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序 

 

 昨年末――私が本稿の準備に取り組み始めた頃――《あるお笑い芸人が常習的に下着泥

棒や制服泥棒を行なっていた》というニュースがあった。私がこの事件に言及するのは、多

くのひとがこの出来事について知っていると思われるからである（そして私自身も、大半の

ひとと同様に、本件について新聞やテレビが公にした以上の詳細を知らない）。報道によれ

ば容疑者は性的快感を得るために犯行に及んだらしい。彼の自宅には盗んだ制服や下着を

詰め込んだポリ袋が散乱していたらしい。 

 こうしたいわゆる「性犯罪者」へどのような眼差しを向けるべきか――これが本稿を導く

抽象的問いのひとつである。だがなぜこうした問いを立てるのか。その理由は、私たちは性

犯罪および性犯罪者にうまく向き合える視座を有していない、と私が考える点にある。私た

ちは目下の事象・人物に単純に向き合おうとする傾向をもち、その結果、性犯罪者を獣や悪

魔と見なす。そして、しばしば彼／彼女を人間と見なすことに失敗する（こうした指摘の具

体的な内実は第３節で明らかになるだろう）。 

 私は本稿の多くのスペースを費やしピーター・ストローソンの論考「自由と怒り」

（Strawson 1962）の議論を考察する。なぜか。その理由は、犯罪・責任・処罰などの諸概念

が織りなす問題系の複雑さを理解するためには、少なくともいったんはストローソンのた

どり着いた深みに身を置かねばならない、と私が考える点にある。とはいえ同時に私は、ス

トローソンの展開した議論を無批判的に受け入れることは「いまや不十分」の誹りを免れな

い、とも考えている。私は、ゲーレン・ストローソン、ゲイリー・ワトソン、ソール・スミ

ランスキーなどの面々によって積み重ねられてきたストローソン批判に重要な指摘が含ま

れていると考えており、現代のいわゆる「ストローソン主義者（Strawsonian）」の思想はこ

うした批判に「媒介」されていなければならないと主張する。本稿は私自身の「止揚された」

ストローソン主義を提示する試みでもある。 

 本稿の議論は以下の順序で進む。はじめに、本稿は「性犯罪」という言葉でどのような事

態を捉えるのか、を説明する（第１節）。次に「自由と怒り」におけるストローソンの議論

を紹介し、その重要性を強調する（第２節）。とはいえ――大切な点だが――ストローソン

の議論の斬新さに魅了され、それを「素朴に」受け入れるとき、却って例えば性犯罪という

事象への向き合い方は歪んでしまう、と主張したい（第３節）。私は、ストローソンに対す

る批判のいくつかに言及し、彼の立場の問題点を指摘する（第４節）。ただし、たとえそう
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した批判が正当であるとしても、ある種のストローソン主義――私はこれを「止揚された」

ストローソン主義と呼ぶだろう――は依然として正しい。私は、本稿の最後に、私が正しい

と考えるタイプのストローソン主義を提示し、そこから性犯罪の理解に対する含意を引き

出したい。 

 

第１節 「性犯罪」とは何か 

 

 《性犯罪とは何か》という問いへ普遍妥当的な単一の答えを返すことが難しいことは、米

国で版を重ねる著作『犯罪心理学』（邦訳は原著第７版をもとにする）の著者であるバート

ル夫妻の次の言葉からも示唆される。 

 

 性犯罪者はしばしば均一な１つの部類と考えられている。しかし［…］性犯罪者の大部分

を包含するような単一のプロフィールはないのである。犯行時間や場所、被害者の性別や

年齢、犯行計画の程度、暴力の量やその意図などの犯行特徴もまた、犯罪者間で著しく異

なっている。（バートル＆バートル『犯罪心理学』北大路書房、2006 年、383 頁） 

 

実際、計画的に女性宅に忍び込む粗暴なレイプ犯、少年少女のポルノ写真を所持する小児わ

いせつ犯、未成年と性交渉に及んだために逮捕されたいわゆる法定レイプ犯、あるいは下着

泥棒やのぞき犯など、慣例的に「性犯罪者」と呼ばれる人間のタイプを列挙すると、例えば

その暴力性に関して大きな違いが見出されうる。かくして上述のバートル夫妻は前掲書に

おいて、いわば性犯罪総論には取り組まず、むしろ〈レイプ〉や〈ペドフィリア〉などの各

論的話題にそのつど焦点を置く。 

 さて本稿ではどうするか。あの芸人について想像力を働かせてみたい。強い衝動に屈した

のかな、と思ったりする。――私は、「性犯罪」という語で〈性的衝動のために行なわれた

違法な性的行為〉を意味する、と形式的に約定したい。たしかに、こうした約定によって、

「性犯罪」と呼ばれうる行動のいくつかがこの語によってカバーされなくなる1。とはいえ、

《性的な衝動を本質的なファクターとせずに行なわれる性犯罪は「性犯罪」と呼ばれるもの

のうちでとりわけ周辺的だ》と言えるならば（そして私は「言えるのではないか」と考えて

いるが）、「性的衝動」を鍵として定義された「性犯罪」概念を用いて議論を展開することに

も一定の意義があるだろう。そして――先取的に言えば――「性犯罪」をこのように規定す

る場合には当該現象について理解を深める議論が可能になる（詳細は第３節以降）。 

 先の約定について注意点が四つある。 

 第一に、定義における「違法な」はいわば法的限定である。すなわち、現実の刑法やそれ

                                                      
1 目下の定義に従うと、例えば、まったく性的衝動に促されず、純粋に復讐目的で強制わいせつを行なう、

などの事例は「性犯罪」と呼ばれなくなる。 
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に準ずる法律（その内実は時代や文化を通じて変化する）で禁じられた行動のタイプが「違

