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丹治信春「行為の自由と決定論」精読 

 

 

 

 丹治信春の論考「行為の自由と決定論」（『新・岩波講座 哲学 10 行為 他我 自由』、岩波

書店、1985 年、所収）は戦後日本の自由意志論史のいわば「岐路的な」著作だ、と私は考え

ているので、以下、まず丹治の文章にひたりついて彼の述べたことを確かめ、その後で《い

かなる意味でこの論考が岐路であったのか》を説明したい。 

 本稿の節の分け方は問題の論考のそれに対応している。前もって列挙しておくと、 

 

0. はじめに 

1. 「決定論」は空虚か？ 

2. 物理的決定論と自由 

3. 両立論と概念の孤立化 

4. 「自由」の否定不可能性 

5. むすび 

 

である。以下、「前の方から（a priori）」精読していく。ちなみに以下のページ番号参照は、

とくに断らない限り丹治の論考のそれへの参照である。 

 

0. はじめに 

 

 論考の導入部は《著者自身が論考をどのように位置づけているのか》が表明される場であ

るので細心の注意を払って読まれねばならない。はたして「はじめに」においてはどのよう

な思想が提示されているだろうか。 

 「はじめに」で丹治が行なうことは次である。すなわち、「行為」の問題をあらゆる哲学

的問題の要と捉え、さらに「自由意志」を行為に関する問題の要と捉え、問題の論考で自由

意志の問題を扱うことを宣言する、と。じっくり確認しよう。 

 丹治は、彼の論考を「行為の問題は、現代の哲学において、急激にその重要性を増してい

るように思われる」という文で開始し、その証左として次のような事柄を挙げる（p.156）。 

 

・言語や認識をめぐる考察における、指示関係などを論じることから、言語をもってする人

間の営み（言語行為や言語ゲーム）を論じることへのシフト 

・科学哲学における、理論の論理的分析から、科学者の探究の営みの構造分析へのシフト 

 

丹治はこうしたシフトを「十分な理由のある正当な推移」と見なす（p.157）。そして、「あら
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ゆる哲学的問題の要となってきた人間の行為の問題」という表現を用いて、「行為」という

主題のいわば哲学的中心性を肯定する（ibid.）。 

 とはいえ――ここが重要なのだが――丹治は〈行為を主題的に探究する〉という作業に

「非常な躊躇」を感じていると言う（ibid.）。その理由は次である。 

 

 と言うのは、行為についての中心問題の一つである自由の問題、とりわけ、古くから「決

定論と自由」という形で問われてきた問題が、今日でもやはり極めて重大な難問であり、

それに対して見込みのありそうな考え方を、私自身見出すことができずにいるからであ

る。そして、自由意志の問題を棚上げにした行為論というものは、ありえないと思うので

ある。（ibid.） 

 

丹治はいわば自分がいわば「アポリア的な」状態にあることを告白している。すなわち、一

方で《哲学においてはいまや行為が論じられねばならない》と考えながらも、他方で《行為

を論じる際に言及の避けられない自由意志は、自分には答えの見出すことのできない難問

をいまなお提示している》と認めざるをえない、ということである。丹治にとって事態はい

わば「整理のできない」状態にある。なんとか解きほぐさなければならない。そのためにも

自由意志をめぐる問題を考察せねばならない。 

 かくして丹治の論考の取り組む作業は――解決を提示すること以前の作業として――自

由意志をめぐる問題、とりわけ丹治が難しいと考える「決定論と自由」の問題、を考察する

という作業である。そしてより具体的には次のようなことが行なわれる。 

 

 そこで小論においては、この困難な問題を考えるための出発点として、決定論と自由の問

題に対して提出されてきた、いくつかの解決案を検討し、どこに困難の元凶があるのかを

見定めるべく努めてみたいと思う。（ibid.） 

 

引用の言葉に従うと、丹治は問題の論考で決定論と自由の問題の「困難の元凶」を見定める

ことに取り組む、ということである。すると気になるのは次である。はたして丹治はどこに

その元凶を見出したのか。 

 先取りして言えば、丹治はこの作業をいわば「部分的」にしか達成しない。先ほどは、彼

の論考を「前の方から」精読していくと宣言したが、論考全体の結論についてはあらかじめ

大まかに押さえておく方が便利だろう。丹治は最終的には次の地点に到達する。 

 

 「自由と決定論」の問題は、自由が “脅かされる” か否か、という問題ではないし、まし

てや、決定論が正しいか否か、という問題でもない。「自由と決定論」の問題のポイント

は、「人間」、「行為」、「自由」、「物理法則」といった事柄に関するわれわれの基本的了解

の織りなす体系、「世界像」のどこかに重大な思い違いがあるのではないか、という問い
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を提起することにある、と思うのである。（pp.177-178） 

 

引用の細かな内容は丹治の展開した議論を確認した後でなければ正確に掴めないだろうが、

だいたいの論旨を敷衍すれば次である。すなわち、自由と決定論の問題の趣旨はこれまでし

ばしば誤解されてきたが（例えば自由の存在への脅威の問題として解釈されるなど）、それ

はむしろ私たちの「世界像」に関わる問題なのだ、と。言い換えれば、《私たちの全体的な

世界観のどこかに間違いがあるのではないか》と挑戦してくるのが自由と決定論の問題な

のだ、ということである。 

 だがこうなると「どこに間違いがあるのか」が気になってくる。この点について丹治は次

のように言う。 

 

 しかし、私は今、どこがどう間違っているのか、ということを明らかにすることができな

い。そして、それを明らかにしえない限り、未だすべては茫漠としたままである。それゆ

え私は、「自由と決定論」の問題に関して、なお全くの闇の中にいる、ということを告白

しなければならない。（p.178） 

 

結局、問題の論考において丹治は私たちの世界像の「どこがどう間違っているのか」を指摘

することができない。これが、私が先ほど《丹治は彼の課題を「部分的」にしか達成しない》

と述べた所以である。 

 以上をまとめると丹治の論考の中心的な主張は次のように表現できるだろう。 

 

 ［丹治テーゼ］ 自由意志と決定論の問題は、それが本来的に理解される場合には、「人

間」・「行為」・「自然法則」などの諸概念の織物である私たちの世界像を再検討する（すな

わち、どこかに不都合がないかを探し、それが見つかれば改訂する、など）という問題と

捉えられるべきだ。 

 

私は〈世界観の全体的な検討を促す〉というのが丹治の論考の重要な点だと考えている。こ

の点については後に取り上げたい。 

 いずれにせよ――話を「はじめに」に戻せば――丹治が彼の論考で行なうことは〈自由意

志と決定論の問題に対する従来の解決案のいくつかを検討し、問題の核心を探ること〉であ

る。以下、彼の議論を追っていこう。 

 

1. 「決定論」は空虚か？ 

 

 論考の主題は、「自由と決定論」の問題――あるいは、この文脈の「自由」は、政治的文

脈の自由（英語でしばしば “liberty” と呼ばれるもの）ではなく、形而上学的な自由意志で
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あることは明白なので、「自由意志と決定論」の問題と呼んでも同じ――であるので、まず

