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Philosophy covers an immense range of topics, 

but part of its concern has always been with mortal life: 

how to understand it and how to live it. 

  – Thomas Nagel, Mortal Questions. 

 

 

 

 

 「分析哲学」と呼ばれる哲学思想のひとつの潮流が存在する、という事実は本稿を読むす

べてのひとがすでに知っていることであろう。では分析哲学とは何か。例えばマイケル・レ

アは、分析神学をテーマとしたアンソロジーの序論で、この思想潮流を次の五つの命法で特

徴づける（Rea 2009: 5-6）。 

 

 P1. 哲学的な立場あるいは結論が、形式化可能であり論理的に操作可能な文によって適切

に定式化されうる、というようなスタイルで書け。 

 P2. 正確さ・明晰さ・論理的首尾一貫性を最優先せよ。 

 P3. メタファーや、その他の〈意味論的内容が命題内容を超えるような言い回し〉、の実

質的使用（つまり修辞目的以外の使用）を避けよ。 

 P4. 十分に理解されている原始概念およびこれらによって分析可能な概念だけを用いて

作業するよう努めよ。 

 P5. 概念分析が可能な場合には、それを証拠の源泉として扱え。 

 

これに加えてレアは「ある種の基礎づけ主義と形而上学的実在論が分析哲学の多くの理論

作製の背後に潜んでいる」と指摘する（Rea 2009: 7）。彼は、こうした諸特徴がいわゆる「大

陸哲学者」と分析哲学者を分ける、と指摘する。 

 いや正確に言えば、レアは正しくも慎重に、分析哲学の彼自身の特徴づけから一歩距離を

とっている。彼は「P1-P5 は議論の余地がある」と述べ、基礎づけ主義と実在論に関しても

「分析哲学それ自体はこれらのテーゼにコミットしていない」と注記する（Rea 2009: 6-7）。

この点を踏まえると次のように言えるだろう。前段落で紹介した特徴づけはあくまで一種
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のスケッチであり、写実的描写ではない、と。そしてそれは、スケッチとして、分析哲学の

大まかな傾向についての理解を与えてくれる。 

 本稿は、レアの与えるような特徴づけは――その大雑把さを認めたとしても――なおも

問題含みだ、と指摘する。私の主張は（徐々に明確になるだろうが）簡潔に表現すれば次で

ある。レアの特徴づけはひょっとすると分析哲学の過去を映し出すのに便利かもしれない

が、それはこの思潮の未来を描き出すのにまったく適していない、と。実際、例えば「P1-

P5」というスケッチのもとに描き上げられる分析哲学の自己イメージは、しばしば、分析哲

学がより良い方向に伸長していくことを妨げている。以下では、このことを示す実例を挙げ、

そのうえで、私がベターだと考える分析哲学の自己イメージを提示したい。 

 本論へ進む前に、予稿でも説明したことだが、本稿が「分析哲学」で何を理解するかを述

べておきたい。リチャード・ローティは 1970 年代の後半に、「分析哲学者」という名称はす

でに本質記述的な内容を失い、「それは単にある伝統の成員たること――ある著作には精通

しているが他の著作には精通していないこと――を表わすに過ぎない」ものになった、と指

摘したが（「認識論的行動主義と分析哲学の脱超越論化」、冨田恭彦・野村直正訳、竹市明弘

編『分析哲学の根本問題』、晃洋書房、1985 年、363 頁）、この診断は現在ますます妥当す

るものになっている。例えば近年の日本では（他国でもだいたい同じであると思う）、ネイ

サン・サーモン、ダンカン・プリチャード、ブライアン・ロアー、タムラー・ソマーズ、マ

イケル・デヴィット、ジェイムズ・ウッドワード、リンダ・ザグゼプスキー、ヒュー・プラ

イス、ジョナサン・シャッファーやこの周辺のひとびとの論著を主な参照項としつつ研究を

進めているひとが「分析哲学者」と呼ばれているが、こうしたひとびとの共通点は〈ラッセ

ルとムーアの子孫であること〉ぐらいであろう。本稿も「分析哲学（者）」という語をこう

した系譜学的意味で使用する。この意味で、私自身もまた分析哲学者である。 

 本稿で行われることを、いま一度、別の角度から述べておこう。先にも触れたように本稿

は〈分析哲学のベターな自己イメージの彫琢〉を目指すのだが、そこに至る具体的なルート

して「自由意志の不在をめぐる議論」を選ぶ。その理由は私自身がこの問題を長年考察して

いるからである。本稿の結論は、先取りして言えば、分析哲学における自由意志の不在の主

張の真価を掴むには、「論証（argument）」というファクターに焦点を合わせるよりも、「理解

（understanding）」という契機を大切にする方がよい、というものである。分析哲学者はしば

しば、自分は論証を扱うことを生業にしている、という自己イメージをもつ。私はこれに対

して、自分は理解を深めることを目指している、という自己理解をベターなものとして対置

したい1。 

 本稿の議論は以下の順序で進む。はじめに――自由意志の不在をめぐる話題への関心を

喚起するために――ある殺人事件の裁判の顛末を見る（第１節）。次に、自由意志の不在を

                                                      
1 ちなみに分析哲学の文脈において〈論証よりも理解〉というスタンスで私はすでにいくつか論文を書い

ている（例えば Yamaguchi 2015, Yamaguchi 2017）。まったく反響はないのだが。 
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主張する論証として、ゲーレン・ストローソンによる有名な「基本論証（the Basic Argument）」

の内容を確認し、この論証にいわば「論証的な」観点から応答することの問題点に触れる（第

２節）。その後で、「理解」というものに焦点を合わせて基本論証を考察し（第３節から第５

節）、最後に簡単な総括を行ないたい（第６節）。 

 

第１節 議論の前に――クラレンス・ダロウの演説 

 

 以下は、アメリカのシカゴで実際に起こった殺人事件である。 

裕福な家庭に生まれ育った大学生ネイサン・レオポルドとリチャード・ローブは、1924 年

5 月 21 日、「完全犯罪」を成し遂げたいという欲求から、14 歳の少年ボビー・フランクス

（ローブの親戚らしい）をレンタカーで誘拐し、ノミで殴打し、口に衣類を詰めて絶命させ

た。レオポルドとローブは、自分たちに容疑がかからないための細工として、身代金目的の

誘拐に見えるよう工作する。ふたりは、身元の特定が困難になるようにボビーの遺体の顔と

性器を酸で溶かし、それをシカゴ郊外の用水路に遺棄するとともに、フランクス家に身代金

として 1 万ドル要求する手紙を送った。だが、ボビーの父親が身代金を用意している間に遺

体が発見されたり（これによって警察は事件がたんなる身代金目的の誘拐でないことを察

知した）、身代金要求の手紙を作成する際に用いられたタイプライターがレオポルドのゼミ

の共用機と同じものであることが判明したりなどして、捜査の手がふたりに及ぶ。警察が取

り調べを重ねた結果、ともに自供に至った。 

ここからどうなるか。 

 裁判が開始すると事件の残忍さから死刑の可能性も生じてきた。ここでローブの家族が

雇った弁護士クラレンス・ダロウが、死刑を避けるために、公判において長大な演説を行な

う。この演説が本稿の主題――自由意志の不在をめぐる議論――に関係する。例えばダロウ

は次のように論じる。 

 

 なぜ彼らはボビー・フランクス少年を殺したのでしょうか。金のためでも、見下すためで

も、憎しみのためでもありません。彼らふたりもまたクモやハエを殺したりするでしょう

けれど、それと同じ具合にボビー少年を殺したのであり、まあやってみたかったわけです。

彼らがボビー少年を殺した理由は、彼らがそのように作り上げられていたからです。とい

うのも、この人間を作り上げる至った無限に長い過程のどこかで何か間違いが起こり、そ

の結果として、このふたりの若者はそこの被告席に座り、憎まれ、軽蔑され、見捨てられ、

そして共同体が彼らの血を求めるに至っているからです。（1924 年８月 22 日、クラレン

ス・ダロウの最終陳述より、訳は山口による） 

 

