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 私はいわゆる「仏教的自由」にも関心をもっており、それを〈自己からの自由〉と理解し

ているのですが、こうした概念については佐藤晃先生がお話し下さるかもしれません（ある

いはまったく別の話をされるかもしれません）。 

さて、仮に或る種の仏教的自由といわゆる「西洋的自由」が素朴に対比されうるとするな

らば、後者は〈自己への自由〉と捉えることが可能です。たしかに、例えばエックハルトな

どに代表されるいわば「脱自型の」自由が西洋でも提示されていたという事実に鑑みると、

《西洋的自由は自己への自由だ》と断言することはできません（ちなみにエックハルトが

「西洋的」か否かもまた興味深い問いだと言えます）。とはいえ、現代の英語圏の哲学――

これは「分析哲学」と呼ばれる領域であり、私の専門分野です――において特筆すべき〈自

己への自由〉論が展開されていることを考慮すれば、今回の発表において「西洋哲学・分析

哲学から見た自由」という題目のもとで或る種の〈自己への自由〉を語ることは許されるで

しょう。本発表では、ロバート・ケインという現代英語圏の代表的な自由意志論者のひとり

の議論を取り上げ、《哲学において自由はどう取り扱われるべきか》に関する私たちの考え

を深めることを目指します。 

 本論へ進む前に以下の議論の意義について触れておきます。近年、とりわけ英語圏の哲学

の文脈において、〈人間を自然科学的な語彙で説明し尽くしてしまおう〉という思潮が勢い

を得ていますが、本発表はこうした動きに対する反抗です。たしかに、《人間は自然の一部

だ》という命題は必ずや何らかの意味で真でしょうから、或る種の自然主義の真理性は疑え

ません。とはいえ――本発表全体を通じて指摘したいことですが――素朴な自然主義は、素

朴な反自然主義と同じくらい、私たちの人間理解を歪める危険性を具えます。私は、以下に

おいて《人間的自由はどのように理解されるべきか》に関する私なりの考えを提示すること

でもって、近年の自然主義的行き過ぎに対する一定の歯止めに代えたいと思います。 

 議論は以下の順序で進みます。はじめに、本発表の思考が動く地平を開くために、「難し

い重大な選択」という概念を導入します（第 1 節）。つづけて、難しい選択と関連する自由

をめぐるケインの考えを確認し（第 2 節）、そのうえで、この哲学者の考えの問題点を指摘

し（第 3 節）、最後に《人間の自由はどう論じられるべきか》に関する私自身の考えを提示

します（第 4 節）。ちなみに本論は「である体」で書きます。 
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1. 難しい選択・重大な選択・自己 

 

 「選択」と呼ばれる事態の理解を深めるには――決してクリアカットな区別たりえないの

だが――「重大な選択」と「些末な選択」を区別することが役に立つ。極めて卑近な例を挙

げれば、私はしばしば昼食時に〈ねぎ玉牛丼〉にするか〈キムチ牛丼〉にするかを迷う。と

はいえこの選択は「重大な」ものではなく、最終的にいわば「気分で」決定される。本節で

確認することは、この種のものとは次元を異にする選択が存在する、という点である。 

 この点を掴むためにアメリカの哲学者のルース・チャンの議論を見ていこう。あるトーク

の企画でチャンは次のように言う[1]。 

 

 大学を卒業したとき、私は哲学と法律のどちらを仕事とするか決められなかった。一方で、

哲学はとても好きだった。そして、哲学者になれば素晴らしいことを学ぶことができ、し

かもそうしたことを快適な肘掛け椅子で学ぶことができる。他方で、私は慎ましい暮らし

の移民の家族の生まれであり、当時の自分に思いつく贅沢と言えば、学校で食べる弁当の

中の豚タンとジェリーサンドウィッチくらいだった。そのため、肘掛け椅子に座ってもの

を考えて一生を過ごすなどと発想は、贅沢と軽薄の極みのように感じられた。 

 

