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主題と背景

主題
・Kriesの因果理論を解明し，その意義と課題を評価する．

背景
・Kriesの因果論は社会学の方法論や学説史研究の領域では
よく知られており，近年の文献でも扱われている*．
・Kries因果論そのものを主題的に解明した研究はない．
・先行研究群に見られる理論解釈が充分に収束していない．

* e.g. Heidelberger(2010)，宇都宮(2013)，佐藤(2014)．



目的と意義

目的
・適合的因果概念のKries的な分析を明確化する．
・Kriesの因果理論または適合的因果概念自体の
社会科学的な意義と理論的困難を明らかにする．

意義
・Weberへの影響が大きいため学説史研究の基盤になる．
・因果や責任の現代的概念分析への貢献が期待される．
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1. Kriesの適合的因果理論



1.1. Kries

Johannes von Kries (1853‒1928)
・ドイツの生理学者(心理学・脳科学）
－フライブルク大学(1880‒1924)
－視覚・血行・筋の研究で知られる．
－視覚生理学では二重作用説や色順応の理論で有名．
・科学哲学的な研究にも従事．
－確率概念の基礎に関する体系的な研究で知られる．



1.2. Kries因果論の位置づけ

・1888年の論文で体系的に論述．
（「客観的可能性という概念とその若干の応用について」）
・1886年に出版された『確率計算の諸原理』の応用．
・法学と社会学に影響．
－法学……ドイツ法学や法哲学における責任帰属論*．
－社会学…Weberが社会学方法論で「剽窃」**．

* (本間 2015)，** (Weber [1906]1922)



1.3. Kries因果論の方法

概念分析
・直観*と実践の分析(明文化された法も含む)．
・新規概念や新規理論の規範的な提案ではない．
－記述的な分析．
－直観や実践に混乱がある箇所では修正的に解明．
－記述を離れた理論的な標準化も部分的には
検討されているが，主たる目的や方法ではない．

* この文脈では特に「法感情」という語が用いられている．



1.4. Kries(1888)の構図

I. 客観的可能性

II. 因果 III. 危険



1.5. 存在論的知識と法則論的知識

存在論的知識
・現に成立している
事実についての知識．

・初期条件．
（境界条件）
・具体的な値．

法則論的知識
・或る系の振る舞い方
についての知識．

・法則性．
－因果的法則．

・方程式．

・(von Kries 1888: 6, 14)



1.6. 客観的可能性の基本構想

客観的可能性
・或る一般化された先行条件の下で，
別の一般的に記述された出来事*が生じる可能性．

・完全な法則論的知識があったとしても，
先行条件の記述が一般化されているため
そこから生じる結果に複数の可能性(あそび)がある．

・(von Kries 1888: 7‒9)，* 現代では「出来事タイプ」と呼ばれる．



1.7. 客観的可能性の定式化

「出来事タイプXが生起したという先行条件の下で
別の出来事タイプYの生起が客観的に可能である」iff
「Xの生起という条件のあそびにYの生起が含まれる」

・客観的可能性(あそび)については，
有無だけでなく大きさや数値を割合によって論述できる．
－Xという条件の下で生じるあそびの中でYと~Yを比較．

・(von Kries 1888: 7‒14)



1.8. 確率と可能性の区別

確率命題(主観的)
・特定の知識状態を
前提した場合に
期待される値を表示．
－知識*の欠如が基盤**．

・判断主体に依存．

可能性命題(客観的)
・完全な法則論的知識を
前提した場合に
或る条件下で特定の
出来事が生じる値を表示．

・判断主体に依存しない．

* 存在論的／法則論的の両者を含む．** 決定論の前提．



1.9. 個別／一般の区別

個別的因果関係
・或る特定の個別的な出来事間の因果関係．
e.g.) S氏は喫煙習慣が原因で肺ガンになった．

一般的因果関係
・条件と結果の一般的で法則的な因果関係．
e.g.) 喫煙は肺ガンの原因になる．

・(von Kries 1888: 20‒1)



1.10. 二段構成の因果論

・(von Kries 1888: 21‒8)

因果帰属
・個別的因果関係の判断．
－個別的因果の成立様式や判断は適合性とは別の事柄．

適合性判断
・特定の個別的因果関係を一般的因果関係と関連づける．
－適合的因果／偶然的因果の区別が生じる．



1.11. 個別的因果の帰属
・個別的因果は反事実的条件分析によって帰属される．
「(状況Sにおいて)xはyの原因である」iff
「(状況Sにおいて)xが生じなければyは生じなかった」*

・因果帰属に際して出来事記述は或る程度一般化される．
－或る人物の事故死の因果が問題になる場合．
その人物の最期の厳密な空間的位置・時刻・姿勢は
捨象された上で因果帰属がなされる．

*この因果帰属判断は法則論的知識に基づいて行われる．



1.12. 適合性と偶然性

適合的因果
・然るべくして成立した因果関係．
－或る個別的因果関係が関連する一般的因果の観点から
促進的であったと判断される場合に「適合的」という*．

偶然的因果
・適合的ではない因果関係(一般的に非促進的)．
e.g.) 御者と落雷

* 個別を一般と結びつける「一般化」は因果帰属での一般化とは別．



1.13. 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**」
（※偶然的因果は適合的因果の否定）

* xRyは「xがyを引き起こした(caused)」の意，** Xはxのタイプ表記．



1.14. 刑事責任と因果関係

刑事責任の要件
・有責性*＋因果は必要条件．
－これだけでは帰責範囲が広すぎる．
－恣意的ではない体系的な制約原理が重要．

・責任帰属には適合性が追加で必要．
－偶然因果 → 責任なし．
責任あり → 適合因果．

・論拠は直観(法感情)と法律(当時のドイツ刑法)．

* 刑法用語で意味としては「正常な判断力のある主体による故意性」．



1.15. 適合性と予測可能性
Q. なぜ責任帰属に適合性が必要なのか？

A. 予測可能性の客観的指標だから．

・有害な結果への意図＆因果関係があったとしても，
それが偶然的因果ならば予測可能性はなかったといえる．
－「それをしてもそうなるとはわからなかった」

のだから客観的観点から責任は帰属できない．

・(von Kries 1888: 52‒62)