論証の核は「彼らがボビー少年を殺した理由は、彼らがそのように作り上げられていたから

です」という箇所である。もしこれが言えるならば、レオポルドとローブは彼らを作り上げ
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た原因のせいで殺人を犯したことになり、ボビー少年殺害の責任は彼らにないことになる。 

 ダロウはさらに踏み込んで以下のような哲学的議論さえ展開する。 

 

 私たち司法関係者は犯罪を、あたかもそれが原因をもたないかのように扱います。［…］

とはいえ原因をもたない殺人など存在したためしがあるでしょうか。原因をもたない犯

罪などあったためしがあるでしょうか。［…］犯罪にはその原因があります。おそらく、

すべての犯罪が同じ原因をもつわけではないですが、どんな犯罪にも何らかの原因があ

ります。私たち司法関係者はそうした原因を見つけようとはしません。科学者や犯罪学者

がそれを研究しているにもかかわらず、私たち司法関係者はそんな研究を無視して突っ

走り、ひとを処罰し、ひとを絞首刑に処し、《一般的な恐怖によって私たちは犯罪を撲滅

できる》と考えているのです。（同上） 

 

キーワードは「原因」である。そして論証のポイントは、犯罪の原因を探求すれば、容疑者

に犯罪を行なわせた原因（具体的には遺伝や環境など）が見出され、それによって容疑者に

真の責任がなかったことが判明する、という理屈である。ダロウの言い分を認めるならば、

一般的に（すなわちレオポルドのローブのケースに留まらずあらゆるケースについて）、犯

罪に対する適切な応答は、犯罪行為に至ったひとを処罰することではなく、むしろ犯罪行為

の背後にある原因を取り除くことになるかもしれない。 

 さて、裁判の結果がどうなったかと言うと。判決は死刑でなく終身刑であった。この顛末

をどう解釈するかは難しいところであり、《ダロウの演説が功を奏した》と評されることも

あるが、この捉え方の是非は本稿の関心を超える。私がダロウの演説を紹介したのは、いく

つかの理由がある。そのひとつは、この演説に触れることがゲーレン・ストローソンの議論

を考察する際のひとつの手掛かりになる、ということである（その他の理由は第 4 節で述べ

る）。では、ダロウの演説を踏まえて、「基本論証」の内容を確認しよう。 

 

第２節 基本論証とそれに対する「ストレートな」批判 

 

 Ｇ・ストローソン2の基本論証は、彼自身の言葉によれば、「私たちは自分の行為に関して

真の、あるいは究極的な、責任を有しえない」ということを示す（Strawson 1994: 212）。そ

して基本論証の骨格は、少なくとも私の見るところでは、ダロウの演説の精緻化と言える。

さっそく見てみよう、と言いたいところだが、その前に、分析哲学において G・ストローソ

ンの立場が論じられる際の最小限の「学術的」前提を説明せねばならない。 

 自由と責任の分析哲学においては、周知のとおり、両立論と非両立論が対立してきた。両

                                                      
2 自由と責任の哲学において「ストローソン」と言えばついついピーター・ストローソンを思い浮かべて

しまうので、本稿では彼を「Ｇ・ストローソン」と呼びたい。 
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立論は、粗っぽく言えば、自由と責任の存在が決定論と両立可能だと主張し3、非両立論は

これに反対する。非両立論は自由‐責任と決定論といういわば「両角」のどちらをとるかに

応じて下位区分される。非両立論のうちで、自由‐責任の存在を主張する（すなわち決定論

を退ける）立場がリバタリアニズムであり、逆に、決定論の正しさを認める（すなわち自由

と責任の存在を否定する）立場がいわゆる「硬い決定論」である。 

 こうした分類はいまや時代遅れだ――この点は強調されるべきである。例えば、管見の限

りだが、現在では文字どおり「硬い決定論者」と呼ばれうる論者はほとんど見当たらない。

なぜなら、とりわけ量子力学の出現によって、決定論がたいしてもっともらしくない見方に

転じてしまったからである。その一方で――こちらの点も強調したいが――硬い決定論の

後継と言える立場を擁護する論者は少なくない。彼女ら／彼らは、決定論の真偽とは独立に、

自由と責任の存在を否定する。すなわち、決定論が正しかろうが非決定論が正しかろうが、

いずれにせよ自由意志は存在しない、ということである。こうした立場は――いささか誤解

を招く名称だが――ときに「自由意志懐疑主義」あるいはより簡潔に「懐疑主義」と呼ばれ

ている。 

 Ｇ・ストローソンは懐疑主義の立場に与する。かくして彼の論敵は自由と責任の存在を肯

定する論者（リバタリアンすべてと多くの両立論者4）である。だが――自由と責任の分析

哲学における彼の位置づけを捉えるために重要な点として――Ｇ・ストローソンの立場は

とりわけラディカルだと強調せねばならない。なぜなら彼は、人間が自分の行為に関して真

の責任を負うことは不可能だ、と主張するからである。可能世界ジャーゴンを用いて換言す

れば次である。現実世界において人間は真の責任をもたないと主張するにとどまらず、あら

ゆる可能世界において人間は真の責任をもたないとまで主張する、と（一部の懐疑主義者5

さえもがＧ・ストローソンに反対する所以である）。こうした「過激な」結論を導き出すの

が Strawson 1986/2010, 1994, 2002 などにおける基本論証である。では、その内実を見てみ

よう。 

 基本論証は一種の帰謬法である。それは、より具体的には、《ひとが自分の行動に対して

真の責任を負う》という仮定が必ずや一定の不可能事へ行き着く点を指摘して、ここから当

該仮定の否定を結論する、という論証である。まずは、10 個のステップから成るところの

――G・ストローソン自身が認めるように――長たらしく・ぎこちないヴァージョンを見て

みよう6。次節でスリム化されたヴァージョンを確認する。 

 

                                                      
3 決定論と責任の両立可能性を積極的に主張する一方で、決定論と（他行為可能性で規定される）自由の両

立可能性については留保する、という複雑な立場として「半両立論」が挙げられる（cf. Fischer 2007）。 

4 両立論という立場それ自体には必ずしも自由あるいは責任の存在へのコミットメントは含まれないが、

現実の多くの両立論者は自由や責任の存在を肯定している。 

5 例えば Pereboom 2001 など。 

6 Ｇ・ストローソンはこれを‘cumbersome’と形容する。 
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（1）私たちは自由な行為に関心をもつ存在であり、とりわけ何らかの理由のために遂行

