次元の責任から完全に逃れ

ることは不可能である。 

 同じことが「自由」の概念についても成立する。実に、ひとがひととして何かを主張する

という事態は、たんなる物理的粒子の運動の組み合わせでもなければたんなる空気振動で

もない。なぜなら私たち人間は実際に、たんなる粒子の運動にすぎない類の現象から、ひと

がひととして何かを主張したり述べたりするという事態を区別している（そして区別せざ

るをえない）からである。実に私たちは、あるひとが何かを主張する際、それをたんなる物

理現象とは見なさず、むしろ《そのひとは、他の存在から操作されることなく、むしろ自ら

の力に由ってそれを主張したのだ》と見なし、その主張の責任をそのひとに帰す。この意味

の「自由」の概念は私たちの生において現に用いられている。この意味の自由は、ひとが何

かを主張することにとっていわば「構成的」である。言い換えれば（先と似た表現を使うが）

こうした深い次元の自由なしに、人間が何かを主張することは不可能であり、さらに言えば、

人間がひととして何かを語ることも不可能なのである。 

 念のための注意がある。前段落のように指摘することは決してリバタリアニズムの自由

を要請することではない。前段落の議論はリバタリアニズム・両立論・懐疑主義の対立が生

じる以前の文脈で展開されている。たったいま触れたいわゆる「深い次元の」自由は、実に、

私たちが思考を通じて（あるいは、より一般的には、生き方を通じて）到達しうる最も深い

次元に位置する。どういうことか。例えば、Ａ女史が《この世に存在する一切のものはたん

なる物質の戯れにすぎず、ひととしてのひとが有する自由は存在しない》という立場を表明

した、と仮定としよう。この場合にも、それが真の意味で「立場表明」と言われるものであ

るならば、Ａ女史はこの立場の表明に関して自由を享受している。なぜなら――次の点は重

要だが――もしそれがＡ女史自身に由る立場表明でなかったとしたら、そもそも「Ａ女史」

というのを主語として「Ａ女史は……という立場を表明した」などと言われえないだろうか

らである。この次元の自由を否定しうるひとはいない。なぜなら、何かを否定する際にも、

この次元の自由が必要となるからである。かくして、もしＡ女史の立場表明がＡ女史自身に

由ることを否定するひとがいたとしても、この否定はこの否定者自身に由るのでなければ

ならない。 

 別の角度から敷衍しよう。たしかに「深い次元の」自由はリバタリアニズムの自由に見え

る。なぜなら、自由の存在を肯定する理論（すなわち両立論とリバタリアニズム）のうち、

最も積極的な意味の自由を認めようとする立場がリバタリアニズムだからである。とはい
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え――私は強調するが――「深い次元の」自由が存する次元はたいへん深く、この自由が決

