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無自由への自由――青山拓央『時間と自由意志』について 

 

山口尚（iamagtius@yahoo.co.jp） 

 

 

青山拓央の『時間と自由意志』（筑摩書房、2016 年）は、いわゆる「分岐問題」の考察を

通じて、世界の根本相が「無自由（afree）」であると主張する。青山によれば「自由／不自

由」という区別は、世界の根本的次元には属さず、そこから「離れた」次元に、すなわち〈ひ

と〉の次元に属している。言い換えれば、何事かを「自由」あるいは「不自由」と見なすこ

とは、実のところ、物事を一人称・二人称・三人称という「人称的な」仕方のいずれかで捉

えることだ、ということである。そして、私たちが自由や不自由のことを考える存在（すな

わち自由や不自由を気にする存在）であるのは、私たちが〈ひと〉の「人称的」次元の内に

生きる存在だからである。 

本発表の目標は、『時間と自由意志』を踏み込んで読解することによって、青山の主張を

より深く理解することである。青山に対する私の批判や非難や文句は、彼を理解しようとす

る私の考察の過程からおのずと滲み出してくるだろう。とはいえ《議論の目標は、青山を論

駁することではなく（このような恣意的意図を哲学の目標にしてはならないと思う）、青山

の考察する諸現象の理解を深めることだ》という点は強調しておきたい。青山が彼の著作に

おいて掴んだ真理をより明白なものへ展開する、というのが本発表の作業である。 

 以下では、自由をめぐる私自身の関心から出発して、徐々に青山の立場へアプローチして

いく。思うに、『時間と自由意志』はいわゆる「運の問題」の考察の系譜に接続する――そ

れゆえ、はじめに自由意志と運をめぐる問題を組み立てたうえで（第 1 節と第 2 節）、そこ

から「分岐問題」などに関する青山の議論の検討へ向かいたい（第 3 節以降）。 

 

１．自由意志の概念系 

 

 まず自由意志が問題になるケースをひとつ見てみよう。 

 A 氏が手にもっていた鉄砲から発射された弾丸が Y 氏の頭を貫いた（幸いケガで済んだ

とする）。さて、この件において A 氏をどう責めるかに大きく関わるのが、例えば《はたし

て彼は自由意志でY氏に向けて引き金をひいたのか、それとも誤ってひいてしまったのか、

あるいは暴発などの事故によるのか》という問いである。〈A 氏を撃つつもりで撃った〉な

どの自由意志の有無が A 氏の処遇に大きな違いを与える、ということである。 

 次にこの例を踏まえて、自由意志の哲学の出発点であるひとつの見方を確認しよう。それ

は、こうした「自由意志」の概念が「（道徳的）責任」や「コントロール」や「刑罰」や「非

難」や「合理的説明」などのアイテムと密接な相互連関をもつ、という見方である。すなわ

ちかかる見方においては、これらの諸項目は、以下の命題が述べるような、いわゆる「一蓮
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托生的な」関係にある。 

 

・A 氏が自由意志で Y 氏に向けて引き金をひいたというのは、Y 氏に向けて引き金をひく

か否かが A 氏のコントロール下にあったことを意味する。 

・A 氏が Y 氏に向けて引き金をひいたことの（そしてその結果 Y 氏にケガをさせたことの）

責任を有するのは、A 氏が Y 氏に向けて引き金をひくことを（そしてその結果 Y 氏にケ

ガをさせることを）コントロールできた場合だけである。 

・A 氏が問題の件のかどで非難されるべきなのは、A 氏が問題の件に責任を有する場合だけ

である。 

・A 氏が問題の違法行為のために処罰されるべきとなるのは、A 氏が問題の違法行為に責任

を有する場合だけである。 

・A 氏が自由意志で Y 氏に向けて引き金をひいた場合には、A 氏は「なぜそれを行なった

のか」という問いに対して合理的な説明を与えることができる。 

 