さてどうなったか――と言えば、結局チャンは、哲学者になることを決心することができず、

むしろ「就職できない哲学者になってしまう恐怖」から弁護士になることにした。とはいえ、

弁護士の職に就くやいなや、彼女は後悔することになる。曰く、「弁護士という仕事は私に

まったく合っていなかった――それは私のあるべきあり方でなかった」。 

 チャンはこの出来事を、「難しい重大な選択」において選択者がうまく決断できなかった

事例として回想している。とはいえ彼女が言いたいことは、哲学者になるという選択肢が彼

女にとって「正しい」オプションだった、ということではない。むしろ彼女の言いたいこと

のひとつは、この種の「難しい選択（hard choice）」にはそもそも正答がない、という点であ

る。この点についてチャン曰く、 

 

 選択を難しくする要因は、選択肢の相互関係のあり方にある。簡単な選択においては、或

るひとつの選択肢が他のすべての選択肢よりもベターであることが定まっている。とは

いえ、難しい選択においては、或る選択肢がある点において優越するが、他の選択肢が別

の点において優越し、その結果、ベストな選択肢が定まらない。 

 

例えば〈哲学者か弁護士か〉という選択はこの意味で「難しい」ことがありうる。実際――

こうした評価はひとによるところがあるが――収入面だと弁護士の方がベターだが、充実

                                                      
[1] これは TED である（書き起こしは下記 url）。なお本発表における引用は私（山口）の翻訳による。 

https://www.ted.com/talks/ruth_chang_how_to_make_hard_choices/transcript 
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度だと哲学者の方がベターだ、という状況がありうるだろう。 

 さて、チャン自身も注意することだが、難しい選択は必ずしも「重大な（big）」選択では

ない。例えば朝食で、食物繊維の多いシリアルを食べるか、チョコレートドーナッツを食べ

るかを選ぶこと（これはチャンの挙げる事例）などは、ベストな選択肢が一意に定まらない

という意味で「難しい選択」だが、それでもそれは私が先に挙げた〈ねぎ玉牛丼かキムチ牛

丼か〉のような「些末な選択」に類する。そしてチャンの直面した〈哲学者か弁護士か〉と

いう選択は、それとは（少なくとも何らかの意味で）次元を異にしている。 

 押さえるべき点は、〈ねぎ玉牛丼かキムチ牛丼か〉という選択は「気分で」決定してかま

わないが、〈哲学者か弁護士か〉という場合はそうはいかない、というところだ。実に、「難

しい重大な選択」の決断においては特筆すべきことが生じているのであるが、この点につい

てチャンは次のように言う。 

 

 互角の選択肢の間でどれかを選ぶときに私たちが行ないうることは、まさしく注目に値

する。すなわち私たちは自分自身（self）を選択の根拠に置くことができるのである。要

するに、こちらの選択肢が、自分の居るべき場所なのだ、ということである。 

 

これは――私はこの言い換えが可能であり核心的だと思うが――、重大な選択においては

〈自分がどのような人間なのかを選ぶこと〉も行なわれている、ということだ。実にチャン

自身も次のように言う。 

 

 難しい選択に際して自らの規範的能力を発揮しないひとは「流されて生きる者（drifter）」

である。［…］私もかつて流されて弁護士になった。これは、弁護士を選ぶことの根拠に、

私自身がそれを選ぶということを置かなかった、ということである。［…］流されて生き

る者は、自分の生の物語を世界が書いてしまうことを許してしまっている。［…］難しい

選択の考察から得られる教訓は次である。〈自分自身がそれを選ぶ〉ということを根拠と

してよいような選択肢は何か、すなわちそれを選ぶのが自分なのだと言えるような選択

肢は何か――こうした問いに拘り、難しい選択を通じて、そうした人物になるべし。 

 

