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0. 背景と目的



0.1. 不在因果

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
といったことが何か別のことを引き起こした，
と表現されるような因果関係のこと．

＊行為に文脈を限る場合はomissionという表現を使う．



0.2. 不在因果的表現

•「父親の不注意が事故につながった」
•「シートベルトを着けなかったから怪我をした」
•「政府の無対策が雇用問題を引きお起こした」
•「甘いものを我慢したので虫歯にならなかった」
•「嘘を見抜けなかったから要求を飲んだ」



0.3. 不在因果のケース
或る日の午後，イギリス女王はウェールズ公に
自らが大切にしている花の水遣りを依頼して外出した．
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，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, 2004, “How to Be Possible Responsible for Something Without Causing It.”



0.4. 不在因果の問題

•不在因果なるものを因果として認めるか．

•認めるとしたらいかなる理論を採用するか．

•認めないとしたらどのように扱うか．

•結果側が不在である場合はpreventionと呼ぶ(今回は省略)．



0.5. 不在因果問題の現状

•様々な不在因果理論が提出されている．
•諸理論の優劣に関する合意がほとんどない．

→ 哲学外の実践への貢献を目指すならば，
少なくとも或る程度の合意形成は必須．



0.6. 不在因果問題の窮状

理論間比較をするための基盤整備の欠如．
１）諸理論の長所と短所を広く見渡す仕事の不在．
２）理論間比較のための基準設定の議論が不充分．

新理論を出す以前(以外)にやるべきことがある



0.7. 然るべき作業工程

諸理論の得失整理 比較基準の設定

最有力理論の確定



0.8. 今回の位置づけ

諸理論の得失整理 比較基準の設定

最有力理論の確定



0.9. 今回の作業内容

•諸理論に伴う一見の費用と便益を明らかにする．
•「費用」：理論が魅力的に見える理由(長所／利点)．
•「便益」：理論が無理筋に見える理由(短所／難点)
•「一見」：(しばしば)そうだと主張され(得)ること．



1. 無差別主義理論



1.1. 無差別主義理論の方針

•不在因果をそのまま因果として認める．
•不在をポジティヴな出来事／事実／命題と
同じように原因になり得るものとして扱う．
•因果として適切な不在と不適切な不在を
区別するための理論的基準を用意しない．

＊cf. イングランド女王問題(後述)．



1.2. 無差別主義理論の便益

•不在因果をシンプルに認められる．
•規範性や複雑な補助概念を導入せずに済む．

•不在因果をシンプルに認められる．
•不在因果是認の実践／直感／経験データの保守．
•法や道徳に関わる責任理論との接続．
•合理的な介入戦略という基本的構想との接続．



1.3. 無差別主義理論の費用

•イングランド女王問題
•因果の大量増殖．

•非標準的関係項の問題
•ネガティヴな出来事．
•出来事因果の不採用．

•物理的接続要件の問題
•因果間の物理的接続要件の否定．



1.4. 不在因果と因果の反事実理論

•不在因果をストレートに認めるためには，
因果を反事実的条件法によって分析する
因果の反事実理論を採用することになる．

•CがEの原因である if(f) CがなければEはなかった．

＊この反事実理論の定式化はラフかつ原始的なもの．



1.5. イングランド女王問題

0.2で見たケースにおいて＜女王の花が枯れた＞は，
＜ウェールズ公が水を遣らなかった＞に反事実的に依存．

ところが，
＜イングランド女王が水を遣らなかった＞にも依存．
だが，それを原因とは認め難い(普通は認めない)．

• Sartorio, 2004, “How to Be Possible Responsible for Something Without Causing It.”



1.6. イングランド女王問題の含意

•もしそれが起きればEは生じなかっただろう
といえるような実際には生じていない
過度に多数の事象が原因だということになる．

e.g. ＜日本の首相が水を遣やらなかった＞
＜アメリカ大統領が水を遣らなかった＞ etc.

＊「因果過多問題」でもよいがウェールズ公問題(後述)と区別するためにこう呼ぶ．



1.7. 非標準的関係項の問題①

標準的な構想(因果理解)によれば，
因果の関係項はポジティヴな出来事．
→ 不在因果を認めるならば道は2つ．

１）ネガティヴな出来事なるものを認める．
・だが，ネガティブな出来事存在論は見込薄．



1.8. 非標準的関係項の問題②

２）出来事以外の因果的関係項を認める．
・候補：事実，命題，etc．
・この道を模索する理論も彫琢されてはいる．

・因果が出来事間の「関係」であるという
形而上学的な標準想定を手放すことになる．

•Mellor, 1995, The Facts of Causation.



1.9. 物理的接続要件の問題

•因果関係は物理的に接続された関係である
という根強い考え(直観)がある．

•不在因果を因果として認める理論は，
原因と結果との物理的接続という要件を
不可避的に排除することになる．

• Dowe, 2004, “Causes Are Physically Connected to Their Effects.”



2. 因果的選別理論



2.1. 因果的選別理論の方針

•不在因果を認めるが不適切なものは排除．
•不在も原因になり得ると考える．
•因果として適切な不在と不適切な不在を
区別するための理論的基準を用意する．

•Henne et al., 2016, “Cause by Omission and Norm.”