こうした見方は、先に「出発点」と名指したとおり、哲学者たちの叩き台としてさまざまな

角度から批判的に考察されてきた。その結果、例えばフィッシャーとラヴィッツァの立場に

おいては、「コントロール」の意味如何によっては、責任は必ずしもコントロールを前提し

ない、などと言われる（Fischer and Ravizza 1998）。だが――私たちはまだ考察の端緒にいる

ので――目下重要なのは、先人の考察の結果として提示された「ひねり」のある立場の細部

を見ることでなく、むしろ出発点の見方の自然さを確認することだろう。上記の諸命題は以

下のように正当化できる。 

 引き金をひくか否かがコントロール下にないのに「引き金がひかれたのは自由意志によ

る」などと言うことは不条理である。コントロールできないことに関して責任を負わされる

など理不尽である。責任のないことでもって非難されたり処罰されたりするのは不当であ

る。本人が合理的に説明できない行動を「そのひとの自由意志による」と見なすことは奇妙

である。云々。 

 このように、「自由意志」・「責任」・「コントロール」・「非難」・「刑罰」・「合理的説明」な

どは緊密な相互連関のうちにある、という見方が可能である。だが――さっそく問題的な領

域へ足を踏み入れるが――この見方は、一見した自然さに反して、むしろ私たちをある仕方

で困惑させるものなのである。 

 

２．道徳的運 

 

 A 氏のコントロールできない事態でもって A 氏を非難することは不当だ、というのは何

度も述べるように「自然な」見方である。だが、「コントロール」概念をいわば「理想的な」

意味で用いれば、こうした見方は私たちの実践と折り合わなくなる――この点を確認する
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にはトマス・ネーゲルの論考「道徳的運」（Nagel 1976）を参照するのが役立つ。 

 まず具体的な話から。例えば A 氏はゆっくりと銃口をあげ、それを立ちすくむ Y 氏の額

へ向ける。そして「合評会の恨みだ」とつぶやき、引き金をひいた。はたして、こうした場

合、引き金をひくか否かが A 氏のコントロール下にあったと言えるだろうか。 

厳密には「否」である。例えば《A 氏が首尾よく引き金をひけたこと》は《A 氏がそのと

きたまたま激しく咳こまなかったこと》などの彼のコントロール下にない事態に依存して

いる（cf. Nagel 1976: 32）。これだけでない。他人に向けて引き金をひけるためにはそれなり

の気性や性格を具えておらねばならない。ここでも《A 氏が引き金をひけたこと》は、遺伝

や生育環境に生み出された彼の気性や性格（すなわち彼のコントロール下にないもの）に依

存している。とはいえ――ここからが重要だが――目下のケースにおいて（特段の追加情報

がなければ）私たちは、A 氏は引き金をひいたことに関して非難されるに値する、と判断す

るだろう。要するに私たちは、「理想的な」意味ではコントロール下にない事柄のためにひ

とが正当に非難されることはありうる、と考えているのである。 

 実際、私たちの実践においてはしばしば、コントロール下にない事柄のかどで非難が行な

われる。例えばうっかり車を歩道へ乗り上げてしまったとき、たまたま歩行者がいなかった

とすればたいした問題にならないが、たまたま歩行者がいて轢いてしまった場合は厳しく

責められるだろう（Nagel 1976: 29）。だが《歩行者がいるか否か》は運転手のコントロール

下にない。かくしてこのケースにおいても、厳密にはコントロールできなかった出来事に依

存する事柄でもってひとが非難される、という事態が生じている。 

 用語をひとつ導入しよう。あるひとのコントロール下にない事柄でもって私たちがその

ひとを「非難に値する」などと判断する、という事態をネーゲルは「道徳的運（moral luck）」

と呼んだ（Nagel 1976: 26）。ネーゲルによれば道徳的運は「パラドクシカル」であり、理解

不能な事態である。なぜなら――先の「自然な」見方が述べるように――「コントロール」

と「責任」や「非難」は一蓮托生の関係にあるからである。とはいえ私は別の捉え方をした

い。ちなみに本発表で「道徳的運」の概念に触れるのは、これが青山の「分岐問題」の考察

に関連しているからである。 

 私の考えでは、道徳的運がパラドクシカルに感じられる理由は、「コントロール」概念を

理想的な意味で用いている点にある。状況は懐疑主義の問題と似ている1。例えば「……で

あることを知っている」の基準を〈……が間違いである可能性をすべて排除できている〉と

設定することはある意味で「自然」だが、このような基準をとる場合、いわゆる知覚的知識

はすべて知識の資格を失う。なぜなら例えば《私は S 女史が眼鏡をかけていることを知っ

ている》などの知覚的知識は、夢や幻覚の可能性を考慮すれば、間違いである疑いをつねに

伴うからである。だが――私はこう考えるが――知覚的知識に対する懐疑主義は、ひとつに、

                                                      
1 道徳的運の問題と懐疑主義の問題の並行性の指摘はネーゲルに帰されるが、彼は両問題をいわば「真正

の」問題と捉えている。それゆえ《これらの問題は、必ずしも正当でない理想化の結果として生じる》と

いう本発表の立場をネーゲルに帰すことはできない。 
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知識の基準をひたすらに「理想化」することの帰結であろう。そして私たちの実践における