定論と両立するか否かはそもそも問題にならない。実際、仮に（いささか非現実的な想定だ

が）科学がいつの日か決定論の正しさを証明したとしても、私たちはこの「深い次元の」自

由を否定できない。さて、私は第 4 節で《非難や刑罰を正当化するタイプの「自由」はリバ

タリアニズムのそれだ》と主張する点でスミランスキーは部分的に間違っていると述べた

が、いまやその理由を説明できる。一方でスミランスキーは非難や刑罰と連関するところの

「自由」と「責任」の根本的な深さを自覚している。それゆえ、仮に両立論的な自由および

責任がこれよりも浅い次元に存在するのであれば、そうした自由と責任はそもそも非難や

刑罰の正当化へ関連しえないであろう――以上の洞察においてスミランスキーは正しい。

とはいえ目下の「深い次元の」自由は必ずしもリバタリアニズム的であるわけではない。な

ぜなら、そうした根本的な自由にとっては、それが決定論と両立可能か否かは問題にならな

いからである。まとめると以下である。非難や刑罰という人間的実践（さらには主張や〈語

り〉という実践）にとって必要なのは「深い次元の」自由なのであり、リバタリアニズムの

自由ではない、と。衒学的に言えば、ある種の「超越論的な」自由こそが必要なのである。 

 他方で――次の点も重要だが――前段落および前々段落のように指摘することは懐疑主

義の不可能性を示すものでもない。なぜなら以上のような「深い次元の」自由が問題なる文

脈は、そもそも、リバタリアニズムおよび両立論に対する競合理論としての懐疑主義が問題

なる文脈とは異なるからである。実際、すぐ後で指摘するように、「深い次元の」自由が決

して懐疑主義によって否定されえないのと同様に、「深い次元の」自由は決してリバタリア

ニズムあるいは両立論によっていわば「ピンポイントで」言い当てられうるものでもない

（この点は後で再度説明する）。要点を繰り返せば、「深い次元の」自由はきわめて深い次元

に存するのである。したがって、リバタリアニズムや両立論が目下の自由の正しい理論たり

えない以上、懐疑主義もまたこの種の自由の存在によって棄却されたりしない。 

 以上から何が引き出せるか。私はさらに踏み込んで次のように言いたい。以上で指摘され

たような最も深い次元の責任と自由はそもそも人間的生にとって本質的であり、言ってみ

れば「構成的」なのだ、と。実に、ひとがひととして生きる際、不断にそのひとはそのつど

の生き方を自らに由って選び、そしてそのように選んだ責任を負う。ひととして生きるとは、

まさにこのようなことである。逆から言えば、もし人間的生からそうした自由‐責任の相

（ここには行為・非難・罪・規範・その他が「全体論的に」関連するが）を取り去ってしま

うとすれば、もはやそこには「ひと」と呼べる何ものも残存しないだろう。まとめると次の

ようになる。人間的生の根本的な相には自由と責任が存する――ひとは、ひとであることを

やめることなしに、こうした根本的な自由および責任を捨て去ることはできない、と。 

 私たちはこうした根本的な自由および責任の〈深さ〉を理解せねばならない。これらは私

たちの生にきわめて深く根付いている。この事態に気づくとき私たちは、実に、自由と責任

の如何をめぐる問いに対する向き合い方を変えざるをえない。どういうことか。じっくり説

明したい。 
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 ここでも具体例から話を始めたい。第 4 節でも触れたケインの例を取り上げよう（Kane 

1999: 307）。あるビジネスウーマンが彼女の仕事にとって重要な会議へ向かっている。だが

――不幸なことに――彼女はひとが裏道で暴行されているのを発見する。どうすべきか。彼

女は悩む。仕事上の野心は彼女に「放っておけ」と命じる。会議に遅れてしまうぞ、という

ことである。もちろん良心は救助を促す。内的な葛藤は、結局、助けに行く彼女の決心によ

って解決された。彼女は、自らの仕事のために他者を見捨てる生き方ではなく、自分の仕事

よりも他者の緊急のニーズを優先する生き方を選んだわけである。 

 研究者向けの注意がある。Kane 1999 は、いわゆる「運の問題」からリバタリアニズムを

守ることを意図して、このケースを提示する。かくしてケイン自身は、このケースに関して、

この目的に適った諸前提を置いている。例えば、ケインによれば、この事例においては真の

意味の「他行為可能性」が存在する（すなわち、この事例においては、非決定論の正しさが

前提されている）。そしてケインは、このケースにおいて、ビジネスウーマンの選択と行為

には最も基礎的な意味の「自由」が現れていると考えている（第 4 節で触れた、いわゆる

SFA である）。――とはいえ、本節の文脈においては、こうした細かな設定は無視できる（な

ぜなら「運の問題」を問題にしたいわけではないので）。そして次の点だけに注目しうる。

それは、ビジネスウーマンの選択と行為にはきわめて深いレベルの自由が伴っている、とい

う点である。なぜか。その理由は《彼女が、ふたつの「難しい」選択肢を前にして、考えに

考え抜いたうえでそのうちのひとつを選んだ》と言えるからである。これは、思うに、人間

的自由の発現にとって最も理想的な状況のひとつである。実際、仮にこうした選択が自由で

ないのであれば、いったいどのような選択を「自由」と呼べばよいのか。 

 さてケインは、ビジネスウーマンのストーリーの後半で、次のようなエピソードを展開す

る。 

 