法」と呼ばれる、ということである。そして、《そもそも何を「違法」と見なすべきか》と

いう問いは本稿の関心外であるので、以下では「強姦」や「強制猥褻」などの典型的類型を

「違法な」性的行為と見なして頂ければ十分である。 

 第二に、「行為（action）」はたんなる物理的運動とは区別される。例えば――古典的な事

例だが――しゃっくりで肩がビクッと動くことは、決して「行為」とは呼ばれず、たんなる

「運動」である。こうなると《行為とは何か》という問いが生じるが、この点を突き詰める

こともまた本稿の関心を超える。いずれにせよ先の定義においては、性犯罪は――たんなる

運動を超えて――行為でなければならない、と約定されている。 

 第三に、「性的衝動」とりわけ「衝動（impulse）」についてであるが、これに関しても《そ

もそも衝動とは何か》という問いが生じるだろう。ここでは――言い訳めいた話だが――責

任や自己コントロールを考察する文脈で「衝動」なるものを論じた著作は今のところ少ない、

という事実を指摘したい。かくして私は、精神医学関連の知見を参照しつつ、《性犯罪者の

行為選択における衝動の働きはどのようなものか》などについて、今後の叩き台となるよう

な哲学的仮設を打ち立てるよう努めつつ議論を進めたい。 

 第四に、先の定義には「性的衝動のために」という表現が現れるが、ここでの「ために」

はさしあたり因果的な読みと理由的な読みの両方を許容するものと理解されたい。例えば、

強い性的衝動に押し流されてやむをえず行なってしまった行動も、あるいは自らの性的衝

動へいわば積極的にコミットして行なった行為も、いずれも「性的衝動のために」生じた振

る舞いだと言いたい。思うに、性犯罪者の犯行特徴の多様性を踏まえれば、「ために」のこ

うした柔軟な使用は正当化されるだろう。 

 

第２節 「自由と怒り」の議論 

 

 ダーウォルの著書 The Second-Person Standpoint の書評においてフィリップ・ペティトは

「自由と怒り」が「二十世紀の哲学論文のうちで最も影響力のあるものかもしれない」と述

べたが、この評価についてゲーレン・ストローソンは「疑いの余地がある」と指摘し「とは

いえトップリストには入るだろう」と付け加えた――というそれほど重要でないエピソー

ド（Strawson 2014: 4）に関して、大半のひとはどちらかというとストローソンの方に同意す

るだろうが、いずれにせよ「自由と怒り」は責任や自己コントロールについて考察するすべ

てのひとにとって必ずやその要点を押さえておくべき著作である。 

 論考「自由と怒り」は、《決定論と責任の関係は如何》という伝統的問題に取り組みつつ、

非難や処罰などのいわば「責任関連実践」を従来とはきわめて異なる仕方で見ることを可能

にする視座をひらいた。その議論を――最大限簡略化して――まとめれば以下である。 

 「自由」という概念を軸にして《決定論が正しい場合、非難や処罰などの責任関連実践は

すべて不当なものになる》と主張する議論がある（cf. Strawson 1962, sec.2）。それは、非難
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や処罰に「ふさわしい」存在になるためにはある種の自由が必要だが、決定論はこの種の自

由を排除する、という馴染みの論証である。もちろん――この点もよく知られているが――

非難や処罰を正当化するためには《その実践がひとびとの行動を望ましい仕方で統制する》

という帰結的利益で十分だ、と考える論者もいる。とはいえ、ストローソン曰く、この種の

利益はそもそも厳密な意味の「ふさわしさ（desert）」に関わるものでない以上、すなわちそ

うした利益はひとを非難や処罰に「ふさわしい」ものにしうる類のファクターでない以上2、

それは非難や処罰の基盤としては不十分である（Strawson 1962: 74）。 

 「怒り」という概念から出発してストローソンは以上の議論に一石を投じる。手っ取り早

い理解のために役立つ問いは次である。はたして非難や処罰などの責任関連実践は次の（１）

から（３）のいずれと本質的に関わる事柄なのか。 

 

（１）例えば「反因果的な自由」などの形而上学的アイテム 

（２）統制・管理・矯正などの社会政策 

（３）怒りや義憤などの感情や態度を構成要素のひとつとする、人間的な生活の基本形式 

 

ストローソンの答えは周知のとおり（３）である。彼によれば、責任関連実践は「人間的な

生の一般的枠組み」（Strawson 1962: 83）に属す。それゆえそうした実践はたとえ決定論が正

しくても決して放棄されえない。――どういうことだろうか。説明は次段落と次々段落（ス

トローソン用語を太字にした）。 

 私たち自身の生のあり方を反省してみよう。私たちは、犬や石に対するのと根本的に違っ

た仕方で、ひとに対して怒りの態度をとる。私たちは、ひとの態度や行為に現れる善意や悪

意に反応して、このひとへ感謝や怒りの態度を振り向ける3。このようにいわゆる「意志の

質」に応答する形で生じる感謝・怒り・赦し・（ある種の）愛などの感情あるいは態度を―

―よく知られているように――ストローソンは「反応的態度（reactive attitude）」と呼んだ。

こうした態度は、言ってみれば、私たちのあり方を人間的なものにしている根本的な要素で

ある。言い換えれば〈ひととして生きる〉とは〈相互的なやり取りにおいて善意・悪意・無

関心などを気にしつつ感謝したり怒ったりしながら生きる〉ということである。 

 さらに自己反省を続けよう。私たちは、ひととして生きるとき、「道徳的要求」や「道徳

                                                      
2  もちろん、非難や処罰にふさわしくないひとをそのように処遇することが帰結的な利益に鑑みて最も望

ましい選択肢になる場合もあるだろうが、こうしたケースにおいても当該人物は依然として非難や処罰に

ふさわしくない存在に留まる。逆に、帰結的利益の考慮のもとでは非難したり処罰したりすることが決し

て望ましくないひとについて「彼女は非難や処罰にふさわしい」と判断する、というケースもあるだろう。

――ストローソンが言いたいことはこのようなことだと思われる。 

3  例えば、悪意や無関心でもって突き飛ばされた場合と、自分を救おうとしたひとに突き飛ばされた場合

を比較すると、倒れた際の身体的痛みは同じでも、そのひとに怒りを感じるか否かの点で異なる――この

ことは、怒りという感情は相手の「意志の質」を基本的なパラメータにする、という点を示唆する。 
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的期待」と呼ばれうるものを互いに投げかけ合っている。例えば、見知らぬひとであっても、

