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背景と目的
背景
・不在因果の問題について多くの理論的立場が乱立．
－Doweの準因果理論は不在因果否定派の有力理論．

目的
・準因果理論に伴う理論的得失の分析を通じて採否を決定．
－不在因果の最良理論を構築するための準備作業．
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1. 不在因果問題



1.1. 不在因果とは何か
不在因果(absence causation)

・何かがなされなかった／起きなかった／なかった等の
否定的なことがらを(一見の)関係項に持つ因果関係．
－歯磨きをしなかったせいで虫歯になった．
－適切な処置のおかげで大事には至らなかった．
－夏休み中は外出しなかったので日光を浴びなかった．



1.2. ケース：枯れた女王の花
或る日の午後，イギリス女王はウェールズ公に
自分が大切にしている花の水遣りを頼んで外出した．
その花は毎日午後に水をあげなければ枯れてしまう．
しかしその午後，ウェールズ公は水遣りをせずに
彼の大好きなクッキーを食べて過ごした．
そして，残念なことに女王の花は枯れてしまった．
＜ウェールズ公が水を遣らなかった＞が，
＜イングランド女王の花が枯れた＞の原因に見える．

・(Sartorio 2010)



1.3. 否定的関係項の問題
・不在因果は否定的関係項を伴う．
・標準的理解によれば因果は肯定的出来事の間の関係．

(1) 否定的出来事を認める．
－形而上学的な難問を引き受けることになる．

(2) 出来事以外の関係項を認める．
－事実，命題，文，など．
－標準説の放棄による整備コストが発生．

・(Beebee 2004)，(Casati&Varzi 2015)



1.4. 爆発的増加の問題
・不在因果を安易に認めると因果の爆発的な増加を招く．

・たとえば，単純な反事実理論で不在因果を認めると…
－＜アメリカの大統領が水を遣らなかった＞も原因．
－＜日本の首相が水を遣らなかった＞も原因．
－起これば枯れなかったであろうすべてのことが原因．

・この非常識な帰結を回避／説明するタスクが生じる．

・(Beebee 2004; Dowe 2010; Sartorio 2010)．



1.5. 物理的接続の問題
・因果の関係項は物理的に接続されていなければならない
とする因果性理論が多く存在しており有力視されている．
－内在的結合理論，伝達理論，プロセス理論，など．

・因果に物理的接続が必要だという二階の直観がありそう．
－あるかもしれないしないかもしれない(経験的問題)．

・因果に物理的接続が必要なら不在因果は認められない．

・(Dowe 2004b)



2. 準因果の理論



2.1. Doweによる提案
準因果(quasi-causation)

・真正な因果としては不在因果を認めない．
・準因果として不在因果を位置づける．
・特定の因果性理論を前提にしない．
・反事実的条件法によって意味論を与える．

(Dowe 2000, 2001, 2004b, 2009a, 2009b)

・LeslieやDeleuzeも各々の文脈で準因果を論じているが全く別物．



2.2. 欠落による阻止
欠落による阻止｜原因も結果も不在

not-a quasi-caused not-b
if neither a nor b occurred, and
(1) if a had occurred, a would have caused b.

・(Dowe 2009a: 26)



2.3. 阻止
阻止｜結果が不在

a prevented b
if a occurred and b did not,
and there occurred an x such that 
(P1) there is a causal interaction between a and the process 

due to x, and
(P2) if a had not occurred, x would have caused b.

・(Dowe 2009a: 26)



2.4. 欠落
欠落*｜原因が不在

not-a quasi-caused b
if b occurred and a did not,
and there occurred an x such that
(O1) x caused b, and
(O2) if a had occurred then a would have prevented b by 

interacting with x.

・(Dowe 2009a: 26)，* やや特殊な用語法(原語はomission)．



2.5. 図解
阻止 欠落

・Doweによる図解(2000: 138)を元に表記を若干修正．

x x

~b b

a ~a



2.6. 一見の魅力

否定的関係項｜因果に否定的関係項を認めなくてよい．

爆発的な増加｜因果の爆発的増加を回避できる．

物理的な接続｜因果の物理的接続要件を充足できる．

理論的汎用性｜任意の因果性理論と組み合わせられる．



2.7. 魅力としての理論的汎用性

・準因果理論は因果を原初概念として使用している．
－特定の因果性理論へのコミットメントを前提しない．
－任意の因果性理論と組み合わせることができる．

・あらゆる因果性理論に不在因果問題への解決法を与える．

・(Dowe 2001)



2.8. 準因果理論を取り上げる理由

・Doweの準因果理論は不在因果否定派の最良理論の1つ．
－不在因果の問題に積極的に取り組むことで，
不在因果肯定派との争点明確化に多大な貢献．

－非Hume的な因果性理論において，
不在因果を認める常識的な用法や直観を回収した．

・(Schaffer 2004)