本発表の文脈で必ずや押さえたい点は、「自己」が懸けられた選択が存在する、というとこ

ろである。一方で〈ねぎ玉牛丼かキムチ牛丼か〉においては、たしかに迷うには迷うが、そ

こに自己の実存は関わらない。他方で、本発表が「重大な選択」と呼ぶものにおいては、何

を選ぶかが選択者の実存と呼応する。そしてそこでは《なりたい自己になる》という注目す

べき事態が生じうるのである。（ちなみに学問的に正確を期せば、チャンのトークは「重大

な選択」に関わる重要な指摘を提示しているにもかかわらず、ときに「重大／些細」の区別

に頓着せず雑な議論を展開してしまっている――この点の批判は本発表の関心を超えるの

だが。） 
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2. ケインの自己形成的行為 

 

 ロバート・ケインが「自由」と呼ぶものは、以上で紹介された「難しい重大な選択」にお

いて閃くものである。本節はこの点を説明するが、それに先立ちこの点を指摘することの意

義を述べておこう。 

 実に「自由」という言葉はひとつでも、その用いられ方は多様である。結果として私たち

は、語の用法の反省的考察なしには、それを曖昧な仕方で使用してしまうことになる。こう

した状況で必要かつ重要になるのが、語の特定の用法を純化し、それを結晶化した形で取り

出すことである。かかる作業によって私たちは「自由」の可能な意味について理解を深める

ことができるのであるが、ケインの立場の確認もまたこのことに資するのである。 

 ケインの立場の意義をよりビビッドにするためにカントの考えに触れておきたい。ケー

ニヒスベルクのこの哲学者は『実践理性批判』において、〈感性的な傾向性を原因とするの

ではなく、理性の道徳的命令に従って行為すること〉を「自由」と捉えた。自由のかかる構

想においては、例えば〈自己を創造する〉という活動ではなく、むしろ〈欲望から自己を切

り離すこと〉や〈自己を道徳の高みに引き上げること〉などが「自由」とされる。こうした

自由のカント的構想の重要性については疑いの余地はないのだが、それでも私たちは《それ

とは別の把握の可能性もある》という点を忘れてはならない。そして――今から見るように

――ケインの立場は、重要な、自由の非カント的構想のひとつたりえているのである。以下、

彼の考えを一歩ずつ確認していきたい。 

 第一に、ケインによれば、真に「自由だ」と言われうる行為は人生においてそれほど多く

なく、私たちは普段はむしろ「惰性的に」生きている。これは《私たちは普段は不真面目に

生きている》という意味ではなく、むしろ《私たちは「先行的に形成された意志（a will already 

formed）」に従って行為する場合が多い》という意味である（Kane 1999: 305）。これはよく

分かる指摘であり、例えば私に関して言えば、私は毎朝《講義をしに行くか否か》に関して

真に自由に選択するわけではない（私が出勤することは或る重要な意味で「惰性」である）。 

 第二に、ケインによれば、ひとの普段の「自動的」行為を導く意志や性格を形成するいわ

ば「起源的な」決断や行為こそが、真に「自由」と呼ばれるべきものである。彼はこれを「自

己形成的行為（Self-Forming Action, or SFA）」と呼び、こうした自由の発現の一般的条件を以

下のように規定する。 

 

 人生において自己形成的行為が生じるのは、私たちが《自分は何をすべきか、何になるべ

きか》について競合する複数の展望の間で引き裂かれているときである。（Kane 1999: 306） 

 

ここで「競合する（competing）」という語に注目せねばならないが、それは選択肢の間に絶

対的な優劣関係がないことを意味する。かくして、「複数の展望」のうちにどれかひとつ正

しい展望がある、ということはない。この意味で、この選択は（前節で紹介した意味の）「難

しい選択」である。そして、選択肢のいずれかが選ばれる際には、「私たちが、決断によっ
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て（by deciding）、競合する理由あるいは動機のひとつを他のすべてよりも優越せしめねば

ならない」のである（Kane 1999: 307）。 

 第三のステップとして自己形成的行為の具体例を見てみよう。ケインは――比較的有名

な例なのだが――以下の「ビジネスウーマン」の例を挙げる。 

 

 或るビジネスウーマンが、彼女のキャリアにとって重要な会議に向かって、通りを歩いて

いる。そのとき彼女は路地で暴行がおこなわれているのを見る。その結果、内的な葛藤が

生じる。彼女の良心は、立ち止まって助けを呼ぶことを要求するのだが、キャリアに関す

る彼女の野心は《会議を欠席するわけにはいかないぞ》と告げる。最終的に彼女は、踵を

返して被害者を救うことで、この葛藤を解決した。（Kane 1999: 307） 

 