はこの問題を定式化する必要がある。これは大雑把には「物理的決定論と行為の自由とが、

両立可能であるか否か」（p.157）と表現されうる問題だが、丹治自身指摘するように、これ

では「まだ事柄は曖昧なまま」である（ibid.）。「物理的決定論」などの術語が何を意味する

のか、が説明されねばならない。 

 丹治は「物理的決定論」を次のような理説と捉える。 

 

 すべての物理的出来事あるいは状態は、それに時間的に先行する物理的出来事あるいは

状態によって、一義的に決定されている（p.158） 

 

もし「物理的決定論」がこのように理解されれば、それが正しいときには行為が自由に選ば

れるという事態は排除されるように思われる。 

 とはいえ――自由意志と決定論の問題への解決として丹治が取り上げるひとつめの考え

方だが―かつて大森荘蔵はこうした定式化における「決定」という語の使われ方を詳細に検

討し、この語が「全く空虚なことば」だと指摘した（p.158）。これを受けて丹治は次のよう

に言う。 

 

 もし、決定論の主張に内実を与えることができず、決定論は「空虚な決定論」でしかあり

えないのであれば、「決定論と自由」の問題もまた、「空虚な問題」として打ち捨てること

ができよう。（ibid.） 

 

大森の論考の内容を熟知した丹治の文章はここでのキーワードである「空虚」を説明なしで

用いているので、私たちは大森の論考へ直接あたってこの点を確認せねばならない。はたし

て大森の言う「決定論は空虚だ」とはどのような意味だろうか。 

 大森は、（彼の言う）決定論は真なテーゼだ、と考える。とはいえ彼は――ここがポイン

トだが――決定論の正しさはその空虚さに由来していると論じる。例えば、伏せて重ねたト

ランプについて、「一番上の札が何であるかは知らないが、何であるかは決まっている」と

いう決定論的な命題が主張されたとしよう（「決定論の論理と、自由」、初出は 1960 年、引

用は飯田他編『大森荘蔵セレクション』、平凡社、2011 年より、以下「大森」でリファーす

る）。大森はこの命題の無内容さを強調する。曰く、 

 

 元来、この言葉には何の情報も含まれていないのではないだろうか。私にはそう思える。

この命題の真偽を確かめようとしても、どうすればよいのかがわからないからである。上

の札をめくってみてハートのキングが出たとする。「そら、ハートのキングだったじゃな

いか。ハートのキングにきまっていたんだ。だからもちろん、何かであることにきまって

いたんだ」、こう言うのであれば、それがスペードであろうと何であろうと全く同じこと
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になる。つまり、そういうのであれば、何が出ようとこの命題は証明される。（大森 1960: 

131-132） 

 

大森はここで、「決まっている」という語の、言語実践における〈空回り〉を強調している。

この言葉には生をグイグイと牽引する力がない。むしろ、何が起ころうと適用可能であるよ

うな、その無内容さこそが特徴である。この意味で、「決まっている」という語は生の現場

には属さない。すなわち、それを使ってひとが生を営むような言葉ではない、ということだ。 

 さて、何が起ころうと「決まっている」は適用可能であるため、決定論的な命題は真であ

ることになる。同様の趣旨で大森は「この決定論の空虚さはその空虚さのゆえに決定論の正

しさを保証する」と言う（大森 1960: 155）。そして、続けて曰く、 

 

 しかしこの決定論の正しさは以上の観察からもわかるように、次のトートロギーの上に

立っている。即ち「起ったことはそう起ったのであり、そう起るようにそう起るだろう」、

また「過去はそうであった通りにそうであったのであり、未来はそうあるだろうようにそ

うあるだろう」。したがって、決定論はトートロギーなのであり、しかもトートロギー以

外の形の決定論は恐らくはあり得ないのである。決定論は truism なのである。しかし、そ

れゆえに正しいのである。（大森 1960: 155） 

 

この引用における「トートロギー以外の形の決定論は恐らくはあり得ない」という見方が丹

治に批判される点なのだが、これについてはすぐ後で触れる。まずは――いくつかの可能的

であり正当な疑問はいったん措くとして――大森のアイデアを掴むことが肝要である。大

森によれば、決定論における「決まっている」は無内容なものであらざるをえない。かくし

て、たとえ決定論が真であっても、それは実生活において気にすべき何かを表現しているわ

けではないのである。 

 「決まっている」という語に実質的な内容を与えることはできないだろうか――これは自

然な問いであり、大森自身もこれに取り組んでいる。例えば「決まっている」に予言可能性

の意味を与えてそれを実質化することはできないか。この問いについて大森は、「個々の予

言、個々の自然法則はもちろんトートロギーではない」と認めつつも、「この世界全体の予

言可能性の主張はトートロギーにならざるを得ない」と主張する（大森 1960: 141）。そして、

「決定論が一つの主張としての意義を持つのは、世界の相当部分（あるいは大部分）が予言

可能だという時ではなく、世界は全部余す所なく予言可能だという時なのである」と指摘し

て（大森 1960: 141）、大森は《予言可能性の概念で決定論に実質を与えようとしても結局は

うまくいかない》と結論する。以下、その理屈を瞥見しよう。 

 まず、決定論を「予想可能性」の概念を用いて定式化すれば、《未来について適中する予

言をする仕方が原理的に存在する》というものになるだろう（そうした予言が実際に行える

かどうかは決定論の関与しない事柄である）。だが、大森によれば、こう捉えられた決定論
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もまた空虚である。例えば、投げた碁石がどこに落ちるのかを予測する、という事態を考え

よう。大森曰く、 

 

 私が碁石分布の法則の奇妙な特性をもとにして、非科学的な予測をしても、まぐれ当りを

する可能性は必ずある。さらに、次に投げられる碁石はともかく何処かに落ちるはずであ

るから、私が様々な可能な限りの予測をするならば、その予測のどれか一つは必ず適中す

るということも自明である。即ち、予測の根拠の科学性や自然さとは全く無関係に、適中

する予言は必ず一つはあるのである。（大森 1960:: 147-148） 

 

簡潔に言えば、可能な予言のどれかは必ず当たる、ということだ。このことは「未来の正確

な予言は可能だ」という命題の虚しさを意味しており、曰く、「全面的予言可能性としての

決定論の虚しい正しさ」を意味しているのである（大森 1960: 148）。 

 以上のような仕方で大森は決定論を空虚なテーゼと捉え、この理解にもとづき彼は決定

論と自由意志の問題をいわば〈心煩わされるに値しない問題〉として排する。とはいえ、丹

治曰く、「この点で大森氏に賛成できない」（p.158）。その理由は以下である。 

 

 大森氏はそこで［すなわち大森の論考で］、決定論の規定の候補者として、「ある一定の（物

理的）先行状態があれば、ある一定の（物理的）後行状態しかありえない、それ以外の可

能性がない」といった言い方を全く取り上げておられず、そして、おそらくそのような言

い方が、普通われわれがごく直観的に「決定論」という表現で理解していることではない

のか、ということである。（ibid.） 

 