された行為に関心をもっている（ここでの「理由のために遂行された行為」は、「反射的」

行為や半ば無意識的な習慣的行為と対比される行為を指す）。 

 （2）ひとが何らかの理由のために行為するときには、そのひとが何を為すかは、そのひ

とが心的にどのようなあり方をしているかによって決まる。（行為はそのひとの身長・力・

時点と居場所などの関数でもあるのだが、道徳的責任が問題になるときには心的要因が

最も重要になる。） 

 （3）それゆえ、もしひとが自分の行為に関して真の責任を負うのであれば、そのひとは

自分が心的にどのようなあり方をしているかに関しても、少なくとも一定の範囲で、責任

を負っている必要がある。 

 （4）他方で、自分がどのような心的あり方をしているかに関して一定の範囲で責任を負

うためには、ひとは《自分がその心的あり方をしている》という事態を自分で引き起こし

たのでなければならない。しかもたんに自分をその心的あり方へ至らせたというだけで

は足りない。その際、そのひとはそのあり方へ至ることを意識的かつ自覚的に選択したの

でなければならない。そして、そのあり方へ至ることを、みずから成し遂げたのでなけれ

ばならない。 

 （5）さて、ひとが自分の心的あり方に至ることを意識的・理性的な仕方で選択したと本

当に言えるためには、そのひとはあらかじめ一定の選択原理「P1」を心に備えておらねば

ならない。この原理 P1 は、選好や価値や理想に関わる原理であり、それに従ってそのひ

とが自らのあり方を選択するところの原理である。 

 （6）だがこの場合、そのひとが自分の心的あり方を選択したことに対して真の責任を有

するためには、そのひとは P1 という原理を備えていることに関しても真の責任を負って

いるのでなければならない。 

 （7）とはいえ、そのためには、そのひとは意識的・意図的・理性的な仕方で P1 を選択

したのでなければならない。 

 （8）だが、そのためには（すなわち（７）のためには）、そのひとはあらかじめ何らかの

選択原理「P2」（すなわち P1 を選ぶ際に従った原理）を備えていたのでなければならな

い。 

 （9）以下、同様の議論が続く。ここには無限後退が生じている。それゆえ真の自己決定

は不可能である。なぜなら、真の自己決定のためには、選択原理を選択することの無限系

列が「現実に完結していること（actual completion）」が要求されるからである。 

 （10）それゆえ、真の道徳的責任は不可能である。なぜなら、真の道徳的責任のためには

――(3)で触れたところの――真の自己決定が必要となるからである。 

 （Strawson 1994: 212-213, cf. Strawson 1986/2010: 21-27） 

 

要点は何か。まとめ方は複数ありうる。私は以下のように要約したい。決定的なテーゼはス
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テップ（3）である。Ｇ・ストローソンによれば、ひとは自分のあり方を真の意味で決定す

ることができない（なぜなら、そのためには、選択原理の選択が作り上げる無限系列を現実

に完結させることが必要となるからである）。この意味で「真の自己決定（true self-

determination）」は不可能である。他方で――（3）で指摘されるように――ひとが自分の行

為に関して真の道徳的責任を負うためには、そのひとは自分のあり方に関して真の自己決

定を行ないうる必要がある。それゆえ真の道徳的責任は不可能である。 

 さて――「分析哲学研究の哲学的意義」を表題とする本稿にとって重要な問いだが――基

本論証に対してどのようにリアクションすることが有意義なのか。ある論者は論証として

の妥当性を測ろうとする。そしてこのリアクションは、G・ストローソンが基本論証をいわ

ば「論証として」提示している以上、自然であり正当であると言える。とはいえ、このうえ

で問わねばならないことは、《そもそも妥当な論証を組み立てるよう努めたり他人の論証の

妥当性を検討したりすることはベストな作業であるのか》である。そして私の指摘したいこ

とは、論証への拘りは私たちのいわば哲学的ポテンシャルを削ぎうる、という点である。 

 以上の点を押さえるには基本論証に対するランドルフ・クラークの応答を見るのが便利

である。クラークはある論考（Clarke 2005）において基礎論証に対してふたつの観点から

批判を提示するが、そのひとつは〈基本論証の論証的妥当性に疑義を呈する〉というもので

ある。クラークによれば――彼の言っていることをそのまま引用するが――G・ストローソ

ンは基本論証の（2）と（3）のステップの間に 

 

 （O）ひとが、自分のあり方ゆえに、その為すところを為すような場合、自分の為すこと

に真の道徳的責任を負うためには、（a）そのひとは自分が心的にどのようなあり方をして

いるかに関しても、少なくとも一定の範囲で、責任を負っている必要があるか、あるいは

（b）《はたして、もし自分がそのような心的あり方であるならば、自分はその行為をする

か否か》がそのひと次第である必要がある。 

 

および 

 

 （P）ひとが、自分のあり方ゆえに、その為すところを為すような場合、《はたして、もし

自分がそのような心的あり方であるならば、自分はその行為をするか否か》がそのひと次

第であることは不可能である。 

 

というふたつの暗黙の前提があると主張し、《いずれも無条件的に正しいわけでない》と指

摘する（Clarke 2005: 19）。かくして基本論証は、必ずしも正しいわけでない暗黙の前提に

依拠しているために、論証的妥当性を欠きうる。 

 分析哲学の慣習に従うとクラークが提起するようなテクニカルな批判は最大限尊重せね

ばならないのだが、私はむしろ以下のように考える。たしかにクラークに好意的な視点に立
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てば《クラークの指摘は正しい》と言いうるが、G・ストローソンは（2）から（3）へ十分

に慎重に進んでいる以上、《G・ストローソンの考えにおいては、（O）や（P）という必ずし

も正しくない前提を要さずに、（2）から（3）へ進める》という点は見逃すべきでない、と。

結局、クラークは G・ストローソンに対して別の考えをぶつけているにすぎない、というこ

とである。 

 そもそも（O）や（P）はどういう意味か。こうした暗黙の前提があると指摘することを

通じてクラークの言いたいことは《自分がどのようなあり方なのかへ責任をもちえない場

合にも、所与のあり方とそれにもとづいて生じる行為の関係から、ひとは自分の行為に責任

をもつことは可能だ》ということである。具体的にはクラークは、文脈から推察するに（こ

うした推察が必要なのは彼の説明不足のせいである）、〈行為が理由に応答する〉といういわ

ゆる「理由応答性（reason-responsiveness）」などを念頭に置いている（cf. Fischer 2007: 78）。

実際、ひとがあり方に責任をもたない場合にも、与えられたあり方（例えば信念‐欲求のペ

ア）が構成する理由に行為が呼応している場合には、ひとは行為に責任をもつと言えるかも

しれない。そしてこれはこれで分からなくもない。 

 だが、よく考えれば、そもそもこうした考えを退けることが G・ストローソンのやってい

ることの一部である。いったい、あり方から行為が生じるのに、いかにしてあり方に対して

責任をもたずして行為に責任がもてようか。これが基本論証の積極的指摘のひとつである。

そして、そうである以上、この指摘の否定に訴えて論証の非妥当性を主張することは非生産

的だと言わざるをえない。――少なくとも私はそう言いたくなる。 

 急いで付け加えねばならないが、クラークの反論は生産的なものとして読むことも可能

である。とはいえ、そのためには、次節で焦点を合わせる「理解」という作業を経由せねば

ならない。要点を予告すれば次である。クラークがここでやっていること、すなわち〈基本

論証を論証として批判すること〉が輝きをもつためには、それに随伴する理解プロセスが必

要である、と。この過程にさっそく進んでしまおう。 

 

第３節 天国と地獄の責任――基本論証の意義のクラークによる説明 

 

 先にも述べたが、（1）から（10）のステップから成る基本論証はいささか長たらしい。Ｇ・

ストローソンはそれを次のように簡略化する。 

 

 （1.1）ひとが行為するとき、そのひとの行為はそのひとのあり方にもとづく。 

 （1.2）もしひとの行為がそのひとのあり方にもとづくならば、そのひとが自分の行為に

究極的責任をもつためには、そのひとは自分のあり方に究極的責任をもたなければなら

ない。 

 （1.3）ひとは自分のあり方に究極的責任をもちえない。 

 それゆえ、 
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 （1.4）ひとが行為するとき、そのひとは自分の行為に究極的責任をもちえない。 

 （Strawson 2002: 443） 

 

