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自由意志の存在を主張させる不安について

岡野 亜希子＊

はじめに

　物事の在り方を理解したいという欲求が学問を成り立たせている，とは多くの研究者たちによっ

て語られている［ターン1971，ヘンペル1973コ。このように考える時，学問とは，物事の在り方を

ある一定の仕方で説明しようとする試みである。もちろん，それぞれの分野によって説明の対象や

方法は異なる。だが，およそ学問一般に共通しているのは，その説明に客観性が求められている，

という点であろう。

　説明が，「なぜ……なのか？」という問いに対する答え，あるいは理解であること。そして説明

することが，「なぜ……なのか？」という問いに答えようとする，あるいは理解しようとする試み

であること1。説明という言葉の持つこのような側面を強調する時，学問において求められる説明

の理想的な型とは，「なぜ物事がこのようになっているのか」という問いに対して，できる限り普

遍妥当性のある客観的な答えを与えることであり，その答えを誰もが理解可能な形で与えることで

あろう。

　では，普遍妥当性のある客観的な説明とは，どのような形式をとる説明なのだろうか。そしてそ

のような説明は，どのようにして可能となるのだろうか。

　この主題が含む問題の一端の表れとして，本論文では世界の説明可能性を主張する決定論と，自

由意志の存在を主張する立場とをめぐる議論をとりあげる。自由意志とは，主体の意志決定を論じ

る際に用いられる意志の在り方を表す概念である。例えば，我々が，人間は自らの自由な意志決定

にもとづき行為しているのだ，と言う時には，その発言は同時に，行為の原初的な根拠として，こ

の自由意志が存在することを主張してもいるのである。

　しかしながら，この「人間は自らの自由な意志決定にもとづき行為しているのだ」という発言の

根拠，すなわち行為の原初的な根拠として自由意志の存在を前提とするというその根拠は，一体ど

こから導かれたものなのだろうか。というのも，少なくとも自由意志の存在を主張すること自体は，

行為の原初的な根拠として自由意志の存在を前提とする理由とはならないからだ。

　本論文が問題にするのは，このような主張の意味であり，とりわけ，なぜ決定論に対抗して自由

意志があるのだということを明らかにし，それを主張する必要があるのか，という点にある。本論
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文では，これを，自由であることを求める我々の態度がどこから来るのか，という点から考えてみ

たい。なぜなら，自由であることを主張する必要性は，我々がある不安を抱く時に初めて生じるよ

うに思われるからだ。そして，その不安は，物事の在り方に対して，「なぜ物事はこのようになっ

ているのか」という説明を，与えることができない時に抱かれるように思われるのである。

1．説明のなさに対する不安

　もしも突然，あり得ない事態が目の前に現れたとしたら，我々は不安にならないだろうか。あり

得ないにもかかわらず現にあり得ているというその事態に対して，不安を抱かないだろうか。その

時，この異常な事態に対して，「なぜこのようになっているのか」と問いたくはならないだろうか。

そして，この問いに答えてみたくはならないだろうか。すなわち，「なぜこのようになっているの

か」についての説明を，試みてみたくはならないだろうか。

　今まさに，このような事態が私の目の前に現れているとしよう。あり得ない事態を前に，私は不

安を抱いている。この時，私の抱く不安はどこから来ているのだろうか。

　私は普段，このような事態は「あり得ない」のだと確信している。つまり，このような事態が現

実には「あり得ない」ことが「正しい」のだと確信している。しかしながら，今まさに，この「あ

り得ない」事態が，現に私の目の前に「あり得ている」。少なくとも私は，このような事態が「あ

り得ている」と判断している。この時，私の判断にとっては，このような事態が「あり得ている」

ことが「正しい」のである。

　ここにおいて，私が「正しい」ものとして下した判断は二つある。まず，このような事態は「あ

り得ない」こと。そして，このような事態が現に「あり得ている」こと。しかしながら，このとき

私には，この二つの「正しい」という判断が，共に「正しい」のだと判断することが困難である。

それは，「あり得ない」という確かな思いと，「あり得ている」という目の前に現れた現実とを，上

手くつなぎ合わせてくれる言葉を，見つけることができないためだ。私にとっては，「あり得ない」

ことと「あり得る」ことは，つなぎ合わせることができない，という判断が「正しい」ように思わ

れるのである。

　この場合，つなぎ合わせることができないとは，「あり得ない」事態が現に私の目の前に「あり

得ている」というこの事態を，説明することができないということだ。この時，私には「この事態

は説明不可能である」ことが「正しい」ように思われるのである。

　ただし，もしも本当にそうであるならば，すなわち「「この事態は説明不可能である」ことが

「正しい」」ことが本当に「正しい」のであるならば，私にとって，この「正しさ」は容易には受け

入れがたく，困難さを伴う不安を抱かせることになる。なぜなら，このとき私は，物事の在り方に

対して，「なぜζのようになっているのか」についての説明を，試みたいと思っているからだ。あ

り得ない事態を前にして私が抱く不安とは，説明を与えたいにもかかわらず与えられないことに対

する不安，すなわち「説明のなさに対する不安」なのだ。

　この不安は，説明できないことそれ自体のなかにはない。確かに，このとき私は，「この事態は
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説明不可能である」ことが「正しい」ように思われることに対して不安を抱いている。だが，そも