思うに、仮に丹治の大森批判がここで終わっていたとしたら、それは批判として非常に「弱

い」ものにとどまっていたであろう。なぜなら、たとえ丹治が決定論の別の定式化の存在を

指摘したとしても、大森は例えば「ここでの『しかありえない』というフレーズもまた空虚

である――なぜなら、何が起ろうと、『しかありえない』は適用できるのだから」と応答し

たりできるだろうからである。とはいえ丹治の大森批判はうえの引用にとどまらない。そし

て、追加で指摘されることこそが重要なのである。 

 丹治は、大森の「議論の運び」を「実証主義」あるいは「検証主義」と特徴づけ（ibid.）、

《自分はそうした姿勢をとらない》と述べる。この点を説明する際、丹治は、私もうえで引

用した大森の文章、すなわち「伏せて重ねたトランプを見て、「一番上の札が何であるのか

は知らないが、何であるのかはきまっている」という時、一体何がいわれているのだろうか。

……元来、この言葉には何の情報も含まれていないのではないだろうか。私にはそう思える。

この命題の真偽を確かめようとしても、どうすればよいのかがわからないからである」とい

う文章を引き（p.159）、これに対して次のように批判する。 
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 しかし、例えば古典物理学を信じている人は、当然、その論理的帰結として、一番上の札

が何であるかは見る前から「きまっている」と信じているであろう。その意味は、トラン

プの図柄について、例えば量子論的な非決定性はない、ということである。そして、古典

物理学の体系全体は、様々な実験・観察を通じて、絶大な経験的支持を得ている（あるい

は、得ていた）。その支持はまた、トランプに関する命題の支持ともなっているのである。

（ibid.） 

 

第一に強調すべきは、「トランプの一番上の札が何であるかはあらかじめ決まっていた」と

いう文を丹治は、大森とは異なる仕方で理解している、という点である。だがそれはどのよ

うな理解だろうか。 

 先に引用における丹治の言葉は抽象的であるので、ここでは何らかの解釈が必要になる。

ひょっとすると――あくまで私の解釈だが――丹治は次のようなことを考えているかもし

れない。《重なったトランプの一番上の札がめくられる》というプロセスの各時点の状態は

質量などのパラメータによって表現される。さて、古典物理学に従うと、時点 t1 における

状態は、時点 t0 における状態（および力学的法則）によって決定されている。実際、t0 の

状態を初期条件として式を立てれば、t1 の状態は計算することができる。ここでは、何が起

ろうと「決まっている」は適用される、などという事態は生じていない、と。 

 あらかじめ古典物理学の方程式を有しているので、私たちは、何が起ろうと「決まってい

る」を適用するという行為ではなく、初期条件に応じて一定の状態を「決まっている」と呼

ぶことができる。そして――先の引用でもあったように――丹治によれば、古典物理学とい

う決定論的な物理理論は多くの経験によって支えられている（思うに、こうした事態の記述

の仕方の根本的な仕方が、丹治と大森を鋭く分かつ）。実に丹治は次のようにも言う。 

 

 もし経験的探究の結果、われわれが、ある別の物理理論を信じるようになり、そしてその

理論から、トランプの図柄（を実現している物理的状態の範囲）についても非決定性が帰

結する（「シュレーディンガーのトランプ」とでも言うべきか）のであれば、われわれは

先の命題を否定することになるであろう。（p.159） 

 

現実には、トランプぐらいの大きさの物体の力学的運動については古典物理学が成立して

いるので、トランプの図柄の非決定論的過程の具体例を挙げることはできない（ひょっとし

たら、シュレーディンガーの猫と同じようなやり方で具体例を作ることが出来るかもしれ

ないが、こうした点をどう考えるかについては量子力学についてぼくよりも詳しいひとの

判断に委ねたい）。他方で量子力学に即せば《経験的探究との関わりで理論の非決定論的な

解釈も提示されうる》と言えそうなので（ここの記述もまた難しい！）、こうなると《経験

的探究は、場合によっては決定論的な理論を生み出し、場合によっては非決定論的な理論を

作り上げる》と言えそうだ。 
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 「物理理論」と「経験的探究」（これが丹治の言葉づかい）の関係は何だろうか。この点

はさらに明確化される必要がある。丹治は決定論の命題――すなわち「すべての物理的出来

事あるいは状態は、それに時間的に先行する物理的出来事あるいは状態によって、一義的に

決定されている」という命題――について以下のように指摘する。 

 

 だが先の命題は、単独で直接に、経験によって真偽を確かめることはできない。では、そ

のような、単独で直接に、経験によって真偽を確かめることができない命題、あるいはま

た、経験によって直ちに適用に可否を決定できないような概念は、どのような意味をもつ

のか？ ここでは詳論できないが、そのような命題や概念は、全体として経験による支持

や反駁を受ける “信念の体系” の内部構造を形作る、という役割をもつのだ、と私は考え

ている。（p.159） 

 

まず丹治の言葉をそのまま繰り返せば、彼によると、決定論の命題は「信念の体系」の内部

構造を形作るようなものだ、ということになる。これは、抽象的であるので、具体的に敷衍

して理解する必要のある主張である。はたして丹治は何を言っているのか。 

 注目すべきは「構造」という語である。おそらく丹治の言葉は、決定論は信念体系にとっ

ていわば枠あるいは骨組みのような働きをする命題だ、と主張しているものだと捉えるの

が順当だろう。すなわち、決定論の正しさを肯定する特定のひとつの信念が存在する、とい

うわけではなく、むしろ、信念群を統制する構造の一定のあり方こそが決定論を表現してい

る、ということではないだろうか。かくして決定論の命題は、経験と個別的に照らし合わせ

て反駁される類のものではないが、それでも経験と関係をもっている――この点を丹治は

以下のように表現する。決定論という命題は、 

 

 ［…］個々に直接、経験と照らし合わされるものでもないし、また、それが属する体系全

体が、経験による支持や反駁を受ける以上、「経験に関係のない」、「空虚な」命題や概念

であるわけでもない。先のトランプについての命題も、経験的探究の結果、それを含意す

る理論と共に否定されうるだけの内容をもっているのである。（p.160） 

 

実際――歴史を振り返ると――西洋近代の科学者は、個々の経験に照らし合わせて決定論

的な理論を確証したわけではなく、むしろ膨大な経験との全体論的なやり取りの結果とし

て決定論的な理論を作り上げた、と言えるかもしれない。その結果、物理学は、論理学ほど

に純粋な「アプリオリな」思考形式ではないのだが、信念体系にとって「枠的な」役割を果

たしうるのである。 

 続けて丹治は、大森が「決定論の主張を予言可能性の主張へ追い込んでゆく」ことを取り

上げ、大森による「可能性」などの様相の検証主義的理解を批判する。曰く、 
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 もともと、「可能性」とか、その対概念である「必然性」といった、いわゆる様相概念は、

経験主義にとって大変厄介な、あるいは経験主義の眼から見れば大いにいかがわしい概

念である。それはまさに、例えばヒュームの因果性分析における「必然的結合」に関する

議論が示しているように、可能性とか必然性を、経験的に直接見出すことができないから

である。しかし、それゆえにそれらの概念は無意味であり空虚である、と言うことはでき

ない。それらの概念も、先に触れたわれわれの “信念の体系” の内部構造を構成する役割

をもちうる。（p.160-161） 

 