 この女性は次の日――このストーリーの舞台は未来なのだが――その時代の神経科学者

のところを訪れる、と仮定しよう。神経科学者はビジネスウーマンに、彼女が選択したと

きに彼女の脳の中で何が起こっていたのかを話す。［…］その話によれば、選択の前には、

彼女の神経プロセスのうちに、ある非決定的状態が存在していた。この非決定性は、彼女

の意志における葛藤が引き起こしていたものである。そして、こうした非決定的状態のた

めに、はたして彼女は助けに戻るのか、それとも見捨てて行くのか、という点は不確実（そ

して非決定的）だった。（Kane 1999: 307） 

 

本節の文脈で留意すべきは次の点である。それは、ケインがビジネスウーマンの選択の自由

を神経科学的な道具立てで語ろうとしている、という点である。この作業は看過できない問

題点をはらむ（すぐ後で説明する）。ケインは以下のように続ける。 

 

 さらに、神経科学者の話には、互いに連結し合ったふたつの再帰的神経ネットワークが登
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場する、と仮定しよう。このネットワークはフィードバックループにおいて刺激を情報と

して伝達する。一般的に言えば、人間の考量的思考が含むと期待されるタイプの、脳内の

複雑な認知的処理の役割を担うのが、このネットワークである。さらに、各々の再帰的ネ

ットワークは非線形であり、そのためにカオス的な振る舞いの可能性が許容される（最近

の研究者が主張するように）。実に、人間の脳が創造的な仕方による問題解決（例えば実

践的考量におけるそれ、など）を行なうことができるのも、こうしたカオスの可能性がサ

ポートする可塑性と柔軟性のおかげである。さて、ふたつの再帰的ネットワークのうち、

一方の側のインプットはビジネスウーマンの道徳的な動機であり、そのアウトプットは

助けに戻ることである。他方の側のインプットは彼女の仕事上の野心であり、そのアウト

プットは会議に向かうことである。ふたつのネットワークは互いに連結している。かくし

て、《彼女が道徳的に行為するか否か》を不確実にするような非決定性が、自己利益を追

求したいという彼女の欲求の側から生じることになる（逆も然りである）。かくして、先

に述べたように、彼女の意志における葛藤から非決定性が生じるわけである。そして、自

己利益へ向かう欲求を克服しようとする彼女の努力が勝利したとき、次の出来事が生じ

た。それは、ふたつの神経回路のうちの一方が活動閾値に達し、その結果、もう一方の回

路のせいで生じていた非決定性が乗り越えられる、という出来事である。（Kane 1999: 307） 

 

このようにケインは、神経科学的な道具立てによって、いわば〈自由な選択のモデル〉を構

築する。ケインのモデルはふたつの神経ネットワークの並行的情報処理を含むので、「並行

処理モデル（parallel processing model）」と呼べるかもしれない（cf. Kane 1999: 312-313）。 

 ここからいくつかのことが指摘できる。ひとつずつ述べていこう。 

 第一にケインは自由を、あるいは少なくともある重要な種類の自由を、語り損ねている。

その原因は何か。実に人間的自由は、そもそも、自然科学的語彙で語られる秩序には登場し

えない。例えば――ケインのモデルを例にとると――神経ネットワークで情報が刺激とし

て伝達される過程には人間的自由が登場する余地がない。ひとたび自然科学的語彙で語ら

れる秩序へ焦点を絞ってしまえば、たとえそこへ「ファッショナブルな」カオス的非決定性

を加えたとしても、もはや人間的自由を取り戻す術はない。より具体的には、ふたつの非決

定的な神経回路の「グルグル回り」が活動閾値によって終了するという物理的秩序のうちに

は、人間的自由は存在しない。なぜか。その理由はたんなる物質の運動が織り成す秩序と人

間的秩序が根本的に異質だという点である。人間はたんなる物質の塊ではない――自由と

責任の哲学者はこの点を忘れるべきでない。 

 ケインのモデルに足りないものは何か。それは人間をたんなる物質の塊よりも高い存在

に留める意欲である。繰り返し強調するが、人間はたんなる物質の塊ではない。それゆえ、

人間の自由および責任を語る際にも、私たちは自然科学的な語彙のみに頼るわけにはいか

ない。むしろ、いわば「人間的な」語彙を用いて、人間をたんなる物質の戯れから切り出さ

ねばならない。例えば――顕著な例を挙げれば――ウルフが人間の自由と責任を「正と不正
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の違いを知る能力（ability to know the difference between right and wrong）」という表現で