そのひとが足蹴にされているのを見かければ、特別な事情がない限り、道徳的な腹立ちすな

わち義憤が湧きおこる――これは人間として自然なあり方だが、このような感情や態度は

私たちの間の道徳的要求が満たされないことに応じて生じる。そして、ひとびとの間で交わ

されるこうした要求や期待をまったく気にせず生きる、というのは文字通り「非人間的な」

あり方である。この意味で私たちは、ひととして生きるとき、いわば「道徳共同体の成員」

として生きている。――そして、ストローソンによれば、非難や処罰などの責任関連実践も

またこうした道徳共同体という人間的生の枠組みを形成し維持するところの基本的な要素

として理解されるべきである。例えば「非難」についてストローソンは「道徳的要求を課す

ということがまさしく非難や義憤への傾向をもつことにほかならない」と言う（Strawson 

1962: 90）。要するに、〈ひととして生きる〉とは〈道徳共同体の成員として生きる〉という

ことであり、後者はすなわち〈状況に応じてひとを非難する、そして場合によっては処罰す

る〉ということなのである。 

 こうしたストローソンの立場と従来の考え方の違いは以下である。一方で従来の論者は

責任関連実践を、いわゆる「合理的正当化（rational justification）」を要するものと考えてき

た。そしてある論者は正当化根拠として形而上学的自由を、別の論者は何らかの帰結的利益

を提示した。だが、ストローソンによれば、こうした論者は「事態を過度に知性化している」

（Strawson 1962: 91）。すなわち曰く、 

 

私はここまで人間的な態度や感情を構成要素とする一般的な構造について、すなわち態

度や感情が織りなす網について語ってきた。たしかにこうした構造の内側では改変・方向

転換・批判・正当化が限りなく行なわれうる。とはいえ正当化はこの構造の内側の問題（あ

るいはこの構造の内側で行われる改変の問題）である。そしてさまざまな態度を構成要素

とする一般的な枠組みの存在は、人間が社会をつくるという事実と同時に与えられるも

のである。そしてこの枠組みは、全体としては、外側からの「合理的」正当化を必要とせ

ず、そしてそうした正当化を許容するものでもない。（Strawson 1962: 91） 

 

要するに、従来の論者は《非難や処罰などの実践は何らかの「外的な」根拠を通じて正当化

されうる》と考えた点で問題の実践へ適切な仕方で向き合っていなかった、ということであ

る。ストローソンによれば、たしかに個別のケースに関しては「このひとを責めるのは正当

だろうか」と問い、特殊な事情を勘案して「免責（excuse）」したり、そもそも責任を問いう

る対象から「除外（exemption）」したりすることがある4。とはいえ責任関連実践の全体はそ

                                                      
4  ストローソンは――有名な点だが――怒りなどの反応的態度を抑制する要件として、（１）「彼は知らな

かったのだ」などで代表されるタイプと（２）「彼の精神は完全に異常をきたしている」などで代表される

タイプを挙げる（Strawson 1962: 77-80）。前者においては特定の反応的態度が抑制されるが、後者において
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もそも合理的正当化の必要な何かではない。私たちは、決定論と責任の関係を考察する際に

は、こうした実践の根本性――すなわちこの実践が人間的生の根本形式に属すこと――を

しかと留意せねばならない。 

 以上の議論は多くのひとに一種の安心感を与えたにちがいない、と私は感じる。すなわち、

多くの論者はストローソンの論考から《責任関連実践が全体として不当だと判明すること

はありえない》という精神のセーフガードを引き出した、ということである。その結果、い

わゆる「硬い決定論的」論証の単純なタイプ――すなわち「すべての行動は遺伝と環境の結

果であらざるをえないので、非難や裁きという実践は総じて不当であり、私たちはそれを止

めねばならない」という議論5――は魅力を大きく減じてしまった。この種の「頭でっかち

な」論証を提示することそれ自体が人間の基本的なあり方へ目を向けていないことの証左

だ、と言われるわけである。こうした批判には無視できない重要性がある。ただし注意すべ

き点もある。いったん節を変え、性犯罪をめぐる話題に立ち返りつつ、この点を説明しよう。 

 

第３節 なぜ性犯罪者を非難し処罰するだけでは足りないのか 

 

 インターネット上ではしばしばギスギスした「非難空間」が生じる。例えば――顕著と思

われる例だが――性犯罪をめぐるヤフーニュースのコメント欄を見ると決まって「死刑だ」

や「去勢しろ」という言葉を目にする。私自身は、たとえ性犯罪者が何らかの点で必ずや非

難されるべき人物であるとしても、この種の短絡的な（と言っていいと思うが）非難姿勢と

は一線を画したいとつねづね考えている。さて、はたして典型的なネット義人に堕さない仕

方で性犯罪と向き合うためには何が必要だろうか。 

 結論から言えば――私の積極的主張のひとつだが――自らの非難実践を、熟慮を通じて

明らかになる当該実践の複雑さによって媒介することが不可欠である。別の角度から言え

ば、《不正を行なったひとは非難されるべき》という義務へ無条件的に従う仕方でひとを非

難するのではなく、むしろこの義務から一定の距離をとりながら非難すべきだ、ということ

である。――どういうことだろうか。以下、性犯罪のケースに即して説明したい。 

 典型的なネット義人は、必ずしも悪意によってではなく、むしろ正義感に従って性犯罪者

を「死刑だ」や「去勢しろ」と非難する。彼ら／彼女らは、少なくとも狭い意味で、正義を

実践している。そこに不足しているものがあるとすればそれは「不正を行なったひとは非難

されるべきだが……」のリーダ部分「……」で表現される熟考である。簡潔に言えば、いっ

たん立ち止まって考えてみる姿勢である。実に、直接的な怒りはひとをして「死刑だ」や「去

勢しろ」と言わしめるが、熟慮によって媒介された怒りはいわばより人間的な言葉を語らせ

                                                      