ここで丹治は様相（あるいは様相に関わる主張あるいは命題）を、決定論の命題と同様に、

「信念の体系の内部構造」と見なしている。結局、丹治による大森批判の要点は次のように

まとめられるだろう。大森は、信念と経験の関わり方としていわば〈個別の突き合わせ〉し

か考察しておらず、全体的信念の構造と多数の経験との「グローバルな」関わり合いを考慮

していない、と。しかし、丹治によれば、各々の信念体系はそれ特有の構造を有しており、

そうした枠は経験と「全体的な」仕方で関わるのである。 

 以上の議論を踏まえた、丹治による決定論の捉え方の総括は次である。 

 

 先に規定した決定論を主張することは、ある具体的な「決定論的法則」――すなわち、先

行状態が指定されれば、後行状態が一義的に決まるような形の法則――を主張すること

ではない。それゆえ、それに基づいて予言をしたり、その予言の当たりはずれを経験的に

調べたりすることはできない。決定論の主張は、むしろ、そのような何等かの決定論的法

則が現にこの世界で成り立っている、という主張である。（p.161） 

 

要するに、決定論的法則についての「存在一般化された」命題が決定論の命題だ、というこ

とである。丹治は、これまで述べてきたような理由から、こうした一般的命題が空虚でない

と考えている。そしてこの後すぐ見るように、丹治によれば、決定論の命題は自由に関して

深刻な問題を提起するのである。 

 

2. 物理的決定論と自由 

 

 第２節と第３節は、《決定論の正しさと自由意志の存在は両立する》という立場の検討を

通じて、この立場の不十分さを示すことを目指す。これはいわば「両立論に対する批判」と

記述できるような試みであり、こうした企てにおいて使用される定石についてもすでによ

く知られているであろうから、まず押さえるべきは〈両立論を批判する際の丹治特有の発

想〉である。これはあらかじめ押さえたうえで、丹治の実際の議論を追いたい。 

 丹治は、彼の両立論批判の後半で、「できる（can）」の条件法分析を取り上げ、それが〈過

去〉・〈行為〉・〈物理法則〉・〈できる〉などの諸概念に関する「われわれの基本的な了解」に
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抵触すると指摘する（p. 168）。これが、後で確認するように、丹治による両立論批判の核と

なる発想である。丹治の見方では、決定論が主張するタイプの必然性と行為の自由の両項を

両立させるような考え方は、必然性および自由に関する私たちの「基本的な」捉え方に反す

る。この意味で両立論は、〈必然性〉や〈自由〉の分析ではなく、むしろ「変更」または「歪

曲」だ、とされるのである（p.169）。 

 だが、ただちに気になる点だが、《両立論が必然性や自由についての私たちの基本了解に

反する》と言いうる根拠は何か。この点はしっかり説明されねばならない。そして丹治自身

が一定の根拠を提示している。この点を見るに先立ち、第２節と第３節における彼の具体的

な議論を確認しよう。 

 はじめに丹治は決定論を考察する文脈で問題になる〈自由〉の概念を明確化する。曰く、 

 

 物理的決定論との関係で問題とされるべき行為の自由は、一定範囲の基本動作の自由、す

なわち、身体に対する物理的拘束がない限り、いつでもそのような基本的動作（その範囲

には個人差があるだろう）を、することもしないこともできる、という自由であろう。こ

の意味での自由が、政治的、経済的自由、強制からの自由といった、他の様々に語られる

自由の最も基本的な前提となっている。すなわち、政治的、経済的等々の自由があるとか

ないとかいう議論自体が、基本的動作の自由を認めることなしには、意味をなさないので

ある。「強制」ということ自体、動作の自由のないところでは意味をなさないであろう。

（p.162） 

 

ここでは、決定論の文脈で問題になる「基本的な」自由と、いわゆる政治的自由や経済的自

由などのいわば「実践的」自由との間の関係が指摘されている。丹治によれば、これら二種

類の自由はレベルを異にしており、前者の存在を認めることはそもそも後者の存否を論じ

る際の「前提」となっている。この点を敷衍して説明すれば以下である。 

 形而上学的自由と実践的自由のレベルの違いを気にしないひとは――私が実際に見たこ

とのある例だが――「脅迫されてやむなくおこなった行為には自由意志は無い」と述べたり

する。もちろんこのような言い方も可能である。とはいえ以下のようにも言える。脅迫とい

う外的ファクターの存在のもとで A を選ぶことも、あるいはそうしたファクターなしに A

を選ぶことも、いずれも根本的な意味での自由意志による選択のヴァリエーションである。

実際、そもそも自由な存在についてでなければ「強制されている／いない」などは問題にな

らないであろう。ある存在者が自由意志で何かを選べることは、その存在者が強制によって

何かを選ばされることの前提である。この点を踏まえれば、「脅迫されてやむなくおこなっ

た行為には自由意志は無い」という文は事柄のレベルに関する混乱を含む、と言わざるをえ

ない。スピノザは「自由」の反対物は「必然性」ではなく「強制」だと述べており、これも

彼の文脈を踏まえれば理解可能なのだが、それでも、《自由の反対物は強制だ》というお決

まりの言説が抑圧する真理が存在することも忘れてはならない。 
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 さて、丹治によると、こうした根本的な自由――丹治は「動作の自由」と呼び、この呼び

方にも問題がないわけではないのだが――の存在は決定論が正しいことと両立しない。彼

の依拠する理屈のひとつは次である。 

 

 もし物理的決定論が正しければ、例えば今、私の右手が上がっていないということ（事実、

上がっていないとしよう）は、それに先立つ（例えば、私が生まれる以前の）世界の物理

的状態によって決定されており、そのような先行状態があった以上、今、私の右手が上が

っている可能性はない。他方、もし私に、今右手を上げるという動作の自由があるならば、

私は今、右手を上げることができるはずである。（p.162） 

 

このように、決定論が正しいことを主張する命題と、「動作の自由」が存在することを主張

する命題は、相矛盾する帰結をもつ。それゆえふたつは両立不可能だ、というわけである。 

 こうした理屈にはいろいろな角度からの批判が可能であり、丹治自身もそれを知ってい

る。彼は、例えば、いわば〈様相を弱める反論〉を取り上げる。丹治によればその反論曰く、 

 

 ［…］P が事実上真であり、「P ならば Q」が必然的に真である、ということからせいぜい

言えることは、Q もやはり事実上真だ、ということだけである。したがって、現にあった

先行状態（それを C と呼ぼう）が現にあった、という前提のもとで、たとえ法則的必然性

を認めたとしても、そこから「私の右手が上がらないことは必然である」、「私の右手が上

がることは不可能である」という帰結は出てこないのだ。（p.164） 

 

これに対して丹治は、問題の前提からは、事実性だけでなく、ある種の必然性も帰結する、

と再反論する。彼曰く、 

 