2.2. 因果的選別理論の便益

•不在因果を額面通り認めることができる．
•1.2参照．

•選別でイングランド女王問題を回避できる．
•レリヴァントでない因果の爆発を阻止．
•選択の実践／直観／経験データの保守．



2.3. 因果的選別理論の費用

・選別の基準を設定する際に，
規範(性)が混入することを避けられない．
・＜ウェールズ公が水を遣らなかった＞が原因で
＜日本の首相が水を遣らなかった＞が非原因なのは，
ウェールズ公が水を遣るべき(それが普通)だから．

・規範による因果の変動は認め難い．

•Hitchcock & Knobe, 2009, “Cause and Norm.”



3. 準因果理論



3.1. 準因果理論の方針

•不在因果を認めないが準因果として認める．
•不在は原因になり得ないと考える．
•準因果という概念によって実践や直観を救う．

• Dowe, 2001, “A Counterfactual Theory of Prevention and ‘Causation’ by Omission.”



3.2. 準因果理論の戦略

•真正な因果関係を想定した上で，
反事実的に準因果関係を定義する．
•not A caused* B の分析：

•Dowe, 2000, Physical Causation.

x B

~A



3.3. 準因果理論の便益

•標準的なポジティヴな出来事間の関係
という構想を維持できる．

•原因と結果の間の物理的接続要件を維持できる．



3.4. 準因果理論の費用

•結局は不在因果(的なもの)を反事実的に規定．
•準イングランド女王問題に直面．
•それを選択で回避すれば準規範混入問題に直面．

•準因果という新概念(カテゴリ)を導入．
•理論が複雑化．
•実践／直観／経験データの迂遠な保守．



4. Beebee的理論



4.1. Beebee的理論の方針

•不在因果を認めないが不在因果説明を認める．
•不在は原因になり得ないと考える．
•不在は因果的説明の説明項にはなり得るとする．

•Beebee, 2004, “Causing and Nothingness.”



4.2. Beebee的理論の便益

・標準的関係項を維持できる．
・物理的接続要件を維持できる．
・イングランド女王問題を(一応)回避できる．
・規範混入問題も(一応)回避できる．

• Tang, 2015, “Absence causation and a Liberal Theory of Causal Explanation.”



4.3. Beebee的理論の費用

•因果的説明にスライドしたイングランド女王問題．
•回避するなら説明版の規範混入問題．

•実践／直観／経験データの迂遠な保守．
•非原因による因果的説明という理論的複雑化．
•原因による結果の説明という
標準的な因果的説明構想の放棄．



5. ウェールズ公問題



5.1. ウェールズ公問題①

件の午後，ウェールズ公は花に水を遣る代わりに
クッキーを食べることに決め，実際にそうした．
ところで，このときの彼の行動の候補は2つあった．
＜花に水を遣る＞と＜クッキーを食べる＞である．
そして，彼にとってクッキーを食べることの方が
花に水を遣ることよりも優先順位が高かった．



5.2. ウェールズ公問題②
•このケースにおいて，＜女王の花が枯れた＞は
＜ウェールズ公がクッキーを食べた＞に反実依存する．
•しかし，ウェールズ公がクッキーを食べたことが
女王の花が枯れたことの原因だとは考え難い．

• Sartorio(2010)が女王問題と似て非なる問題として提起．
•不在因果を認めるために反事実理論を採用すると生じる．

• Sartorio, 2010, “The Prince of Wales Problem for Counterfactual Theories of Causation.”



5.3. ウェールズ公問題の位置づけ

•ウェールズ公問題に直面するのは
反事実的依存を条件に採用する因果理論．
•不在因果を反事実的依存によって認める理論は
そのことによってウェールズ公問題に直面する．

•ただし，因果的選別理論(規範的選別を採用)は
イングランド女王問題と同様に回避できるだろう．



6. 費用と便益の整理



6.1. 省略表現の導入

不在因果受容実践直観…EPI ネガティヴ出来事…NEP
イングランド女王問題…QEP 非出来事関係項……NER
ウェールズ公問題………PWP 非因果的因果説明…CEP
規範混入問題……………NSP 準因果導入問題……QCP
物理的接続要件…………PHC



6.2. 費用便益表

＊あくまで重みづけしていない一見の費用便益表．

EPI QEP (PWP) NSP PHC NEP (NER) CEP QCP

無差別 ◯ × × ◯ × △ △ ◯ ◯

選別説 ◯ ◯ ◯ × × △ △ ◯ ◯

準因果 △ △ △ △ ◯ ◯ ◯ ◯ ×

Bb説 △ △ △ △ ◯ ◯ ◯ × ◯



6.3. 次にやるべきこと

•一見の費用／便益の個別の検討．
•問題の真正性の検討．
•問題同士の関係整理．

•理論間比較基準の検討．
•根拠ごとに理論的な優先度を決定．
• (不在)因果理論の妥当な目的の設定．



6.4. 次の作業工程

諸理論の得失整理 比較基準の設定

最有力理論の確定

各得失の個別分析


