
私は、自由意志は決して存在しえない何かだが、それでも自由意志は必ず存在する何かでも

ある、と考えている。要するに、私は自由意志についてある種の「矛盾した」考えをもって

いる、ということだ。私のこうした考えは、自由意志を考察する際の私の「姿勢（stance）」

の帰結であり、特定の「立場（position）」をとることの帰結ではないのであるが、敢えて私

の姿勢に名前をつけるならば「不条理主義（absurdism）」となるだろうか。この思考姿勢は

最近の論考で展開したところである（山口 2017a, Yamaguchi 2017b, 山口 2017c） 

 

『自由意志』におけるトーマス・ピンクの考えは矛盾したものではなく、むしろ明確に整合

的だと言える。それゆえ、無矛盾的であることをなかんずく重視する姿勢をとる場合には、

ピンクの考えは私のそれよりも優れたものとなるだろう。とはいえ、敢えて矛盾を辞さない

私にとっては、ピンクの姿勢はいわば〈整合性に固執して事柄の追究の不徹底に陥るもの〉

であるように思われる。この点については後で論じたい。 

 

ピンクの『自由意志』の書評を著す際には、《この本の全体的な主張はどのようなものか》

の書評者自身の理解を提示せねばならない（世の「書評」と名づけられた文章のどれほど多

くがこの作業を怠っていることか！）。『自由意志』の私自身の読みを提示すれば、以下であ

る（今後ページ番号の指示はピンク 2017 について）。 

 

『自由意志』の執筆意図であるが、第一に「入門書」として「自由意志の問題を紹介するこ

と」である（p.iii）。ただしこれだけではない。ピンクが「自由というテーマについて私自身

の考えを述べる」と書くように（p.iii）、著者自身の積極的な立場を提示することも目指され

る。では、それはどのような立場だろうか。 

 

彼自身の立場を提示するまでの道のりの端緒において、ピンクは「自由意志の問題」を彫琢

する。まずもって押さえるべきは、《私たちが自由であるか否か》が重要だ、という点であ

る。なぜそれが重要かと言えば、それは自由意志が〈行為に対する責任の存在〉や〈非難実

践の正当性〉の基礎だからである（pp.10-13）。こうなると、責任や非難が私たちの生におい

て重要性をもつ以上、自由意志の重要性も否定しえない。とはいえ、ピンクによれば、「自

由意志の存在が信じられないことがある」（p.16）。彼は、自由意志の存在に対しては以下の

二系統の脅威がある、と主張する。 

 

脅威のひとつはいわゆる「因果的決定論」であり（p.19）、もうひとつはランダム性に関わ

る。前者は比較的よく知られているだろうから、まずは後者について手短に説明する。 

 

ピンクによれば、たとえ因果的決定論が誤りであり、ある種の非決定論が正しいことが判明

したとしても、ただちに自由意志の存在が保証されるわけではない。曰く、非決定論的世界



においては「行為が因果的に決定されていない程度に応じて偶然に依存している」のだが、 

 

しかし偶然だけでは、自由を構成しない。偶然はそれ自体、たんなるランダムでしかない。そ

して、たんなる偶然の作用であるランダムが明らかにコントロールを排除するということは、

明らかだろう。（p.22） 

 

要するに、因果的決定論と相容れないタイプの自由意志の存在を肯定する者は《このタイプ

の自由意志がランダムな作用とどう違うのか》を説明せねばならない、ということだ。とは

いえ、ピンク曰く、そうした自由を説明する「モデル」はいまだ存在しない（p.27）。この場

合、自由意志が本当に存在するかどうかは疑われうる。――以上がランダム性に由来する脅

威である。 

 

さて以上の問題をピンクは「compatibilism・incompatibilism」という馴染みの概念で定式化す

る（今回の翻訳では「両立可能説」・「両立不可能説」と表記される）。彼の提示する問題の

見取り図は以下。第一に 

 