そも物事に説明を与えることなどできないのだという思いに対して，すなわち「この事態は説明不

可能である］との思いに対して，私が何の疑いも持っていないのであれば，私が不安を抱く契機は

ないはずだ。

　そのため「説明のなさに対する不安」は，この不安を抱く者が持つ，ある思いを前提として初め

て生じるものである。それは，たとえいかなる事態が生じようとも，その生じた事態に対しては，

全て何らかの説明を与えることができるという思い，すなわち，世界は説明可能であるとの思いで

ある。私が「説明のなさに対する不安」を抱く時，私には，「この事態は説明不可能である」こと

が「正しい」ように思われるだけではなく，「事態は説明不可能であるのではない」ことが「正し

い」ようにも，つまり「事態は説明可能である」ことが「正しい」ようにも思われるのである。

　あらゆる事態が説明可能であるように思われる一方面，ある特定の事態に対しては説明を与える

ことができそうにない。だからこそ，先のあり得ない事態を前にした私は，二つの思いをつなぎ合

わせることができずに，「説明のなさに対する不安」を抱くのである。「説明のなさに対する不安」

とは，説明の可能性と不可能性，その両者を上手くつなぎ合わせることのできる言葉が見つからな

いことに対する不安なのである。

2．説明を与える決定論

　先の事態において私は，説明の可能性と不可能性，その両者がともに「正しい」のだと判断する

ことができなかった。では，先の事態において「正しい」とされた二つの判断のうちの一つであり，

説明を試みる際に前提としている「物事（または事態）は説明可能である」ことが「正しい」とい

う私の判断は，はたして「正しい」のだろうか。そもそも，物事の全てを説明することは可能なの

だろうか。

　この問いに対して，可能である，と答える立場がある。ここでは，このような世界の説明可能性

を主張する言説として，決定論をとりあげる。この「説明のなさに対する不安」が，自由意志と決

定論とをめぐる議論において現れているからである。決定論とは，広義には，あらゆる物事は外的

な要因によって究極的には決定されており，従って，あらゆる出来事は全て，あらかじめ決められ

ている，と見なす立場のことである。

　では，この決定論は，いかにして世界を説明可能であると見なすのであろうか。そして我々は，

この決定論からいかにして「物事は説明可能である」との前提を得ることができるのだろうか。

　先の事態において，私が「物事は説明可能である」ことが「正しい」と判断した時，私は，あら

ゆる物事は物理法則の因果性により成り立っている，と見なすような決定論の立場にあったとしよ

う2。そしてこの仮定のもとで，このような意味での決定論がいかにして物事に説明を与えている

のかを考えてみよう。インワーゲンによれば，この決定論は次の二つのテーゼの連言から成り立っ

ている。
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（a）あらゆる瞬間には，その瞬間における世界の状態を表す一つの命題が存在する。

（b）AとBがある瞬間の世界の状態を表す命題であるならば，Aと物理法則の連言はBを論理的に帰

　　結する。［Inwagen　1982　P．47］

　「説明する」とは，「法則からの演繹によって根拠を明らかにする」ことである3。そしてここでは，

「物理法則（the　law　of　physics）」という言葉が表すように，物事が物理的で数量化可能な側面から

捉えられている。従って，この決定論は次のように主張していることになる。ある特定の瞬間にお

ける世界の状態を表す数量化可能な情報が与えられていれば，その情報を物理法則から演繹するこ

とによって，どのような過去や未来の出来事をも，すなわち，いついかなる状況において生じた出

来事をも，説明することが可能となる。

　例えば，ここで私が，「梅雨が明けたので，明日は晴れるだろう」と言い，この発言をもって，

「明日は晴れるだろう」という私の判断の「正しさ」を説明したとしよう。この時，「梅雨が明け

た」ことは，「明日は晴れるだろう」という私の判断の「正しさ」を説明するための根拠として示

されている。この「梅雨が明けた」という根拠は，自然科学における知識，とりわけ気象学におけ

る知識から導かれたものである。そして，自然科学における知識は，物事を数量化可能な側面から

捉えることを特徴とする，物理法則に従うという原則のもので成り立っている。従って，「梅雨が

明けたので，明日は晴れるだろう」という発言は，「明日は晴れるだろう」という私の判断の「正

しさ」を，物理法則からの演繹により，自然科学における知識を根拠として示すことによって明ら

かにしていることになる。先に見たように，説明するとは，根拠を法則からの演繹によって明らか

にすることである。従って，「梅雨が明けたので，明日は晴れるだろう」という私の発言は，「明日

は晴れるだろう」という私の判断に対する一つの説明となり得るのである。

　この決定論の立場から見れば，我々が「説明のなさに対する不安」を抱く時，その原因は我々の

情報不足にある。我々は，たとえどのような瞬間であったとしても，その瞬間における世界そのも

のの状態を知ることはできない。我々が生身の人間であるがゆえの物理的な制約という側面のみを

考慮したとしても，世の中の全ての出来事に対する正確な情報を手に入れることは，実際には不可

能であろう。つまり，決定論が成り立つための条件を満たすことは，そもそもの初めから，我々に

は不可能なのである4。

　では，仮に我々が，ラプラスの悪魔のような全能の知性を持つことができたとすればどうだろう

が。その全能の知性によって知り得た世界そのものの正確な情報と，物理法則とを掛け合わせる

ことによって，すなわち先に見た決定論のテーゼによって，「説明のなさに対する不安」は解消さ

れるのではないだろうか。つまり，もしも我々にあらゆる情報を知り得る手段と能力が与えられて

さえいれば，「世界の状態」を知ることができるのだと仮定するのである。

　もちろん，私は先の例において，梅雨が明けるために必要な条件を実際に確認したわけではない。

例えば，停滞していた梅雨前線が日本列島を通過してゆく様子を，実際に自分の目で見てはいない。

このとき私は，ただ自然科学が保証する知識を信頼し，自分の判断の「正しさ」を説明するための
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根拠として，この主張が「正しい」ものであると仮定しているのである。