本発表の文脈で強調したいのは、例えばカントであれば〈会議を優先する〉という選択肢を

いわば「欲望の奴隷になっているもの」として「不自由」と見なすかもしれないが、ケイン

は必ずしもそうは言わない、という点だ。実に、ケインによれば、ビジネスウーマンはいず

れの選択肢を選ぼうとも或る種の自由を行使することになる。これは――本節の文脈で是

非とも強調したい点だが――ケインによる自由の構想が非カント的であることを意味する。 

 第四に指摘すべき点として、「自己形成的行為」という名称がすでに示唆しているが、ケ

インはビジネスウーマンの選択を〈自己を創る〉という事態と捉えている。この点に関する

ケイン自身の説明は（彼の論考の文脈も関係して）極めて形而上学的だが、以下、それを換

骨奪胎して紹介したい。 

 まず、ビジネスウーマンの事例においては、〈被害者を助けること〉と〈立ち止まらず会

議に向かうこと〉が競合している。これはいずれか一方の選択肢が正しいわけでないことを

意味し、彼女は自らの自由を行使していずれをも選びうる（すなわち片方の選択肢が欲望の

奴隷だというわけではない）ということを意味する。ここでケインは次のような「ビジネス

ウーマン＊」を考える。 

 

 ビジネスウーマン＊は、現実とそっくりの可能世界に存在し、現実のビジネスウーマンと

同じ過去をもっているが、しかしながら彼女は暴行の被害者を助けるために立ち止まっ

たりせず会議へ向かう。（Kane 1999: 310） 

 

引用の「可能世界」のジャーゴンは無視してまったく問題なく、押さえるべきは、ビジネス

ウーマンの直面した選択状況においては選択肢が「互角」であるので、結果としてビジネス

ウーマン＊のような仕方で選択するケースもありうる、ということだ。ここで私たちが問う

べき問いのひとつはふたりの女性の差異に関わる。ビジネスウーマンとビジネスウーマン＊

は結果として進む道を違えているのだが、何がふたりを分かつのか。それはたんなる「気ま

ぐれ」だろうか。あるいは何らかの外的な環境要因の影響だろうか。 

 仮に各々の女性の選択が「自己形成的行為」と呼びうるものであるならば、この問いへの
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答えは以下のようなものでなければならない、とケインは考える。アメリカのこの哲学者に

よると、各々の女性について次の連関が成立している。 

 

 彼女がどちらの選択肢を選ぼうとも、その選択肢は、彼女によって（by her）、自分が望む

ところのもの［…］として承認されている。（Kane 1999: 319） 

 

言い換えれば、環境に流されたわけでもなく、一時的な気まぐれによるのでもなく、自分自

身を選択の根拠として選択が行なわれている、ということだ。それゆえビジネスウーマン＊

も、ビジネスウーマンとまったく同じように、自由を行使して自らの道を進んだと言える。

なぜなら、後者が〈良心に恥じないこと〉を自分の望むこととして選んだのと同様に、前者

もまた〈キャリアを第一にすること〉を自分自身の道として選んでいるからである。 

 以上の議論は――すでに気づかれているだろうが――ケインの言う「自己形成的行為」が

前節で紹介した「難しい重大な選択」に関わることを意味する。実際、問題のタイプの行為

について、ケインは「物語を書く」という表現を用いつつ次のように述べる。 

 

 私が十分や理由や決定的な理由を先行的に有していない場合、それは［…］選択以前の段

階で私が十分に形成され切った者でないからである［…］。小説の作者のように、私は物

語を書く過程のうちにあり、人格（すなわち、私の場合、私自身であるが）を形成する過

程のうちにある。（Kane 1999: 321） 

 