は反応的態度が全面的に抑制される、というのがふたつのタイプの違いである――そして上記の「免責」

は前者に、「除外」は後者に関わる。 

5 例えば Smart 1961 で提示される。 
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てくれる。 

 仮に――第 1 節で約定したように――性犯罪者が〈性的衝動のために違法な性的行為を

行なう者〉であるとして、そもそも性的衝動のために何らかの行為を行なうとはどのような

事態だろうか。紙幅の許す範囲で、熟考を実践してみよう6。 

 第一に、たとえ性的衝動が最高度の強制性を備えている場合でも、性的衝動のために行為

するひとは例えば〈屈強の男たちに掴まれて嫌な場所へ強制的に連れていかれるひと〉とは

異なる7。なぜなら、後者のひとはつねに自らを連れ去る力に反抗しようと意志しているが、

前者のひとの行為プロセスには〈意志が屈服して衝動に従う〉という要素――すなわち前者

にはない要素――が含まれるからである。かくして、強制力によって一定の結果状態まで追

いやられたひとはその結果に対して責任を有さないが、性的衝動のために行為する者はそ

の行為に関して決してこれと同じ仕方では免責されない。 

 第二に、言葉をもたない動物は自らの衝動について「それに従うべきか否か」という反省

的検討を行ないえないが（なぜなら反省は表現媒体としての言葉を前提するので）、人間は

こうした検討を行なうことができる。この意味で、いかなる人間も――彼女／彼が人間であ

る限り――衝動の無批判的奴隷ではない。こうした点からも判明するように、性犯罪者を一

種の獣と捉える見方は、人間とたんなる動物の間の重要な違いを看過している。それゆえ性

犯罪者を獣と同じように処遇することは適切でない。 

 第三に、性犯罪者のうちには、自らの性的衝動を忌み嫌っているひとがいる（その割合に

ついて私は知らないが）。そして、性的衝動に屈して行なわれた不正について、それを悔い

たり恥じていたりしているひとがいる。フランクファートの術語を用いれば、性犯罪者のう

ちの幾人かは「心の底から（wholeheartedly）」自らの性的衝動を受け入れて行為しているわ

けではない。すなわち彼女ら／彼らは、例えば、自らの諸々の欲求のうちで、実際に実現さ

せたいと反省的に評価するところの欲求を実現へ齎す、などの自己統制を失敗している

（Frankfurt 1987: 43-44）。むしろ、当該衝動が行為として実を結んで欲しくない、と考えて

いる。この意味で、性犯罪者すべてを性欲の権化と見なすことは必ずしも妥当でない。 

 第四に、たとえ自らの性的衝動を忌み嫌っている性犯罪者の場合でも、彼ら／彼女らの行

為は多くの場合、結果として〈他者危害を伴う行為を実行すること〉と〈こうした行為を避

けること〉という選択肢の間で前者を選ぶものだと言える。この意味で性犯罪者の多くは、

理由はどうあれ、他者に危害を与えるという不正にコミットしている。 

 第五に、前段落の指摘を行なう際には、《そうした行為を実行しないことによるフラスト

レーションは性犯罪者にとって持続的かつ苛烈なことがある》という事実も看過してはな

                                                      
6 以下の議論を組み立てる際に参考にした例えば著作は次である。吉岡隆・高畠克子編『性依存――その理

解と回復』（中央法規、2001 年）、中村俊規・小田晋・作田明著『脳と犯罪／性犯罪』（新書館、2006 年）、

なだいなだ・吉岡隆・徳永雅子『依存症（アディクション）――35 人の物語』（中央法規、1998 年）。 

7 こうした例および関連する議論が Aristoteles, Ethica Nicomachea, III, 1 にある。 



8 

 