3. 理論的汎用性



3.1. 準因果理論は汎用的か

疑惑の消極的根拠
・因果性について黙ること自体は汎用性の証拠にならない．

疑惑の積極的根拠
・定義の中に独特の用語法が見られる．



3.2. プロセスとインタラクション
(P1) there is a causal interaction between a and the process

due to x

・プロセスやインタラクションは特定理論の用語系．
－より露骨に言えばDoweが提唱する理論の中心概念．

・プロセスやインタラクションを原初概念とする解釈．
－あまりに不明確な規定になる．



3.3. 準因果理論は汎用的でない

・理論的汎用性を準因果理論の利点と論じられるが，
実際には汎用的な定義になっていない．

－Dowe自身はプロセスやインタラクションといった
特殊な用語法は準因果理論にとって本質的ではない
と述べているだけで明確な議論を全く提示していない．

・(Dowe 2009a: 25)



3.4. 理論的汎用性は魅力的か

・仮に準因果理論が汎用的だとして(譲歩)，
汎用性は理論的に大きな魅力になるのか？

・特定の因果性理論の支持者にとっては魅力的でない．
－理論的汎用性が魅力だという理屈を疑ってみる．



3.5. いつ汎用性は魅力的か

・汎用性は欠点ではないし無価値でもない．
－魅力の条件や程度に制約がある．

・汎用性の魅力が理論的選択を左右するための条件．
(a) カバーすることを売りにするものが成立している．
(b) 関連する他の条件と同程度以上の価値を持つ．



3.6. フリーサイズのマント
「こちらのマントは体長10cmのお客様から
体長20mのお客様までご着用いただけます！」

・それを着る者がいない．
・各自の体型に合ったものが提供されていれば充分．
・カバーする範囲が徒らに大きくても利益を産まない．



3.7. 理論的汎用性は魅力的でない
(a)について
・存在しない者に着せるマントは要らない．
－間違った／不適切な理論に適用できても価値はない．

(b)について
・誰でも着られるというだけで高い金額は払えない．
－余計なものを足すという費用を上回る利益がない．



3.8. 魅力としての汎用性を斥ける

１．準因果の理論はそもそも汎用的でない．
２．理論的汎用性はそれほど魅力的でない．

・理論的汎用性は準因果理論の採用理由にならない．



4. 否定的関係項



4.1. 否定的関係項の問題の行方

・準因果理論は否定的関係項問題を解決するかに見える．
－Dowe自身も準因果理論の重要な魅力と見ている*．

・準因果理論は不在因果の理論であるため，
否定的関係項(not-a／not-b)を導入せざるをえない．
－否定的関係項の問題は本当に解決されたのか？

* (Dowe 2001: 223‒4)



4.2. 先送りと先取り
・準因果理論において否定的関係項を伴う因果の問題は，
単に否定的関係項を伴う準因果の問題にスライドしている．
－コストの先送り．

・ここで準因果へのスライドが解決だと言えるのは，
因果の物理的接続要件という別論点を前提にするから．
－ベネフィットの先取り．



4.3. 否定的関係項の問題は残る

・真正の因果に否定的関係項を認めないとしても，
否定的関係項を伴う準因果を理論的に認めるならば，
否定的関係項の問題は依然として残り続ける．

・準因果へのスライドが理論的ベネフィットとなるには，
物理的接続要件が先に認められていなかればならない．



5. 爆発的増加



5.1. 準因果の爆発的増加

・因果の爆発的増加についても同様のスライドが生じる．
－別の理論装置を用意しなければ準因果は爆発する．
－準因果なら爆発しても問題ないという理由はない．



5.2. 爆発と選別

・日常的／常識的な因果帰属の実践では，
何らかの別基準によって因果は選別されている．
－道徳，法，習慣，相関，相応性，など．

・爆発的増加の問題は因果選別の問題の一部．
－因果選別の問題が準因果選別の問題へとスライド．

・(Dowe 2010; Sartorio 2010)



5.3. 準因果選別の問題

・準因果選別問題の方が因果選別問題よりも
軽度である(解決しやすい)と考える理由はない．

・否定的関係項の問題とは異なり，
選別問題は物理的接続要件を確立できたとしても
理論的ベネフィットにはカウントされない．



5.4. 爆発的増加の問題は残る

・真正因果の爆発的増加を回避したとしても
その代わりに準因果が爆発的に増加する問題が残る．
－この論点は準因果理論と他の理論に得点差を生まない*．

* こちらについてはDowe自身も認めている(2001: 222‒3)．



6. 物理的接続



6.1. 最後の砦

理論的汎用性 否定的関係項 爆発的増加 物理的接続

ステータス
不成立
or

魅力小
解決なし 解決なし ？



6.2. 準因果理論と物理的接続

・準因果理論の採否は結局のところ，
因果性理論における物理的接続要件の成否にかかっている．

・原因と結果の間に物理的な接続が必要だという学説は多い．
－ここでは細かい内容はあまり重要でないため，
Doweの因果性理論がその一種である点のみ確認する．



6.3. プロセス理論
Salmon-Doweのプロセス理論

・因果性を原因と結果の間にある物理的プロセスとして分析．
－因果には因果的なプロセスとインタラクションが必要．
－プロセスとインタラクションは物理的な量の保存*
という観点から理解／定義される．