知識帰属はいわば「理想以下の」基準でもって行なわれている（すなわち間違いの可能性を

すべて排除することは要求されない！）。コントロールと非難に関しても同様である。私た

ちは、現実の実践においては、「コントロール」概念を理想以下の意味で用い、これでもっ

て非難の正当性の根拠としている。例えば A 氏は、引き金をひくか否かを理想的な意味で

はコントロールできていないが、理想以下の何らかの意味ではそれをコントロールできて

いる――これが実践における私たちの判断である。 

 以上のように考えるとき、ひとつの問いが生じる。はたしてこの「理想以下の何らかの意

味」とは何か。私はこの問いに対するひとつの答えが『時間と自由意志』から抽出されうる

と考えている。そして――大事な点を指摘すれば――この問いへの回答は《ここでの理想は

何の謂いか》の説明を含むだろう。「理想」にもさまざまな意味がある。世界の「理想的な」

捉え方のひとつのあり方を提示することが『時間と自由意志』の重要な成果である。 

 

３．〈最中の運〉と分岐問題 

 

 目下の文脈における「運」はコントロールの不在を意味するのだが、運にもいろいろな類

別がある。例えば《ひとがどのような気質や性格をもつか》は究極的にはそのひとのコント

ロール外の事柄であるが、かかる気質や性格によってそのひとの行動が左右されることは

ときに「構成的運（constitutive luck）」と呼ばれる（Nagel 1976: 28）。また、例えばナチス政

権下のドイツに生きた堅固な忠誠心をもったひとは戦中の「公的奉仕」でもって戦後に非難

されうるが、フランスでレジスタンス活動の大義へ同じくらい固く忠誠を誓ったひとは戦

中の「公的奉仕」でもって戦後に称賛されうる――このように外的な条件が道徳的評価へ影

響を与えることはときに「環境における運（luck in one’s circumstances）」と呼ばれる（Nagel 

1976: 33）。 

 青山の議論と密接に関係するのはメレが「最中の運（present luck）」と呼ぶものである（Mele 

2006: 77）。例えば、戸外での喫煙が犯罪となったディストピア的近未来において、鴨川沿い

を歩く C 氏がくわえた煙草に火をつけるかどうか迷っているとする。加えて――近未来人

はみな知っていることだが――こうした選択が「非決定論的に」行なわれると仮定しよう。

すなわち、選択以前の時点において、C 氏は煙草に火をつけることもでき、つけないことも

できる、ということである。C 氏は迷いに迷ったが、延々と迷い続けるのも馬鹿ばかしいと

考え（思案を切断し）、結果として煙草に火をつけ、監視していた特殊警察に逮捕された。

とはいえ《C 氏が煙草に火をつけるかどうか》の決定には運が介在しているのではないか！

（運に左右される事柄でもって逮捕するとは何たることだ！） このように〈A できる〉と

〈非 A できる〉というふたつの可能性のもとで〈A する〉が生じるプロセスの「最中」に

現れる運を、メレは「最中の運」と呼ぶわけである。 

 『時間と自由意志』における分岐問題の考察はこうした「最中の運」の概念の解明とも捉
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えられる――と私は考えている。以下、この点を確認しよう。 

 歴史の分岐を理解する「自然な」考え方のひとつは以下である。〈着火できる〉と〈着火

しないこともできる〉というふたつの可能性のうち、C 氏が前者の可能性を選び、実際に着

火する、と。もしこうした考え方が文字通り成り立つとすれば、C 氏は〈着火〉あるいは〈非

着火〉という結果をコントロールできていることになるだろう。だが、青山の重要な指摘だ

が、「C 氏が前者の可能性を選び」と呼べるような瞬間 k は歴史のいかなる時点にも存在し

えないように思われる。理由の骨格は以下のジレンマである（青山 2016: 31-35）。 

 第一の角として、分岐するふたつの歴史の重なり合う時間セグメントのうちに問題の瞬

間 k があるとしよう。この場合、k は一方の歴史をして他方の歴史から離反せしめる十分な

契機たりえない。第二の角として、k が一方の歴史のみに属すとしよう。この場合、k は分

岐より後の時間セグメントのうちに存することになり、分岐の決定要因たりえない。 

 こうしたジレンマが提起する問題を青山は「分岐問題」と呼び、彼は複数の可能的解決を

指摘するのだが、ポイントは《いずれの解決においても、C 氏が一方の可能性を選び、実際

に着火する、というような描像が放棄される》という点である。例えば〈説明不可能な偶然

を承認する解決〉においては、歴史の分岐は次のように捉えられる。 

 