Q1. 自由意志は因果的決定論と整合するか否か？ 

 

これに対して「然り」と答えるのが両立可能説であり、「否」と答えるのが両立不可能説で

ある。そして後者の立場は次の問いへ進む。 

 

Q2. 因果的非決定論のもとで自由意志の存在は救われうるのか？ 

 

これに対して「否」と答えるのが自由意志懐疑主義であり、「然り」と答えるのが自由意志

説である。まとめると、ピンクによれば、「Q１」と「Q２」を軸とする自由意志をめぐる問

いへどのような答えを与えるのか、が「自由意志の問題」なのである。そしてピンクは――

この点は序盤ではほのめかす程度だが――こうした問いの考察を通じて、両立可能説と自

由意志懐疑主義を退け、あるタイプの自由意志説を擁護することを目指す。この点は以下の

引用にも示唆されている。 

 

私たちは、私たちの自由、つまり、どの行為を遂行するかが私たち次第であることを自然に

信じている。私たちはまた、その自由に両立不可能性説的な条件を自然に課している。私た

ちが自由であるのなら、私たちの行為が、私たちが生まれるはるか前の出来事によって、あ

らかじめ因果的に決定されていたということはありえない。そこで、私たちの大半が自由意

志説者であることは自然なのである。問題なのは、そのように考えられる自由が、行為の仕

方を通じてどのように行使されうるかについて、整合的な望ましいモデルがないように見え



るということである。人間の行為が何を含意し、その行為が人間の行為者のコントロールの

内でどのようなものであるのかについて、自由意志説による妥当な説明はないように見える。

もしそのような説明が提供されなければ、両立可能説のうちに避難場所を探すか、懐疑主義

に陥るかの選択を迫られる。（pp.27-28） 

 

ピンクにとっては、両立可能説はせいぜい「避難場所」に過ぎず、懐疑主義は「陥る」こと

を避けるべき何かである。自由意志説こそが目指すべきゴールだ、と彼は考えているわけで

ある。とはいえ、曰く、自由意志説には難題がある。それは――引用にもあるとおり――「整

合的な望ましいモデルがないように見える」という点である。自由意志説を採るにはそうし

たモデルの提示が不可欠である、とピンクは考える。 

 

ちなみに「自由意志の問題」の以上のような定式化から期待されることは《ピンクは、この

本において、自由意志の何らかのモデルを提案するに違いない》などである。彼は、実際、

同書の第７章でそれを試みている（ように見える）。はたしてそれはモデルとして成功して

いるのか――この点も後に触れたい。 

 

以上がピンクの理解するところの「自由意志の問題」である。ここからはこの「問題」――

すなわち Q１と Q２を軸とする自由意志をめぐる問い――に対するピンクの「解答」を、大

まかに追っていくことにしよう（ここで「問題」と「解答」が括弧つきである理由は後で説

明される）。 

 

第一に、両立可能説の代表格はホッブズである。自由意志の哲学史においてホッブズは《外

的強制の無いことが自由の十分条件だ》と主張した人物として登場するが、ピンクのホッブ

ズ理解もこの路線である。例えばピンクは「ホッブズ哲学の自由は、妨げられない欲求でし

かない」と言う。たしかに――多くのひとが認める通り――「妨げられない欲求／妨げられ

た欲求」の区別は決定論的世界でも成立しうるであろうから、この意味の「自由意志」はそ

うした世界でも存在しうる。とはいえピンクは、諸々の欲求のうちで〈妨げられたもの〉と

〈妨げられていないもの〉を区別することは不自由と自由の区別にとって十分でない、と主

張する。なぜだろうか。その理由について、曰く、 

 

ホッブズによれば、私たちの自由を取り除くのは、私たちの欲求を満たすことを妨げる障害

である。私たちの自由は、欲求それ自体によってはけっして取り除かれない。しかし、常識に

おいては、自由はそれとは大きく異なるものだと考えられている。常識では、自由は、私たち

の欲求を妨げる障害によってだけでなく、私たちの欲求それ自体によっても十分に取り除か

れると考えられているのである。（p.92） 

 