・(Dowe 2004b: 189)，* 運動量など．



6.4. 保存量理論
保存量理論(conserved quantity theory)

CQ1. A causal process is a world-line of an object 
that possesses a conserved quantity.

CQ2. A causal interaction is an interaction of world-lines 
that involves exchange of a conserved quantity.

・(Dowe 2004b: 189)



6.5. 問題①：実践との関係
実践との大きなズレ
・日常／科学／法／哲学といった様々な文脈で
不在因果は「因果」として認められ語られている*．

実践的等価性
・準因果理論は上記のような実践をちょうどカバーする**．
－物理的接続と「準」因果という呼称を放棄すべきでは？

* (Schaffer 2004)，** (Dowe 2001)



6.6. 問題②：誤接続

・物理的接続への固執は因果の誤接続を帰結する．

・物理的接続による因果性分析は，
因果と見られるもの(不在因果)を排除するだけでなく，
因果と見えないものを因果性理論に取り込んでしまう．
－ビリヤードとフラッシュのケース*．

* (Ehring 2003; Schaffer 2004)



6.7. 問題③：非単純性

・物理的接続要件を維持しつつ理論化するために，
準因果という独自の新概念を導入することのコスト．
－新概念の導入自体が因果性理論の単純性を損ねる．
－準因果の定義は因果性の理論に必ず複雑性を加える．
－複雑性は予測や責任など他の理論や実践に波及する．

・物理的接続の要求は理論的にも実践的に高くつく．



6.8. 因果に物理的接続は必要ない

物理的接続要件の拒否
・既存の実践や直観から大きく逸れた理論をもたらす．

準因果理論の拒否
・物理的接続が必要ないならば準因果理論は必要ない．
・概念的／説明的に複雑化する分だけコストが生じる．
・したがって準因果理論は不要かつ高価なため不採用．



7. メタ哲学的スレ違い？



7.1. 経験的分析と概念的分析
Doweの言い分
・経験的分析と概念的分析は目的も適性も異なるタスク．
－概念的分析：常識的な概念使用の実践や直観を分析．
－経験的分析：現実世界で成立している因果性を分析．

・Doweの理論は因果性の経験的分析．
－経験的分析は既存の用法や直観には捉われなくてよい．

・概念的分析からの経験的分析批判は単なるスレ違い．

・(Dowe 2000: Ch. 1)



7.2. 経験的分析？
・経験的分析は因果性概念についての
特定の分析／理論を前提しなければ実行できない．
－概念的分析から独立した経験的分析は設定できない．

・この世界にどのような因果関係が成立しているかを
経験的に探究するのは科学のタスクである．
－経験的分析は哲学的(に実行できる)タスクではない．



7.3. 概念的分析の方法

・既存概念の分析は少なくとも一定の程度まで
既存の実践や直観を保持していなければならない．

・不在因果を認めず準因果なる新概念を設けることは
因果性の分析に要求される最低限の保守性への違反．
－因果性理論の名に値しない(ハンプティ・ダンプティ)．

・(Lewis 1970; Schaffer 2004)，詳細は別の場所で論じた．



7.4. メタ哲学的スレ違いではない

(1) 因果性理論が概念的分析を回避することはできない．
(2) 概念的分析は既存の言語使用実践や直観を軽視できない*．

・実践や直観の観点からの批判はスレ違いではない．

* なぜ／どの程度まで重視すべきかという点は見解が分かれる．



総括
１．準因果理論にDoweが論じるような汎用的はなく，
仮にあったとしても重要な理論的魅力にはならない．

２．準因果理論は否定的関係項や爆発的増加を消せない．
３．準因果理論は物理的接続要件が妥当な場合には有力だが，
実際には因果関係に物理的接続は必要とは言えない．

結論｜準因果理論はコストに見合わないため不採用．



課題と展望
課題
・時間的都合によりAP独立原理と局所性原理からの論証を
扱えなかったため別の機会に論じなければならない*．

展望
・メタ哲学的な方針を定めた上で，
最良の不在因果理論を具体的に選択／構築する．

* (Dowe 2009a)
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