　このように仮定すれば，我々の情報不足は解消し，この仮定のもとでは，我々は「世界は説明不

可能である」ことが「正しい」のだと判断することができなくなる。先の二つの「正しい」という

判断のうちの一方である「世界は説明不可能である」ことが「正しい」という判断は，この仮定の

もとでは誤りとなるのである。

　このように，「梅雨が明けたので，明日は晴れるだろう」という説明の「正しさ」は，決定論が

事実であると仮定することによって成り立つことになる。つまり，世界は説明可能であるとの前提

は，決定論が事実であると仮定することによって，初めて獲得し得るのである6。

　さらに，「世界は説明不可能である」ことが誤りであれば，我々の抱く「説明のなさに対する不

安！も解消するだろう。「世界は説明可能である」ことが「正しい」という判断は，いまや他のど

のような「正しい」という判断とも，つなぎ合わせる言葉を見つけることができるからである。

3．説明があることに対する不安

　このような仮定，すなわち世界は説明可能であるとの仮定は，我々の抱く「説明のなさに対する

不安」を，かなりの程度解消してくれるだろう。たとえある物事の成り立ちに際して，それが我々

には実際に知り得ないほど多くの要因が複雑にかかわっていたとしても，法則性が世界を満たし，

このことによって世界は説明可能となるとの決定論の主張は，それが多くの場合に信頼に値するも

のであることを，我々は実感として知っている。自分の下した判断の「正しさ」を，より客観的で

普遍的なものとして評価しようとするのであれば，物事は法則性によって必然的に導かれている，

という説明ほど魅力的なものはない。

　ならば，「説明のなさに対する不安」は，決定論によって全て解消されるのであろうか。このよ

うに問うてみると，我々は，何か物事を判断する際に，ただ決定論の主張のみを仮定しているので

はないことに気が付く。ダニエル・C・デネットは次のように言う。

　人は事実を前提として人生を送っている。……人が自由意志を持つというのもまた，人生につ

いての考え方全ての前提条件となっている。……でもそれは形而上学的な前提条件じゃないし，

根本的な物理条件でもない。自由意志は空気のように当たり前のもので，……我々みんな，この

概念的な大気の中で育ち，それが提供する条件の中で生きることを学ぶ。［デネット20～21頁］

　何かを判断したり，選択したり，決断したりする際に，そのような判断や選択や決断を，自分自

身の自由な意志決定により為したのだ，という実感を持ったことのない人はいないだろう。そのよ

うな実感を持つ時，我々は，「物事は法則性によって必然的に導かれている」という決定論の主張

とは，別の主張を前提としていることになる。このとき我々は，そのように「判断した」こと，

「選択した」こと，「決断した」ことを説明する際の根拠として，すなわち行為の原初的な根拠とし

て，自らの自由意志の存在を前提としているのである。

一67一



岡野　　亜希子

　そもそも決定論のテーゼとは，あらゆる物事が法則によって必然的に導かれていることであった。

世界が法則性によって満たされていると仮定するからこそ，世界は説明可能なのである。さらに，

そのようにしてあらゆる物事が必然的に導かれているのであれば，たとえどのような瞬間において

も「物理的に可能な未来はたった一つしかない」［Inwagen　1983　p．3］。つまり決定論は，あらゆる

出来事が外的な要因である法則性によって，初めから決められているのだと主張してもいるのであ

る。

　ならば，「自由意志という大気のない世界で暮らすのはどうだ？」［デネット21頁］。すなわち自分

の為す判断，選択，決断を説明する際に，この自由意志の存在を仮定できないとしたらどうだろう

か。例えば，我々が自分の下した判断の「正しさ」を，より客観的で普遍的に評価しようとする際

に前提としていた決定論の主張が，自分の自由な意志で為したのだ，というあの実感を否定するも

のであるとしたら，どうだろうか。その時，この事実としての「空気」の存在を，一体どのように

理解すればよいのだろうか。

　仮に，初めから決められているという決定論の主張が正しく，決定論を仮定することによって物

事の全てが説明しつくされるのだとすれば，私たちは，選択や行為や決断を自らの自由な意志に

よって原初的に作り出すのだ，と考えることができなくなる。なぜなら，決定論の主張を受け入れ

ている限り，私たちが自分自身で自由に決めたのだと信じている選択や行為や決断も，全て自然科

学における知識を用いることによって説明することが可能となるからだ。

　むしろ，決定論を仮定することに忠実であろうとするのであれば，何の外的な要因によることも

なく，物理法則にも従わずに物事のはじまりとなろうとする自由意志の存在を，その説明の中に入

れてはならないはずだ。その一方で，自由意志の存在を前提とし，我々の判断や選択や決断を理解

しようとするのであれば，その説明は，あらゆる物事に対して働くと決定論が主張する，因果的な

法則性による世界の関係を断ち切らざるを得ない。そのため決定論は，自由意志の存在を認めない。

自由意志の存在を仮定し，そこから世界を理解しようとすることは，決定論にとってはある意味で

は無根拠性の主張，すなわち世界の説明不可能性の主張ともなるのである。

　ここに，「本当に夜も眠れないくらい心配すべき問題」［デネット19頁］がある。それは，この事

実としての「空気」の存在を，すなわち自由意志の存在を，判断の「正しさ」を説明する際の根拠

として前提とすることができなくなることに対する不安である。

　確かに，我々は普段，決定論の主張を信頼している。世界が説明可能であるとの仮定のもとで，

より客観的で普遍的な「正しい」判断を目指すことができる。だが，同時に我々は，そのような客

観的で普遍的な説明に対してもまた不安を抱く。それは，決定論を仮定することによって，自分の

下した判断や選択や決断に対して，自分の自由な意志を根拠とすることなくそれに説明が与えられ

ることに対する不安，すなわち，自由意志の存在を前提として自らの為す行為を説明することがで

きなくなることに対する不安である。

　こうして，ここでもまた私は，つなぎ合わせることの困難な二つの「正しい」という判断を下す

ことになる。まず，世界が説明可能であると主張する決定論が信頼に値するものであり，その主張
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を事実として受け入れていること。そして，外的な強制や支配や拘束を受けず，自発的に行為をな