言わんとするところを敷衍すれば、欲求それ自体が自由意志の排除要因になりうるので、

〈欲求の次元に自由意志を探すこと〉は間違っている、ということだ。ピンクは「薬物中毒

者」の例を挙げてこの点をサポートする（p.92）。薬物中毒者は、彼の欲求が妨げられないと

きのも、いわば欲求の奴隷である。彼女あるいは彼は自由でない。ホッブズの両立可能説は、

こうしたひとを「自由」と見なしてしまう点で、問題的である。 

 

さて、以上のような議論に基づき（実際にはピンクはもっと詳細に展開しているが）、両立

可能説を退け、両立不可能説を追求することになったとしよう。この場合、仮に自由意志の

存在を肯定しようとするならば、ピンク曰く、二種類の問題の両方に応える必要がある（こ

れができなければ懐疑主義に「陥る」ことになる）。それは「エクササイズ・プロブレム」

と「ランダム・プロブレム」である。 

 

エクササイズ・プロブレムとは何か。それは自由意志のモデルの不在に関わる問題である。

ホッブズはいわば〈欲求不阻害モデル〉で自由意志を捉えようとしたが、先に述べたように

この方途は使えない（とピンクは考える）。ではどのようなモデルで自由意志を理解すべき

か。 

 

ランダム・プロブレムとは何か。それは、何らかのモデルで捉えられた自由意志について、

《それはいかなる仕方で、自然のうちに存在するのか》を説明する問題である。自由意志が

一定のモデルで理解可能になるからといって、そうした自由意志が現実の自然において実

現可能かどうかは分からない。これは、言ってみれば、自然の本性を問う問題でもある。 

 

ピンクは、『自由意志』の終盤において、このふたつの問題に解決を与えることによって彼

の自由意志説を擁護する。では、踏み込んで見ていこう。 

 

１）エクササイズ・プロブレムについて ホッブズは自由な行動を、すなわち「行為」を、

妨げられない欲求の結果として理解した。とはいえピンクは、これまでの解説からも示唆さ

れるように、行為を〈何らかのものの結果〉と見る考え方から離れようとする。そして彼は、

「決心」なるものが行為を構成する、というモデルを提案する。これは、曰く、自由意志を

カント的に捉えることであり、「実践理性にもとづく行為のモデル」と名づけられる

（pp.130-）。 

 

このモデルにおいては、「決心」なるものは、欲求およびそれをとりまく因果連関に属さな

いものとして把握されている。別の角度から言えば、行為は因果的ファクターのみから成る

のではない、ということである。では決心とは何か、と言えば、ひとつに「目標をともなう」

とされる（p.134）。比喩的に言えば、欲求は〈後ろの方から前へ前へと押す〉だけだが、決



心は〈目標を志向する〉というものである。こうした目標志向的な決心が伴う行動が、行為

（すなわち自由な行動）とされる。重要な点は、このように捉えられた行為が、決心の「結

果的な」産物でない、という点である。ピンク曰く、 

 

もはや私たちは、ある種の結果としてではなく、むしろ理性を行使する一つの様式として、

行為を特徴づけようとしている。行為の目安となるのは、ある特別な種類の原因なのではな

く、特別な種類の合理性なのである。（pp.135-136） 

 

こうした考え方の特徴をかいつまんで言えば、自由な行動（すなわち行為）を純粋に因果的

なものと見ない、という点である。この意味でこうした考え方はときに「自由意志の非因果

説（non-causal theory of free will）」や「非因果主義（acausalism）」などと呼ばれたりする。従

来はギネットがこの立場の代表格だったが、近年はピンクも頭角を表わしている。 

 

２）ランダム・プロブレムについて はたして非因果的ファクターをともなう自由な行動は、

真に「自由なもの」として自然のうちに存在しうるのか――これが「ランダム・プロブレム」

の核にある問いだ。すなわちピンクは次のように言う。 

 