このように定式化した場合、（1.2）の後件と（1.3）が決定的ステップだと見なしうると思う

（なぜなら（1.1）の是非はさしあたり本質的問題でないと理解されうるからである7）。かく

してＧ・ストローソンは一方で《行為に究極的責任をもつことは、あり方に究極的責任をも

つことを必要とする》と指摘し、他方で《ひとは自分のあり方に究極的責任をもちえない》

と主張する。結論として、彼によれば、ひとは自分の行為に究極的責任をもちえない。 

 第１節でダロウの演説を見た私たちは、一種のアンカリング効果として、こうした議論に

反論する義務感を抱きうる。なぜなら、ダロウの演説を検討した後の文脈では、基本論証は

〈レオポルドとローブの殺人に対する責任を否定したり減じたりするもの〉と理解されう

るからである。とはいえこれは基本論証の意図や目的の適切な捉え方だろうか。 

 いま私は「論証の意図や目的」と言った。実に、基本論証の論証的妥当性を吟味すること

以外にもなすべきことはたくさんある。そもそも私たちはまだ以下の諸点を理解していな

い。はたして G・ストローソンが基本論証を提示する意図は何か。基本論証は、仮にそれが

正しいものと見なされるならば、私たちの生にどのような「有益な」帰結をもたらすのか。

こうした点を理解するという作業をスキップしたうえで基本論証を論証として検討する、

というのは適切な方途でないだろう。 

 実を言えばクラークは、前節で紹介したような「論証的な」批判を行なうだけでなく、G・

ストローソンに対して「理解的な」アプローチも試みている（本稿でクラークの論考を取り

上げる所以である）。彼は基本論証に関して面白い問いを提起するのだが、それは《なぜこ

の論証は自由と責任の哲学者へ強いインパクトを齎さないのか》である。クラークによれば、

Ｇ・ストローソンはさまざまな著作で道徳的責任の不可能性を主張する論証を提示してい

るにもかかわらず、「その論証に説得されたひとはほとんどいない」（Clarke 2005: 13）。だ

がなぜそうなのか。彼は、基本論証に現れる「責任」概念の異例の強さの指摘によって、こ

の点を説明する。 

 G・ストローソンは「究極的責任（ultimate responsibility）」や「真の道徳的責任（true moral 

responsibility）」という表現で責任を論じるのだが、クラークは、この概念を説明するＧ・

ストローソンの次の一節に着目する。 

 

                                                      
7  例えば、《人間の行為は必ずや性格や傾向などのその人間のあり方にもとづく》という見方を否定して、

（1.1）を拒否し、あるタイプの「行為者因果説」（最終節参照）を採ったとすれば、ひとは自分の行為に「天

国と地獄の責任」（後述）をもつことになる。この場合、G・ストローソンは、《天国と地獄の責任を人間が

もつことは不可能だ》と主張して、ここから《ひとは自分の行為に責任をもたない》という結論（すなわち

基本論証の結論）を引き出すだろう。要するに、（1.1）の否定が正しかったとしても、G・ストローソンは

同じ発想に基づいて同じ結論を出すだろう、ということである。 
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 この点を明確化するには、昔の物語が役に立つ。それは天国と地獄の物語である。私の理

解するところでは、真の道徳的責任とは次のような種類の責任である。すなわち、もし私

たちがそうした責任をもつならば、それは《私たちのうちのある者を地獄行きにして（永

遠の）懲罰を与え、私たちのうちの別のある者を天国行きにして（永遠の）祝福を与える、

ということが正当でありうる》という想定を少なくとも理解可能にする、という種類の責

任である。（Strawson 1994: 216） 

 

クラークはこのタイプの責任を「天国と地獄の責任（heaven-and-hell responsibility）」と名

づける（Clarke 2005: 20）。それは、直感的に言って、「最も強い」タイプの責任である。な

ぜならそれは、引用にあるように、永遠の劫罰の正当性でさえも理解可能にするタイプの責

任だからである。Ｇ・ストローソンは、かくも「強い」責任の概念を対象として、基本論証

を提示しているわけである。 

天国と地獄の責任について具体的に考察してみよう。例えば貧しいひとびとを不当な利

息でさんざん苦しめた高利貸のシモンが死後に地獄で永遠の罰を受けると仮定する。形式

的に言えば、シモンは、利息でひとびとを苦しめたという行為のために、無限の罰に処せら

れている、というわけである。はたしていかなる条件のもとでこうした罰は正当なものたり

うるか。そのハードルは極めて高いだろう。思うに、シモンへのそうした罰が正当化されう

るのは、彼が《利息でひとびとを苦しめたひとは必ずや無限の罰を受ける》という事実を確

実に知ったうえで、彼が自分の絶対的な自由によって〈利息でひとびとを苦しめる〉という

行為を選んだ場合だけであろう。言い換えれば、シモンが〈永遠の罰を受けること〉と〈そ

れを避けること〉のいずれもを完全に自由な仕方で選ぶことができる状況で、前者を選んだ、

という場合だけであろう。かくしてシモンは、高利貸になる傾向・資質・その他を含む自分

のあり方すべてについて、それらをいわば「自己創造」する必要があった。なぜなら――次

の点は重要だが――もしシモンが高利貸になった原因が彼へいわば外的に与られた傾向や

資質であったとすれば、その高利貸的悪行のために彼を永遠の罰に処すことは不当になる

だろうからである。ここからＧ・ストローソンは、ひとが自分の行為に究極的責任をもつた

めには、ひとは「自己原因（causa sui）」でなければならないと言う（Strawson 1994: 212）。

基本論証で語られる責任――すなわち究極的責任あるいは真の道徳的責任――は、実に、か

くも絶対的な「自依性（aseity）」と連関しているのである（Strawson 1994: 220）。 

 クラークによれば、基本論証が自由と責任の哲学者へインパクトを齎さなかった理由は、

彼女ら／彼らがそこで論じられる「責任」概念の強さを掴み損ねたからである。曰く、 

 

 永遠の祝福という報奨あるいは永遠の地獄行きの懲罰を基礎づけうるものとして責任が

特徴づけられている点は、読者の目を引く。それゆえストローソンの批判者がこの点を重

視してこなかったことは驚きである。（Clarke 2005: 21） 
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そして逆に、基本論証によって人間の所有が否定されるところの責任はかくも「強い」タイ

プのものだ、という点を押さえれば、基本論証の要点は理解され、受け入れられやすくなる。

クラークはこの点を次のようにじる。 

 

 この種の責任の基盤たりうるタイプの自由を、有限の人間的行為者はもちえない、と私た

ちは認めうる。［…］だが――私にはこう思われるが――私たちはこの点を完全に受け入

れたうえで、なおも次のように考えることができる。人間的行為者の責任は、すなわち真

の道徳的責任は、排除されたわけではない、と。なぜなら、もし人間的行為者が真の責任

をもつならば、その行為者に対してさまざまな仕方で応答することが正当化されるが、こ

こでの正当化のタイプは有限の報奨あるいは懲罰（例えば一定の反応的態度・称賛・非難

など）に関するものだからである。（Clarke 2005: 21） 

 

クラークによれば「真の道徳的責任」と呼ばれるべきものは必ずしも無限の報奨や懲罰を正

当化しなくてよい。それは、せいぜい有限の報奨や懲罰を正当化できればよい。そして、こ

うした責任にとっては、かの絶対的な「自依性」は不必要である。言い換えれば、たとえ自

らのあり方を自己決定できなくても、私たちはこうした責任を有しうる。かくして、クラー

クによれば、私たちは基本論証の結論を完全に受け入れたうえで、人間に一定の責任を認め

うるのである。 

 以上のクラークの議論は基本論証に関する私たちの理解を驚くほど深めてくれる、と私

は言いたい。ポイントをまとめよう。 

 クラークは、G・ストローソンを理解する試みに際して、ふたつのタイプの〈報い〉を区

別する。一方で無限の報い（永遠の祝福あるいは永遠の懲罰）があり、他方で有限の報い（こ

の世における称賛や非難）がある。これに応じて「責任」概念も区別される。すなわち、無

限の報いを正当化しうる「責任」概念――いわゆる天国と地獄の責任――とせいぜい有限の

報いを正当化するだけの「責任」概念である。クラークは、こうした区別のもとで、重要な

問いを提示する。曰く、 

 