すことができるのだ，という自由意志の存在に対する実感を，確かに持っていること。だが，私に

は，この二つの「正しい」という判断が，共に「正しい」のだと判断することは困難である。それ

は，決定論の主張に対する信頼と，自由意志の存在に対する実感とを，上手くっなぎ合わせてくれ

る言葉が見つからないためだ。私にとっては，両者はつなぎ合わせることができない，という判断

が「正しい」ように思われるのである。

　決定論は，「世界は説明可能である」ことが「正しい」と主張する。だが，自由意志の存在の主

張が決定論にとってはある意味で無根拠性の主張でもあるならば，自由意志の存在の主張は決定論

とは逆に，ここで「世界は説明不可能である」ことが「正しい」と主張していることになる。さら

に，我々が決定論の主張と自由意志の存在の主張，そのどちらをも受け入れているのであれば，

我々は，世界の説明可能性と不可能性，そのどちらをも受け入れていることになる。

　従って，説明はいかにして可能か，という初めの問いに含まれる困難さは，この自由意志と決定

論の議論においても現れている。自由意志を前提とすることができなくなることに対する不安とは，

決定論と自由意志の存在が両立することについての，「説明のなさに対する不安」なのであり，こ

の「説明のなさに対する不安」もまた，説明の可能性と不可能性，その両者を上手くつなぎ合わせ

てくれる言葉が見つからないことに対する不安なのである。

4．根拠のなさに対する不安

　我々は多くの場合，物理法則の因果性にもとつく決定論を根拠として仮定することによって，判

断の「正しさ」を説明している。そして多くの場合，そのことによって「説明のなさに対する不

安」は解消されている。ただし，物事を判断する際に我々が信頼する言説はもう一つある。自由意

志の存在の主張である。そして，決定論への信頼を究極的に突き詰めると，この自由意志が存在す

ることを仮定して自らの為す行為を説明することができなくなる。

　いずれにせよ，問題は「説明のなさに対する不安」にある。なぜなら，我々はどちらの主張も信

頼に値するという実感を持っており，それぞれの主張を，説明の際に仮定すべき根拠として，現に

受け入れているからだ。従って，ここで「説明のなさに対する不安」を解消するために，決定論を

主張することと自由意志の存在を主張すること，そのどちらが本当に「正しい」のかを検討するこ

とには，あまり意味がないだろう。

　ヘンペルによれば，説明を要求する問いは，必ずしも「なぜ……なのか？」という「なぜ一疑問

（why－question）」の形をとるとは限らない。問いは，「……であると信ずるに足るいかなる根拠があ

るか？」という「理由づけ的（認識的）一疑問（reason・seeking　question）」の形をとることがある。

「なぜ疑問」の場合には，問いに対応する言明が正しいことが前提とされているが，逆に「理由づ

け的一疑問」の場合には，対応する言明が正しいと信ずる理由が問われている。つまり，その言明

や主張がよりどころとする基盤を示すことが求められているのである。だが当然ながら，「なぜ一疑

問」に対する適切な解答は，「理由づけ一疑問」に対する解答となり得るものを含んでいるはずであ
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る［ヘンペル2～4頁，38～52頁など］。

　本論文の文脈で言い換えるならば，「なぜある物事がこのようになっているのか」についての説

明は，「ある物事がこのようになっている」ことが「正しい」と判断し得るための根拠を含んでい

なければならないことになる。前節の例では，「明日は晴れるだろう」という私の判断の「正しさ」

を説明する際に，その根拠として，「梅雨が明ける」という物理法則によって導かれた自然科学に

おける知識が示されていた。このように，「説明する」ことを「法則からの演繹によって根拠を明

らかにする」ことであると理解し，そして，そのような理解の仕方によって判断の「正しさ」を説

明しようとする時，その説明は，必ずその「正しい」という判断を導くに至った根拠に値するもの

に言及することになる。従って，ここでは「根拠を示して説明する」ことに注目し，示された根拠

がどのようにして説明の正当性を支えているのかを考えてみよう。

　説明は，そこで示された根拠の「正しさ」のもとで成り立っている。もしも示された根拠が「誤

り」であれば，その「誤り」の上に成り立つ判断もまた，「誤り」であると言わざるを得ない。そ

のため，根拠を示し，そのことによって判断の「正しさ」を導こうとするのであれば，示された当

の根拠もまた「正しい」ものでなければならない。従って，判断の「正しさ」を吟味するために，

今度はその判断のよって立つ根拠，すなわち「判断の正しさを支える根拠」の「正しさ」を示す必

要がある。

　「判断の正しさを支える根拠」が「正しい」ものであることを説明するために，ここでもやはり

根拠を示さなければならない。この根拠の「正しさ」もまた，それを支える何らかの根拠から導か

れたものであるはずだ。つまり，今度は「判断の正しさを支える根拠の正しさを支える根拠」を示

すことが必要となる。

　だが，ここで示される根拠もまた，つまり「判断の正しさを支える根拠の正しさを支える根拠」

もまた，「正しい」ものでなければならない。今度は，「判断の正しさを支える根拠の正しさを支え

る根拠」が「正しい」ものであることを明らかにしなければならないのである。そしてもちろん，

この根拠もまた，すなわち「判断の正しさを支える根拠の正しさを支える根拠の正しさを支える根

拠」もまた，これまでと同様の理由によって，「正しい」ものであることが明らかにされていなけ

ればならない。

　以上のような，「根拠の正しさを支える根拠の正しさを支える根拠の正しさを支える根拠……」

という根拠の背進は，論理的には無限に続けることが可能であろう。従って，もし判断の「正し

さ」を，この「法則からの演繹による根拠の提示」という形式に忠実に従うことによって導き出そ

うとしても，本当の根拠を示して判断の「正しさ」を説明することは，少なくとも論理的には不可

能であると言わざるを得ない。それどころか，「法則からの演繹による根拠の提示」という形式に

忠実に従うことによっては，判断を下すことそれ自体が不可能となるのである。

　ならば問題は，本当の根拠を追求するあまり，判断を下すことそのものができなくなることにあ

るのだろうか。

　たとえ本当の根拠を追求する試みが無限の背進の過程であったとしても，判断は，現にあらゆる
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瞬間において下されている，と言うべきであろう。そして，そのようにして下された判断の「正し