らない。それゆえ性犯罪者のうちの少なくとも幾人かは、〈盗みの快感を味わいたいがため

に梨を盗んだ少年時代のアウグスティヌス〉8には似ておらず、むしろ〈継続的に不快を与

えられながら「他人への危害を伴うあの行為を実行すればこの不快を取り除いてやる」と脅

されているひと〉と類似点をもつ。幾人かの性犯罪者はある意味で脅迫の犠牲である。 

 第六に、前段落のようなアナロジーを打ち立てる際には、問題の「脅迫」が免責の要件と

なりうるか、も反省的に検討せねばならない。一般的に、脅迫が免責の要件たりうるのは、

通常のひとに対してその脅迫に屈しないことを合理的に期待できない場合だ、と言われる。

そして、どのような具体的ケースがこの条件に当てはまるかと言うと、例えば殺される危険

がある状況である。他方で、性犯罪者が犯行に至らないときに曝されるフラストレーション

の害悪の度合いは、殺される場合の害悪の度合いと比して小さいだろう。かくして性犯罪者

の幾人かの行為決定における「脅迫」は完全免責に至らないと言える。 

 ――こうした熟考はさらに続けていくことができるが（そしてさらに続けるべきだが）、

いったん止めて《こうした熟考から何が明らかになるか》を明確化したい。思うに、考慮す

べきことを考慮する際には、性犯罪者に対する私たちの見方はいわば「中間的な」様相を帯

びる。一方で、性犯罪者も一定の反省的思考を行ないながら生きる存在である以上、私たち

は彼ら／彼女らを獣の一種と見なすわけにはいかない。他方で私たちは彼ら／彼女らを悪

魔と、すなわち〈純粋に不正を意図してそれを為す存在〉と見なすべきでもない。私たちは

むしろ彼ら／彼女らを、性的衝動という身体的ファクターに翻弄されながら自らの意志を

働かせる存在と、すなわち「人間」と見なすべきである。 

 おそらく、性犯罪者を非難し処罰するだけでは適切な処遇たりえないのは、彼女ら／彼ら

が（前段落で述べた意味で）悪魔でなく人間だからであろう。なぜなら、悪魔が純粋な悪意

のみから不正を為すのに対し（それゆえ悪魔には純粋に応報的な対処がふさわしい）、人間

の意志決定は身体的要素の影響を被りうるからである。したがって、意志決定が性的衝動に

翻弄される度合いに応じて、より積極的な治療的介入がふさわしくなる。性的衝動に翻弄さ

れながら意志決定を行なうひとの状況は、嵐の中を航海する船に似ているかもしれない9。

言うまでもなく、嵐の中であれ一定の行為は非難および処罰に値するのだが、それでもひと

を翻弄する嵐を避けること、あるいは（ぎこちない表現だが）「そうした嵐を取り除くこと」

も怠ってはならないだろう。 

 以上をまとめれば次のようになる。「不正を行なったひとは非難されるべきだが……」の

リーダ部分「……」で表現される熟考を実践すれば、性犯罪者が獣でも悪魔でもなく人間で

あることが判明する――その結果、「死刑だ」や「去勢しろ」と性犯罪者を非難するだけの

態度の狭さもまた明らかになる。 

                                                      
8 Augustinus, Confessiones, II, 4. 
9 Aristoteles, Ethica Nicomachea, III, 1 にあるように、嵐の中では例えば〈海に荷を投げ捨てる〉などの普段

は決して選ばれない行動が為されることがある。 
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 このように、《不正を行なったひとは非難されるべき》という義務から一定の距離をとる

ことは重要だが、ストローソンの論考はこうした距離を排する危険性を備える。たしかに

《不正を行なったひとは非難されるべき》という義務へ無条件的に従うことの勧めが「自由

と怒り」に見出されることはなく、さらには問題の義務に対する留保さえ見出されるのだが、

それにもかかわらず、ストローソンが非難や処罰などの実践は「人間相互の通常の態度への

私たちの自然なコミットメント」（Strawson 1962: 83）に根差すと述べる際に強調された論点

があまりに鮮烈であるため、読者はついつい当該論文から《怒りや義憤を喚起するようなこ

とを行なったひとは非難され処罰されることが自然であり正当だ》という見方を引き出し

てしまう10。この意味で「自由と怒り」は危険なテキストである。 

 私の考えでは、ストローソンの論考に対する批判者の多くが試みていることは、まさにこ

の種の危険性へ対処することである。すなわち、《不正を行なったひとは非難されるべき》

という義務（以下、「正義の義務」と呼ぶ）といわば「ベッタリ」にならないための防護柵

をたてること、である。彼ら／彼女らの批判から得られるものは多い。次節で確認しよう。 

 

第４節 「自由と怒り」に対する批判 

 

 よくよく考えれば、ある意味で、私たちはいかなる行為についても責任を有さない。実際、

私たちの行為はすべて与えられた内的所与（遺伝など）と外的所与（環境など）の結果であ

る。正しい大人に成長するために行なわれる行動選択はどれもそのつど与えられた所与の

結果であり、悪しき大人に成長するために行なわれる行動選択もそうである。私たちは自分

が自分の力で何かを為していると考えているが、自分が「している」と思っている事柄はよ

くよく考えれば一定の所与の結果として「起こる」ことにすぎない。この意味で、行為なる

ものは幻影であり、すべてはたんなる出来事にすぎない。そして善人と悪人の差異も、よく

よく考えれば、運の産物にすぎない。善人は自分のコントロールを超えた一定の所与のおか

げで善人たりえているのであり、悪人が悪人であるのも同じ仕方による。それゆえ、よくよ

く考えれば判明することだが、善人が悪人をその悪事のために責めるのは重要な意味で不

                                                      
10 具体例に触れたい。例えばエリック・ラミレスは、ストローソン流の見方において道徳的責任を帰すこ

との必要十分条件は〈反応的態度が適切であること〉だと指摘するが、例えば怒りという反応的態度が適

切になる条件としては「私たちに不正を行なったにもかかわらず後悔しない者に対して私たちが怒る場合」

を挙げる（Ramirez 2013: 226-227）――ラミレスの論考全体へ文句を言うわけではないが、これでは《不正

を行なって後悔しない者は非難されて当然だ》という単純な見方をストローソン主義へ押しつけることに

なりかねない。また――文脈を考慮しない引用で気がひけるが――ストローソンの議論を紹介するハーバ

マスの「明らかに感情というものは、ちょうど知覚が事実の理論的説明に対して持つのと同じような意義

を行為の道徳的正当化に対して持っているのである」（三島他訳『道徳意識とコミュニケーション行為』岩

波書店、1991 年）という言明も誤解を引き起こしかねない。というのもこうした言明は《怒りや義憤が非

難を正当化する》という見方を含みうるからである。 
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当である。なぜなら、そのように責める際、善人は自分と悪人の差異が運の産物にすぎない

ことを見過ごしているからである。 

 ――ストローソンの批判者の多くはこのタイプの考察へひとびとの目を向けさせようと

する。その目的は、私の解釈では、正義の義務から必要な距離をとるためであり、それを通

じて私たちの責任関連実践を道徳的にベターなものにするためである。以下、幾人かの論者

の実際の議論を手短に確認しよう。 

 ゲイリー・ワトソンは、ロバート・ハリスという凶悪犯罪者を例にとり、考慮すべきこと

を考慮すればこうした犯罪者への私たちの反応はある種の「両義性（ambivalence）」を伴う

と指摘する（Watson 1987: 244）。そしてこうした両義性の次元を捉えていない点でストロー

ソンの論考は不十分である。――どういうことだろうか。 

一方で、ハリスについて私たちが《彼は、銀行強盗で使用する車を手に入れるため、まっ

たく無関係の若者ふたりを銃殺した》という事実を知ると、私たちは「その冷血と邪悪さに

対して道徳的な怒りと嫌悪でもって応答する」（Watson 1987: 238）。他方で、これに加えて

彼の不幸な生い立ち――アルコール依存症の両親・学習障害と言語障害・貧困・いじめ・レ

イプ被害など11――について知るならば、ハリスに対する私たちの反応的態度は複雑化する。

曰く、 

 