 たとえ私たちが天国と地獄の責任を欠くとしても、私たちはなおも次の決定的に重要な

問いに直面している。はたして、他者からの有限な応答を正当化するような〈真のふさわ

しさ基盤〉たるタイプの責任を、私たちは有しているのか。（Clarke 2005: 21） 

 

かかる問いを提起して、私たちの「責任」概念の理解を深めてくれること――これがクラー

クの考えるところの基本論証の意義である。そして、クラークによるもうひとつの基本論証

批判（第２節で取り上げた〈基本論証を論証として批判すること〉）は以上のような理解に

モチベートされているのだ、と考えれば、その重要性を踏み込んだ仕方で掴むことができる。 
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第４節 経験的虚偽――基本論証の意義の G・ストローソン自身による説明 

 

 第２節から第３節にかけての考察によって、〈論証〉よりも〈理解〉に焦点を合わせるべ

きだ、という指摘の意味がある程度明らかになったと思う。実に――メタファーを用いて言

えば――論証に論証をぶつけるとき、ひとの思考は同じ水平面を移動する。これに対して理

解は思考を掘り下げ、深める。観念連合が上下に揺さぶられ、できあがったスペースに異質

な発想が場所を得て、落ち着く。これが知的に成長するということである。 

 さて、基本論証の意義のクラークによる説明を私は高く評価しているが、その一方で、彼

のいわば〈文献的ひたりつきの不足〉を指摘しないわけにはいかない。はっきり言えば、ク

ラークは G・ストローソンが実際に書いていることをほとんど読んでいない（あるいは少な

くともそう見える仕方で議論を進めている）。そして、G・ストローソンの論考を精読すれ

ば、基本論証のさらに踏み込んだ意義づけが可能なのである（この意義づけが成功している

か否かは検討の必要な問題だが、いずれにせよ彼自身の意義づけを無視するわけにはいか

ない）。とはいえ――奇妙なことを言っているように感じられるかもしれないが――ここで

私が〈読むこと〉に拘るのは、理解はときに〈読むこと〉を超えねばならないからである。

以下、G・ストローソン自身が書いたことを超えて進むために、彼の書いたものにひたりつ

いてみたい。 

 なぜ G・ストローソンは基本論証のようなものを提示するのか。彼によれば、その意図

は、私たちが自らの生活においてしばしば得るところの、いわば自由の経験に関わる。すな

わち、曰く、 

 

 あなたが休日の晩にケーキを買いにある店を訪れる、とする。財布には 10 ポンド札一枚

だけが残っている。店に入ると Oxfam の寄付箱を振っているひとがいる。あなたは立ち

止まる。自分が次に何をするかは完全に自分次第だ、とあなたにはありありと感じられる。

言い換えれば、何を選ぼうが自分はそれに対して究極的な道徳的責任をもつだろう、とい

う仕方で自分の選択は真に・根本的に自由なのだ、とあなたには思われる、ということで

ある。（Strawson 1994: 216） 

 

こうした経験は――反省すれば分かるように――私たちのすべてに共通する。実に人間は、

意識的な選択に際して、「自分の自由の絶対性と不可避性の感覚」をもつ――かくして、意

識的選択に際しては避けがたく「自分は真の道徳的責任をもつ」と感じられるのである

（Strawson 1994: 216-217）。 

 G・ストローソンによれば、私たちが日々こうした経験を得ているからこそ、基本論証を

提示することは重要性をそなえる。なぜか。その理由は基本論証が《私たちにとって不可避

的な感覚のうちに一定の虚偽が存すること》を示すからである。人間的経験が避けがたく虚

偽を含む――こう指摘することは（その正しさの検討が次の課題として出現するとしても）
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無視できない重要性をもつ。なぜなら、仮にこの指摘を受け入れるとすれば、私たちの自己

イメージに変化が生じるからである。それは、人間存在に一定の虚偽が深いレベルでまとわ

りついている、というようなイメージである。加えてＧ・ストローソンはこの指摘が次のよ

うな「興味深い（interesting）」問題を招来する点も強調する（Strawson 1994: 217）。 

 

・なぜ人間はこうした選択の状況をそのような仕方で経験するのか。 

・はたして認知的に洗練された合理的・自覚的行為者もまた、選択の状況を避けがたくこの

ような仕方で経験するのか。 

 

こうした問いを可能にする点も基本論証の意義のひとつだと言える。以上をまとめれば次

である。「究極的責任」という不可能なものを私たちは日々経験している、という人間的生

の普段気づかれぬ不条理へ目を向けさせる、という点に基本論証の意義はある、と。 

 この意義づけが成功しているか否かは後に論じることにして（次節で指摘するように私

はそこに無視できない不十分さがあると考えている）、ポイントをいったんまとめよう。 

クラークは《天国と地獄の責任が有限的な人間的生とそれほど関連しない》と解釈したが、

G・ストローソンはむしろそれが人間の日常的生と大いに関わる側面を強調している。すな

わち G・ストローソンは、クラークが考えた以上に、基本論証を受け入れることが私たちの

生に対して重要な含意をもつと指摘するのである。この意味で、基本論証は私たちの自己理

解に変革をもたらす、というわけだ。以下、G・ストローソンの議論を、さらに粘り強くひ

たりついて追ってみよう。 

 まず次のように論じられる。 

 

 ［…］処罰と報奨に関するさまざまな制度の多くは、法的な点でもそれ以外の点でも、実

践的に廃棄不可能だと思われる。とはいえ、私たちの知的・文化的伝統において中心的な

「正義」概念を軽視しない限り、基本論証から引き出される明白な帰結は次である。いか

なる処罰も報奨も決して究極的には正当ではない、と言えるような根本的な意味が存在

する、と。なぜなら、人間の行為を根拠にその人間へ処罰や報奨を与えることの正当性は、

人間の（生まれつきの）髪の毛の色や（生まれつきの）容貌を根拠にその人間へ処罰や報

奨を与えることの正当性と等しいからである。（Strawson 1994: 221） 

 

どういうことか。Ｇ・ストローソンは、この引用においても、強い「責任」概念を前提しな

がら語っている。「責任」をこの意味で用いるならば、私たちは自分の容貌や髪の色に責任

を有さないのと同様に私たちは自分の行為にも責任を有さない、と言える。かくして、行為

に基づく処罰および報奨は究極的には正当でない。 

 ここからどう進むか。はたしてブルース・ウォーラーのように「処罰制度は廃棄されるべ

し！」と主張するのか（Waller 2011）。否である。第１節でダロウの演説を見た私たちはつ
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いつい《自由と責任の不在を示す論証は処罰制度そのものに反対する含意をもつ》と早合点

してしまうが（本稿冒頭でダロウの演説を紹介した第二の理由は、読者各人にいったん早合

点して頂きたかったためである）、必ずしもそうでない。G・ストローソンの意図は別のと

ころにある。彼はむしろ――先にも触れたように――ある種の自由と責任の不在の指摘が

私たちの自己理解に対して齎すインパクトを強調する。彼によれば、基本論証の結論に対し

て「激しく反抗するような要素が、人間の思考のうちには存在する」。それはどのような要

素か。曰く、 

 

 結局、責任が問題になるときには、私たちはついつい《私たちは何らかの仕方で自分のあ

り方に責任をもつ》と感じるのである。さらに重要な点だが、私たちは次のような感覚を

もつ傾向も有する。それは、私たちが自分を〈何かを選ぶ状況において、為すべきことを

考量できる行為者〉だとして明示的・自覚的に意識していることは――基本論証の結論に

もかかわらず――私たちが最も強い意味の道徳的に責任のある自由な行為者たる十分条

件だ、という感覚である。（Strawson 1994: 221 傍点強調は引用者による） 

 

