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日本自由意志論史序説――丹治信春の岐路 

 

山口尚（京都大学非常勤講師） 

 

 思想史を語る際に《語られる歴史が客観的実在として存在する》と想定することは素朴す

ぎる。ヘーゲルが「歴史」という語は「行なわれた諸々の物事（res gestae）」と「行なわれ

た諸々の物事の記述（historia rerum gestarum）」という二義をもつと指摘したことは有名だが

（『歴史哲学講義』、序論 C-b）、日本自由意志論史を編む際にもかかる二者の区別およびそ

の間の作用関係と緊張関係はつねに留意せねばならない。 

 私が「歴史」なるものについてどのような考えをもつかは他稿（山口 2018）を参照して

頂きたいが、ここでは私が《歴史は実存と運命が交錯する場だ》と考えていることを強調し

ておきたい。現在自らの実存を賭けて自由意志論に取り組んでいるわが国のひとびとを「私

たち」と呼ぶとするならば（なぜなら私もまたその一員だからだが）、日本自由意志論の歴

史を編み上げることは、場合によっては、私たちの現在の営みに使命（＝運命）の意味合い

を与える。私たちの進むべき道を照らすこと――こうした目標も抱きながら、以下、日本自

由意志論の歴史の序説に取り掛かりたい。 

 議論は以下の順序で進む。まず戦後の分析系の日本自由意志論史を概観し（1 節）、その

後で大森荘蔵の議論に触れ（2節）、丹治信春の議論の重要性を指摘する（3-4 節） 

 

1. 日本の自由意志論の歴史――戦後・分析系篇 

 

 直近の（すなわち戦後の）、そして私自身の研究に直接関わる（すなわち分析系の）、日本

語の自由意志論の歴史のラフスケッチは以下の通りである1。 

 1960 年に大森荘蔵が、「決定論の論理と、自由」において、現代の科学文献や英語圏の哲

学文献に言及することで（すなわちカントなどに言及せずとも）自由意志を論じうるような

討議空間を開く。そして大森自身は、このテーマを「後期ウィトゲンシュタイン的な」スタ

ンスで論じ、自由意志に〈私たちの言語実践における役割〉を認めた――私の理解ではこの

ひとは「非物理主義的」である。大森に対しては、早くも吉田夏彦が 1961 年に、また坂本

百大が 1980 年に、いわゆる機械的決定論に共感的な立場から批判を提示している（坂本の

批判の初出は 60 年代あるいは 70 年代かもしれない）。とはいえいずれの批判も大森の意図

を十分に踏まえたものでなく、彼と四つに組むものではない。 

 大森を乗り越えようと意図し、そして乗り越えの成功の可能性が見て取られるのは、1985

年の丹治信春の論考「行為の自由と決定論」である。そこで丹治は、決定論の問題を〈私た

ちの知の全体的構造のうちの整合性の問題〉と見なし、近代の物理学的世界観の再検討の必

                                                      
1 以下のスケッチは「試験的な」ものである。私は《日本自由意志論史を紡ぐ際にどの論著を取り上げね

ばならないか》についてまだ確信がもてない。重要な論著を知っている方がいれば是非教えて頂きたい。 
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要性を指摘する。これは《自由意志論は物理学的世界観に「融和的な」姿勢で進むべきか》