私たちの決定は、明確な目標に向けられていたとしても、引き起こされていないものとして、

あるいは因果的に決定されていないものとして、たんなる偶然の出来事かもしれない。私た

ちが意図するものは、まだランダムなもので、本当のコントロールを行使したものではない

かもしれない。私たちは、自由意志説が、因果的に決定されていない自由を、たんなる偶然の

働きから区別できるということを示す必要がある。（p.143） 

 

さて、どう取り組むか。ここではピンクの論述の結論部だけ手短に紹介したい。 

 

仮に自然が因果の網目のみによって構成されているとすれば、自由な行動も因果連関の一

部となるだろう。このように考える一部の自由意志説者は自由を「行為者因果（agent-

causation）」と捉えるが、ピンクによれば、こうした捉え方は〈因果と自由の重要な区別〉を

ぼやけさせるものであり不適切である。曰く、「自由意志説者の言う自由に別の名前――実

際にはとても異なる現象によって共有される名前――をつけたとしても、自由意志説の自

由が何であるかという悩みを和らげたことにはならないし、その自由がどのようにして純

粋な偶然を排除するかを説明したことにはならない」（p.157）。核心的な問題はむしろ《自

然が因果の網目のみによって構成されているか否か》である。 

 

ピンクは、「自由とは因果能力でない」という立場を採りつつ、目下の問題に以下のような

仕方で応答する。 



 

私が自由に意志の行為を遂行するとき――家に居るよりが委縮することを決心するとき――、

私の決心は私の結果ではない。そしてそれは、私が所有する何らかの能力の結果でもない。

私の決心は、私のコントロールや自由に対して、その結果という関係ではなく、媒介物ある

いは媒体という関係にあるのだ。私は、自分の自由を、決心を引き起こすために行使するの

ではない。むしろ、私の自由は、決心それ自体を行うことの中で行使されるのである。その決

心こそが、直接に私のコントロールの行使を構成するものなのである。（p.160） 

 

こうした決心の「媒介」がランダム性を排除する、ということである。実に――ピンクは論

じるが――仮に行為がたんに〈因果的に非決定的であるもの〉にすぎないならば、それは「ラ

ンダム」と呼ばれてしかるべきであろう。だがいま提示した見方においては《行為は、因果

的に非決定であるのみならず、決心に媒介されている》と主張されている。そしてこうした

ものについてまで「ランダム」と形容することは許されない。 

 

そうした「非因果的な」決心など幻想ではないのか、と質すひとがいるかもしれない。こう

した疑問に対しピンクはヒュームのことを思い出せと指摘する（pp.167-168）。ヒュームの観

点に立てば、経験が教えるとされる因果性ですらある種の幻影になる。だが――曰く――君

もヒュームの見方を「極端なもの」として退けるだろう。そして、経験が因果の存在を教え

ることを認めるならば、経験が自由の存在を告げることも認めてよいではないか。 

 

このようにしてピンクは世界の「力動性（dynamicity）」に二種類のものを認めることになる

（「力動性」というのは私が便宜的に導入する言葉だが）。ひとつは因果であり、もうひとつ

は決心などの自由に関わるファクターである。このふたつによって世界は展開していく、と

いうのがピンクの最終的な自然観である。 

 

以上が『自由意志』の議論全体の私なりの理解である。ちなみに同書の第３章の「理性」と

いうパートは、いわば全体から浮いているので言及しなかったが、けっこう面白い箇所であ

ると思う（自由意志と理性の間の関係に関心のある方は一読されたい）。 

 

では、以下、ピンクに対する私の批判を提示する。はじめに、ピンクの立場の内実に関わら

ない・論じ方に関する批判（A）と（B）を述べたうえで、立場の内実に関する批判（C）を

展開しよう。 

 