特徴づけるとき、あるいはペティットとスミスが「会話」とその規範という道具立てで自由

と責任を論じるとき（Pettit and Smith 1996）、さらにはブラットマンが人間的行為の本質

的ファクターのうちに「計画」を含めるとき53、そこには人間を人間として語ることへ向け

られた意志がある。そして――この点はしっかり強調したいが――実に、人間としての人間

を語ろうとしているからこそ、彼女ら／彼らの言葉は私たちにいわば〈人間の自由・責任・

行為の在り処〉を証示する効果をもつ。これに対してケインのモデルは――彼の意に反して

――逆の効果をもつ。ケインのモデルを見るとき、私たちは次のように感じる。すなわち、

もし私たちが「自由に」選択するときに起こっていることがたんにケインのモデルが描写す

る事態にすぎないのであれば、私たちの選択は自由でないことになる、と。なぜなら、先に

述べたように、たんなる物質的連関のうちに人間的自由の存在する余地はないからである。

ケインのモデルは、その意に反して、人間的自由の存在を排除する54。 

 （重要な注意がある。以上の議論は決していわゆる「反自然主義」を支持するものではな

い55。私がこだわっている事柄には「自然主義／反自然主義」の対立は関連しない。実に、

私は人間が物質の塊の一種だと考えている――人間は土塊である！ とはいえここでの問

題は、人間を物質の塊の一種だと捉えたうえで、さらに《人間がたんなる物質の塊にすぎな

い》と考えるか否かである。答えは「否」である――私たちがひととして生きる限り、私た

ちはこれに「否」と答えざるをえない。なぜなら私たちは、ひととして生きる限りつねにす

でに、諸々の物質たちのうちで、たんなる物質にすぎないものと「ひと」と呼ばれるより高

き存在を区別しているからである。それゆえ人間を語るときには、本質的に、〈高さ〉への

顧慮が要求される。これこそが、土塊を語る語彙だけでは人間を語ることができない所以で

ある。） 

 とはいえ以上の指摘はいまだ核心に達していない。私は以上でケインが、自由を語ろうと

して、却って自由の存在を否定しているという事態を指摘した。その原因は、ケインのケー

                                                      

53 門脇俊介・野矢茂樹編『自由と行為の哲学』（春秋社、2010 年）におけるブラットマンの

論文（星川道人氏・竹内聖一氏それぞれの翻訳）を参照されたい。 

54 以上より以下のように言えるかもしれない。自由へ神経科学的なモデルを与えようとす

るケインの言葉には魅力がない。なぜならそれは人間的自由を物理的秩序へ還元しようと

する「ピント外れな」試みだからである。とはいえ、人間の自由と責任を論じる文脈で、ビ

ジネスウーマンの「難しい」選択を例に挙げ、そして彼女の行動を「SFA」（すなわち‘Self-

Forming Action’）という語彙で語るケインの言葉には相当の魅力がある。なぜならそこには

人間の〈高さ〉へのこだわりが見出されるからである。思うに、SFA への注目こそがケイン

の功績である。そして彼の「並行処理モデル」を重視する論者はセンスに欠ける。 

55  繰り返し述べるように、反自然主義と自然主義をふたつのオプションとして立てたうえ

で、その一方を選ぶ、というのは哲学の本来的な仕事ではない。 
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スでは、彼が人間的自由を物質的連関という低い秩序のうちで把握しようとしたことにあ

る。他方で、ここにはより広い・より一般的な問題がある。すなわち〈自由を語ろうとして、

却って自由の存在を否定してしまう〉という事態はケインだけに限ったことではない。この

危険は自由と責任を語ろうとする哲学者すべてにつきまとう――これが二番目に指摘した

い事柄である。説明しよう。 

 例えば「行為者 S の選択 c が自由だ」という事態を両立論者が次の（１）から（５）の条

項で特徴づけるとしよう（これは Double 1991: 48 で提示される特徴づけである）。 

 