という問題提起でもある。 

 1990 年代には（物流事情も関わるのだろうが）日本のアカデミアにおける分析的自由意

志論の知見が増大し（1997 年の宗像恵の論考が象徴する）、21 世紀に入ると、2004 年の成

田和信の著書や 2008 年の美濃正の論考（これは自由意志の問題の総論を意図する）などの、

いわば大森に端を発する「日本的」議論から独立した自由意志論――或る意味で「純粋に輸

入的」とも解釈できる自由意志論――が提示される。2014 年の鈴木生郎の「自由と決定論」

（『現代形而上学』の第 2章）はこの流れに属す作品である。 

 この流れの特徴は――これは私の積極的な批判だが――大森を踏まえる丹治が悩み抜い

た事柄の忘却である。その結果、この流れは半ば無批判的な仕方で物理学的世界観に融和的

になる可能性を蔵す。そしてこうした流れのもとで、2014 年の戸田山和久の『哲学入門』の

第 7 章と第 8 章は、「物理主義的な」自然主義にもとづき、自由意志および道徳的責任の「進

化論的な」説明を提示するに至っている。 

 「J-PHIL」観念の欠如のためか、あるいは英語圏のトレンドの（若干時間差のある）流入

のためか、現在の日本の自由意志論では（物理主義的な）自然主義がメインストリームにな

りつつある、あるいはなっている、感がある。他方で、2007 年の野家啓一の論考、2013 年

の古田徹也の著書、2015 年の井頭昌彦の論考、2016 年の青山拓央の著書は、こうしたメイ

ンストリームから外れる要素を本質的に備えていて、学界人による彼らの扱いは「腫れ物に

さわる」ような場合がある。だが実際には、彼らの「奇妙」と感じられる議論の方こそが大

森‐丹治のラインを引き継ぐものであり、日本自由意志論史において重要な系譜を形成し

ているのだ、と私は主張したい。そして私も最近の論著（山口 2017a, Yamaguchi 2017, 山口

2017b）でもってこの系譜に属したいと考えている。とりわけ、山口 2017a は野家 2007と井

頭 2015 の「物語論的自由意志論」を突き合わせて論じるものであり、J-PHILを実践するこ

とを目指したものである。 

 

2. 大森荘蔵と決定論の問題 

 

 この論考の目標は、以上のスケッチを証立てする作業のひとつとして、丹治 1985の岐路

性を示すことである。そのために大森荘蔵の議論の重要な箇所に（紙幅の都合上不十分であ

らざるをえないが）触れておきたい。 

 カントやベルクソンの議論を知っている日本の哲学者たちは当時すでに「自由意志と決

定論の問題」とはどのようなものかについて常識的な知識を有していたのだが、大森 1960

はかかる理解に挑戦し《決定論の問題はむしろ空虚な問題だ》と指摘する。その際の理屈を

粗っぽく紹介すれば以下（やや詳しい説明は私の Researchmap の論考を参照されたい）。 

 大森は彼の主張を（具体例というよりも）一種の比喩で説明する。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（大森 1960: 131）。大森はこの命題の無内容さ
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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

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。 

 大森の議論の紹介は以上の不十分なもので中断せねばならないのだが、彼は決定論の問

題における「決まっている」や「決定」という語を無意味だと見なしていた、という点は記

憶に刻み込んで頂きたい。そして、こうした無意味な語を通じて提示される決定論と自由意

志の問題は「空虚」だ、と考えてた点も押さえられたい。なぜなら、第一にこれは面白い指

摘であり、第二にこの点に丹治は反対するからである。 

 

3. 丹治信春と人間的生の不整合 

 

 丹治 1985 は、大森に抗して、自由意志と決定論の問題は中身のある問題だと主張する。

この論考の目標のひとつは「自由意志と決定論の問題の本質は何か」を解明することであり、

丹治はこの点をじっくり論じているのだが、ここではそれをじっくり確認する時間がない

（繰り返しになるが、丹治の議論の詳しい紹介もまた私の Researchmap の論考にある）。目

下何よりも優先されるのは彼の議論の結論を正確に掴むことである。 

 大森と丹治の対立点は「決まっている」という語と経験なるものの関わり方の理解である。

大森は――上で見たように――この語を個別の経験と関わらせようとし、それによって《こ

の語は経験的に何が生じようと適用される》という事態を見出し、そして《この語は無意味

だ》と結論する。これに対して丹治は、概念と経験の関わり方は、〈概念 vs 個別経験〉とい

うタイプだけでなく、いわば「全体論的な」タイプもあるのだ、と考える。それゆえ、「決

まっている」という語と個別的経験の関わり方に関して大森の述べたことがすべて正しく

ても、なおも問題の語が有意味である可能性はある。そして丹治は、実際に「決まっている」

などの語は或る「全体論的な」仕方で有意味だ、と主張する。 

 以上が結論部の「形式的告示」であり、その具体的な内容を今から掴んでいきたい。丹治

によると、自由意志と決定論の問題において俎上に載せられている「物理的決定論」は大ま
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かに言って「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」という命題を指すのだが（丹治 1985: 158）、

ここで――彼の積極的指摘だが――《私たちがトランプのようなマクロ的対象に関して決

定論的な物理学を採用している》という事実には経験的な理由が無いわけではない。丹治は、

大森の提示する〈トランプめくり〉の話について、次のように言う。 

 