 ハリスのストーリーの「全体」を視野に入れるときには、衝突する反応が生じる。彼がそ

れであったところの少年に対する同情が、我がそれであるところの男に対する怒りとぶ

つかり合う。［…］どちらの反応ももっともなものなのだが、それらをひとまとめにして

も、決して首尾一貫した仕方の全体的反応はできあがらない。（Watson 1987: 244） 

 

ここでは私たちの反応的態度がストローソンの語ったところよりも複雑であることが指摘

されている。ここから何が言えるか。ワトソンは続ける。 

 

 《ハリスの残忍さは彼の生育環境に対する理解可能な反応であった》という事実は、同情

の基礎となるだけでなく、次のような考えの基礎となる。それは、もし私がそうした環境

                                                      
11 Watson 1987: 239-242 の紹介によると、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。 
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にさらされていたならば、私も同じように凶悪になっていたかもしれない、という考えで

ある。［…］こうした考えは、たんに存在論的な不安を引き起こすだけでなく、同時に他

者との同等性の感覚を引き起こす。私もまた可能的な罪人だ、ということである。 

 ［…］道徳的運に関わるこうした考えは、各人の目を自分自身へ向けさせる。そしてそれ

は、自分はひとを非難する資格がある、という感覚を減じる。私が悪を行なう可能性が現

実化しなかったという事実は、私の知る限り、私が自分の功績としうる事柄ではない。《他

者は、こうした点に関して、自分自身と違いがない》という点の気づきは、他者を切り捨

てる敵意の効果と衝突する。（Watson 1987: 245） 

 

こうした指摘を通じてワトソンの強調したいことは、ひとつに、〈不正を犯したひとを、そ

の表面的行状に基づいて、ひたすらに非難する〉という態度の狭さである。というのも、事

実として、過去の因果的歴史を考慮に入れることは私たちの反応的態度に陰影を加えるか

らである。一般に、当人のコントロールを超えたファクターにもとづいてそのひとが道徳的

に評価されるという事態は「道徳的運（moral luck）」と呼ばれるが、ハリスの生育環境へ目

を向けることは重要な道徳的運の存在に気づかせる効果を持つ12。そして、ワトソン曰く、

「道徳的運に関するこうした気づきは、道徳的自己は当人の達成物なのだという見方に留

保を齎し、私たちの反応的態度にアイロニーの感覚を付け加える」（Watson 1987: 246）。す

なわち、私たちは――次節で再び強調するように――ハリスのような悪人を非難せざるを

えないのだが、それでも私たちは反省を通じて《自分には彼を非難する資格がない》という

点に気づいてしまう、ということである。 

 思うに、《決定論が真であろうが偽であろうが、私たちは責任関連実践に本性上コミット

せざるをえない》という直感と同様に、《決定論が正しい場合には私たちの責任関連実践は

不当になる》という哲学的直感もまた十分に自然である、というゲーレン・ストローソンに

よるピーター・ストローソン批判（G. Strawson 2010: 75）も同様の文脈で理解されるべきで

ある。ゲーレンによれば、仮に非難や処罰などの実践が人間的生の一般的枠組みに属してい

るとしても（すなわちピーターの主張がその点で正しいとしても）、このことは《私たちが

こうした実践一般の正当性を問いうること》や《私たちがその正当性を否定しうること》と

矛盾しない。曰く、「私たちのコミットメントは複雑であり、互いに衝突するところがある」

（G. Strawson 2010: 76）。同様の主張と解釈できるものにエヤーの議論がある。彼は《たと

え怒りや義憤などの反応的態度を全面的に廃棄することが不可能だとしても、こうした態

度が前提する信念――例えば、怒りの対象者はそのように扱われるのに「ふさわしい」、と

いう信念――が偽あるためにその種の態度がすべて「不合理」と見なされる可能性はある》

                                                      
12 なぜなら――成育史への考慮を通じて明らかになることだが――結果として悪人になるか否かは、究極

的には、ハリスのコントロールに属さない事柄であるにもかかわらず、彼は「悪人」と評価されているか

らである。 
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と述べるが（Ayer 1980）、ここでも私たちの態度の内的衝突が、すなわち自らの態度の自然