基本論証の結論の正しさにもかかわらず、私たちはこのように感じざるをえない8。すなわ

ち私たちは、何かを選ぶ状況において、自分を〈考量能力をもつ自由な行為者〉と感じ、そ

してこの感覚に基づいて自分を「最も強い意味の」道徳的主体だと見なす。さらに、その結

果として、私たちは行為に基づく処罰（のいくつか）が究極的にも正当だと感じている。基

本論証はこうした感覚のうちに、すなわち私たちの「通常の」感覚のうちに、虚偽が含まれ

ることを示す。そして、まさにこの点において、基本論証は私たちの現実的生に対して関連

をもつのである。 

 まとめよう。なぜ基本論証はどうでもよい種類の論証でないのか。その理由は、Ｇ・スト

ローソンによれば、この論証が私たちの日常経験の理解に関わるからである。逆から言えば、

基本論証の結論を無視するときには、私たちは自らの日常経験の重要な特性――すなわち

その不可避的虚偽――を見逃すことになる。Ｇ・ストローソン曰く、 

 

 すでに強調したように、多くのひとは次の観念に抗うことができない。それは、何かを選

ぶ状況において、自分は完全に自覚的な仕方で自己意識的考量を行なっており、そして、

こうした考量のための能力こそが、自らを最も強い意味の真の道徳的責任を備えた主体

たらしめているのだ、という観念である。基本論証はこれが間違いであることを示す。

（Strawson 1994: 226 傍点強調は引用者による） 

 

もちろん――Ｇ・ストローソン自身が指摘するように――基本論証を受け入れたとしても、

                                                      
8 この種の不条理については私も例えば山口 2017 において論じた。 
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私たちは《自分は自由でない》と考えることもできない。自由に対する確信は「たいへん強

力」であり、それは「いかなる合理的論証よりも深いところに存する」。かくして「基本論

証の妥当性を受け入れた後でさえも［…］その確信は無傷のまま生きつづける」（Strawson 

1994: 221）。かくして、Ｇ・ストローソンによれば、私たちは決して払拭されない虚偽とと

もに人生を過ごしていることになる。こうしたいわば経験的虚偽を忘却して生きることを

防いでくれること――ここに、G・ストローソンが理解するところの、基本論証の意義があ

るのである。 

 

第５節 道徳的運と負い目――基本論証の意義のワトソンの論考を参照にした説明 

 

 仮に〈論証を構築したり検討したりすること〉が分析哲学の仕事だというイメージに本稿

が囚われていたとしたら、基本論証に対するクラークの第２節で紹介した応答――暗黙の

前提があるのだという指摘――をひたすら細かく吟味することになっていたかもしれない。

こうした作業について私は率直に、労多く益少ない、と言いたい。そして私は、基本論証を

論じる際には第３節と第４節でやったような仕方で進むべし、と言いたいのである。そこで

の関心の焦点は〈理解を深めること〉に置かれていた。思うに、一般的に言って、分析哲学

における良い論証や反論は事柄の理解を深めてくれる側面をもつ。そして、論証の妥当性を

崩すためだけの異論にはたいした意義はない、と私には感じられる。第２節で触れたクラー

クの「論証的」批判の意義を掴むにも、いったんは理解という作業に取り組まねばならない

だろう。 

 以上で「論証よりも理解だ」という本稿のスローガンはいちおう説明されたのだが、まだ

本稿の幕を閉じるわけにはいかない。語るべきことが残っている。 

 実に、基本論証の意義の G・ストローソン自身による説明は、理解するや否や、ただちに

理解できないものに転じる。なるほど私たちの日常経験のうちには虚偽が存在するのか。い

や、そうかもしれないが、なぜこの虚偽の存在を忘却してはならないのか。G・ストローソ

ンのやっていることは、彼の語る限りにおいては、「露悪的な」ものだとさえ感じられる。

生のダークサイドへ目を向ける際にはそれなりの理由が必要である。なぜわざわざ人間的

生の虚偽的側面に目を向けねばならないのか。彼はこの点を十分には説明していない。 

 仮に哲学の仕事が〈記述〉に尽きるのだとすれば、テキストへそこに書かれていないもの

を読み込むことは過誤であり逸脱である。だが、読むことに十分に努めたうえでは、哲学は

いわば「文献精査」に留まるべきでない。そして、書かれたものに不十分さが見出されると

きには、哲学者はテキストを超える責務をもつ。そして、G・ストローソンの提示する基本

論証の意義を真に理解するためにも、彼の書いた以上のことを論証に読み込む必要がある。 

 私は、基本論証の意義の理解を深めるには、ゲイリー・ワトソンのある論考（Watson 1987）

を参照するのが役立つと考えている。以下、この作業に取り組もう。とはいえその前に「学

術的な」前提を説明せねばならない。 
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 1970 年代から自由と責任の哲学の諸問題を考察しているワトソンは両立論者でもリバタ

リアンでも懐疑主義者でもない。彼は、「両立論 vs リバタリアニズム vs 懐疑主義」とい

う慣習的リングに上がることを避け、自由と責任をめぐる個々の問題に対してそのつど、特

定の「イズム」に与さない、示唆に富んだ見方を提示する（本稿の議論も特定の立場に属す

るものではないが、この点には次節で触れる）。彼が 1987 年に書いた論考 “Responsibility 

and the Limits of Evil” は、ピーター・ストローソンのいわゆる「反応的態度」の議論にひ

ねりを加えることを目指しつつ、「基本論証的な」発想の重要性を説明する（ワトソンがこ

の論考を書いたのは G・ストローソンの諸論考の公刊以前だが）。以下で参照するテキスト

がこれである。 

 では――文脈を再確認すると――以下においては、G・ストローソンの基本論証の意義を

より深く理解するために、ワトソンの論考の関連する箇所を読んでいきたい。この論考にお

いて彼はある殺人事件を紹介する。それは、ロバート・ハリスという男性が 25 歳のときふ

たりの若者を殺した、という事件である（Watson 1987: 235-238）。 

 ロバート・ハリスとその 18 歳の弟は銀行強盗を計画した。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、ハリスたちと知り合いではなかった）を標的に選んだ。ハリス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――後をハリスの弟が自分の

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、ハリスは若

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。若者たちはハリスに次のように言った。ハリスらが立ち去

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。ハリスは承

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ハリス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、後を追うハリスに、渓谷を下

がったところで四発撃たれて絶命した。ハリスが戻ってきたとき、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。ハリス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。彼の弟は吐き気がして便所へ駆け込んだ。それを見たハリスは嘲った。

ハリスは楽しんでいた。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。ハリス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。 

 以上が事件の顛末である。ワトソンは、第一に、ハリスは「非難に値する者の典型」だと

指摘する（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
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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。 

 ワトソン自身はピーター・ストローソンのいわゆる「反応的態度」に関する議論へひねり

を加えることを最終目的としてロバート・ハリスの事例を紹介するのだが、彼の議論の進め

方は――予告したとおり――基本論証の意義の理解を深めるのに役立つ。私たちは、上記の

ストーリーを聴くと、不可避的に《マイェスキとベイカーの死の責任は完全にハリスにあ

る》と考え《ムロスコの「あいつは完全に人間のくずだ」という意見に一理ある》と感じる。

ハリスに免責の余地はない、と私たちが考えるとき、私たちは相当に強い責任を彼に帰して

いる。 

 とはいえ――ここからが彼の議論の巧みなところだが――ワトソンは次にハリスの生い

立ちを紹介し《一定の成育史的考察が犯罪者の責任に関する見方を変化させる》という事態

を指摘する。ふたりの若者の命を奪った犯罪者の生まれ育った環境は以下のようなもので

あった（Watson 1987: 239-242）。 

 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、母親は息子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・ハリス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。 

 ワトソンが強調するように、たしかに「こうした話はハリスが野蛮・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」のだが（Watson 1987: 242）、以上の