 ここで要点となっているのは、もちろん、「私は右手を上げることによって、先行状態 C

まで変えるわけではない」という点である。あるいはもっと一般的に、われわれは現在何

をしようとも、決して過去を変えることはできない、という点である。これは、「行為」

に関するわれわれの基本的了解の一つであろう。その意味で、過去の出来事には一種の必

然性がある。（p.165） 

 

ここで言われる〈過去の動かしえなさ〉が、法則的必然性を介して、〈現在における可能性

的分岐の排除〉を帰結する、というわけである。ちなみに、引用において丹治が、《いかな

る行為も過去を動かせない》というのを行為に関する私たちの「基本的了解の一つ」と呼ん

でいる、という点は見逃してはならない。こうした捉え方が後に「効いてくる」のである。 

 ちなみにここまでの議論は現代だと「帰結論証」と呼ばれるものに関わっているが、丹治

が例えば直前の引用において参照するのはウィギンズの “Toward a Reasonable Libertarianism” 
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であり、ヴァン・インワーゲンの論考ではない。丹治がどこでウィギンズの論考を知ったの

かと言うと――後註を見れば難なく分かるが――ホンデリックが編集した  Essays on 

Freedom of Action (1973) においてであろう。丹治の問題の論考（1985 年公表）にはヴァン・

インワーゲンへの言及がないので、当時はまだポピュラーでなかったのだろう。 

 

3. 両立可能論と概念の孤立化 

 

 続けて丹治は、決定論と自由意志の存在が両立可能だとする理路のふたつめとして、現在

「条件法分析」として知られるものを取り上げる。それは、丹治の言葉を引いて規定すれば、 

 

 「P は A をすることができる」という命題を、反事実的条件法を用いて、「もしＰがＡを

選択した（意図した、試みた等々）ならば、ＰはＡを成就したであろう」という命題へと

分析する（p.167） 

 

というやり方である。この場合、たとえ《ＰはＡをしない》が決定論的に必然的であっても、

引用の後者の命題――《もしＰがＡを選んだならば、ＰはＡをした》という命題――は真で

ありうる。この意味で、もとの「できる」を含む命題は決定論と両立しうる。 

 これは――少なくともこの文章の読者の多くにとっては――馴染みのやり方であるが、

はたして丹治はどう反論するだろうか。以下、この点を見ていこう。 

 まず丹治は前節で行なわれた彼自身の（帰結論証的な）議論を振り返る。それは次のよう

なものであった。 

 

 まず、現在、実際に私は右手を上げていないものとする。その場合、もし物理的決定論を

認めるならば、次の二つの前提のもとでは、すなわち、（１）私は過去のものを変えるこ

とができず、（2）私は物理法則を変えることもできない、という前提のもとでは、私は現

在、右手をあげることができないことになる。（p.168） 

 

これは決定論と自由意志の両立不可能性を帰結する論証であるので、両立論者は必ずやこ

れに反論せねばならない。 

以上の点を確認したうえで丹治は、いま振り返った議論の前提（１）と（２）がいわば「「過

去」、「行為」、「物理法則」、「できる」といった事柄に関する、われわれの基本的な了解に属

すること」だ、と指摘して（p.168）、次のように論じる。 

 

 ［…］両立可能論者は、先の二つの前提（１）と（２）のうちの、少なくとも一方を否定

しなければならない。だが、そのどちらを否定するにしても、それは「過去」、「行為」、

「物理法則」、「できる」といった事柄に関する、われわれの基本的な了解に抵触すること
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になる。（pp.168-169） 

 

要するに、両立論者は自由意志と決定論に関連する何らかの概念の「われわれの基本的な了

解」に反することを行なうことになる、ということだ。かくして丹治にとって両立論の主張

はある種の「歪曲」でありうる（p.169）。それは決して素朴に受け入れられるものではない、

ということである。 

 だが――読者はここで必ずや問わねばならないが――はたして丹治の言う「われわれの

基本的な了解」とは何か。この点を丹治は明示的に説明しない。とはいえ彼の指摘の根拠と

なるような文も書いている。キーコンセプトは〈概念の結びつき〉である。 

 丹治の考えでは――いやむしろ、思うに、丹治の考えから離れたとしても言えることだが

――個々の概念は諸概念の結びつく或る種のシステムの中にのみ存在する。逆から言えば、

孤立した概念など存在しない。例えば、目下の文脈の例を挙げれば、〈できる〉という概念

は〈自由意志〉や〈過去〉や〈自然法則〉などとの結びつきのもとにその概念としての力を

保っている（例えば私たちは、過去は変えられない、などと言い、あのひとは過去を変える

ことができる、などと少なくとも大半の文脈において言うことができない）。 

 さて、諸概念が現に結びついている仕方が「われわれの基本的な了解」を形成する、と丹

治は考える（と解釈できる）。そして、彼によれば、両立論はこうした結びつきを無視する

ことに、すなわち「概念の孤立化」という過誤にコミットしてしまっている。曰く、 

 

 私はそこに、「X とは何か？」という、哲学古来の問い方の中にひそむ「概念の孤立化」

とでも呼ぶべき思考法の支配があるように思う。「（動作の）自由」とか「できる」とかい

う概念は、実際には他の多くの概念（先に挙げた「物理法則」、「過去」等々）と様々な仕

方で結びついているにも拘らず、それらの結びつきのうちの一部だけを問題にしている

のである。（p.169） 

 

丹治によれば、両立論者は、本来一定の結びつきの中で使用されるべき概念を、その結びつ

きから切り離して、いわば恣意的に用いてしまっているのである。 

 こうした「概念の孤立化」のどこが問題なのか――この点は具体的な話を通じてよりいっ

そう判明になる。例えば先に紹介した両立論的立場は「できる」という語を条件法で分析し

たが、丹治によれば、それはせいぜい「「できる」という概念のある一面を正確に言い当て

ている」に過ぎない（p.169）。他方で、〈できる〉という概念には条件法分析が触れる側面以

外のものも含まれており、こうしたその他の側面の無視は「われわれの信念体系（概念体系）

全体の中に、歪みを生ずる危険」をもつ（p.169）。実際――丹治自身が強調するように――

条件法分析を素朴に採用すれば「われわれは（過去を変えるのでない限り）物理法則を変え

ることができることになる」などの命題を認めることになってしまう。なぜなら、過去が固

定されたうえで物理法則が《私は右手を上げない》を導き出すとき、（過去の変更不可能性
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を前提すると）《もし私が右手を上げることを選んだならば、私は物理法則を変えていただ