さ」もまた，現に説明されている，と言うべきであろう。我々は，現に物事を説明しているし，説

明を説明として受け入れてもいるからだ。だが当然ながら，現になされ，また我々が受け入れてい

るそのような説明は，「法則からの演繹による根拠の提示」という形式に忠実に従うことによって

導かれた説明ではない。つまり，その時なされ，受け入れられた説明は，決して本当の根拠を示し

ていない。我々は現に判断を下し，その判断の「正しさ」を説明しているにもかかわらず，「法則

からの演繹による根拠の提示」という形式に忠実に従うことによっては，すなわち判断の「正し

さ」を本当の根拠を示すことによっては，説明することができないのである。

　従って，判断の「正しさ」を説明する際に陥る，このような根拠の無限の背進が問題となるのは，

本当の根拠を追求するあまり，判断を下すことそのものができなくなることにあるのではない。問

題は，ここでもまた「説明のなさに対する不安」にある。

　「説明のなさに対する不安」は，究極的には根拠のなさに対する不安であると言えよう。我々は，

本当の根拠を示していないにもかかわらず，現になされている説明を説明として受け入れることが

できる。現に判断を下しているにもかかわらず，その判断の「正しさ」を説明するための本当の根

拠を見出すことができないことに対する不安，つまりは根拠のなさに対する不安なのだ。

5．それでも説明は解釈として成立する　一デリダの解釈論から一

　現に為されている説明の中に，その「正しさ」を必然的に導くことのできる本当の根拠が示され

ていることを見出すのは不可能である。本当の根拠を求める試みが，無限の背進過程とならざるを

得ないという論理的な構造を持つものである限り，何かを説明しようとするのであれば，「法則か

らの演繹による根拠の提示」という形式に従うことを，どこかでやめなければならないからだ。

　ならば，現になされている説明は，「法則からの演繹による根拠の提示」という形式に従うこと

なく，どのようにしてその根拠を獲得し，どのようにして判断の「正しさ」を示しているのだろう

か。これに関して，以下では法と正義について語るジャック・デリダの議論に沿って考えていきた

い7。このデリダの議論からは，むしろ「法則からの演繹による根拠の提示」という形式に従って

いないからこそ，判断は判断として成り立ち得るのだという主張を読み取ることができる。

5－1．決定不可能性

　デリダが法の力（force　de　loi）を語る時，その議論においては，「あらゆる根拠の絶対的現前が，

事実上も権利上も不可能なこととして斥けられる」［高橋127頁］。だがデリダの議論においては，

本当の根拠のもとで判断を下すこと，そして本当の根拠のもとで下した判断の「正しさ」を説明す

ることもまた不可能である，と斥けられてはいない。むしろデリダは，本当の根拠のもとで判断を

下すという，論理的には不可能であるこのような行為を，為さねばならない，すなわち義務である，

と言う。
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　決定不可能であるのは，次のものの経験である。すなわち，計算可能なものや規則の次元には

なじまず，それとは異質でありながらも，法や規則を考慮に入れながら不可能な決断へとおのれ

を没頭させねばならないもの　　ここで語る必要があるのは義務についてである一の経験であ

る。決定不可能なものの試練を経ることのない決断は自由な決断ではないだろう。　［Derrida

p．53．　59頁］

　我々は，本当の根拠がないことを理由とすることによって，自らの下した判断が本当に正しいも

のであったかどうかを，すなわち正義にかなう決断であったかどうかを考えることから逃れること

はできない。我々は，本当の根拠がないままで判断を下さなければならないし，本当の根拠がない

ままでその「正しさ」を説明しなければならない。つまり，「計算不可能な正義は計算するように

命令する（la　justice　incalculable　commande　de　calculer．）」8［Derrida　p．61．73頁］のである。

従って，本当の根拠がないままで判断を下し，本当の根拠がないままでその「正しさ」を説明しな

ければならない時，そこには決定不可能性（indecidabilit6）がある。

　「ある決定が正義を顧慮した決定と言えるためには，あらゆる特異な者の特異な要請に普遍的に

応えるというアポリア的で決定不可能な経験において，それでもなされる決定でなければならな

い」［高橋129頁コ。計算し，予測し，考慮することが不可能であるにもかかわらず，それでも計算

しなければならないし，予測しなければならないし，考慮しなければならない。すなわち，判断の

「正しさ」は，それが究極的には不可能であるにもかかわらず，説明しなければならないのである。

5－2．解釈する暴力

　我々は，本当の根拠がないままで判断を下さなければならないし，本当の根拠がないままでその

「正しさ」を説明しなければならない。このようなものとして「自由な決断」が語られる時，この

「自由な決断」に伴う決定不可能性とは，どのような事態を表しているのだろうか。

　この自由または正義にかなう決断は，決断であるためには，そして決断であると言われるため

には，つまり決断として認知されるためには，何らかの掟（loi）や指示，つまり規則に従わね

ばならない。この意味で決断は，自分が自律的であるまさにその中にあって，すなわち掟に従う

も従わないも自由な中にあって，または自分に掟を与えるも与えないも自由な中にあって，例え

ば公平にもとつく現実的行為として，計算可能なものまたはプログラムに組み込むことができる

ものの次元のうちにありうるのでなければならない。しかし，この現実的行為とは単に，ある規

則を適用すること，あるプログラムを展開すること，ある計算を行うことであるとすると，その

現実的行為はたぶん，合法的であるとか法にかなっていると言われるだろうし，メタファーを使

うならばたぶん正義にかなっているとも言われるであろう。けれども，その決断は正義にかなっ

ていたと言うと誤りになるであろう。その理由はごく単純で，このケースには決断がなかったか

らである。　［Derrida　p．50．54～55頁］
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　説明は，それが説明として成り立っために，「法則からの演繹による根拠の提示」という一つの