性に関する気づきとその非合理性に関する気づきの衝突が、指摘されていると言ってよい

だろう。そして――私の積極的主張だが――反省的熟考が明らかにしうる〈非難や処罰の不

当性〉は、私たちが正義の義務に「ベッタリ」になることを妨げる。 

 要点を別の角度から述べよう。ここで押さえるべきポイントのひとつは、ストローソンは

従来の論者が決定論と責任の問題を「過度に知性化している（over-intellectualize）」と批判し

たが（第２節参照）、この問題は――多くの論者が考えるように――実のところ相当に「知

性的」な側面も有する、という点だろう。私たちは、ひととして生きる限り、折に触れて怒

りや憤慨などの態度一般の合理性や正当性に関して「知性的に」考察する。スミランスキー

の言うように「自由意志および道徳的責任は、私たちの信念と納得の関わる事柄であり、私

たちの自然な反応の副産物ではない」（Smilansky 2001:244）。私たちは、ひとを非難したり

処罰したりする際に、それが正当であるかを反省しないわけにはいかない。スミランスキー

は「非難や処罰の正当化において自由意志の存在を考察せねばならないという倫理的要求」

を「正義の中心的把握（core conception of justice）」と呼ぶが、彼によれば、こうした把握の

おかげで私たちは不正な責任実践（例えば罪を犯していないひとを処罰することや連帯責

任制）などに対して「啓蒙された」態度をとることができる（Smilansky 2001: 243）。そして

――私自身が強調したい点だが――たとえ自由意志や自己コントロールに関する反省を極

限まで推し進めることが万人の根本的無責性を明らかにするとしても、この種の反省を無

益や有害と見なすべきではない。むしろ、人間にとって避けがたい道徳的運の事実を無視し

ない場合の方が、私たちはより人間的な仕方で、とりわけ赦しの余地を残すような仕方で、

ひとを非難したり処罰したりできるだろう。 

 以上のように少なからぬ論者が「自由と怒り」の議論をいわば「硬い決定論的な」発想で

媒介しようと努めている。そしてこうした媒介の意義も明白である（と私は言いたい）。な

ぜなら、こうした媒介を通じて、《はたして私たちは他者を正当に非難しうるのか》という

疑念が喚起され、上述の「正義の義務」に対して十分な距離がとられうるからである。要点

をまとめれば次である。「硬い決定論者的な」反省的熟考が帰結する《あらゆる非難や処罰

は根本的には不当だ》という見方こそが、私たちをしていわゆる「正義漢」13の振る舞いか

ら最大限の距離をとらしめるのだ、と。 

 さてストローソンの立場とそれに対する批判の間の争点は何だろうか。この点について

はネーゲルの定式化が分かりやすい。彼曰く、 

 

 ［ストローソンの立場においては］正当化や批判はシステムの内側でのみ意味を持つ。す

なわち、システムを外側から正当化することは不必要であり、それゆえ外側からの批判は

                                                      
13 〈正義の側に立っている〉と信じうることによって生じる快感を得るために不正を犯したひとを非難す

るタイプのひとはときに「正義漢」と呼ばれる。 
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不可能である。 

  この立場は間違っていると思う。なぜなら、ひとたび私たちが外側からの視点をとりえ

てしまえば、内側
、、

での批判を外側
、、

からの批判へ転じることを妨げうる術はもはや存在し

ないからである。（Nagel 1986: 125 強調は原著者による） 

 

ストローソンは責任関連実践が、私たちがその外側に立つことのできないシステム――私

たちの生の根本的枠組み――に属すと主張したが、上で紹介した批判者たちはこの点に反

対する。そして、本節で見てきたように、私たちは実際に責任関連実践一般の正当性を疑問

視しうる以上、私たちは少なくともひとつの意味ではその外部に立ちうる。とはいえ――私

は主張するが――私たちは、別の意味では、決して責任関連実践の外部に身を置くことがで

きない。そしてこの別の意味においてストローソン主義は依然として正しい。この点は次節

――すなわち本稿の最終節――の中盤で説明される。 

 

第５節 止揚されたストローソン主義とその帰結 

 

 仮に前節の指摘が正しいとすれば、私たちは不正を行なった者の非難や処罰を「不当なも

の」として一切止めるべきなのか。私の答えは「否」である。非難や処罰とは――前節で強

調したように――根本的には不当な実践なのだが、それでも私たちにとってそもそも止め

ることのできない実践である。以下、はじめにこの点を説明し、その後で私の「止揚された」

ストローソン主義を提示し、最後に性犯罪をめぐる問題への含意を引き出したい。 

 第一に、非難や処罰は根本的に〈止めることのできない実践〉だ、という点について。例

えば私は前節で《あらゆる非難や処罰は根本的に不当だ》と主張したが、そもそもこの〈主

張する〉という行為はさまざまな事柄へのコミットメントを含んでいる。ひとが何かを主張

することには、とりわけ、〈その主張が間違っていたときには一定の責めを受けることを当

然のものとして認める〉という過去向きの責任へのコミットメントや〈その主張へ合理的な

疑義が申し立てられたときには説明に努める〉という未来向きの責任へのコミットメント

などが含まれる。要するに、何かを主張することは責任を前提する実践なのである。かくし

て何かを主張することは、〈責任〉へのこうしたコミットメントに基づき、非難や処罰の可

能性へのコミットメントも含む。実際、私が何かを主張する際、もしその主張を不当な仕方

で否定するひとがいれば、私はそのひとを非難せざるをえない。また、そうした際の不当性

が甚だしい場合には、例えば何らかの個人的制裁によってそのひとを「罰せ」ざるをえない。

それゆえ「非難や処罰を一切止めるべき」という主張は不条理である。したがって私はこの

主張へ与することをしない。 

 このように非難や処罰などの実践は私たちの生の深い次元に属す。ただしここで考える

べきは《この深い次元がどのような次元か》である。ストローソンはそれを「人間相互の通
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常の態度への私たちの自然なコミットメント」（Strawson 1962: 83）と表現したが、この点は