ろう》と言えてしまうからである。ここには無視できない問題があるだろう（ちなみにこの

種の問題を扱ったのがデイヴィド・ルイスの論文 “Are We Free to Break the Laws” であり、

そこでは或る種の法則破り――後に「局所的奇跡（local miracle）」と呼ばれるもの――の可

能性が肯定的に論じられる）。 

 以上が丹治による両立論批判であった。押さえるべきは、丹治は両立論者を〈概念の孤立

化という過ちにコミットしている〉とする、という点である。ここでコメントをひとつ。思

うに、両立論の問題点を指摘するためだけならば「概念の孤立化」といういわば大掛かりな

ものに頼る必要はない。例えば――よく言われることだが――仮に議論のために「できる」

の条件法分析を認めるとしても、《条件文の前件は可能なのか》すなわち《ＰはＡを選ぶこ

とができるのか》という問いが生じるのであって、それゆえ自由意志の問題において真に問

題にされるべきことが先送りされている、などと言えば「概念の孤立化」に頼らずにピンポ

イントで条件法分析の問題点を指摘できるだろう（この指摘に対する条件法分析者の再反

論も行なわれうるのだが）。 

ではなぜ丹治はわざわざ「概念の孤立化」なるものを持ち出すのか。ここには論考全体の

目標に関係すると思われる。丹治の論考は――冒頭で触れたが――「全体論」の観点から自

由意志の問題を捉えようとする。それゆえ、両立論批判の文脈でも、「全体論」と関連する

「概念の孤立化」という概念が用いられる、というわけだ。 

 

4. 「自由」の否定不可能性 

 

 第 2 節と第 3 節において丹治は両立論を批判的に検討してきた。彼が明らかにしたこと

を最も穏当な仕方で表現すれば次のようになる。両立論は決して無問題ではない、と。実際、

「できる」が条件法分析などによって一見エレガントに取り扱われたとしても、そうしたや

り方は従来の〈できる〉という概念とその他の概念との結びつき方にそぐわない側面をもつ。

その結果、〈できる〉の両立論的分析は別のところで「しわ寄せ」を引き起こす。この意味

で、両立論はいまだ「最終決着的な」立場たりえていない。 

 では非両立論の方はどうだろうか。丹治は「もし自由と決定論とが両立不可能であるとす

れば、われわれは、それらのうちの少なくとも一方を否定しなければならない」と述べ、ま

ず決定論の是非を考察する（p.179）。 

 はたして決定論は正しいのか。丹治は、《物理的決定論は正しい》とするような「強力な

証拠」は現在存在しないと指摘すると同時に、この話題に関連するいわゆる「量子力学」な

るもについて以下のように論じる。 

 

 現在、大多数の物理学者が採用している量子力学は、決定論的な理論ではない。しかし、

今世紀［すなわち 20 世紀］の初めまで決定論的な物理理論が支持されていたし、現在で
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も、「隠れた変数」による決定論的理論を、量子力学に置き換えようとするグループが（現

在のところ極めて劣勢ながら）存在する。また、量子力学が、基本的には時間に関する微

分方程式によって状態変化を規定するという、決定論的法則の形をもつ理論でありなが

ら、なおかつ非決定論的な面をもつために生ずる「観測問題」というアポリアは、量子力

学の不安定さを物語っている、とも見ることができよう。いずれにせよ、近代以降の物理

学は、決定論的理論を範型として探究されているのであり、将来の物理学が再び決定論的

な理論となる可能性は大いにある、と言うべきであろう。（p.171） 

 

丹治の論旨は明快であり、それは《決定論は現在の基礎物理学が必ずしも与するところのも

のではないが、将来の物理学がそれに与する可能性はある》と表現できる。それゆえ決定論

の是非については確定的なことは言えない。いずれにせよ、近世・近代以降長らく（20 世

紀の初頭まで）決定論的な物理理論が採用されてきた歴史があり（そして今後もそれが復活

する可能性もあり）、決定論は安易に退けられるような考えではないのである。 

 だがこうなると自由意志の存在の方が否定されるべきなのだろうか。以下において丹治

は、《そもそも自由意志の存在が否定されるというのはどういうことか》を考察し、そこか

ら或る意味での〈自由意志の否定不可能性〉を引き出す。その際、議論の要になる命題は次

である。 

 

 われわれの動作の自由は、第二節の初めに触れたように、政治的、社会的、経済的等々の

自由について語りうるための前提となっているが、そればかりでなく、われわれの社会の

様々な制度、慣習、さらには最も基本的な人間同士の関わり合い方の基盤として、われわ

れの様々な実践の基本的なあり方の中に、しっかりと組み込まれているのである。（p.171） 

 

抽象的に書かれているので具体的に敷衍する必要がある。 

例えば、この原稿を読んでいるひともまた現実的生を生きている――この点は誰も否定

しえないだろう。他方で、いまの引用で指摘されていることだが、そうした現実的生を生き

ながらこの原稿を読んでいるとき、この〈原稿を読む〉ということは〈自由意志のもとでそ

れを行なっている〉という意味づけをもつ（この点はまったくピンとこないひとがいるよう

だが、すぐ後で述べるように、ここにピンとくることがすべての出発点なのである）。この

意味で、現実的生を生きることはそもそも自由意志の存在を構成素として組み込んでいる。 

 こうした洞見をふまえて丹治は言う。 

 

 だから、現実の生活が現実にあることを認めながら、「実はわれわれは自由ではない」と

言われても、それが何を言っているのか、理解することができないのである。（p.172） 

 

私たちは、生の実践において、つねにすでに自由意志の存在にコミットしている。仮にこう
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した生を生きる私たちが「自由意志は存在しない」と述べるならば、そうした主張には必ず

や自分が現に行なっていることへの「裏切り」が見出される。この意味で「人間の自由を端

的に否定することは不可能」なのである（p.172）。 

 私自身は以上の丹治の指摘がとてもよく分かる。他方で――経験上知っていることだが

――丹治の以上のような議論がまったく理解できないひとも存在する。そうしたひとは例

えば次のように反論する。私たちの実践は必ずしも自由意志の存在を前提していない、と。

こうしたひとは、ここで論じられている「自由意志」の意味を、あるいはこの意味の〈自由

意志〉という概念が他の諸概念に対して有する繋がりを掴んでいない――と私は言わねば

ならない。 

 おそらく丹治も私のように考えている。例えば彼曰く、 

 

 「人間は本当は自由ではないのだが、自由だと思って暮らしているのだ（そして、それで

よいのだ）」と言って済ますこともできない。なぜなら、そのように言う当人は、自分自

身について「私は本当は自由ではないのだが、自由だと思って暮らしているのだ」と考え

ることになるが、その前半部の「私は本当は自由でない」ということも、その人の信念で

ある以上、その人は自分自身を自由でありかつ自由でない、と考えていることになってし

まうからである。（p.172） 

 

この議論は、《人間として何かを信じることは自由意志の存在と繋がっている》という点が

ピンとこないひとにとっては、まったく理解できないものだろう。この意味で――明示的に

指摘せねばならない点だが――丹治の議論はもはや誰にでも理解できる論証ではない。む

しろそれは、特定の仕方で世界が開かれている者にとってのみ理解可能な言葉である。そし

てここにおいては〈丹治に対して開かれているのと同じような仕方で世界が開かれること〉

が核心的に重要なのである。 

 分析哲学に取り組んでいるとついつい《ちゃんとした議論というものは筋道を立てて考

えれば必ず理解できるものだ》と思いがちになる。だがこう思い込んでしまうと、「飛躍」

のようなものを通じて一気に分かるようになる、という事態を忘れることになる。とはいえ

――誰の言葉を理解するときに「飛躍」が必要になるかはひとそれぞれだが――デイヴィド

ソンが言っていることを理解したときやダメットの言っていることを理解したときには、

何らかの思考の跳躍が生じなかっただろうか。例えばもし丹治の先の言葉、すなわち「「私

は本当は自由でない」ということも、その人の信念である以上、その人は自分自身を自由で

ありかつ自由でない、と考えていることになってしまう」という言葉、が何を言っているか

分からないひとがいるとすれば、そうしたひとに必要なのは「飛躍」である。丹治の視点に

跳び込み、丹治が見ているような仕方で世界と自己を見ることこそが肝要である。すなわち

「もし自由が否定されるならば、社会制度、慣習、人間関係はすべて意味を失う」（p.172）

という点をいわば「直感的に」掴みうる視点に立つことが必要である。たしかにこの視点に
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は外部があるのだが（すなわち、自由意志の存在を否定して、社会制度・慣習・人間関係の