ひとは、難しい重大な選択に際して、自分自身を根拠として一定の選択肢を選び、それを通

じて或る人格に成っていく。ビジネスウーマンとビジネスウーマン＊の違いは――少なくと

もケインの議論の文脈では――《どのような物語を自分の物語として書いたか》に存してお

り、《どちらがより道徳的か》や《どちらがより自由か》に存するのではないのである。い

ずれもそれぞれの仕方で自分の人生の作者なのである。 

 

3. 自己形成的行為の自然主義的な還元的説明？ 

 

 以上のようにケインは或るタイプの（例えば「非カント的」と言える）自由の構想の彫琢

に成功しているのだが、同時にこれをいわば「自然主義的に説明」しようと試みる（なぜな

らケインが自然主義者を自認しているからである）。この企てが問題的だ――これが本発表

の主張である。本節では、はじめにケインの自然主義的議論を確認し、続けてその問題点を

指摘したい。 

 まずケインの議論の確認であるが、彼はビジネスウーマンの後日談を展開する。 

 

 この女性は次の日――このストーリーの舞台は未来なのだが――その時代の神経科学者

のところを訪れる、と仮定しよう。神経科学者はビジネスウーマンに、彼女が選択したと
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きに彼女の脳の中で何が起こっていたのかを話す。［…］その話によれば、選択の前には、

彼女の神経プロセスのうちに、ある非決定的状態が存在していた。この非決定性は、彼女

の意志における葛藤が引き起こしていたものである。そして、こうした非決定的状態のた

めに、はたして彼女は助けに戻るのか、それとも見捨てて行くのか、という点は不確実（そ

して非決定的）だった。（Kane 1999: 307） 

 

目下の文脈で留意すべきは、ケインがビジネスウーマンの選択の自由を神経科学的な道具

立てで語ろうとしている、という点だ。こうしたやり方は無視できない問題をはらむ。とは

いえ、問題点は後で説明することにして、とりあえずケインの議論の全体を押さえたい。以

下、かなり長くなるが、目を通すべき箇所をすべて引用する。 

 

 さらに、神経科学者の話には、互いに連結し合ったふたつの再帰的神経ネットワークが登

場する、と仮定しよう。このネットワークはフィードバックループにおいて刺激を情報と

して伝達する。一般的に言えば、人間の考量的思考が含むと期待されるタイプの、脳内の

複雑な認知的処理の役割を担うのが、このネットワークである。さらに、各々の再帰的ネ

ットワークは非線形であり、そのためにカオス的な振る舞いの可能性が許容される（最近

の研究者が主張するように）。実に、人間の脳が創造的な仕方による問題解決（例えば実

践的考量におけるそれ、など）を行なうことができるのも、こうしたカオスの可能性がサ

ポートする可塑性と柔軟性のおかげである。さて、ふたつの再帰的ネットワークのうち、

一方の側のインプットはビジネスウーマンの道徳的な動機であり、そのアウトプットは

助けに戻ることである。他方の側のインプットは彼女の仕事上の野心であり、そのアウト

プットは会議に向かうことである。ふたつのネットワークは互いに連結している。かくし

て、《彼女が道徳的に行為するか否か》を不確実にするような非決定性が、自己利益を追

求したいという彼女の欲求の側から生じることになる（逆も然りである）。かくして、先

に述べたように、彼女の意志における葛藤から非決定性が生じるわけである。そして、自

己利益へ向かう欲求を克服しようとする彼女の努力が勝利したとき、次の出来事が生じ

た。それは、ふたつの神経回路のうちの一方が活動閾値に達し、その結果、もう一方の回

路のせいで生じていた非決定性が乗り越えられる、という出来事である。（Kane 1999: 307） 

 

このようにケインは、神経科学的な道具立てによって、いわば〈自由な選択の説明モデル〉

を構築しようとする。ケインのモデルはふたつの神経ネットワークの並行的情報処理を含

むので、「並行処理モデル（parallel processing model）」と呼んでよいかもしれない（cf. Kane 

1999: 312-313）。 

 ケインは自己形成的行為の理解を深めることを意図してこうした「説明」を提示している

のだが、彼の議論が引き起こすものはむしろ混乱あるいは困惑であるだろう。実際、引用の

ような「説明」が正しかったとすれば、ビジネスウーマンの行動は物理的なプロセスの結果

であることになる。その場合、「彼女が暴行の被害者を助けることを選んだのだ」というよ
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りもむしろ、「彼女の身体運動は複雑の物理的な過程の一環にすぎない」と述べる方が的確