ような歴史を知るとハリスに対する私たちの感じ方は変化する。だがこの変化は何か。生い

立ちの情報を得るとき私たちはハリスのあり方の原因を知ることになるのだが、はたして

こうした知識はいかにして彼に対する感じ方の変化を齎すのか。 

 ワトソンによれば、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ことになる。実に、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する。 
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 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） 

 

行為やそれを生み出すあり方を遡行して、当人のコントロールの及ばない諸要因まで戻る

こと――基本論証が抽象的に行なっていたこと――によって、私たちは犯罪者と自分の間

にあるいわば「隠れた」同等性を見出すことになる。自分もまた彼だったかもしれない、と

考えると、ハリスに対する私たちの非難に濃淡が加わることになる。 

 要点は、ワトソン自身が行なっているように、「道徳的運（moral luck）」という概念を用

いても説明することができる（Watson 1987: 245-246）。比較的よく知られていることだが、

トマス・ネーゲルは（バーナード・ウィリアムズとの討議的な論考で）「あるひとの行為の

重要な側面がそのひとのコントロール下にないにもかかわらず、私たちがその点において

そのひとを道徳的判断の対象と見なしてしまう場合」を「道徳的運」のケースと呼んだ

（Nagel 1976: 26, cf. Williams 1976）。例えば――典型的な事例として――ひとをその性格に

関して責めることは道徳的運の現象である。なぜなら、実際に私たちは他人を例えばその

〈怒りっぽさ〉に関して非難することがあるが、一般的に《怒りっぽい者であるか否か》は

そのひとのコントロール下にないからである。さて、ワトソンの指摘するように、ハリスの

成育史を追うことは、彼のケースを道徳的運の事例と見なす地平を開く。その結果、《私も

また、運が悪ければ、ハリスのやったような罪を犯していたかもしれない》という恐れと慄

きが喚起されるのである。 

 いまや基本論証の意義を（私のできる限りで）最も深い次元で説明できる――それは以下

のようなものである。 

 私もまた、多くのひとと同様に、レオポルドとローブやハリス、あるいは――日本の事例

に目を向ければ――宅間守や加藤智大を非難せぬわけにはいかない。とはいえ、例えば宅間

や加藤の生い立ちを知るときには、私は一種の負い目を感じる。自分は運が良かったのだ。

運が悪ければ、彼らのように邪悪で身勝手で他罰的になっていたかもしれない。私はこうし

た負い目はきわめて重要だと考えている。なぜならこうした負い目を伴わない非難実践は

純然たる「正義の鉄槌」になりがちだからである（ツイッター上でしばしば見られる正義漢

の振る舞いを思い起こされたい）。冷酷非道にならないために必要な負い目がある、という

ことである。 

 だが私たちはつねにこうした負い目の感覚を失う危険に晒されている。実際――Ｇ・スト

ローソンの議論が指摘したことだが――私たちの日常的経験のうちにそうした負い目を吹

き飛ばす要素が存在するからである。私たちは、日々、自分の選択にまったき自由を感じ、

そこに真の責任を体験する。これを一種の幻影と見る視点が、問題の負い目の感覚を維持す

るには必要である。自分がひとを殺さずにいられていることを道徳的運と見なす視点を確

保するためにこそ基本論証のような議論は重要なのである。 
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第６節 結語――哲学はどうあるべきか 

 

 G・ストローソンが蒔いた種を、クラークが提供する肥料や、ワトソンへの参照による水

で育て上げる、という本稿の思索は序論で述べた意味で「分析哲学的」であると言える。そ

して私は、本稿のように〈理解〉を中心軸として展開するやり方こそが分析哲学の伝統を今

後更新していく適切な方途だ、と言いたい。本節――すなわち本稿の最終節――では、「分

析哲学研究の哲学的意義」という表題の関心に立ち戻り、従来の分析哲学研究のひとつのや

り方を批判しよう。だが、こうなると、具体的に批判する相手を選ばねばならない。以下で

は戸田山和久の『哲学入門』における自由意志論を例にとり、「哲学はどうあるべきか」に

関する私の考えを提示する。 

 「本書は、哲学の中核にみなさんをいきなり誘いこむことを目論んでいる」と冒頭で述べ

るところの『哲学入門』は、戸田山によれば、「唯物論的・発生的・自然主義的観点からの

『哲学入門』」だと言われる（戸田山 2014: 11, 34）。著作の特殊な観点に自覚的であること

は長所だが、その自由意志論で具体的に行なわれることの大半は――抽象的に言えば――

《ある特定のイズムのもとでは斯々云々と考えられる》ということの提示である。これでは

いけない、というのが本稿の指摘である。 

 具体的な議論を見てみよう。戸田山は、デネットに依拠しつつ、リバタリアニズムをいわ

ゆる「行為者因果説」で代表させ、行為者因果説を退けることでリバタリアニズムを棄却し

ようとする。この議論が良くない、と私は考えている。戸田山はまず行為者因果説を次のよ

うに説明する。 

 

 これは、行為者が特定の信念や欲求の状態にあることが行為を引き起こす原因なのでは

なく、行為者そのものを自由な行為の直接の原因として認めなければならないとする考

え方だ。（戸田山 2014: 302-303） 

 

そして、なぜ行為者因果説という立場が提示されるのか、の理由を以下のように説明する。 

 

 キミの欲求や信念が行為の原因だとすると、それらはさらに原因をもつ、その原因もさら

にある。こんな風にたどっていくと、キミの行為の原因はいつのまにかキミの外にはみだ

してしまう。今日のすごく蒸し暑い天気とか［…］父親が常日頃エビスを飲んでいたとい

ったキミの生育歴とか。こういったものが行為の原因ということになる。これらがキミの

行為の原因だとすると、キミの行為はキミ以外のものによってコントロールされ決定さ

れていることになる。自由はなくなる。（戸田山 2014: 303） 

 

行為者そのものでない欲求や信念が行為の原因だとすると、そうした欲求や信念は行為者

自身を超えた（すなわちその外部の）原因をもつだろうから、行為が行為者を超えた何かに
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決定されていることになる――それゆえ行為者を行為の原因と見なさなければならない。

これが行為者因果説の提示される動機だ、と指摘したうえで戸田山は、以下のような文章で、

この立場（さらにはリバタリアニズム）を「マトモにとりあげるに値」しない立場として退

ける（戸田山 2014: 305）。すなわち、 

 

 因果の連鎖がそこからスタートするもの。そういうものがないと自由がないと彼ら［リバ

タリアン］は考えるわけだ。これが行為者因果である。しかし、行為者因果がこのような

ものだとすると、かなりオカルトっぽいぞ。実際、行為者因果説の代表的論者、ロデリッ

ク・チザム（Roderick Chisholm 1916-99）は次のように述べている。 

 

  もしわれわれが責任あるものならば、われわれはある人々なら神にだけ帰するような

特別の能力をもたねばならない。つまり、われわれはそれぞれ、行為するときには、不

動の第一動者なのである。何かを行っているとき、われわれはある出来事を起こしてい

る。そして、何も、誰も、私にそれらの出来事を起こさせていない。（Chisholm, “Human 

Freedom and the Self,” p.32 ［訳は戸田山による］） 

 

もし神さまがいるなら、たしかにそれは不動の第一動者であろう。［…］また宇宙の無か

らの誕生という出来事も不動の第一動者と言ってよいかもしれない。［…］だとすると、

行為者因果説によれば、われわれが自由に行為するたびごとに、神の創造や宇宙の誕生に

類する出来事（ただしそのミニチュア版）が起きていることになる。というわけで、私は

行為者因果説を、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。（戸田山

2014: 303-305） 

 