 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。

（丹治 1985: 159） 

 

すなわち、《ミクロ的対象の振る舞いについて私たちが場合によっては非決定論的な物理的

理解をもつ》という現実が経験的地盤をもつように、マクロ的決定論にも経験的な基礎があ

る。実際、丹治曰く、 

 

 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。（丹治 1985: 159） 

 

別の角度から言えば、仮に一定のマクロ的経験群から私たちが《マクロ現象も非決定的だ》

と信じざるをえなかったとすれば、私たちはトランプくらいの大きさの対象について非決

定論的な物理学を採用しただろう、ということだ。このような具合に〈決定〉という概念は、

少なくとも何らかの仕方で、経験と関係している。 

 ではそれはどのような仕方か。大森が指摘したように、「決まっている」を個別の経験に

突き合わせようとしても空回りする。丹治は、この考えを引き継ぎつつ、次のように話を展

開する。 

 

 だが先の命題［すなわち物理的決定論の命題］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。（丹治: 159 四角括弧内補足は山口による） 
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これが丹治の核心的主張であり、注目すべきは「構造」という表現である。引用の言葉は、

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

ているものと理解できる。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、ということだろう。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つ。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。 

 かくして、丹治においては、「決まっている」は有意味であり、例えば人間身体くらいの

マクロ的対象に関して決定論は理解の枠組みを形成する。他方で――次のステップへ話を

進めるが――丹治はこうした決定論が、或る意味で「人間の存立条件」と呼べるタイプの「自

由」と対立すると指摘する。彼の論じる「自由」は次の通り。 

 

 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。

（丹治 1985: 162） 

 

これは例えば脅迫などの強制によって剥奪されるタイプの自由よりも根本的な自由（すな

わち、そもそも「自由な」存在者に対してしか脅迫は意味を為さないだろう、と言われる際

の自由）である。ちなみにこうした自由が扱われる文脈では「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」などとは言えない（もちろん別の文脈では言えるが）。 

 丹治は、こうした根本的な自由を「動作の自由」と呼びつつ（この呼び方には問題が無い

わけではない）、その存在が決定論と両立しないことの理由として次のように言う。 

 

 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） 
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さて、丹治はこの理屈にいわゆる「両立論的な」反論があることを知っているが、それがつ

ねに或る欠陥を伴うことを主張する。なぜなら――ここは重要！――彼によると、引用の理

屈には〈自由意志〉・〈過去〉・〈自然法則〉・〈できる〉などの概念の間の一定の結びつき方が

表現されているのだが、両立論者はこの繋がりを無思慮に崩してしまうからである。 

 ここは具体例による説明が必要だが、紙幅の関係上、皆さんの予備知識を期待せざるをえ

ない。ときに両立論者は〈できる〉をしばしばヒューム的に〈……を選べば……をしたであ

ろう〉と条件法で分析しようとするが、この場合――丹治自身の指摘する副作用だが――

「私たちは（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「できる」の言葉づかいに関して無視できない問題がある。 

 丹治の指摘のポイントは次だ。すなわち、概念は相互に連関しているので、素朴にそのひ

とつを取り出して意味をいじっても、別の場所に問題が波及する、と。概念は（いじるとす

れば）もっと「全体論的に」いじらねばならない。丹治は両立論のコミットする問題を「概

念の孤立化」という句で表現する（丹治 1985: 169）。両立論者は例えば〈できる〉だけを取

り出して後先考えずにその内容をいじっている、ということだ。 

 では――話が最終段階に進むが――、一方で決定論がマクロ的対象の振る舞いの理解や

説明の枠を形成し、他方で決定論の真理と自由意志の存在が両立しないのであれば、ここか

ら《私たちは自由でない》という結論が導き出されるのだろうか。丹治の答えは「否」であ

る。なぜなら、丹治によると、自由意志の存在は否定不可能だからだ。 

 私自身もまた近年（一方で自由意志の不在を主張しているのだが）複数の箇所で〈自由意

志の否定不可能性〉を指摘しており（山口 2017a: 22, Yamaguchi 2017: ch.4, 山口 2017b: 258）、

今から紹介する丹治の理路は私の言いたいことと照応する。 

 《なぜ自由意志の存在は否定不可能か》の丹治の説明の第一歩は次である。 

 