A）『自由意志』という題名をもつ本であり、「入門書」を目指すこともしていると書いてあ

るにもかかわらず、そこにおいて扱われる話題の範囲が狭い。例えば、刑罰に関わる話題も

なければ、神経科学に関わる話題を具体的に取り上げることもない。もしかするとピンクは



こうした話題について《それは自由意志を哲学的に論じる際には不純物である》と考えてい

るのかもしれないが、もしそうであるならば、《何が論じられるべき問題か》に関してピン

クと私とで理解に違いがあることになる。私にとってこの本は、自由意志の分析哲学という

特殊な分野のうちの、両立論と非両立論の対立というさらに特殊なテーマを扱ったものに

すぎない。かくして、私には、『自由意志』という題名は、内容にそぐわないほど「過大な」

ものに感じられる。内容から逆算すれば「分析的自由意志論」ぐらいに留めるべきだった、

と私には思われる。 

 

もちろん個人が扱いうる話題の範囲には限界がある。私がここで文句を言っているのはピ

ンクの姿勢についてである。彼は、著作全体をいわゆる「両立可能性問題」に定位しながら、

自分のやっていることの特殊性や相対性を白状しない。この態度がいけない。特殊であらざ

るを得ない場合にも、その特殊性の自覚はとても重要である。そして分析的自由意志論がこ

れまでやってきたことは特殊を超えない。『自由意志』という題名をもつ本は、仮にピンク

の採用したような構成をとる以外なかったとしても、こうした限界への言及をキチンと行

なうべきである（ちなみにピンクは中世と近世の違いに触れるが、この点は目下の問題点に

関わらない）。 

 

問題点を別の角度から言えば、ピンクは「自由意志の哲学」という「広い」名のもとで両立

可能性をめぐる分析的自由意志論という「狭い」話題を扱うことに慣れ切っており、こうし

たテーマを「ザ・自由意志の哲学」と思い込んでいる、となるだろう。いや、実際にどうか

は分からないが、彼の書きぶりが《彼は両立可能性問題をザ・自由意志の哲学と見なしてい

る》ということを示唆してしまっている。これでは駄目だ。ピンクは事実としてア・自由意

志の哲学を扱っているのだから、《この本はア・自由意志の哲学を扱っている》という点が

初学者にも見えるような書き方でなければならない。そして、「ザ・自由意志の哲学」を目

指すのであれば、少なくとも行為者性・因果・科学・責任・非難・刑罰・創造性くらいの自

由意志関連トピックを通覧する書き方を実行せねばならないだろう（ピンクが扱ったのは

せいぜい行為者性と因果だけである）。正確に言えば、これが私の「自由意志の哲学」の理

解であり、此の理解に即せばピンクの本は狭い、ということだ。――皆さんはどう考えるだ

ろうか。 

 

B）ピンクは、彼の本の序盤で、「自由意志の問題」を定式化する。この「問題」はもっぱら

因果的決定論の可能性に由来する。ピンクの立場も、同書においては、この「問題」に対す

る「解決」として提示されている。こうした論じ方は、場合によっては、初学者を戸惑わせ

てしまう。この辺は工夫が必要であったし、何らかの工夫はできたはずだ。この点を説明す

れば以下。 

 



ピンクの定式化する「問題」は、《自然が因果の網目から構成される》という想定のもとで

提示される。そして彼は、因果以外にも「決心」なるものが存在する、という主張を通じて

その「問題」を「解決」する。とはいえこれは「問題を解決する」というフレーズの通常の

使い方に合致しない側面をもつ。例えば数学の問題を解くとき、問題の前提的な想定は最後

まで維持される。逆に、そうした想定を覆しながら「解決」することは、一般的に、「アノ

マリーな」やり方と見なされる。 

 

初学者はひょっとするとピンクのやっていることをいわゆる「ちゃぶ台がえし」と見なすか

もしれない。実際、彼は、議論の途中でいきなり「決心」なる新しい要素をもってきて、こ

れでもって「問題」を「解決」すると言う。こうしたやり方に対して「反則だ！」と言うひ

ともいるかもしれない。 

 