 ［…］「しかし、その分岐において一方が選ばれる要因は何なのか」と重ねて問うことは

できない。そのような要因がないということが、偶然の選択ということの意味であり、つ

まり偶然はこの選択において主語の働きをするものではない。偶然が、とりわけ出来事化

された偶然が無根拠に選択をする
、、

のではなく、無根拠な選択（主語なしの選択）がなされ

ること自体が偶然なのであり、このとき「選択」という語は特殊な比喩になっている。実

際には、偶然の選択
、、

などありえず、諸可能性の一つがなぜか、無根拠に、現実となってい

くにすぎない［…］（青山 2016: 90-91 傍点強調は原著者による） 

 

引用された文章は《歴史の分岐に主体的なコントロールが存さないこと》の指摘している。

メレの用語を使えば、「選択」と呼ばれる現象を掘り下げればそこに〈最中の運〉を見出さ

ざるをえず、結果として、コントロールの不在が明らかになる、ということである。かくし

て、仮に C 氏を屋外喫煙のかどで逮捕し処罰することの正当性が〈彼の選択における一切

の運の要素の排除〉を要求するのであれば、最中の運の存在はかかる正当性の土台を掘り崩

すことになる。C 氏の逮捕は不当だ、となるかもしれない。 

 

４．無自由 

 

 分岐問題のいわば「侵食度」は予想外に大きい。例えばこの問題へ〈説明不可能な偶然を

承認する解決〉で応じる場合、前節のロジックは「選択」と呼ばれる任意のケースに適用で

きるため、一切の「選択」はコントロールを伴わないことが判明する。他方で――この点は
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紙幅の都合上議論なしで言い切らせて頂くが――もし自由意志の働きうる場所が「選択」の

局面に限られるのであれば、前節のロジックは突き詰めると《世界には自由意志による行動

のコントロールなど存在しない》という帰結を齎す。 

 以上の議論が正しければ、コントロールは世界のうちに（とりわけ歴史のうちに）位置づ

けえない何かなのだと言える。そして、《世界にコントロールが不在だ》という事態が何を

意味するかというと、青山はこれを「すべての出来事は［…］起こるままに起こる」と表現

する（青山 2016: 164）。かくして、曰く、 

 

 この描像の下での人間も、決定／非決定関係としての自由／不自由の埒外にある点で、無

自由な世界の住人だと言ってよい。（青山 2016: 164） 

 

分岐問題の考察は《世界の根本相は、自由／不自由の区別なき、無主体の「無自由な」もの

だ》という洞見を齎す。すべては起こるままに起こる。ここにコントロールはない。 

 とはいえ、私たちの現実的実践を顧みれば言わざるをえないように、私たちは現に自由／

不自由の区別を気にしているではないか。それはなぜか。そして、私たちのこうした現実的

関心と、世界の無自由性の指摘との関係はどのようなものか。 

 『時間と自由意志』の全体的な議論構成に鑑みると、世界の無自由性の指摘もまた一種の

「理想化」の帰結だと言える。すなわちそれは、人間として生きざるをえない私たちが被る

認識上の「人間的」制約から離れて、世界をそれとして見る、という「理想化」の帰結だと

言える。——この点を理解するためには、まずもって私たちの生の人間的次元を瞥見せねば

ならない。以下、第 5・6・7 節で自由意志と〈ひと〉の次元を考察し、その後ふたたび世界

の無自由性の話題へ還帰する。 

 

５．二人称的自由 

 