1.16. 適合的因果と危険
・Kriesの適合性論において適合的因果と危険は，
適合性判断との関係において対称的な位置を占める*．

* ただし，危険の場合には(非)結果に対する価値評価(有害)が含まれる．

適合的因果
然るべくして実際に
成立した個別的因果

危険
成立して然るべきだった
にも関わらず，実際には
成立しなかった個別因果



1.17. 因果・危険・適合性

促進的 非促進的

因果 適合的因果 偶然的因果

非因果 危険 ？* －－－

* 日本語では(非)結果が有益な場合「惜しい」と表現される．



2. 適合的因果理論の意義と課題



2.1. 適合性を理論化する意義

記述的分析としての適合性理論
・直観や実践(あるいは法律)の中にすでにある．
・実際に人々はそれを使って適合性判断を実践している．

理論化の必要性と効用
・生じている(生じ得る)躓きや混乱を体系的に除去できる．
・より慎重かつ整合的な仕方での概念運用が可能になる．
－反省的概念運用のサポート．

・(von Kries 1888: 132‒8)



2.2. 適合性判断と社会科学

適合性判断に関わる社会科学の役割
・刑事責任に限らない広義の責任帰属や行為評価の支援．
－人々が評価判断を一貫して安定的に行うための知識提供．

関連するプログラム
①適合的因果概念のさらなる精緻化*．
②適合的因果の厳密な当てはめケースの蓄積**．
③法則論的知識／存在論的知識の蓄積***．

* 哲学的基礎論，** 個別社会科学，*** 社会科学+自然科学



2.3. 歴史における適合性判断
・過去の出来事や歴史上の人物の行為に関する責任評価．
ー我々は日常的にそうした評価を行っているし，
歴史研究においても重要な仕事の一部．
e.g.) WW1後に連合国がドイツに対して

莫大な賠償金を課したことは適切だったのか？

・社会科学がなすべき貢献．
－具体的事例に関する妥当な適合性判断の基盤を提供．



2.4. 政治における適合性判断
・政策決定に関する責任評価．
－代表民主制国家における市民は代表者の行動について
政治参加者として責任判断を下している．
e.g.) 或る政策を(不)採用したことによる失敗の

責任をその決定者に帰することは適切なのか？

・社会科学のなすべき貢献．
－市民の政治的判断に科学的判断材料を提供する．



2.5. 閾値問題（理論的課題①）
・適合性概念にはKries自身も指摘する問題が2つある．
－①閾値問題と②一般化問題*．

①閾値問題
・適合／偶然を分ける厳密な閾値が存在しない．
－可能性の大小は程度の差であるが，
どの程度の促進が適合性の条件かが定まらない．

・(von Kries 1888: 40‒1)， * ラベルは発表者が便宜的に用意．



2.6. 一般化問題（理論的課題②）

②一般化問題
・適合性判断のためには個別的因果を一般化して
一般的因果と関連づける必要があるが，
一般化の仕方には常に複数のオプションがある．
・どのような一般化と関連づけるべきかの基準がない．
－促進の度合いを算定する参照クラスが定まらない

・①と②より，適合的因果概念には不特定性がある．

・(von Kries 1888: 44‒6)



2.7. 非単調性（理論的課題②’）
・一般化問題はKriesが考えているよりも根深い．

・Kriesは一般化の範囲の大小と可能性連関の大小は
単調に連動すると考えていたように見える．
－(A) 範囲を極限まで縮小すれば必然的．
(B) 範囲を拡大すれば促進度は必ず低下．

・(A)と(B)は厳密には別々の問題を表現．
－非単調性の問題の内容は「(B)は誤り」というもの．

・(von Kries 1888: 40‒6)



2.8. Kriesの診断

ネガティヴ
・①②の問題は不可避(標準化もできない)．
－適合性概念にはどうしても不明確性が伴う．

ポジティヴ
・不明確性は適合性概念の不可能性や不要性を意味しない．
－有益であり，①や②が問題にならない場合も多い．

・不明確性が生じるポイントを自覚して反省的に運用すべし．

・(von Kries 1888: 60‒2, 132‒8)



2.9. 総括的評価
・Kriesの分析は基本的に直観や実践をよく捉えている．
・不明確性の問題についても大枠ではKriesの診断に賛成．
－より優れた代替案がない限りは追求する価値あり．

・Kriesのアイディアを精緻化する仕事が必要．
e.g.) 一般的因果や促進的状況の概念の定式化が不十分*．

今日では統計的因果推論**や哲学的因果論***で
より精緻な考察が進んでいる(研究の現代的継続)．

* (Turner 1986)，** (Pearl 2009)，*** (Woodward 2003)



2.10. 結び：社会科学方法論との関係
・適合性理論は因果(責任)の哲学的な概念分析(意味論)．
－社会科学方法論(認識論)として読むべきものではない．
－ここから直接的に十全な科学方法論は引き出せない．

・現代的な方法論との接続を詳細に検討するのが有益．
－実験化，観察データからの統計的因果推論，
プロセストレーシングなど．

－Kriesの因果理論は現代的議論とも接続可能に見える．