まとめると、行為者因果説は、私たちの自由な行為を神の行為やビッグバンのようなものと

見なす点で「オカルトっぽい」から、「マトモにとりあげるに値」しない、ということだ。

こうした議論によって戸田山はリバタリアニズムを退けて、両立論と懐疑主義の考察へ進

んでいく。以後、リバタリアニズムが積極的に顧みられることはない。 

 戸田山が「基本論証的な」理屈に触れている、という点に気づかれた方は多いに違いない。

実際、うえの二番目の引用において、彼は〈行為の原因が遡行する〉という事態を語ってい

る。ここで――手前味噌であるが――こうした事態を扱う際の戸田山の姿勢と本稿の姿勢

の違いに注目して頂きたい。戸田山はこうした事柄をいわば「上から撫でる」だけである。

決してそれを深めない。『哲学入門』ではこうしたことが繰り返される。 

戸田山の議論はいろいろな角度から批判可能だと思われるが、私が指摘したいのは以下

の一点である。 

 思うに、〈退けるべき立場としてリバタリアニズムを取り上げ、それを予定通り退ける〉

と要約できる戸田山の議論は非生産性である。実際、このような議論を追ったところでまっ
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たく知的に成長しない。いや、予備知識のないひとがこれを読んで「そうか、リバタリアニ

ズムは論じるに値しない立場なんだ！」と思い込むかもしれないので、有害でさえありうる。

『哲学入門』と題される著作は、初学者の導き方を誤ってはならない。実際、チザムが語っ

ている責任は「天国と地獄の責任」と解釈できる。そして、このタイプの責任を「マトモに

とりあげる」価値のあることは、本稿がすでに示した。 

 そもそも、戸田山は〈リバタリアニズム vs 両立論 vs 懐疑主義〉という自由意志論の慣

例的フレームワークを受け入れているが、この点がまさに問題である（この点は Yamaguchi 

2017 で詳しく論じた）。この枠組みにおいては〈三つのイズムのうちから正しいひとつを発

見すること〉が哲学の仕事になる。この場合、例えば、リバタリアンと両立論者は必ずや G・

ストローソンの基本論証を〈退けるべき間違った議論〉と見なすことになる。その結果、基

本論証の意義を理解するなどの企ての可能性が閉ざされることになる。本稿のような議論

が展開されえなくなる、ということだ。戸田山は、上述のフレームワークを受け入れたうえ

で両立論と懐疑主義のいずれかが有望と考えるために、リバタリアニズムをいわば「門前払

い」することになっている。本来なら〈自分にとって異質な考えを理解しようと努めるこの〉

の方が「哲学」の名に値すると思われるのだが。 

 私の見るところ――いまや率直に言わねばならないが――少なからぬ「分析哲学者」が哲

学をある種のヘゲモニー争いと見なしている（三浦俊彦、より若い世代のイズム好きの研究

者の幾人か、そして私の書いた『クオリアの哲学と知識論証』などがこうした傾向を助長し

ている9）。論戦の参加者は異なる陣営に分かれ、ある者は旧来の陣営の優越性を主張し、別

の者は新たな陣営を創設し多くのひとをそこへ引き入れようとする。いや正確に言えば、こ

のようなゲームに参加しているふりをすることが「業界的な」ルールになっているので、各

人が、馬鹿ばかしいことだと心の底では感じながらも、特定の立場の優越性を競い合うゲー

ムに参加しているよう見せかけている、というのが実情かもしれない。もちろん現在の分析

哲学がこのような傾向にあることは理由のないことではないだろうし、《理解を重視せよ》

と主張する本稿が現状に対する無理解を示すのは不条理なところがある（とはいえ私は、敢

えて不条理であることを選んで、現状を批判するのだが10）。いずれにせよ、本稿で行なった

ように〈理解〉に焦点を合わせて思索を展開することも可能であるので、こうした〈正しい

イズム探しゲーム〉に参加しなくても分析哲学を行なうことは可能なのである。――言葉が

いささか苛烈だったかもしれないが、ここでは敢えて感覚に訴える語彙を用いた。 

 要点を別の角度から述べよう。私は「ストローマン」を攻撃しつつ（というのも理解を完

全に軽視する哲学者など存在しないので）、自分が大事と思うことを読者に共有して頂ける

よう努めているのだが、私の言いたいことは、例えば「リバタリアニズムと両立論と懐疑主

                                                      
9 私は、現在、拙著『クオリアの哲学と知識論証』の探求姿勢をまったく不適切なものだと見なすに至っ

ている。あの本においては、〈論証をいじる〉という作業は大量に見出されうるのだが、〈理解〉という過

程はほとんど現れない。少なくとも〈論証〉と〈理解〉のバランスの悪さはあの本の瑕疵である。 

10 「不条理」なる現象については山口 2017 を参照されたい。 
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義のどれが正しいのか」や「二元論とタイプ B 物理主義とタイプ A 物理主義のどれが正し

いのか」などの問いを本気で問題するのは止めるべきだ、ということである。この提案のポ

イントは「本気で」という箇所であり、実に、今あげた鼎的選択に「本気で」拘ればこだわ

るほど〈自分がシンパシーを抱く立場と両立しない立場に対するアンチパシー〉は増大して

しまう。具体例を挙げよう。例えばリチャード・ダブルは次のように書く。 

 

 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） 

 

これは分析哲学のさまざまな分野で生じうる状況である。引用で言われるように両立論者

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章をしたのだが、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

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、「両立論と非両立論のいず

れが正しいのか」へ本気で拘ることが極限化するとどうなるか、を示していると言えそうだ。

実際、両立論の核心的アイデアは非両立論の否定を含み、その逆も真であるので、両派閥が

《どちらが正しいのか》を争い始めると、妥協の余地がなくなる。最悪の場合、「人格障害」

や「強制収容所症候群」などの語彙が飛び出すことになる。 

とはいえ――誤解のないように強調するが――「相対主義者たれ」と言いたいわけでもな

い。実際、《論証よりも理解だ》と主張する本稿が決して《論証でも理解でもどっちでもい

い》という立場を退けていることからも分かるように、「両立論と非両立論のいずれが正し

いのか」を問うのを止めても直ちに相対主義に陥るわけではない。私の提案はいわば〈関心

の焦点の置き方〉にかかわる。要するに、特定の「イズム」をサポートする「論証」を構築

するという仕事よりも、個々の「見方」のそれぞれの良さや意義を「理解」するという仕事
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にエネルギーを注いだ方が、哲学的に実り多い、と言いたいわけである。たしかに哲学的理

解の深まりは必ずしも実践上の重要な問題――例えば《レオポルドとローブはどのような

刑罰を科されるべきか》や《そもそも彼らは刑罰を科されるべきか》――を解決しない。と

はいえこれらは実践の現場において決せられるべき問題である。そして、自由意志に関する

哲学的理解を深めたうえで実践の現場へ向かう場合の方が、実践的問題の「正しい」解決が

見つけやすくなるわけではないが、思慮深く決断できるようにはなるだろう（また決断の責

任も自覚化されるにちがいない）。 

予稿で、本稿は「分析哲学研究を哲学的に意義あるものにするためにはどうすべきか」と

問う、と書いた。最後に私のさしあたりの答えを書いておきたい。本稿で見られたように（実

際に見られたか否かの判断は読者各人に委ねられるが）、分析哲学には私たちを知的に成長

させてくれる種や芽がある。それゆえ私は「分析哲学はつまらない」という意見に与さない。

とはいえ重要なのは《こうした種や芽をどう育てるか》である。〈論証〉に拘りすぎると枯

れてしまったり実がならなかったりする。決して論証への拘りを無価値と見なすわけでは

ない（現に本稿でも基本「論証」が論じられた）。とはいえ、〈理解〉なるものが軽視されが

ちな現状においては、「理解こそが重要なのだ」と強調せねばならない。水平的思考を突き

破り下へ下へと深まるベクトルを志向して分析哲学を引き受ければ、この伝統をより良い

方向へ伸ばしていける、と言いたい。本稿はこれを――ハイデガーの言葉を借りれば――

「率先垂範的に」試みたわけである。 
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