すべてをある意味で「無意味」と見るような視点は存在する）、いずれにせよ〈その視点に

立たないと見えない景色〉というものは存在するのである。 

 さて――話を戻せば――先に引いたように丹治は自由意志を「生活形式の中に組み込ま

れた基本的前提であり、現にあるような人間の社会がある限り否定しえぬもの」と見なして

いる（p.173）。だがこうなると《なぜ決定論は自由意志と矛盾しうるのか》が却って分から

なくなってくる。丹治は言う。 

 

 われわれの自由が否定しえないならば、自由が決定論によって “脅かされる” はずはない。

したがってまた、自由が決定論と矛盾するはずがないのではないか、という疑念が出てく

るかもしれない。（p.173） 

 

これが彼の論考において丹治が最後に取り組む問いである。この問いの考察を通じて、彼は

《自由意志と決定論の問題の本質は何か》に関する自らの理解を提示する（これが論考全体

のゴールである）。ところで、今述べた問いに答える際に、丹治はＰ・ストローソンの「自

由と怒り」（丹治はこれを「自由と憤り」と訳すが）に部分的に賛同する。私たちが丹治を

読む際に気にせねばならないのは《彼がどの点でストローソンに賛成し、どの点で反対する

か》である。――以下、こうした点を一歩ずつ確認していこう。 

 第一に丹治は「自由と怒り」におけるストローソンの主張のひとつを以下のように捉える。 

 

 ［…］通常の人間相互の関係（そこには、他者に対するわれわれの様々の態度、感情のあ

り方が含まれる）に参入するわれわれのコミットメントは非常に徹底的で、深く根づいた

ものなので、何等かの理論的確信（例えば決定論のような）のゆえに、通常の人間相互の

関係がもはや存在しないような世界へと、世界を変えるようなことは決して起こらない

［…］（pp.173-174） 

 

これは――丹治によるストローソンからの引用の言葉を借りれば――「人間の態度や感情

の一般的構造ないし体系（web）」のいわば原初性に関する指摘である（p.174）。そして、丹

治も適切に指摘するように、こうした指摘からストローソンは《怒りの表明や非難などの

（自由意志の存在を意味的に要求する）人間的なやり取り一般は、根本的には、正当化を必

要としない実践だ》という点を引き出す。すなわちストローソンによれば、怒りの表明・非

難・制裁・刑罰などの実践を、自由意志の存在を確証することによって正当化しようとする

立場は、却って物事の「過度な知性化（over-intellectualization）」に陥っているのである。 

 以上の点に関して丹治はストローソンに同意する。彼は「われわれの生活のあり方に対し

て「外からの正当化」を与える必要はないと思う」と言う（p.174）。とはいえ――議論の第

二のステップであるが――予め触れたように丹治はイギリスの哲学者に対して完全に同意
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するわけではない。彼は、ストローソンは決定論をめぐる知的な問題をいわば「避け過ぎ」

ている、と考える。すなわち丹治にとってストローソンは、そのオリジナルな主張のいわば

反作用として、人間的生の「了解的（intellectual）」側面を不当なほどに無視してしまってい

るのである。その結果、ストローソンの言説においては「実践」と「了解」が乖離するのだ

が、これを丹治は問題的だとする。なぜなら、丹治の考えでは、「実践」と「了解」は人間

的生の全体的な地平において相互に関わり合っているからである。 

 以上がストローソンに関して丹治が同意しないところである。以下、この点を丹治の文章

を引きながらあらためて確認しよう。まず次のように言われる。 

 

 ［…］ストローソンは、例えばわれわれの「実践」と決定論との関係を論ずる際にも、決

定論を受け入れることの結果として、「通常の人間相互の関係」を廃棄するに至る可能性

は……といった形で語り、決定論と自由との「両立可能性」といった、論理的（知性的）

な問題の立て方を、極力避けているように見えるのである。（p.175） 

 

これはストローソンの語り方に関する指摘であり、ここでは《彼が論理的‐知性的な話題を

避けている》という点にフォーカスが置かれる。そのうえで、曰く、 

 

 しかし私には、そのような「実践」の事柄と「知性的な」事柄との分断（「実践の孤立化」

と呼ぼう）が、正当であるとは思えない。（p.176） 

 

だがなぜこう言えるのか――理由として、曰く、 

 

 例えば、もしある人が、「通常の人間相互の関係」に全面的に参与していながら、他方で、

「人間は自由である」という基本的了解を否定したり、またはそれに対してまじめに疑問

を呈したりしたならば、われわれはその人のあり方を理解することにある種の困難をも

ち、「何かがおかしい」と感じざるをえないのではなかろうか。（p.175） 

 

ここは誤解を生みやすい箇所なのでじっくり説明したい。この引用で言われているのは、た

とえ――ストローソンが言うように――決定論が真である可能性が私たちの自由意志の存

在を脅かさないとしても、現実の実践において《決定論と自由意志は両立するか》などと問

うことは「ナンセンスな」行為ではない、ということだ。事実として――引用でも言われる

ように――「決定論は自由意志の存在を否定するかもしれない」などの主張は実践において

意味をもちうる。なぜならそれは例えば〈おかしさ〉の感覚を喚起したりするからである。

そしてこうした「知性的な」問いの有意味な提起も含んでいるのが人間の現実の生である。

かくして、丹治の考えでは、ストローソンは事態を却って「過少に知性化（under-

intellectualize）」してしまっていることになる。それは人間の生において生じる知的な事柄の
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可能性の少なくともいくつかを無視してしまっている。 

丹治は以上のようなストローソン批判から彼の積極的な主張を引き出す。この主張の鍵

概念は〈批判〉であるのだが、丹治曰く、 

 

 たしかに、われわれの「実践」の基本的なあり方や、それと一体となった人間や世界につ

いての基本的了解に対する、何か究極的な「正当化」といったものはありえないし、また

必要でもないであろう。［…］しかし、「正当化」の可能性の問題と「批判」の可能性の問

題とは――しばしば同列に扱われるが――別の問題だと思うのである。（175 頁） 

 

これは、私たちの生の基本的なあり方やそれについての了解を「批判的に」検討するという

知的な活動が人間的生においては行なわれうる、という点の指摘だ。とりわけ、実践と理解

を含む生の全体性のうちのどこかに「不調和」が見出されるときには、こうした批判は避け

られない。この点について丹治曰く、 

 