であることになる。 

 ここで指摘されていることは、ケインの「説明」が間違いだということではなく、むしろ

――それ以前の問題点として――ケインのやっていることの内部にいわば「ちぐはぐな」と

ころが存在するということだ。一方で、前節で紹介した彼の議論に従うと、自己形成的行為

は行為者を〈人生の物語の作者〉とするようなものであった。他方で、たったいま確認した

彼の「説明モデル」に従うと、それは物理的なプロセスの結果にすぎない。それゆえそこに

おいては《物理的な先行条件と物理的法則が人生の物語を書き上げてしまう》という事態が

生じている。要するに、自己形成的行為の核心的特徴を神経科学的なモデルは救わない、と

いうことだ。ケインは自分が丹念に練り上げたものを、自然主義的説明によって台無しにし

てしまっている。 

 ケインの議論の問題点は、一般的な観点から言えば、いわゆる「還元的説明」にまつわる

困難だと言えるかもしれない。或るものを還元的に説明することは、場合によっては、その

ものが実は存在しないことの暴露になってしまう。そして実に、ケインの説明モデルにおい

ては、物理的なものの運動が存在するだけで、そこには主体的自己が見出されない。彼のモ

デルは、捉えようによっては、《自己形成的行為など存在しないのだ》と主張するものと見

なされうるのである。 

 本節の議論が主張しようとしていることを――誤解を避けるため――もう一度述べると、

それは《或る種の還元的説明が間違っている》や《自然主義は正しくない》などではなく、

むしろ《ケインの提示するような自然主義的な還元的説明は、彼の意に反して、彼の論じて

いる「自由」の理解を深めることに貢献しない》という点だ。具体的に言えば、脳内にカオ

スや非決定性が存在したところで《なぜそれが行為主体の主体性を構成するのか》はまった

く分からない（むしろ却って謎が増えてしまう）、ということ。一般的に言えば、自然主義

者が期待するほどには、彼女ら／彼らの自然主義的説明は自由の理解を深めないのである。 

 

4. 自由を自由として取り扱うこと 

 

 自由意志論の取り組むべきことのひとつは、自由を自由として取り扱い、いわば〈自由と

しての自由〉の理解を深めることである。前節までの議論が正しければ、ケインはある点で

この作業に成功し、別の点でそれに失敗している。本節では、〈自由を自由として取り扱う〉

という試みの特徴をさらに踏み込んで掴むために、倫理学者の佐々木拓による自己形成的

行為の考察に手短に触れ、《自己創造の自由はどう論じられるべきか》に関する私自身の考

えを提示したい。 

 佐々木が自己形成行為を考察する論考（佐々木 2005）はダニエル・デネットなどへの言

及も行なっており、その全体を本発表で紹介することはできないのだが、それはケインの立

場に対する重要な問いかけを含んでいる――本発表はこの問いかけに焦点を合わせる。第 2

節で確認した限りだが、ケインは自由という事象を決断という瞬間的現象の内部に置いて
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いるように見える。すなわちケインの立場は《過去と未来に切れ目を入れる瞬間的現在の決

断にこそ自由は宿る》というものにも見える。とはいえ、はたしてこれは自己創造の自由の

理解として適切だろうか。佐々木の答えは「否」である。そして彼によれば、ケインの言っ

ていることを踏み込んで理解しようとするならば、自己形成的行為における自由のいわば

「通時性」が判明するのである。 

 佐々木の核心的な議論は次である。 

 