問題点を別の角度から言えば以下である。最終的なピンクの立場――因果のほかに決心な

ども存在するという立場――からすれば、《因果的決定論の問題に悩むひとは、間違って立

てられた問題に悩むひとである》ということになる。そうしたひとは、この世には因果の他

に決心などの力動性もある、という事実を見ていない（すなわち、決定論をめぐる問題は必

要な認識の欠如から生じる、ということだ）。それゆえ、考慮すべき事実を十全に考慮した

うえで本の執筆を開始したとすれば、そもそも因果的決定論の問題などに直面しなかった

であろう。要するに、ピンクの最終的な立場は、もともとの「問題」を、真正な問題でなか

ったと見なす内容をもつということである。だがこうなると《この本は全体としてどうでも

いい問題に取り組んでいた》という評価さえ生じかねない。書き方に工夫が必要であった理

由はここにある。 

 

あるいは――よりうがった見方だが――ひとによっては、以上のような考察から、ピンクの

議論を「欺瞞的」と見なすかもしれない。なぜなら、心の底では因果的決定論の問題など存

在しないと考えているのに、あたかもそうした問題が存在するように振る舞って、《自分の

考えはそれへの「解決」になる》とピンクは主張している、と解釈されうるからである。私

自身はさすがに「欺瞞的」と言おうとは思わないが、それでもピンクは自分の論じ方の「変

則性」を明示的に説明すべきだったと考える。 

 

ピンクの議論の問題点のひとつは、その文体が、通常の「問題解決」にとりくんでいるかの

ような誤解を引き起こしうる、というところにある（これは分析哲学者の文体に生じる一般

的な問題であるかもしれない）。実際には、哲学の書物において為されることは、多くの場

合、「問題の解決」ではなく、「理解の深化」や「見えなかったものが見えるようになること」

などである。哲学の議論は、この意味で、「弁証法的」である。『自由意志』は入門書でもあ

るのだから、哲学のこうした特殊性について言及すべきであっただろう。哲学においては議



論の進行によって言葉の意味に変容が生じる――この点を知らない初学者は、「決心」とい

う要素が導入された時点で、頁を閉じてしまうかもしれない。なぜなら、そうした初学者に

とっては、因果的決定論の問題を決心のファクターで「解決」することは、推理小説の終盤

でそれまでまったく言及されなかった未知の人物が名指されて「こいつが犯人だった」とさ

れることに伴うような、いわゆる「反則感」を伴うからである。 

 

ピンクの議論を的確にフォローするためには、彼の「自然」概念の内容が議論を通じて変容

していく過程を掴まねばならない。『自由意志』における「自然」は、当初は、〈因果の支配

する場〉として開かれる。とはいえ、「決心」というファクターへの言及を通じて、「自然」

は〈因果と自由という二種類の力動性を具えた場〉と捉え直される。自然の捉え方のこうし

たダイナミックな変化が行なわれること――これがピンクの論述の核であり、彼はこの点

を読者に認識せしめるような書き方を採用せねばならなかった、と私は言いたい。 

 

プラクティカルな提案を行えば以下。思うに、ピンクは自由意志の本を著すときに、自分の

文体をヴァン・インワーゲンやキース・レーラーのそれに似せるのではなく、ネーゲルやピ

ーター・ストローソンのそれに似せるべきであった。後者の場合には、「問題の解決」と素

朴に呼ばれうる何かが行なわれているわけではない、という雰囲気は醸し出されやすい。ポ

イントは、文体が「論証的」であれば《論証的なことが行なわれている》と誤解されやすい、

ということだ。文体を「論証的」にしても、行なっていること全体が事実として「論証的」

になるわけではない、という点は忘れるべきでないだろう。 

 