 私たちは、少なくとも生の多くの局面において、自由／不自由の区別を気にする。例えば、

同僚に挨拶をスルーされたとき、意図的に無視したのか、それとも考えごとに邪魔されて言

葉が耳に入らなかったのか、を気にしたことがあるひとは多いだろう。一般に、コントロー

ルをめぐる実践的関心から完全に自由なひとはいない。 

 だがなぜ私たちはこうした関心を有するのか。この問いに対して例えばある種の帰結主

義者は「コントロールや責任への関心の存在は、一般的に、私たちの暮らしに有益である」

などと答えるかもしれない。とはいえ《この種の説明は的外れだ》と主張する哲学者もおり、

それがピーター・ストローソンである。彼は、有名な論考において、私たちが互いに行動の

コントロールの有無や責任の有無を問題にし合うことを「人間の生活の一般形式の一部」と

見なすべしと提案した（Strawson 1962: 83, 90）。彼の指摘のポイントは次のように表現でき

る。自由・コントロール・責任に対する関心は人間的生を構成する基礎的な要素であり、そ
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れは必ずしも生における他の要素（有益性など）によって基礎づけられているわけではない。

要するに、ひととして生きることがそれ自体で自由・コントロール・責任への関心を含む、

ということである。 

 思うに、青山の議論にはストローソン的な側面と反ストローソン的な側面があるのだが、

『時間と自由意志』の第 4 章 3 節と 7 節は次の意味で多分に「ストローソン的」である。そ

れは、そこでの議論が《人間として生きることがそれ自体で自由／不自由の区別の承認を含

む》ということを示唆する、という意味である。以下、その議論を再構成しよう。 

 まず具体的な話から。私は A 氏が銃口を私の方に向けるのを見ていた。どうして？ 私

は心の中で問う。あなたはなぜ私を撃とうとするのか？ 

 押さえるべきは、二人称の現れる空間は、本来的な意味の「他者」の現れる空間であり、

他者の現前せぬ内面の存在が認められる空間だ、という点である。加えて押さえるべき事柄

は、二人称の現れる空間に生きることは、たんに「あなた」や「君」と呼ばれる何かが存在

する空間に生きるということに留まらず、かなり多くのものを引き連れる、という点である。

例えば、何か（というよりむしろ誰か）を「あなた」と呼ぶときには、挨拶すれば応えうる

存在を認めることであり、特別な理由があれば挨拶をスルーしうる存在を認めることであ

り、「なぜ挨拶に応えないのか？」と問えば相応のリアクションを行なうだろう存在を認め

ることである。抽象的に言えば、二人称の現れる空間に生きることは、現前せぬ意図をもつ

他者の存在する空間に生きることであり、そうした意図のもとで行為する他者の存在する

空間に生きることであり、自由意志をもつ他者・自分の行動をコントロールする他者・自分

の行為に責任をもつ他者の存在する空間に生きることである。このように「二人称性の承認

自体が自由意志の承認と結合している」わけである（青山 2016: 176-177）。 

 要点を敷衍すれば以下のようになる。人間として生きることは「一人称／二人称／三人称」

という人称区別を行なうことを含むが、かかる人間的な生き方が（とりわけそこにおける二

人称性の承認が）それ自体で自由意志・コントロール・責任の存在の肯定なのだ――これが

青山の指摘である。こうした指摘において「コントロール」概念や「自由意志」概念がある

種の原初性を有する点は看過されるべきでない。すなわち指摘のポイントは、決して《……

という条件が満たされればそこにコントロールや自由意志の存在が認めるられる》という

点にあるのではなく、むしろ《人間として生きることにコントロールや自由意志の存在への

コミットメントがくっついている》という点にある。かくして私たちは、ひととして生きる

ときただちに、コントロールと被コントロールの区別や自由と不自由の違いを問題にする。

「二人称性の承認自体が自由意志の承認と結合している」（青山 2016: 176-177）とはまさし

くこの謂いなのである。 

 

６．人称性と自由をめぐる問題 

 

 人間として生きることは、いわば人称空間において生きることなのだが、これは同時に自
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由／不自由の空間において生きることでもある、というのが青山の主張であった。そして青