 （１）S は、c の原因となる彼の信念・欲求・その他の心的状態が何であるかを知ってい

る。（自己知の条項） 

 （２）S は c を批判的に評価しようと欲する。そして、c を引き起こすような心的状態に

関しても、それらを批判的に評価しようと欲する。そして、実際にこうした評価が適切に行

なわれる。（合理性の条項） 

 （３）c に関する S の考察およびその他の心的状態は、知的活動に関する規範的な規則に

従っている。（知性の条項） 

 （４）S は、意志決定プロセスの各々のステップにおいて、（１）・（２）・（３）を充たし

ながら考量を実行する能力を有している。（効力の条項） 

 （５）以上の条項がすべて適用される単一の行為者が存在する。（単一性の条項） 

 

これは「堅実な」特徴づけである（と私は言いたい）。実に人間的自由は、動物的「自由」

と異なり、例えば選択に関する批判的評価を伴うべきだろう。とはいえ、以上のように自由

の何らかの特徴づけが与えられるや否や、ひとつの危険が生じる。それは自由の明示的特徴

づけが自由をいわば「抹消」しうるという危険である。どういうことか。 

 仮に「行為者 S の選択 c が自由だ」という事態が（１）から（５）の条項に尽きると仮定

しよう。もしそうであるならば、S がいわば機械的に（１）から（５）を充たすだけで、彼

の選択 c は自由であることになる。だが、このようなこと――すなわち一定の明示的条項へ

の機械的遵守が自由を生み出すこと――は決してありえない。（１）から（５）を充たす行

為者の選択が自由であるのは次の場合だけである。それは、彼が自由な仕方で（１）から（５）

を充たす、という場合だけである。すなわち、（１）から（５）が自由の定義たりうるのは、

そこにそもそも自由の息吹が吹き込まれている場合のみなのである。 

 要点は何か。それは、自由へまったく言及しないアイテムだけを集めてきて「自由はこれ

に尽きる」と言うことはできないのだ、という点である。たしかに――次の点も事実だが―

―あるひとが自由を「正と不正の違いを知る能力」で特徴づけることは正当でありうる（あ

るいは自由を「会話」という道具立てで性格づけることも正当でありうる）。なぜならそう

した規定は人間的自由に関する私たちの理解を深化させうるからである。とはいえこの特

徴づけから「自由はこれに尽きる」という見方へ進むことは間違いである。なぜか。その理
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由は、例えばもし「正と不正の違いを知る能力」が自由への本質的参照を含まないとすれば、