 SFA［すなわち自己形成的行為］が自己形成であり、そこでの決定が自らの自由意志とし

てみなされるもっとも大きな根拠は、その決定が「自らのものである」という点である。

つまり、葛藤する意志は自らの内部から生じるものでなければならない、という点がケイ

ンの自由論の胆なのである。［…］葛藤する動機は単に思い付きで生まれたようなもので

あってはならず［…］それに対する十分なコミットメントが時間を通じて養われていてこ

そ、葛藤の前には結果が不確定であったとしてもその結果を自らの決定解いて受け入れ

るようになるからである。非決定的な選択がポンとあるだけでは、それは自由意志とは呼

べないのである。（佐々木 2005: 37） 

 

敷衍すれば、決断は葛藤を前提するが、葛藤が生じるには通時的な準備が必要だ、というこ

とである。実際、或る意味で真に「不自由な」ひとはその生をまったく「惰性的に」過ごし、

何かに葛藤を感じるほどに自らの魂を世話することはないだろう。こう考えれば、ケインの

語る「決断的な」自由にとっても、その準備的な時間が本質的に重要なことが分かる。 

 要点を別の角度から述べよう。実に、一見したところ「瞬間的な」ものに思われるが、決

断は関係的な事態である（ハイデガーも『存在と時間』で同様のことを指摘する）。過去を

十分に引き受けて葛藤を感じるに至っていない存在者は何ら決断しないだろう。この点を

ビジネスウーマンに適用すれば次のように言える。彼女は、路地の暴行を見て葛藤を抱ける

ほど十分に魂を養ってきたからこそ、決断の自由を行使できるのだ、と。自由は彼女の脳内

の非決定的プロセスにあるのではない。むしろ例えば彼女がそれまでどう生きてきたかと

いう物語のうちにあるのである。 

 本発表は、ケインの自己形成的行為の理解を佐々木が行なっているように深めることが、

〈自由を自由として取り扱う〉という作業のひとつだ、と指摘する。そして、自由の自然主

義的説明（第 3 節で紹介されたようなもの）はえてして〈自由を自由として取り扱うこと〉

に失敗しがちだ、と強調したい。これは決して、「自由」と呼ばれる現象がいかなる自然主

義的な説明も認めない、ということを意味しない。むしろ、「自由」も自然の内部で生じる

現象の名前である以上、何らかの自然主義的な説明は存在するはずだ。とはいえこのことと、

こうした説明が〈自由としての自由〉の理解の深化に寄与するかどうかは別の話である。そ

してこの微妙な区別を私たちが看過するときには――第 3 節で指摘したことだが――自分

で丹念に練り上げたものを、そぐわない「説明」で台無しにしてしまう、というケインの過

誤を繰り返すことになるだろう。 
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 本発表の指摘を一般的な観点から表現すれば、人間の生の物語と物体の運動の物語は区

別されねばならない、ということかもしれない。ケインの自然主義的な議論は、物体の運動

を語るボキャブラリーでもって人間的自由を語ろうとし、却ってそうした自由の存在しな

い世界を描き出してしまっている。当たり前のことかもしれないが、人間的自由をそれとし

て語るためには人間を語らねばならない。「魂の世話」や「葛藤」や「決断」などの語彙を

用いて語られる物語が、「原子」や「神経細胞」や「パルス」などの自然科学的な語彙だけ

を用いて語られる物語にはできない仕方で、人間的自由の理解を深めてくれる――こうし

たことがありうるのだ、そしてそれは或る意味で当然なのだ、というのが本発表で最も言い

たかったことのひとつである。 

 さらに一般的なことに触れて発表を閉じたい。ときに、現代の神経科学の研究の成果は人

間の自由意志が存在しないことを明らかにしている、と言われることがあるが、こうした言

い回しは無視できない不正確さを蔵する。事態をより正確に語れば次だろう（以下の言い方

には別種の粗っぽさもあるのだが）。すなわち、神経科学の語彙で書かれる物語にはそもそ

も人間的自由は現れない、と。言い換えれば、自由意志の存在は、神経科学の探究の結果と

して否定されるのではなく、むしろそうした探究以前にいわば「語彙的に」排除されている

のである。ここでもまた、人間の生の物語と物体の運動の物語を区別することが肝要だ、と

言えるだろう。 
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