形式に，すなわち掟＝法則（loi）に従っていなければならない。だが，「法則からの演繹による根

拠の提示」という一つの形式に忠実に従い続けたとしても，そのことによって説明されるような決

断は決断ではない。それは少なくとも，我々が自分自身の自由な意志によって「判断した」，「選択

した」，「決断した」と言うことのできるような決断ではない。なぜなら「その決断」は，計算可能

なものの次元，すなわち「物事は法則性によって必然的に導かれている」という世界の説明可能性

の次元のうちにあるからだ。要するに，世界の説明可能性の次元からなされた「その決断」とは，

「規則を適用すること」あるいは「プログラムを展開すること」なのであり，「自由な決断」ではな

いのである。

　たとえ本当の根拠を求め，根拠の背進を続けたとしても，本当の根拠へたどり着くことは不可能

である。根拠の背進の過程は永遠に続くのだ。従って，現になされている説明が根拠を獲得する時，

その根拠は，法則からの演繹によって必然的に導かれたものではないはずだ。

　ならば，自分自身の自由な意志によって「判断した」，「選択した」，「決断した」と言う時，そし

て，本当の根拠がないままでそのような決断を下し，本当の根拠がないままでその「正しさ」を説

明しなければならない時，我々は，一体どのようにしてその根拠を獲得し，一体どのようにして判

断の「正しさ」を示すことができるのだろうか。デリダによれば，それは解釈することによって，

である。

　……自由な決断をなさしめる解釈行為は，次のように要求する。……規制されながらも同時に

規則なしにあるのでなければならないし，掟を維持するけれども同時にそれを破壊したり宙吊り

にするのでなければならない。……掟の原理を再確認したうえで，自由にそれに全く新しい確証

を与える，というかたちで掟を再発明せねばならなくなるほどに，掟を破壊したり宙吊りにする

必要がある。……“th　T1は　　　“　S’tって’，　　　“　ミ　・に　一無しのP　　　・’

　t　　そ　は，　　に壬　　　コ憎“　　た“んt　貝1　ってして　，一t保蓄　与え

　こがでtいし，与’　べでtい　’t　であ。［Derrida　p．51．56頁］

　「自由な決断」を下すためには，根拠の背進をどこかで破壊し，掟＝法則を改めて作り直すしか

ない。さもなければ，「規則を適用すること」あるいは「プログラムを展開すること」ではないよ

うな「自由な決断」は下せない。

　そしてこの場合，「法則からの演繹」という掟＝法則に従うことをやめ，世界の説明可能性の次

元の外に出ることは，根拠の無限背進という本当の根拠を追求する試みを中断することでもある。

私が根拠の無限背進を止める時，私は法則性から解放されている。これが，ここで言われるところ

の解釈である。

　このような解釈として私が「自由な決断」を下す時，私はもはや元の掟＝法則，すなわちf法則
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からの演繹」という掟＝法則には従っていない。そのとき私は，自分の従うべき新たな掟を，自分

自身で作り出しているのである。ただし，そのような意味における解釈が，「合法的であるとか法

にかなっている」と言われることはないだろうし，この解釈には「絶対的な保証を与えることがで

きない」であろう。なぜなら，「掟を作る（faire　la　loi）ことになる作用を成り立たせるのは，実力

行使，つまり行蒸’行・“あ　れ’峯　　 （e．o　e　ive
i麟）であろう」［Derrida　p．32．　31頁コからだ。

　解釈としての決断は，その「正しさ」を説明するための本当の根拠なくして行われるほかはない。

そのため，本来的に根拠を持たないこの解釈としての判断は，合理的な基礎付けを与えることがで

きないという意味において，必然的に非合理的で「暴力」的なものとならざるを得ないのである。

5－3，自分自身を拠り所とする

　根拠を示さなければならないにもかかわらず，本当の根拠を示すことはできない。そのため，現

になされている説明は全て，原初的な根拠から必然的に導かれたものではない。なぜなら，現にな

されているあらゆる説明は，「法則からの演繹」という掟に，忠実に従ってはいないからである。

従って，我々が現に説明をなす時，そこで示される根拠を正当化する契機は，「法則からの演繹」

という掟の中には，すなわち根拠の背進の過程には存在しない。だが，それでも我々は，「法則か

らの演繹」という掟によっては正当化され得ない解釈としての説明を，一つの説明であるとみなす

ことができるし，説明されたものとして受け入れることができる。

　ならば，我々は，根拠が必然的に導かれていないにもかかわらず，どのようにしてその説明を一

つの説明として受け入れることができるのだろうか。「判断することにお墨付きを与えるもの，判

断が自分を権威づけるために拠り所にするものについて判断せねばならない」［Derrida　p．14－15．

　7頁］と言うデリダは，この議論を，根拠の正当化を可能にするような「権威」とその「起源」

へと向ける。

　権威の起源，掟を基礎づける作用または掟の基礎になるもの，掟を定立する作用，の最後の拠

り所になるのは，定義によって自分自身しかないのであるから，これら自体は基礎を持たない暴

力である。　［Derrida　p，34．33頁］

　説明を説明たらしめる「法則からの演繹」という掟。私のなす説明がこの掟に従っていない時，

もはやそれは，合理的な基礎が与えられた客観的な説明ではなく，一つの新たな解釈であった。こ

のとき私は，自分自身を根拠として新たな掟を作り出す。当然ながら，根拠として自分自身を仮定

することそれ自体には，何の根拠もない。この仮定は，他のどのような掟によっても正当化されな

い仮定であり，そのため「基礎を持たない暴力」であると言うこともできるだろう。だが，それに

もかかわらず，このある意味暴力的であるとも言い得る正当化できない仮定が，すなわち，自分自

身を根拠として仮定することによって従うべき掟を作り出すことこそが，「判断することにお墨付
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きを与えるもの，判断が自分を権威づけるために拠り所にするもの」となるのである。