「自由は正と不正の違いを知る能力に尽きる」という言明はこの能力のたんなる機械的発

動を「自由」と呼んでしまうという事態を招来するからである。一般的には次のように言え

る。自由へ言及しない条項を明示的に列挙して「自由はこれに尽きる」と述べることは、そ

の意に反して、自由の存在を否定してしまう、と。同様の危険が責任についても生じうる（な

ぜなら責任を負うという活動もまた機械的な過程ではないからである）。 

 以上より何が言えるか。いろいろなことが言える。私は《自由および責任は重要な意味で

還元不可能なのだ》という点を強調したい。自由あるいは責任への指示を本質的には含まな

い諸アイテムを組み合わせて自由あるいは責任を作り出すこと――こうした「錬金術」は可

能でない。もちろん私たちは自由と責任をさまざまな仕方で特徴づけることができる。した

がって、自由と責任は完全に語りえぬものに属す、というわけでもない。とはいえ次の点は

しっかりと押さえる必要がある。「非‐自由的」あるいは「非‐責任」的なアイテムを並べ

あげて「自由はこれに尽きる」とか「責任はこれに尽きる」とか言うことはできない――自

由や責任の特徴づけはむしろ、列挙されたアイテムの外部に、本質的な「残余」としての自

由および責任の存在を認めなければならないのだ、と。言い換えれば次である。自由あるい

は責任のトリヴィアルでない特徴づけが真正な意味で「自由あるいは責任の特徴づけ」と呼

ばれうるためには、その特徴づけの外部に「語りえぬ」自由と責任が控えておらねばならな

い、と。逆から言えば、もし「……に尽きる」という還元主義的なスタンスによって「残余

の」自由や責任を排除してしまうのであれば、私たちはまったく自由あるいは責任でない何

かを「自由」や「責任」と呼ぶことになるだろう。かくして結論は次である。自由および責

任の還元的説明は望むべきでない。 

 ここからさらに踏み込んで以下のように言える。自由および責任は、究極的には、ただ「自

由」および「責任」と呼ぶ以外にないものである。実に、例えば水であれば「H2O」という

言葉で還元的に分析されうるかもしれないが、自由と責任はこの類でない。自由と責任は決

して言葉を通じてバラバラに分解したりすることができないものである。たしかに私たち

は自由や責任とその他のものの関係をさまざまな仕方で語りうる。そして私たちは、このよ

うに語ることで、自由や責任に関する自分の理解を深めうる。しかしながら私たちは、「自

由とは○○である」や「責任とは○○である」という言葉によって、自由や責任を語り尽く

すことはできない。この意味で、自由と責任は言葉によって完全に汲みつくされることのな

いものだと言える。この事実は私たちに次の点を示唆する。それは、自由および責任に対す

る私たちの関わり方は言葉の次元を超えたものであるべきだ、という点である。――この示

唆はすぐ後の話題と関連する。 

 まとめよう。自由や責任を語ることには独特の困難がある。一方で「自由は自由だ」や「責

任は責任だ」と述べるだけではトリヴィアルであり、他方で自由や責任のノン‐トリヴィア

ルな特徴づけは「残余の」自由や責任を要求する。まさにこのために、リバタリアンおよび

両立論者が提示してきた、自由あるいは責任のノン‐トリヴィアルな特徴づけはどれも、自
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由あるいは責任の本質を「ピンポイントで」言い当てられなかった56。おそらく次のように

言うべきだろう。「自由」と「責任」は人間にとって一種の根本カテゴリーだ、と。それは

一切の還元的説明に抗し、敢えて言えば、それはただ生において「開示」されるのみである。 

 （ところで、なぜ自由と責任はノン‐トリヴィアルな仕方で語り尽くせないのか。この点

を私はまだ踏み込んで説明することができない。おそらく、例えば自由を語り尽くそうとす

ることは、自由の〈高度〉を引き下げることになるのだろう。思うに、〈語り尽くしてしま

う〉という態度は、自由や責任に対する適切な態度ではない。） 

 するとどうなるか。以上の諸点を自覚するとき、私たちは自由と責任の如何をめぐる問い

に対する向き合い方を変えることを強いられる――これが指摘すべき第三の点である。私

たちはもはや自由と責任の還元的説明を目指すべきではない。さらには私たちはたんに自

由と責任を語ることだけを目指すべきではない。かくして、「自由とは何であるか」や「責

任とは何であるか」という問いに対しては――問いの言語的形式にもかかわらず――「自由

とは○○である」や「責任とは○○である」を答えるだけでは不十分である。ここではさら

なる何かが求められている。では、その「さらなる何か」とは何か。それは、例えば、その

問いへ答える者の（たんなる言葉を超えた）態度や行動である。端的に言えば、問いへ答え

る者の全体的な生き方が問題なのである。本節の最後にこの点を説明しよう。 

 何度か触れた例だが、フランクファートは意志の自由を〈第一階の意志が第二階の意欲と

一致すること〉と特徴づけた。これに対してウルフは、こうした一致だけでは人間の自由お

よび責任には不十分であり、さらに行為者の「健全さ（sanity）」に関わる条件が必要だと主

張する（Wolf 1987）。ここでの「健全さ」はいわゆる〈善悪を判断する能力〉に関わり、ウ

ルフによれば、人間の意欲がこの種の判断能力に裏打ちされたときにはじめて人間的自由

および人間的責任は実現する。 

 さて――私は問うが――フランクファートとウルフはいかなる点で対立しているだろう

か。否、そもそも、ふたつの間には対立が存するのだろうか。なるほど、たしかに何らかの

「対立」はありそうだ。だが、思うに、その「対立」は一見対立が存すると思われる次元よ

りも深いところにある。一方でフランクファートは「意志の自由は第一階の意志が第二階の

意欲と一致することである」と主張し、他方でウルフは「意志の自由は、第一階の意志が第

二階の意欲と一致することにとどまらず、さらに善悪を判断する能力が同時に行使される

ことである」と言う。それゆえ、ふたりは「意志の自由とは何であるか」の答えに関して対

立している、と思わるかもしれない。だが、それは違う。 

実に「自由とは○○である」という自由のノン‐トリヴィアルな特徴づけをめぐる対立は最

深部の対立ではない。なぜか。それは――先に述べたように――そうした言葉では自由は語

り尽くされないからである。実に、先に指摘したが、自由（および責任）は人間的生にとっ

                                                      