 ［…］「批判」は、直ちに「通常の人間相互の関係」への参入というわれわれの実践の不

当性、「人間は自由である」という了解の端的な否定を意味するわけではなく、それをも

含み、また「物理法則」等々に関する様々な基本的了解をも含んだ「世界像」全体のどこ

からに、まずいところがある、という批判なのである。（p.176） 

 

これは丹治の言う「批判」とは何かを説明する文章と読める。すなわち、生の全体性のどこ

かしらに潜む不調和を見つけ出したりそれを解消したりしようと努めることが「批判」とい

う営みなのである。丹治はこうした知的営為の可能性を人間的活動に含め入れるのだが、彼

はこの点を、自分がストローソンと袂を分かつ地点だと見なす。これが「ストローソンの「実

践の孤立化」は、話を実践に限定することによって、このような「批判」の可能性に対して

目を塞ごうとしており」と丹治が指摘する所以である（p.176）。 

 さて目下考察中の問いは《自由意志の存在が否定不可能であるならば、なぜ決定論は自由

意志と矛盾しうるのか》であった（15 頁からずっとこの問いに取り組んでいる）。丹治は以

上の議論でもってこの問いに答えるのだが、その答えは以下である。 

 

 そもそも、この議論の発端となった疑念、すなわち、もし自由が否定不可能であるならば、

どうして自由は決定論と矛盾しうるのか、という疑念は、われわれの信念の体系は全体と

して矛盾を含まない、という前提の上に立っている。［…］しかし、そのような体系全体

の無矛盾性を予め保証するものは、何もないであろう。（176 頁） 

 

ここでは丹治の考えにおける〈決定論と自由意志の問題が生じる仕方〉が説明されている。

生の全体性、あるいは同じものを指すが、私たちの生を支える世界像の全体は必ずしも「無
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矛盾性」が保証されていない。むしろ私たちが現在もっている世界像には根本的な「矛盾」

が内蔵されている恐れがある。決定論と自由意志の問題とは――すぐ後で再度確認するよ

うに――こうした「矛盾」をめぐる問題として生じうる。それゆえそれは、決定論によって

自由意志の存在が「脅かされる」、という問題ではないのである。 

 

5. むすび 

 

 私たちは冒頭で予告した終着点に到達した。はじめに引用したように丹治にとって自由

意志と決定論をめぐる問題は「「人間」、「行為」、「自由」、「物理法則」といった事柄に関す

るわれわれの基本的了解の織りなす体系、「世界像」のどこかに重大な思い違いがあるので

はないか」という問題であり（p.177）、それは、言ってみれば、知の個別的部分における問

題ではなく、むしろ知の全体性に関連する問題なのである。かくしてその解決は、小手先の

概念改訂などによって達成されない。むしろ世界像全体の批判という「大々的な」作業が必

要だと言えるだろう。 

 第 4 節の読解の頭の部分で述べたように、丹治は決定論を〈確固たる証拠のある立場〉と

は見なさない。だがその一方で次のようにも考えている。「物理学的探究は、決定論的な理

論を範型として営まれており、決定論的理論を受け入れうる構造を予めもっている」（p.177）。

これは、解釈の難しい言葉だが、物理学の探究が具備する〈決定論的理論を受け入れうる構

造〉と自由意志の存在との衝突という事態を指摘していると読めるだろう。そしてここから

丹治は次のように主張する。 

 

 もしそうであれば、（そして、もし自由と決定論とが両立不可能であるならば）実際に決

定論をとるとらない以前に、そのような物理的探究の基本的態度、およびそれと一体とな

った基本的世界了解と、人間の自由との間には、既に重大な対立、緊張関係がある、と言

うべきであろう。（p.177） 

 

私たちはガリレオやデカルトやニュートンやライプニッツ、そして――もう少し渋いとこ

ろであれば――ホイヘンスやフックなどの頃に作り上げられた「近代的な」物理学的探究姿

勢をいまなお受け継いている。すなわち、世界を物体の合法則的な運動および変化の集まり

として理解するような「近代的な」物理学的世界観は、いまなお私たちの世界像の重要な部

分を構成している、ということだ。とはいえ、いま引用した丹治の文章は《そもそもこうし

た物理学的探究姿勢と自由意志の存在との間には緊張関係が存在する》ということを指摘

している。それゆえ、丹治の考えに従うならば、自由意志の問題に取り組むことは、「近代

的な」物理学的世界観を部分としてもつような「近代的」世界像の全体を批判的に検討する

ことに繋がる。煎じ詰めて言えば、「近代」との対決を行なわざるをえない、ということだ。 

 いや、いま述べたことはもはや私自身の立場の開陳になっているだろう。私は――私自身
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の立場として――丹治の論考を〈自由意志の問題を、より広い文脈に、すなわち近代科学批

判という文脈、あるいはさらに広く近代批判という文脈に置き移すもの〉と読む。そして、

自由意志の問題とは本来これほど「大きな」問題なのだ、と言いたいわけである。 

 実際のところを言うと、丹治の論考にこうした主張を読み込めるかどうかは怪しい。例え

ば、すでに見たように丹治は《私たちの世界像のどこかに不調和がある》と考えているのだ

が、その一方で「そうした不調和は、具体的には、どこにあるのか」という当然の問いに対

しては、彼は次のように述べる（これはすでに引用した箇所である）。 

 

 しかし、私は今、どこがどう間違っているのか、ということを明らかにすることができな

い。そして、それを明らかにしえない限り、未だすべては茫漠としたままである。それゆ

え私は、「自由と決定論」の問題に関して、なお全くの闇の中にいる、ということを告白

しなければならない。（p.178） 

 

これが丹治の論考の最後の言葉である。丹治は《自分には、いま、どこがどう間違っている

か分からない》と告白して論文を閉じる――プラトンの初期対話篇の多くのように「アポリ

ア的な」終わり方をしている。それゆえ丹治に帰しうる主張を正確に書き出せば、それはせ

いぜい次のようなものに留まるだろう。すなわち、自由意志と決定論の問題は私たちの知の

全体性に関わる問題だ、と。ここから近代批判の方向へ舵が切られるかどうかは未決である。 

 とはいえ、丹治の論考は近代的世界観の批判に向かいうる岐路たりえている、という点は

確言できると思う。なぜなら、繰り返しになるが、丹治は近代物理学的な見方を含む世界像

全体を問題にしているからである。その一方で、丹治以降に自由意志を論じるひとが近代の

科学的世界観（ひいては近代そのもの）と対決してきたかと問うと、「そうしたひとはそれ

ほど多くない（ゼロではないのだが）」と言わざるをえない。加えて、近代科学的世界観と

相性のいい「自然主義的」自由意志論が勢力を強めている現状に鑑みると、丹治の論考とい

う 1980 年代の岐路以降に私たちは〈近代的世界観と融和的な方向〉へ舵を切ってきたと思

われてくる。かかる現状に対して、丹治の論考を読んで気づかれることのひとつが、《別の

方向へ進むことも可能であった》という事実なのである。 