山は、二人称が〈行為の理由が見えないこと〉と、一人称が〈行為の理由が見えること〉と、

そして三人称が〈行動が原因に支配されること〉と関連していると述べ、両立論的自由‐リ

バタリアニズム的自由‐不自由といういわば〈自由様相の三幅対〉の振る舞いを一人称‐二

人称‐三人称を頂点とするいわゆる「人称三角形」で説明する（青山 2016: 196-204）。以下、

この点を確認しよう。 

 まず用語の定義から。両立論的自由、すなわち青山が「両立的自由」と呼ぶものは、「邪

魔の無さ」で特徴づけられる。外的な強制や低級な欲求や意志の弱さに邪魔されずに行為す

ることに具わるのがこの種の自由である。これに対してリバタリアニズム的自由、すなわち

青山が「自由意志」と呼ぶものは、「起点的選択」で特徴づけられる。芸術活動などに代表

されるいわゆる創造的行為に具わる自由がこれであると言えよう。ちなみに――大事な点

なので強調するが――この二種の自由は決して排他的ではなく、行為の内容によってはそ

れらのハイブリッドもありうる（例えば怠惰な芸術家は両自由を発揮して制作に臨む）。 

 かかる定義を踏まえると気になる点が生じる。青山は《両立的自由は一人称と、自由意志

は二人称と対応する》と指摘するのだが、私は低級な欲求に惑わされないという両立的自由

をあなたに認めることもあれば、創造的決断に関わる自由意志を私自身に認めることもあ

る。こうした事象に関して青山の枠組みは何らかの説明を与えねばならないのだが、この点

については次のように言われる。 

 

 ［…］二人称化された両立的自由と一人称化された自由意志は、二つの源泉がお互いに影

響を受け合ったのちの産物である。他者は「私」化されることで、可視的な〈理由〉形成

を伴う両立的自由の主体と見なされ、「私」は他者化されることで、不可視な〈起点〉性

を伴う自由意志の主体と見なされる。（青山 2016: 201） 

 

どういうことか。具体的内容へ踏み込む前に押さえるべき点は《両立的自由や自由意志が人

称性の次元に沿ってダイナミックに交錯し合う》という形式的構図である。実に、「人称」

はいわば観点であるので、私たちは同一の事柄を異なる人称のもとに捉えうる。かくして、

人称的把握の動きに応じて、自由の捉え方もまた運動するのである。 

 

７．〈私の他者化〉と〈他者の私化〉 

 

 では具体的な中身の話へ進もう。〈私の他者化〉とは何を指すか。この現象のメカニズム

の青山自身による説明は以下である。 

 

 自分自身を他者と見ることで自己認知の材料を増やすのではなく、逆にその材料を減ら

す――自分自身に不可視な領域を設ける――ことによって、自己を自由と見なしうる
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［…］。（青山 2016: 178） 

 

実に、一人称は「不可視なものはない」領域なのだが（青山 2016: 176）、ここに何らかの不

可視な領域を認めることが〈私の他者化〉であり、私を起点的自由の主体と見なすことであ

る。なるほど。とはいえこうした説明は私たちのどのような経験に光をあてるのだろうか

（この点が掴めなければ説明の有難味も感得できない）。青山はこの点を踏み込んで論じて

いないので、私の考えを提示したい。 

 自由意志が典型的に働く場を創造的行為と見なすとき、「自分自身に不可視な領域を設け

る」という表現は例えば芸術活動の重要な意味を解明することに繋がる。芸術家は自己自身

にとって明白な理由に導かれてひとつの作品を創り上げる、というわけではない。むしろ

〈内なるデーモンの声に促され非合理な跳躍を行なう〉というが芸術活動の本質に属する。

このように考えるとき創造的人間にとって最も重要な資質のひとつが〈勇気〉だという点が

判明する。ゴーギャンは嘲笑されることもあった。だが、ピンク色で大地を描くことを促し

た彼のデーモンを信じ、文字通り新たな色の大地を創造した彼は、芸術家のエートスの体現

者である。ゴーギャンの成功にはさまざまな運が関与しているが、それでもそれは彼の自由

意志の所産なのである。 

 創造に他者性を見出す立場は決して恣意的なものではなく、例えば（以上の議論と強調点

がだいぶズレるのだが）田島正樹もまた創造と他者を本質的に関連させる。彼においても他

者性は〈見えなさ〉であり、〈理解できなさ〉である。それゆえ他者性との出会いは、それ

自体で、何らかの解決が必要な問題との出会いなのである。そして、こうした点について、

田島曰く、 

 

 我々は問題状況と直面する時、つまりは他者性と出会う時、いわば神と共に創造の課題に

立ち会っているのであり、保証のないまま自由に賭けているのである。有限な我々にとっ

て、思考するとは、このような不確かな自由への試み以外では有り得ない。（田島 1990: 

231） 

 