56  このことは必ずしも、これまでのリバタリアンおよび両立論者の努力が無益であったこ

とを意味しない。 
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ての根本カテゴリーである。それゆえ自由（および責任）は、〈それについて語ること〉が

目標になることのないものである。それはむしろ用いられるべきものである。実に、哲学者

が「自由とは○○である」と述べる際にも、自由と責任は行使されている。要するに、「自

由とは○○である」と述べることもまた自由と責任の実践なのである。かくしてフランクフ

ァートとウルフは「自由とは○○である」という特徴をめぐって対立しているだけではない。

私たちは次のより深い局面を見逃してはならない。それは、フランクファートとウルフは

各々の自由と責任のもとで「自由とは○○」であると述べることにおいて対立しているのだ、

という局面である。フランクファートとウルフの対立は、「自由」と「責任」なるものを外

部から眺めて特徴づける際の対立ではなく、むしろ自由と責任の実践の内部における対立

である。 

 自由と責任を語ることもまた自由と責任の実践である――この事実の自覚は重要である。

なぜならこの事実は自由と責任をめぐる問題の射程の広さを気づかせてくれるからである。

実際、自由と責任を語ることもまた自由と責任の実践だという事実に気づくとき、私たちは

次のように言わざるをえない。《自由と責任をどう語るか》という問題は《自由と責任とど

う関わって生きるか》の一部である、と。自由と責任の実践――これは、何かを主張したり

何かを語ったりする際に、私たちの決して抜け出すことのできない地平である。この地平に

おいてどう生きるか――これこそが自由と責任をめぐる最深奥の問題なのである。 

 かくしてフランクファートとウルフの対立もまた、究極的には、自由と責任の実践という

地平の内側での対立である。他方で「自由と責任の実践の地平」とは何か。それは、そこの

参与する者が各々の自由と責任のもとで語り・行動し・生きる、という地平である。かくし

て次のように言える。一方でフランクファートは、「自由とは何か」という問いに対して、

彼の自由と責任のもとで「それは第一階の意志が第二階の意欲と一致することだ」と述べ、

他方でウルフは、その問いに対して、彼女の自由と責任のもとで「それには善悪を判断する

能力も必要だ」と言っているのだ、と。こうなると、どちらの答えが「客観的に」正しいの

かを問うことは重要な意味でナンセンスになる。なぜならいずれの側も、「客観的な」権威

によらずに、自分の自由と責任のもとで自らの立場を主張しているからである。実にそこに

あるのは、決して「客観的な」対立ではなく、むしろ生き方の選択と表明における対立であ

る。フランクファートとウルフは――仮に何らかの対立があるとすれば――どう生きるか

に関して対立しているのである。（そして――私は強調したいが――フランクファートとウ

ルフの対立は生き方の次元におけるそれだからこそ、あるいはより正確に言えばそれを生

き方の次元における対立と解釈してはじめて、それは最大限に重要な対立だと言えるので

ある。） 

 私たちは自由と責任の実践という地平を抜け出すことができない――この点は重要であ

る。正確に言えば、私たちは、ひととして生きる限りは、自由と責任の実践を抜け出すこと

ができない、ということである。第一に、私たちはひとである限り自由である。私たちはひ

ととして何かを為すとき、つねに自らに由って為さざるをえない（極端な例を挙げれば、強
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迫されて何かを為すことにさえ、「自らに由って為した」と言うべき側面が伴う）。第二に、

私たちはひとである限り責任を負い続けている。なぜなら私たちは、ひととしての生におい

て、つねに自らに由ってそのつどの生き方を選んでいるからである。かくして――標語的に

言えば――ひととしての私たちは自由と責任を運命づけられている。それゆえ自由と責任

を哲学的に考察する私たちの営みもまた、例外ではなく、自由と責任の実践の内部で行なわ

れざるをえない。結果として、自由と責任の哲学は生き方の問題になる。 

 