　従って，デリダの議論に沿えば，判断の「正しさ」を説明すること，すなわちその「正しさ」を

説明し得るような判断を下すことは，「根拠を必然的に導出するような根拠を，必然的に導出する

ような根拠を，必然的に導出するような根拠を，必然的に……明らかにすること」なのではない。

そうではなく，究極的には自分自身を拠り所として手探りで行う解釈を含んだ試みなのである。

6．暫定的な根拠の仮定

　デネットの言葉を思い出してみよう。人は，まるで空気がそこにあることと同じであるかのよう

に，自分に自由意志があることを事実であると考えている。だが，このような考えの前提に，それ

が「正しい」のだと判断し得るような本当の根拠はない。それにもかかわらず，我々は自らの自由

な意志によって物事を判断し，選択し，決断しているのだと考えている。

　先に見たデリダの議論も同様である。本当の根拠を示すことができないにもかかわらず，決断が

決断として成り立っためには，自分自身を根拠として新たな掟を作り出すしかない。つまり，自分

自身が「正しさ」を判断する「権威の起源」となるのである。

　ただし，このことをもって，説明や根拠のなさに対して我々が抱く不安が解消されたわけではな

い。まず第一に，この自分自身を拠り所とするという「権威の起源」それ自体を権威付けるものは

何もない。この意味において，自分自身を拠り所とすること，すなわち自由意志の存在を仮定する

ことは，例えば物理法則による因果性を最終的な拠り所（根拠）とすることを否定することによっ

て，結果的に物事に対する客観的な根拠のなさ，すなわち無根拠であることを主張してもいるので

ある。

　もちろん，全くの無根拠であれば，物事に説明を与えることはできない。少なくとも，何らかの

根拠を示すことなく，その「正しさ」を説明することはできない。何かを説明するには，「法則か

らの演繹による根拠の提示」という形式に従っていなければならないからだ。そのため，物事を説

明可能とするためには，たとえそれが「絶対的な保証を与えることができないし，与えるべきでも

ないような」ものであったとしても，何らかの根拠を仮定する必要がある。そして，このようなあ

くまでも暫定的に仮定された根拠が，行為の原初的な起源としての自由意志という我々の前提なの

である。

　自由意志の存在を主張するというその根拠は，究極的にはないと言わざるを得ない。従って，自

由意志の存在を仮定することが「正しい」のだと判断し得る根拠もない。だが，根拠が示されない

ことがすなわち無意味であることを意味しないということは，本論文の論証過程が明らかにしてき

たことでもある。

　さらに，このような根拠の「暫定さ」に対してデリダがとる態度のなかに，「説明のなさに対す

る不安」が解消されない第二の理由がある。

決断不可能なものによる試練がひとたび過ぎ去ってしまうと，　・…決断は再び規則に先導され
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ている。すなわち，与えられた規則に，発明された規則に，あるいは再発明されたり再確認され

た規則に先導されている。だとすると決断は，現在いま正義にかなっているわけではもはやない

し，完全に正義にかなっているわけでももはやない。いかなる瞬間であれ，ある決断について，

現在いま，そして完全に正義にかなっているとはいえないように思われる。　［Derrida　p．54．

60頁］

　すでに見たように，決断の際に自分自身を拠り所にすること，すなわち自由意志の存在を根拠と

して仮定することは，合理的な基礎付けを与えることができないという意味において，あくまでも

暫定的なものであった。だが，このデリダの発言は，そこからさらに踏み込んでいる。

　私の為す決断が一つの解釈となる時，私はもはや，合理的に基礎づけられた掟＝法則に従っては

いなかった。このとき私は，自分自身を根拠として，決断のための新たな掟を作り出す。だが，一

度でも決断がなされた後では，この新たな掟は，もはや「権威の起源」ではないだろう。なぜなら，

この掟を根拠として一つの決断がなされたのだ，という判例の存在が，この掟を合理的に正当化す

ることになるからだ。それまで従っていた掟と同様に，ζの掟もまた，これから先に為すであろう

あらゆる決断を先導する合理的な基礎を，すなわち権威という根拠を得てしまったのである。

　従って，根拠の暫定さは，あくまでも維持され続けなければならない。ただしそれは，本当の根

拠に到達することが不可能であり，示される根拠は暫定的なものとならざるを得ない，という意味

ではない。確かに，デネットの言うように，暫定的な根拠としての自由意志には，形而上学的な前

提条件もなければ，根本的な物理条件もない。すなわち，自由意志があるのだという主張の「正し

さ」の根拠に，客観的な基礎づけを与えることはできない。だがそれよりも，そもそも根拠は，何

かによって基礎づけられてはならない。判断が判断であるために，すなわち，判断が計算や予測と

は別のものであるために，その判断の「正しさ」についての説明は，本当の根拠を示してはならな

いのである。自由な判断や選択や決断には，このような根拠の暫定さこそが必要となるのである。

おわりに

　なぜ自由意志の存在を主張する必要があるのか。この問いには，「暫定的な根拠の仮定」をあげ

て答えることができるだろう。自由であることを求める我々の態度はどこから来るのか，その起源

をたどれば「不安」の解消へとたどり着く。だが，根拠が暫定的なものである限り，我々の抱く

「説明のなさに対する不安」が解消されることはなく，この不安はいつまでも残り続けることにな

る。しかしながら，根拠にある種の暫定さが残っているがゆえに，我々は，自らのよって立つその

「暫定さ」を吟味し，基礎づけ，その正しさを説明しようと試みることができるのだし，また，そ

こで吟味され，基礎づけられ，正しいものであると説明された「暫定さ」を，さらに別様の「暫定

さ」から問いなおしてゆくことができるのも；確かである。

　本論文もまた，この「不安」を解消しようと試みてきた。すなわち，自由であると主張すること

の意味を，本論文では「暫定的な根拠の仮定」と理解することによって，このような「暫定的な三
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拠の仮定」の正当性を基礎づけようと試みてきた。当然ながら，「不安」が解消されない第＝：の理