 われわれの動作の自由は［…］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。（丹治 1985: 171） 

 

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。 

 これはいわば「概念的な」次元の話である――実に丹治は言う。 
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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。（丹治 1985: 172） 

 

私たちの生を構成する概念的な枠組みのうちに例えば《私たちは自由な存在である》などが

属している。それゆえ、仮にこう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らのあり方への「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（丹治 1985: 172）。 

 丹治の理屈の要点は、人間としての諸々の活動をそれとして行なうことにとって、自由意

志の存在は（あるいは、この文脈では同じことだが、その存在を認めることは）構成的だ、

ということである。この点を掴むためにもう一カ所引用しよう。 

 

 「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――それゆえその点を掴

むことこそが肝要である。言い換えれば、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。 

 以上で丹治は次の三つを主張した。（１）決定論は人間のような（マクロな）存在の振る

舞いを理解する際の枠組みに属す。（２）決定論は人間的自由と両立不可能である。（３）人

間が自由であることは否定不可能である。押さえるべきは、これらはすべて概念的な次元の

事柄として、すなわち私たちの生を秩序づける信念システムの構造に関することとして、主

張されている、という点である。要するに、丹治によれば、「「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」のである（丹

治 1985: 176） 

 

4. 近代批判の必要性――精神科学的知見も取り入れる自由意志論へ 

 

 ではどこがまずいのか――丹治自身の答えは「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」というものだ（丹治 1985: 178）。とはい

え彼は重要な問題を提起することに成功していると思われる。それは、自由意志と決定論の

問題とは《私たちが現在生きている概念の枠組みには根本的な矛盾が内蔵されているので
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はないか》という指摘であり、《この問題の解決は、小手先の概念改訂などによって達成さ

れず。むしろ世界像全体の批判という大々的な作業によってのみ可能だ》という提言である。 

 私は丹治の問題提起を、近代物理学的世界観を含む近代的思考の批判へ繋がるものと解

釈したい。これは、丹治がそう言っているということではなく、彼の提言の私による展開で

ある。実に、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、本稿で確認した丹治の主張は《そ

もそもこうした物理学的世界理解と自由意志の存在との間には緊張関係が存在する》とい

うことであり、彼の考えを推し進めるならば《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》と言えよう。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。私は――私自身の立場として――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。 

 ――日本語で自由意志を論じる者は、丹治の議論を受けて、こうした「大きな」テーマへ

話を広げていくことが可能であったのだが、現実の歴史の流れは必ずしもそうした方向に

進まなかった。現代の日本の分析系の自由意志論者は、大森から丹治へ深まってきた流れを

引き受けず、近代的科学的あるいはより広く近代的世界観と融和的な探究に邁進している。

ひょっとすると、彼ら／彼女らが一方で自然科学的な著作をたくさん参照しながらも他方

で精神科学的な著作をあまり取り上げない、という現状は〈近代批判〉という観点の欠如の

反映ではないか、と私は考えたりもする。実際には、例えば史学に属す著作を読むことは近

代的思考や近代的価値を相対化することに繋がるのであるが！ 

 本稿の結論は以下である。大森から丹治を経て近代批判の必要性を自覚した自由意志論

は社会史や思想史などの精神科学を取り入れた研究へも裾野を広げるだろう、と。〈精神科

学的知見も取り入れた自由意志論〉こそが、大森‐丹治への流れを進める（ひとつの）自然

な流れであろうし、J-PHIL の実践のひとつの道だと思う。たしかに分析系の自由意志論者

が神経科学や実験心理学の著作をたくさん読むことはそれ自体としてとても意義がある

（さらには当然のことだと言えよう）。だが例えば――あくまで例だが――穂積陳重の『復

讐と法律』や阿部謹也の『刑吏の社会史』などを読んで近代的な刑罰観や責任観を相対化し

ようとする努力を彼ら／彼女らが現状においてあまり払っていないことは無視できない

「不足」である（他方で野家啓一はすでにこの種の研究に取り組んでいると言えるかもしれ

ず、私もこうした研究にすでに着手しており、その成果は追って公表したい）。大森荘蔵か

ら丹治信春を経て、日本自由意志論はより広いパースペクティヴに展開するポテンシャル

を得た――この潜在性をどう開花させるかは私たちの肩にかかっている。 
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