自由の青山流の捉え方との共通点は、自由意志の行使が〈見えなさ〉を伴う一種の跳躍だ、

という点だろう。非合理ナル創造ニコソ自由意志ハ存ス（in creatione irrationali est liberum 

arbitrium）、というのは重要な認識だと言いたい。 

 〈他者の私化〉という発想は――紙幅の都合上手短に済まさざるをえないが――道徳の本

性に触れるものだと思われる。この点は青山も的確に言及している。 

 

 身体運動の感覚や、記憶や予期、そして効用や価値についての合理性を伴ったさまざまな

内語（諸選択肢についての考慮）。こうした一人称的体験は、個々を見ればどれも平凡で

あり、自由の中核を担うものとは言えない。それらはせいぜい、私の自由感を支えるもの
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に映る（→第二章第 2 節）。しかし、こうした平凡な要素があってこそ、他我の不可視性

はその価値を増す。見えない他者の内部にもこの種の自由感が生じているのでなければ

（そのようなものとして、私が他者を「私」化するのでなければ）、自由な他者の承認は

過度の抽象化の負荷を負わされるからだ。私を叩いた他者への態度は、その他者の内面に

何を読み込むかによって――私なら自由を「感じる」ような体験があったか否かによって

――主体に向かうものにもなるし、客体に向かうものにもなる。（青山 2016: 200 丸括弧

内の注記は原著者による） 

 

例えば K 氏が横になっているとしよう。何度も強調したように、他者性とは〈内面の見え

なさ〉である。とはいえ、青山も指摘するように、現実の他者関係はこれに尽きない。例え

ば、いわゆる「他者の痛み」は文字通りには体験できるものではないが、私は《歯が痛いか

ら横になっているのだ》や《午後の講義のためにいま休むことを最優先しているのだ》など

と K 氏に内面を読み込むことができる。実に――議論なしに断定して恐縮だが――かかる

〈他者の私化〉は私たちの道徳を構成する重要な要素である。そして、何らかの意味で「道

徳的に」生きることが人間的生に構成的であるならば、〈他者の私化〉もまた、ひととして

生きることの一部だと言えよう。 

 

８．無自由の極致 

 

 無自由性の話へ戻りたい。 

是非とも押さえて頂きたい点を繰り返そう。それは、人称空間のうちに生きる人間的な生

が、それ自体で、自由／不自由の区別の存する空間のうちに生きることなのだ、という青山

の指摘である。この指摘の含意はさまざまであろうが、本発表の文脈では次の点に注目した

い。すなわち、青山の指摘にはいわば〈自由／不自由の区別に対する私たちの拘りの根深さ〉

が表現されている、と。実に、ひととして生きることがそれ自体で自由／不自由の区別への

コミットメントを含む以上、ある意味で私たちは、人生のほとんどの時間において、この区

別を認める「バイアス」に捕まって生きていることになる。それゆえ――私たちが第 4 節で

見たような――世界の根本的な無自由性の自覚は、かかる人間的「偏見」から離れることに

よって初めて実現される。 

以上の議論に「理想／現実」の区別を重ね合わせてみよう。この場合、指摘しうることは

多い。第一に、本発表の前半でも見たように「コントロール」概念には理論的な捉え難さが

あるのだが、それでも〈ひととして生きざるをえない〉という私たちの現実性がかかる概念

の適用の十分な基礎になっている。逆から言えば、《最中の運の存在が一切のコントロール

を不可能にするので、私たちは何ものにも主体的コントロールを認めえない》と嘯くだけの

ひとは、自らの現実的あり方を看過している、ということになるだろう。 

 しかしながら、第二に、私たちはこうした人間的観点を「超える」こともできる。これは
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『時間と自由意志』の議論それ自体が立証していることだが、私たちは〈ひと〉の次元を離

