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主題と背景

主題
・害を引き起こしそうだった行為や出来事の問題
を分析するKriesの危険性論の内実と位置づけ．

背景
・危険性論は適合性理論の重要な一部だが見落とされがち．
－適合性理論の全体像や核心が見失われている．



目的と意義

目的
・Kries危険性論の要点を整理し，
適合性理論の全体的な構図を明らかにする．

意義
・Weberの歴史学-社会学方法論解明への貢献．
・歴史学-社会学の方法論や哲学的因果-責任論への貢献．
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1. 因果の適合性と偶然性



1.1. J. von Kriesとは
Johannes von Kries (1853‒1928)

・ドイツの生理学者．
・科学哲学的な研究にも従事．
－確率論の基礎*．
－適合性理論．

* Kries(1886)



1.2. 適合性理論とは
・Kriesが1888年の論文で展開*．
「客観的可能性という概念とその若干の応用について」

・自身の確率基礎論を因果論と危険論に応用．

・Weberが歴史学-社会学方法論へと輸入**．

* Kries(1888)，** e.g. Weber(1906)



1.3. 因果帰属と適合性判断

・Kries (1888: 21‒8)

(1) 因果帰属
・個別的因果関係の判断．
－反事実的条件法(反実仮想)によって判断．

(2) 適合性判断
・適合的因果／偶然的因果の区別．
－個別的な因果関係を２つのカテゴリーに分ける．



1.4. 適合的因果と偶然的因果

因果

適合的因果 偶然的因果



1.5. 適合的因果の定式化

促進的状況
「Xの生起はYの生起の促進的状況である」iff
「Xの生起はYが生起する可能性を一定量増大させる」

適合的因果
「或る個別的因果関係aRbが適合的である*」iff
「Aの生起はBの生起の促進的状況である**」

* xRyは「xがyを引き起こした(caused)」，** Xはxのタイプを表す．



1.6. 適合／偶然と責任

因果

適合的因果 偶然的因果

責任あり 責任なし



2. 危険＝偶然的非因果



2.1. 因果なき責任？
・前節：実際に害を引き起こした場合の適合性と責任．

・害を引き起こさなかった(非因果)にも関わらず，
責任が帰属される場合がある．(e.g. 未遂犯)
－害を〈引き起こしそうだった〉とき．

・ここでも適合性／偶然性が責任帰属の指標になる．



2.2. 非因果の分類

非因果

適合的非因果 偶然的非因果＝危険



2.3. 危険の分類

危険

絶対的危険 相対的危険



2.4. 絶対的危険とは

絶対的危険
・害を引き起こさなかったということが，
人間の識別能力では知りようのない要因に依存．

・認識主体や状況の捉え方に左右されないような場合．



2.5. 絶対的危険の事例

爆弾の爆発

・爆弾のそばにいた人が実際には破片に当たらなかった．

－当たらなかったが当たってもおかしくなかった(危険)．
－破片が飛び散る方向は誰にも読めない(絶対的危険)．

• Kries(1888: 71)



2.6. 相対的危険とは

相対的危険
・害を引き起こさなかったということが，
人間に識別可能な要因に依存．

・認識主体や状況の捉え方次第で
適合的か偶然的かの判断が変わり得るような場合．



2.7. 相対的危険の事例

花火と濡れた藁屋根

・花火が藁屋根に落ちたが火事にはならなかった．
－藁屋根に花火が落ちれば燃えてもおかしくない(危険)．
－濡れた藁屋根に花火が落ちても燃えない(非危険)．

・危険／非危険の判断が状況の捉え方によって変動．

• Kries(1888: 72)の例に若干の改変．



2.8. 非因果の分類と危険の位置づけ

•害が結果側として問題となるケースに限る．

適合的 偶然的

相対的

絶対的

(相対的適合的非因果)

(絶対的適合的非因果)

相対的危険
[相対的偶然的非因果]

絶対的危険
[絶対的偶然的非因果]



3. 適合性理論の全体像



3.1. 適合性理論は何でないか

・因果帰属の理論ではない．
－適合性の問題は因果帰属の後にくる別段階の議論．
－Weber以降の議論系列で混乱*．

・因果(のみ)を分類する理論ではない．
－危険(非因果)の議論を因果論と同じ構図の中で扱う．

* e.g. Heidelberger(2010)，佐藤(2014)，Weber(1906)



3.2. 適合性・予見可能性・責任

・適合性理論は因果帰属と責任帰属との間にある
１つの重要な契機を捉えるための理論．

・適合性が責任帰属に関わるのは，
責任帰属要件の１つである予見可能性の基礎として．



3.3. 適合性理論の構図
適合的 偶然的

因果

非因果

適合的因果

(適合的非因果)

相対的
偶然的因果

相対的危険

絶対的
偶然的因果

絶対的危険



3.4. 総括と展望

総括
・Kriesの危険性論の構図と特徴を抽出して整理した．
・危険性論を含む適合性理論の基本構造を再構成した．

展望
・より精細なWeber方法論の理解と評価．
・現代の行為評価科学や因果論や責任論との接続．
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用語①
• 因果：Verursachung（causing, causation）
• 偶然的因果：zufällige Verursachung（chance causation）
• 適合的因果：adäquate Verursachung（adequate causation）
• 因果関係：ursächlicher Zusammenhang（causal relationship）
－具体的（個別的）因果関係：concreter ursächlicher Zusammenhang
－抽象的（一般的）因果関係：abstracter ursächlicher Zusammenhang

• 可能性：Möglichkeit（possibility）
• 客観的可能性：objective Möglichkeit（objective possibility）



用語②
• 危険：Gefahr（danger）
• 絶対的危険：absolute Gefahr（absolute danger）
• より狭い意味での危険：Gefahr im engeren Sinne

（danger in the narrower sense）
• より広い意味での危険：Gefahr im weiteren Sinne

（danger in the wider sense）
• 識別可能性： Erkennbarkeit（cognizability）
• 絶対的偶然：absoluter Zufall（absolute chance）
• 促進的状況：begünstigender Umstand（favoring circumstance）


