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背景と目的

背景

・因果選別(causal selection)をめぐる哲学的議論には

J.S.Mill以来の蓄積があるが，議論全体の意義が不明確．

➡詳細の論争にも決着のつけようがない状況．

目的

・議論の意義とアプローチの方針を明確化する．

➡細部の議論に決着をつけるための具体的方法を提案する．

➡特に科学哲学的な関心を満足させ得る方針を目指す．



射程と前提

射程

・選別に関する全問題の解決は目指さない．

・社会科学の哲学という観点から問題を扱う．

前提

・今回は因果帰属の基礎的理論として介入主義を取る．

X causes Y ⇔ Yを変えるようなXへの介入があり得る

(基本的な論点は反事実説で理解することができる)



発表の流れ

•問題圏としての因果選別§1

•因果選別の方法論的問題§2

•責任の基礎としての因果§3

•規範性なきデフォルトへ§4



田舎のタクシー運転手Ｋは，今夜，酒を飲まずにはいられなかった．

仕事中は禁物と思いつつも，「今夜くらい」と二缶空けてしまった．

数分後，Ｋは駅前で終電を逃した客Ｓ拾った．

客を乗せて山道を走るうち，Kは酔いのために道を間違えた．

その直後，Ｋの車に雷が落ち，なんとＳが死亡してしまった．

刑事「Kさん，あなたはあの夜お酒を飲んでいましたね．」

Ｋ氏「はい…」

刑事「それで道を間違えたところに雷が落ちた，と．

じゃあ，あなたの飲酒がＳさん死亡の原因ってことでいいんですね．

あなたが酒を飲んで道を間違えなければＳさんは死ななかったんだ．」

Ｋ氏「いや，たしかにそうなんですが，でも…」

ケース(1)：タクシー



或る日の午後，村はずれの山に雷が落ちた．

運悪く，落雷による発火は木々に燃え移り，山火事をもたらした．

村人たちは，このことを自宅で動けずに暮らしている村長に報告すべく走った．

村人「村長，山火事だ！原因は落雷だ！」

村長「山に酸素はあったかの？」

村人「え？そりゃもちろん…」

村長「ならば，酸素も原因じゃろうて．

原因は雷と酸素！まったく不正確なことを言いおる．

酸素がなければ火事も起こらなかったろうに．」

村人「いや，しかし酸素があったのは…」

ケース(2)：山火事



事務室のカウンターに席を持つＹは苛立っていた．

なぜ，大学教員ともあろう連中がこんなルールも守れないのか？

カウンターのペンは事務室のものであり，教員は使えないことになっていた．

或る日，Ｙが席を外している間に，事務員Ｔと教員Ｏがペンを取っていった．

緊急の書類作成を依頼されたＹが慌てて席に戻ると，2本はあったペンがない．

Ｙ氏「ちょっとＯ先生！ここのペンを使われると困るんですよ．

この書類が間に合わなければ，原因はＯ先生だって言いますから！」

Ｏ氏「いや，さっきＴさんもペンを持っていくのを見ましたよ．

Ｔさんが持ってかなければペンはあったんだしＴさんも原因でしょう．」

Ｙ氏「ほんとに怒りますよ…？」

ケース(3)：ペン



ケースの観察

・因果の或る基準(ここでは特に介入主義)によれば

原因だということになるが，「原因ではない」と

言われる／言いたくなるような要素がある．

・因果的に関連していることは認められるものの，

原因とは呼ばれない／呼びたくないような要素がある．



因果選別の問題：ラフな定式化

因果選別

・特定の理論によって同定された複数の原因(候補)のうち，

狭い意味での原因(the／genuine cause(s))と

それ以外の要素(背景／状況)を区別すること．

・因果選別の問題≒因果選別の基準の問題．

‐ どのような基準に基づく因果選別が正当化されるのか．



極端な2つの立場

軽薄な敗北主義者

・たとえ因果選別が直観や経験的観察に適うとしても，

それは乱雑な現象であり，哲学的分析は与えられない．

強硬な真理探究者

・因果選別が基づくような世界の構造を発見するべきであり，

そのような形而上学的分析のみが正しい選別基準を与える．

どちらの立場も支持しない．
➡穏健で有益な哲学的議論が可能なはず．



選別のタイミング

一括方式

・因果選別は因果帰属の手続きに最初から織り込まれる．

二段方式

・因果(候補)帰属を行う段階と因果選別を行う段階は，

別々の手続きとして定式化される．

今回の議論では二段方式を前提として考える．



2つの標準的アプローチ

記述的アプローチ

・人々の実践や直観を具体的ケースから引き出し，

それらを理解可能にする理論的記述を探求する．

形而上学的アプローチ

・哲学者の直観や他の哲学的議論を手がかりに，

形而上学的に正しい選別基準を探求する．



アプローチ(1)：記述的アプローチ

利点

・心理学的実験や社会学的観察によるデータ収集に基づく

豊かな経験的研究に開かれている．

・人々の因果帰属実践それ自体が興味深い主題である．

難点

・哲学的敗北主義に陥る可能性がある．

・科学的方法の発展に(直接は)資することがない．



アプローチ(2)：形而上学的アプローチ

利点

・単に＜人々がしていること＞以上の知識を得ることを重視．

難点

・強硬な真理探究の困難：根拠の薄弱性．

➡メタ形而上学的反実在論／軽い実在論との衝突．



第三の道：目的に基づくアプローチ

機能に着目した概念デザイン

・規範的／修正的なアプローチ．

・概念の使用目的という観点から学説を評価する．

目的／機能の設定：社会科学における利用可能性