C）ピンクは、自由意志のモデルを提示する、と言って、「実践理性にもとづく行為のモデ

ル」なるものを提示する。これは、思うに、「モデル」と呼ぶべきものではない。私の考え

では、自由意志はモデル化できるような何かではない（正確には、自由意志はモデル化でき

ない、と考えた方が自由意志の理解は深まる、ということ）。ピンクは「モデル」などの言

葉を、彼の用いるような仕方で用いるべきでなかった、と私は言いたい。以下はこの点につ

いてである（終盤ではピンクの議論の「整合性」に関する批判も行なう）。 

 

「実践理性にもとづく行為のモデル」に関するピンクによる説明をひとつ引用しよう。 

 

実践理性にもとづくモデルは、意図的な行為を、先行する欲求の自発的な結果ではなく、理

性を実践的に行使することだと特徴づける。そこで、行為が完全に適切にとることのできる

形式の一つは、理性に反応し、理性が適用できるような動機を形成することであり、それが

行為を決心することなのである。（p.135） 

 

もちろん「モデル」と呼びたければ呼べばいい。とはいえ、その場合には、《ここでの「モ



デル」はどのような意味か》を説明する必要があるだろう。 

 

思うに、ここでの「モデル」は、例えば「理想気体のモデル」における「モデル」と同じよ

うな意味で用いられてはいない。後者のモデルにおいては、例えば温度と体積と物質量が与

えられれば圧力が導き出される、などの計算が可能であり、こうした点にこそ当該モデルの

真価が存する。抽象的に言えば、気体一般の状態および状態変化の数理的な操作や予測を可

能にする、という点が「理想気体のモデル」の意味あるいは意義なのである。他方で、「実

践理性にもとづく行為のモデル」には、この種の操作や予測の対応物が何ら伴わない。私に

とっては、ピンクの「モデル」と「理想気体のモデル」の間においては、類似点よりも相違

点の方が際立つ。異なる種類のものに同じ「モデル」という名が使われている、という風に

感じる。 

 

ここで、山口自身は「モデル」をどう理解しているのか、と問われるかもしれない。これは

鋭い問いである。正直に言えば、私はいろいろなモデルの存在を知っているが（理想気体の

モデル・プレートテクトニクスモデル・原子のプラムプディングモデル・経済人モデルなど）、

モデル一般の「まともな」定義を知らない。「モデル」というのは私たちの知的生活におけ

る生きた言葉であり、「〇〇を××でモデル化する」などの表現はいわば実践において意味

を得るものだと思う。この点に鑑みれば、ピンクが彼の行為理解に対して「モデル」という

名を与えることも、絶対的に責められるべきことというわけではない。 

 

とはいえ――私の積極的な主張だが――ピンクの立場は、そしてより一般に「非因果主義」

は、自由意志のモデル化だと考えられない方が、その意義が理解されやすくなるだろう。私

はそう考えている。例えば――「モデル」や「自由意志」という言葉の使い方に関する提案

でもあるが――以下のように語った方が、いろいろなことが見えてくるのではないか。 

 

「モデル化」とは〈当該対象をある種の機械的な物と見なすこと〉を含むのであり、近世以

降の人間は、自然をモデル化することによって、自然に対する支配を増大させてきた。他方

で、人間自身をモデル化しようとすれば、重要な「人間的」要素が取り除かれてしまう。こ

れが、「機械化」に抗う「人間的」要素であり、「自由意志」というものである。因果決定論

は自然全体を一種の機械と見なすことの帰結であるが、非因果主義はこうしたモデル化の

限界を指摘している。すべてをモデル化し、すべてを機械のように見ようとしても、はみ出

るものがある。それが自由意志なのだ。 

 

――以上のように語る方が私にはしっくりくる。非因果主義の位置づけについても、それは、

出来事因果リバタリアニズムや行為者因果説を〈自由意志をモデル化しようとしている〉と

いう点で批判している、と見る方が分かりやすいと思う。逆に、「決心」を何らかのモデル



の一部と見なせば、却ってよく分からないことになる。 

 