批判的検討が必要である。思うに、仮にここでの「自然な」を〈人間の一切の行為に先立つ〉

という意味の「自然」としか捉えられないならば、いわば根源的責任の在り処を捉え損ねる。

おそらく私たちにとっての根源的責任は――前段落の議論が示唆するように――主張した

り、判断したり、決断したりする人間の能動性にも関わる。すなわち私たちが、与えられた

自然をある意味で「超えて」、与えられたわけでない事柄を主張したり判断したりすること

において人間の根源的責任は生じる。もちろん――ストローソンが強調したように――怒

りや義憤などの情念的態度も責任関連実践がその生命を得る場を形成するが、主張や判断

などのいわば能動的ファクターもまたそうした場を構成する本質的要素なのである。 

 結局のところ、私たちが主張したり判断したりする限りにおいて、非難や処罰などの実践

へのコミットメントは避けられない。このことは、私たちが反省を通じて《非難や処罰は根

本的には不当だ》という点に気づきうるとしても、そうなのである。根本的な観点に立てば

不当と見なさざるをえない実践へ不可避的にコミットしてしまう存在――これが人間であ

る14。 

 以上を踏まえれば、たとえ前節で紹介したストローソン批判が的を射たものであるとし

ても、あるタイプのストローソン主義――私はこれを「止揚された」ストローソン主義と呼

びたい――は依然として正しいことが判明する。それは、非難や処罰などの実践の正当性が

一般的に評価されうることを認めつつ、同時にそうした実践への私たちの不可避の行為遂

行的コミットメントを認める立場である。こうした立場が正しい場合にも、《決定論が真で

あろうが偽であろうが責任関連実践は放棄されない》という「自由と怒り」の中心的テーゼ

は成立する。 

 私はもともとのストローソンの立場よりも止揚されたストローソン主義を魅力的な思想

だと考えるが、その理由はこの考え方をとる場合の方がより明確に正義漢の振る舞いから

一線を画しうるからである。すなわち止揚されたストローソン主義者は、例えば性犯罪者を

その犯行に関して非難する場合にも、非難という実践の根本的不当性を頭の片隅に置く。そ

の結果、彼／彼女は（変な言い方だが）できる限り「非難的でない」非難を行なおうと努め

ることになる。――どういうことだろうか。 

 《非難とは何か》に関しては哲学者の間でいまだコンセンサスはない。とはいえ大半の論

者が共有する理解が存在し、それは《非難は本質的に「過去向き（backward-looking）」の実

践だ》というものである。実際、非難という営みには、すでに生じた害悪や不利益に関して

「それはあのひと／あなたのせいだ」と判断することが属し、同時に過去に関するこうした

判断に基づいて問題の人物に対して否定的な関係性を取り結ぶことが属す15。具体的には、

例えば神がゴダイヴァ夫人の裸を盗み見たピーピング・トムを「何を見ておるのだ」と咎め、

                                                      
14 これが予稿で予告したところの、人間の「矛盾的」状態である。 

15 こうした点については例えば Scanlon 2010 を参照されたい。 
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この判断に基づいて彼を雷で罰するとき、こうした非難は「窃視によって生じた害悪はトム

のせいだ」という判断を含む16。他方で止揚されたストローソン主義者は、《覗かなかったそ

の他すべての市民とトムの違いは運の産物にすぎない》と見なす視点を有しているため、非

難に含まれるこの「過去向き」の判断――すなわち「トムがやった」という判断――からで

きる限り距離をとる。かくして次のように言える。過去に害悪や不利益を生み出した人に対

してそれに相応した分量の害悪や不利益を返すことによって正義を実現する「後ろ向き」の

スタンス――すなわちときに「応報主義（retribution）」と呼ばれるスタンス――を非難とい

う実践は本質的に含むのだが、止揚されたストローソン主義者の行なう非難はこうしたス

タンスからできるだけ自由であろうとする点で、それは「非難的でない」非難なのだ、と。 

 では止揚されたストローソン主義者の行なう非難は積極的にはどのようなものか。それ

は以下のような意味で「未来向き（forward-looking）」なものである。止揚されたストローソ

ン主義が《根源的責任の在り処は主張や判断などの主体の能作だ》と主張した点からも予測

されるように、この立場において〈責任をもつ〉という事態は、根本的には、〈他者へ責任

を押しつけること〉から生じるのではなく、むしろ〈自らが責任を引き受けること〉におい

て成立する。具体的には、例えば止揚されたストローソン主義者があの芸人やピーピング・

トムを責める際、彼女の責任関連実践のウェイトは、決して生じた害悪を問題の人物に帰し

て「正義の回復のためにしかるべき償いをせよ」と要求することに置かれるのではなく、む

しろ《自分はこの事態に対して何をすべきなのか》という自らの責任を問うことに置かれる。

この立場においては、〈他人へ責任を帰すこと〉もまた〈自らが責任を引き受けること〉の

派生態である（すなわち、自分の根源的な責任のもとで「お前は不正を犯した」と責める、

ということである）。このように、自己に対して「何ができ、何をすべきなのか」と未来向

きの責任を問い、自らの決断を通じて非難や処罰などの実践――すなわち根本的には不正

と見なさざるをえない実践――を引き受ける、というのが止揚されたストローソン主義に

とっての責任関連実践の本来的なあり方である。 

 さて――冒頭で述べたように――本稿を導く問いは「性犯罪者へどのような眼差しを向

けるべきか」であるが、今や止揚されたストローソン主義がその答えを与えてくれる。それ

は、性犯罪者への眼差しは、自己への眼差しであるべきだ、というものである。最後に手短

にこの点を説明しよう。 

 たしかに私たちはときに性犯罪者を責めざるをえない。とはいえ、彼／彼女に「性犯罪者」

の烙印を押し、正義の回復の名のもとに彼／彼女へさまざまな「負債」を課し、彼／彼女が

いわゆる煉獄山を登り切れるかどうかを他人事して眺める、というのが私たちの責任関連

実践の根源相であるならば、私はそれを「大切な何かを欠く」と評価せざるをえない。そし

て――止揚されたストローソン主義が示唆するように――私たちは別の仕方の非難も実践

                                                      
16 「いえ、私が見ようとしたわけではなく、悪魔に唆されたのです」という応答が神に対する弁解になり

うる、という事実はこの点の証左だと言える。 
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することができる。すなわち性に関わる害悪がすでに生じてしまった状況を前に「自分には

何ができるのか」と自らに問いかけることが根源相となるような非難関連実践である。こう

したスタンスをとれば視線はおのずと前方を向く。そして、辛辣に責めることが自分にとっ

てベストなのか、という批判的な問いかけも生じる。もちろん辛辣に責めることが最良の選

択肢のひとつと見なされざるをえない状況もある（大半のネット義人はそうした状況にな

いだろうが）。いずれにせよ、重要なポイントは《自己の責任が問われているか否か》であ

る。そして例えば性犯罪者の治療という試みはこうした自己の責任をめぐる問いに対する

ひとつの応答であると言いたい。 
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