・責任／原因の区別を明確化できる基準．

・責任帰属のベースになる情報的価値を提供できる基準．



標準的アプローチとの関係

記述的アプローチとの関係

・人々の実践や直観を理論の正当化根拠としない点で相違．

・ただし，実践や直観の記述には以下2点で価値を認める．

１）探索的価値：確保されるべき機能の発見法を与える．

２）設計的価値：新概念の使い勝手を測る目安を与える．

形而上学的アプローチとの関係

・記述を超えて修正的見解を提示しようとする点で類似．

‐ 他方，修正的議論の根拠が機能／有益性である点で相違．



責任の基本概念

称賛 奨励

非難 制止

futurepast

positive

negative



社会科学と責任

・社会科学では責任帰属が関心事となることがある．

‐ 法学／政治学／社会学／歴史学など．

‐ 責任帰属の問題に寄与し得る成果が求められる．

・典型的には，因果関係の存在が責任帰属の基礎を与える．

➡因果関係の解明を通して責任帰属の科学的根拠を与える．

・しかし「原因すなわち責任」とは限らない．

➡少なくとも，責任帰属には評価規範が常に関係する．



様々な評価規範

称賛 奨励

非難 制止

positive

negative

評価規範

道徳 法律 政治 文化



責任と因果

・重要な点で評価規範は不安定であるように思われる．

‐ 共時的：評価規範への賛否は集団や個人によって異なる．

‐ 通時的：評価規範への賛否は時間的／歴史的に変化する．

・社会科学は共時／通時を問わず不安定な社会的規範から

可能な限り自由な安定した知識を確立すべき．

・科学的な因果帰属は責任帰属よりもロバストであるべき．

‐ロバストな因果的知識＋評価規範⇒責任帰属．



2つの候補説

確率的連関(相関)説

・要素同士の確率的連関が因果選別の基準となる．

デフォルト説

・現実とデフォルト状態との比較が因果選別の基準となる．



候補説(1)：確率的連関

基本的着想

・原因(候補)の出来事タイプと結果の出来事タイプの間に

高度な確率的連関(相関)があるとき，またそのときに限り，

それらの出来事トークン間に狭い意味での因果を認める．

一応の長所

・ケース(1)におけるＫの選別的直観を理解可能にする．

‐ 飲酒と落雷の間に確率的連関は(おそらく)ない．

➡予見可能性がない／不幸な偶然．



確率的連関説の問題点

・ケース(2)やケース(3)をうまく扱えない．

‐ 原因候補同士に確率的連関の差異がない場合や，

むしろ，直観に反するような確率的連関がある場合．

・しかも，ケース(1)における選別的直観の眼目は

そもそも「原因ではない」という直感ではない．

➡「たしかに原因ではあるが，そこでの因果関係は

予見可能性を欠く偶然的なものに過ぎなかった．」



候補説(2)：デフォルト①

基本的着想

・普通／当然の状態(デフォルト)との比較によって

狭い意味での原因を同定する．

➡結果に関連する要素のうち，異常なものこそが原因．

・狭い意味での原因＝

デフォルト状態から見て結果に違いをもたらしたもの．

＊デフォルト状態は反事実的に想定される点に注意．



候補説(2)：デフォルト②

デフォルト説の一応の長所

・ケース(2)と(3)における選別的直観を理解可能にする．

(2)：村人「酸素が存在するのは普通」．

(3)：Ｙ氏「Ｔが使うのは普通，Ｏは使わないのが当然」．

・帰属者が想定するデフォルト状態によって選別がなされる

という点で(2)(3)は同様のパターンを示すケースとされる．



デフォルト説の問題点

・普通／当然の意味に規範的な評価が含まれている．

➡因果帰属と責任帰属の概念的区別が曖昧になる．

➡因果帰属の安定性を損ねる．

＊「…のせいで／おかげで」の意味論としては非常に有力．

・ケース(1)をうまく扱えない．

‐ 飲酒はデフォルトではなく，結果に違いをもたらしたが，

そこでの選別的直観は，原因性を割り引くものだった．



規範性なきデフォルト

・デフォルトを構成する＜典型性／通常性／当然性＞から

規範性に基づくもの(「こうあって然るべき」等)を抜き，

事実的なデフォルトのみを因果帰属時の比較基準に採用．

・事実的デフォルト：理想的には計量的に解明可能なもの．

➡＜普通さ＞の基準を予め設定しておくことが不可欠．

＊あらゆる意味で脱‐規範的というわけではない．



ケースの解釈①

[ケース(2)]

＜酸素の存在＞は事実として通常である．

➡酸素があることは(狭い意味での)原因ではない．

[ケース(3)]

＜Ｏのペン使用＞は事実としては通常なのかもしれない．

＜Ｔのペン使用＞は事実としては通常でないかもしれない．

➡もしそうなら，むしろＴの使用こそが原因というべき．

・デフォルトも予見可能性の基礎(責任帰属の基礎)となる．



ケースの解釈②

・ケース(1)における選別的直観は有益な視点を与えている．

➡予見可能性の基礎となる確率的連関の有無は，

責任帰属の基礎にもなると考える充分な理由がある．

‐しかし，それは狭義の因果選別とは区別されるべき．

‐ 因果選別の上で，因果関係の相当／偶然を選別する．

因果帰属 因果選別 確率的選別 責任帰属



総括

因果選別の問題には目的ベースでアプローチ．

責任帰属という観点を考慮すれば因果選別の基準は
規範性なきデフォルトによって与えるべき．

デフォルトによる選別と確率的選別は区別するべき．
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