由は本論文に対しても妥当する。従って，本論文の持つ意味は，このような基礎付けの試みが「正

しい」と判断される場合にのみ正当化される。自戒を込めて言い換えるならば，本論文の持つ意味

は，別様の「暫定さ」から吟味され，問いなおされる可能性を持つのであり，また，そうあるので

なければならないのである。
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〈注〉

（1）このような側面を強調して「説明jという言葉を解説するものとして，丹治［1998］，熊野

　　［2002コなどがある。

（2）このような決定論は「科学的決定論」「因果的決定論」などとも言われるが，本論文ではこれ

　　以外の決定論的な思想と区別する必要がないので，単に「決定論」と言うことにする。

（3）『大辞林』三省堂，「説明」の項より。

（4）この時，仮に決定論の提示する条件を全て満たしたとしても，なお「説明のなさに対する不

　　安」は解消されないだろう。決定論のテーゼから導き出すことができるのは世界の情報その

　　ものであるが，そのような世界の情報そのものを，我々がいかにして受け取ることができる
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　　のか，という問題が残されている。本論文では立ち入らなかったが，このような問題に取り

　　組んだ研究として，野家［2005］，信原［2002コがある。前者は，出来事を物語るためにはコ

　　ンテクストを理解する能力が必要であることについて，後者は，原因事象と結果事象がそれ

　　ぞれ独立には認識され得ないことについて，それぞれ詳しく論じている。

（5）「ラプラスの悪魔」とは，決定論を説明する際に典型的に持ち出される例であり，ピエール・

　　シモン・ラプラスが仮定した次のような知性のことである。「ある知性が，与えられた時点に

　　おいて，自然を動かしている全ての力と自然を構成している全ての存在物の各々の状況を

　　知っているとし，さらにこれら与えられた情報を分析する能力を持っていたとしたならば，

　　この知性は，同一の方程式のもとに宇宙の中の最も大きな物体の動きも，また最も軽い原子

　　の運動をも包摂せしめるであろう。この知性にとって不確かなものは何一つないであろうし，

　　その目には未来も過去と同様に現存することであろう」［ラプラス10頁］。

（6）ここでは物理法則による因果性を決定論の例として取り上げたが，「神」や「社会関係」によ

　　るものなど，より広義の決定論を仮定することによっても，同様にこの前提を獲得すること

　　が可能である。

（7）引用箇所の訳は，訳本（堅田研一訳『法のカ』）を基調としている。なお，引用部分における

　　ルビによる強調は原文のまま，下線と原文の挿入は論者によるものである。

（8）calculerには，計算する，予測する，考慮する，などの訳もある。

（9）このことは，決定論を受け入れるという行為についても同様である。決定論を受け入れると

　　いう判断の「正しさ」を必然的に導く根拠は，決定論にはない。決定論を受容すべき根拠を

　　見出すことができない限り，決定論を受け入れるという判断の「正しさ」の根拠は，自由意

　　志の存在を仮定することによって，すなわち自分自身で引き受けるしかない。例えば，2節

　　の例で私は，「明日は晴れるだろう」という判断の「正しさ」を，「梅雨が明けたので，明日は

　　晴れるだろう」という発言によって説明していた。このとき私は，「梅雨が明けた」ことと

　　「明日は晴れる」こととの因果的なつながりは，物理法則によって保証が与えられる，と考え

　　ている。つまり，物理法則を介することによって，「梅雨が明けた」という原因が「明日は晴

　　れる」という結果を引き起こすのだ，と考えている。少なくともそのように考えることに

　　よって，この時の私の説明は説明となり得ている。しかし，「明日は晴れる」ことの原因が必

　　ずしも「梅雨が明けた」ことであるとは限らないし，また「梅雨が明けた」としても必ずし

　　も「明日は晴れる」とは限らない。つまり，この時の私の発言は，その根拠の中に，判断の

　　「正しさ」を導出し得る必然的な因果関係を，実際には示していない。だがそれでも，すなわ

　　ち必然的な因果関係が示されていなかったとしても，この発言が一つの説明として成り立ち

　　得るのは，この発言を受け取る人が，決定論の「正しさ」を受け入れている場合に限られる。

　　決定論を受け入れるという判断の「正しさ」の根拠を求め，根拠の背進を続ける人に対して

　　は，この発言は説明とはなり得ないのである。
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The anxiety causing to insist on the existence of freewill

Akiko OKANO

'Explanation' is answer to the question why it is what it is, and to 'explain' is an attempt to answer

to the question. When the side of the word 'explanation' is emphasized, it is assumed that an ideal type

of explanation for academic studies is to give the answer 'Why is the things like what it is ?' as

universally and objectively as possible, in a way that everybody can understand. Then, what kind of form

does the explanation that has the universality and validity takes. And how could we explain in that way ?

This paper deals with an argument of determinism and libertarianism as a sample of the problem in

this theme. On the basis of this argument, I try to put it in perspective of the origin of our attitude of

seeking free, because it seems that it is not until we have a certain anxiety that the necessity to insist on

being free appears. In addition, this anxiety appears when one has difficulty in explaining the question

about the appearance of things 'Why is it what it is ?'
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