 まとめよう。 

 「自由とは何であるか」と「責任とは何であるか」が本章の出発点の問いであった。こう

した問いへどう答えるべきか。第一に、その答えは決してひとそれぞれであってかまわない

ものではない。なぜなら自由および責任の如何は趣味の問題ではないからである。では、ど

のように答えるべきか。 

 私はここで「自由とは○○である」や「責任とは○○である」という形式の答えを与える

ことはしない。なぜか。その理由は次の事実へ意識を向けるためである。自由と責任の如何

をめぐる問いによって真に問題にされている事柄は《私たちの各々が、自分の自由と責任の

もとで、どのような生き方を選ぶか》なのである、と。私たちはこの根本的な地平を看過し

てはならない。たしかに私は、自由と責任の哲学者のひとりとして、「自由とは○○である」

および「責任とは○○である」という形式の一定の意見をもっている。私は自らの自由と責

任のもとでこの意見を選んでいるのであり、この意見を採用するために私へ向けられた非

難に対しては受けて立たざるをえない。とはいえ――次の点は重要だが――「自由とは○○

である」や「責任とは○○である」という言明は、自由と責任の哲学において「第一義的に」

重要なものではない（言うまでもなく、それは相当に重要なのだが）。むしろ次の点の自覚

こそが第一に必要とされる。それは、《自由と責任の実践という、ひとがひとである限り抜

け出しえない地平において、どのように生きるか》こそが根本的な問題なのだ、という事実

である。この点の自覚なしに自由や責任を論じたとしても、その考察は浅薄なものにとどま

るだろう。 

 本章の議論は自由と責任をめぐるいかなる問題も解決していない――と感じる読者がい

るかもしれない。この意見は、部分的に正しいが、部分的に間違っている。たしかに私は、

本章において、自由と責任の如何に関する積極的な理論を何ひとつ提示しなかった。それゆ

え、仮に「自由」と「責任」なるものを分析する具体的な理論を与えることだけが自由と責

任をめぐる問題の解決たりうるのであれば、本章の議論は何の解決でもありえない。とはい

え、そうではないのである。哲学は――理論を提示するよりも――もっと深い作業へ従事し

うる。それは《そもそも理論が提示されるときに何が行なわれているか》の自覚である。本

章は次の点を指摘した。自由と責任の如何の問いへ答えるときに行なわれていることは、回

答者自身の自由と責任のもとでの生き方の選択である、と。 

 実に、この点を自覚するとき、私たちは自由と責任の哲学に関するひとつのイメージから



 

72 

 

離れることができる。それは、哲学者が自由や責任の如何を問うとき、彼女ら／彼らは自由

や責任の「客観的な」本質を探しているのだ、というイメージである。自由と責任の哲学は、

現在、このイメージに導かれている。序論でも述べたが、このイメージの厄介なところは議

論をただちに「テーブルのたたき合い」に変えることである。実際、例えば両立論者と非両

立論者は互いに相手の主張を意味あるものと理解する仕方を見出せず、二陣営の関係は「侮

辱合戦」であったり「冷戦」であったりと、少なくとも生産的たりえていない。私たちはそ

ろそろ自由や責任に関して私たちが「客観的な」真理を探究しているという自己イメージか

ら脱するべきである。 

 自由と責任の哲学においては各々の論者たちが、自らの自由と責任のもとでそのつど生

き方を選び、それを真摯に表明しているのだ――本章のこうした指摘は私たちに、自由と責

任の哲学に関する新たなイメージを齎しうる。もちろん、このイメージにおいても、例えば

両立論者は非両立論者の立場を批判するだろう（逆も然り）。とはいえその際の批判の性質

は大きく異なったものとなる。なぜなら、このイメージにおいては、両立論者と非両立論者

の討論はいわば自由と責任の実践の一環になるからである。そこでは各々の論者が、自らの

責任のもとで、自分の信じるところの事柄を表明するわけである。こうした自己イメージの

もとで自由と責任の哲学へ取り組むとき、両立論者は非両立論者の立場を「客観的に」間違

ったもの以外の何かと見なすことができるだろう（逆も然り）。これはきわめて重要な一歩

である。 
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