いずれにせよ私は非因果主義の真価を〈自由意志のモデル化を避ける〉という点に見たいと

考えている。それは、おそらく、私が以下のように考えているからだろう。 

 

以下、私の考えの開陳（しばしお付き合い下さい）。 

 

従来の哲学者は、「自由意志とは何か？」を問い、「自由意志とは……だ」という仕方で自由

意志をいわば現前させようとしてきた。だが、自由意志は（ハイデガーの言う手前存在のよ

うに）現前可能な何かである、ということはまったくないのである。むしろ、自由意志は人

間的生の「形」を作る何かであり、生の内部に「現象」することはない。自由意志は、〈理

論的に掴むべきもの〉ではなく、〈生きるもの〉である。人間的生における自由意志のこの

位置づけを理解すること――これこそが「ザ・自由意志の哲学」の課題のひとつである（非

因果主義はこの課題の達成に貢献する）。 

 

他方で――私の考えの開陳を続ければ――人間は自然の一部であり、人間は自然を全体と

して理解しようとする欲求をもつ。そして、自然全体を理解しようとする試みにおいて、自

然はモデル化され、人間自身もそのモデルの一部となり、人間は〈自由意志をもたない機械

的な何か〉と表象されることになる。人間を「理論的に」理解しようとすれば自由意志は消

える、と言えるだろうか。この意味で、《人間は自由意志をもたない》と考えてしまうこと

は理性の運命のひとつだ、と言えるかもしれない。 

 

とはいえ――すぐうえで述べたように――自由意志は人間的生の「形」を作る要素であり、

それゆえ自由意志の存在は人間的生において決して完全に否定されうるものではない。自

由意志など存在しない、という究極の境地に至ったときですら、そうした認識を形作る場に

自由意志は属している。かくして人間は、ある意味で、自由意志の存在を否定する運命にあ

るのだが、別の意味においては、自由意志の存在を必ずや認めねばならない。 

 

以上のように私の考えはある種の矛盾をはらんでいる。とはいえ私にとっては、ピンクの整

合的な立場が私の矛盾したそれよりも望ましい、とは必ずしも思われない。ピンクは最終的

に《自然には因果と自由という二種類の力動性が存在する》という立場を採る。ある意味で

「常識的な」見方であり、仮に話がここで終わるならば、それは何ら問題を含むものではな

い。 

 

だが、ピンクのような立場が提示されたとき、話はそこで終わらないのである。なぜなら「そ

の二種類の関係は如何？」という問いが残るからである。ピンクは『自由意志』を力動性の



二元論の提示でもって終える。これは、私には、重要な問題を放ったまま話を終えてしまう

ことのように感じられる。実際には、自由と因果はどのように関わり合うのか、は問われざ

るをえない。そして、二種類の力動性の関係を徹底的に考え抜けば、ピンクの立場も遅かれ

早かれある種の「矛盾した」ものに至るのではないか、とも考えている。実際、いかなる次

元において因果と自由は「絡まり」合うのか、それが因果的な次元であるならば、自由もや

はり因果の網目の一要素なのではないか、こうなると自由は「非因果的な因果」という矛盾

した何かになるのではないか、云々、という具合である。 

 

私は、一般的に言えば、「自由意志」というのはいわば合理的な概念形成のできない何かな

のだと考えている。こうした見方からすれば、「合理的な」言葉づかいが行なわれる地点に

足を止めているピンクは、どうも不徹底に感じられるのである。自由意志には「不条理な」

ところがある、という私の（独自の）考えについては山口 2017c でそれなりに展開した。関

心のある方はご一読を。 

 

いずれにせよ――最後に感想めいたことを書けば――非因果主義という『自由意志』で提示

される立場については見るべきところがあるので、ピンクの本もまたそれを繙く価値はあ

ると言えるだろう。とりわけ日本では、この立場を展開する著作はなかったのではないかな。

翻訳の意義は大いにあり、と言わねばならない。 
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