れて世界を無自由なものと見なすことができるのである。そして、仮に世界をいわば「冷淡

に」出来事の流れと見ることを理想化と呼ぶことが妥当ならば、青山の《世界の根本相に自

由／不自由は属さない》という指摘もまた一種の理想化の結果だと言えよう。人間は人間的

視点を超えられる、というのは興味深い事象であるが、人間とはこうした不思議な存在なの

である。 

 とはいえ核心的な問題がまだ手つかずである。そもそもなぜ私たちは、「する／される／

させる／させられる」などの区別が存在する空間を脱して、すべてを「起こるがままに起こ

る」といういわば〈如〉の境地で捉えねばならないのか。世界の無自由性を自覚することの

意義は何か。この点に関して何らかの理解が得られなければ何かしらモヤモヤしたところ

が残り続けるだろう。本発表の締めとして、以下この点を考察したい。 

 なぜ世界の無自由性へ目を向けねばならないのか――ひとつの答えは、それが真理だか

ら、とりわけそれとして把握することが困難な真理だから、というものであろう。青山の姿

勢もこれである（と私は考える）。そして――重要な指摘だが――青山のこうした「ドライ

な」姿勢は、結果として、哲学史上稀にみるほどに「無自由な」無自由性のえぐり出しの成

功に繋がっている（比肩するのはパルメニデスくらいだろうか）。古代ギリシアに始まる哲

学の歴史全体における『時間と自由意志』の成果を述べよと問われれば、私は〈無自由性を

それとして極めたこと〉と答えたい。——以下、具体的に見ていこう。 

 青山は「世界の根本相が無自由であることの自覚が実生活に何かしらの変化を齎すか」と

問うて次のように言う。 

 

 変化はある。それも筆舌に尽くせないほどの変化があることを散発的で短い時間のなか

で、私は個人的に――哲学的議論とは独立に――経験している。しかし、そのような変化

を実感するような知り方
、、、

は、知的には不純であり、その知り方に伴う生活の変化も、つか

の間しか持続することはない。少なくとも哲学の探究においては、これは望ましいことだ

ろう。というのも、そこで知ったと感じていることは、あたかも一種の悟りのようなもの

として利用され、自己欺瞞的な生活をたやすく形成するからだ。（青山 2016: 208 傍点強

調は原著者による） 

 

要点は、実生活上の変化を意義として世界の無自由性を強調するなどの「プラグマティック

な」逆算を青山は行なわない、ということである。かかる姿勢はニーチェ的運命愛に対する

青山の批判にも見出せる。 

 世界の無自由な相を「ニーチェ主義的な」思想家が見れば、彼女あるいは彼は「ただこう

である、それだけ！ それがすべて！」と叫びながら運命を愛するかもしれない。とはいえ、

青山によれば、これは無自由性の認め方としては「不純」である。なぜなら、世界の根本た

る無自由性をまさにそれとして感得する場合、もはや通常の意味の「運命愛」の余地は存さ
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ないからである（青山 2016: 209）。実際、《すべてはあるようにある》という無自由な相を

それとて見るやいなや、世界は〈無いこともできたが有る〉という意味の恩寵であることを

止める。むしろそれは剥き出しの〈ただ有るもの〉になる。これはそもそも愛すべき対象で

も、愛しうる対象でもない。この意味において、世界の無自由な相の認知は、世界を最も「ド

ライな」仕方で見ることと連動している。彼女あるいは彼は、もはや愛さず、もはや驚かな

いだろう。 

 ——こうした視座に『時間と自由意志』の真価がある、と私は考えている。敷衍して説明

すれば以下である。 

 ニーチェ主義者の例からも示唆されるように、私たちは「自由」や「可能性」などの形而

上学的様相に絶えず欺かれる傾向にある。その結果、〈ただある〉という世界の根本的側面

を〈ただある〉という仕方で見ることに失敗し続けている。これは、「運命愛」を説くニー

チェ然り、「神への知的愛」を説くスピノザ然り、である。このように無自由の真理を掴む

ことはきわめて難しい。だが、だからこそ
、、、、、

無自由を無自由として捉えるべきだ、というのが

青山の主張であろう。過去の偉大な哲学者が超えられなかった壁がある。すなわち私たちは、

つねに「自由」なるものに囚われており、無自由へ向けて自由になることができない。自由

から自由になり無自由へ向かう、というある意味で根本的に「自由な」視座を与えているこ

と――これこそが『時間と自由意志』の重要な成果だと言いたい。 

 無自由性をそれとして見る視座に立てば、人間を「外部から」見る視点が獲得される。こ

うなると、自由意志をより深く理解しようとする際、〈人間〉と〈人間ならざるもの〉のさ

らに踏み込んだ考察が必要になるだろう。この種の作業には次のコメンテーターである C

氏が取り組むかもしれないし（彼のアブストラクトから私が推察することだが）、取り組ま

ないかもしれない。Y 氏は C 氏の内面を見通せないのだが、それだけに彼の創造的自由に

ついて確信している、と書き、筆を擱きたい。 
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