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なぜそうしなかったのか 

――フランクファート事例についての河島一郎氏の議論―― 

 

池田 喬 

 

 

故河島一郎氏は、二〇〇六年の論文「行為論からみた自由の問題」で、フラ

ンクファートによって提出された有名な仮想事例に対する批判を展開した。こ

の文章では、フランクファート事例（以下 F 事例）に対する故人（以下、かつ

てのように河島さんと呼ぶ）による批判のポイントを紹介する。そのなかで、

私が河島さん自身の哲学から学び得たと思うことを書き留めたい。その際、「行

為論研究会」が河島さんとともに歩んだ活動についても振り返る。 

 

1. 二つの研究会――「実践と環境」と「行為論研究会」 

 

最初に河島さんと出会ったのがいつであるか、正確には覚えていない。しか

し、私が、二〇〇五年に東京大学二一世紀 COE「共生のための国際哲学交流セ

ンター（UTCP）」の特任研究員に就任したとき、RA 研究員としてそれ以前か

ら同センターに所属していた河島さんと頻繁に会っていたことはたしかである。

というのも、私たちはこの年に当 COE 内に発足した研究班「実践と環境：新

たな倫理学の構想」のメンバーとしてともに活動し、その研究成果を『UTCP

研究論集 vol.7−−−実践と環境：新たな倫理学の構想、行為のなぞ−−−』にまとめ

るなどしたからである。ここで紹介する論文は、その共同研究の成果としてこ

の論集に収められたものに他ならない。 

その後、私はウィーンに留学したが、帰国後、たしか二〇〇八年に「行為論

研究会」に参加するようになり、そこで河島さんに再会した。その頃、行為論

研究会では、「行為者性（agency）」を主要な考察テーマとして、B.ウィリア

ムズ「Moral Luck」、C.テイラー「What is Human Agency?」、G. E. M.アンスコ

ム『Human Life, Action, and Ethics』所収の論文などを読んでいたと記憶してい
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る。 

さて、二〇〇六年の論文における F 事例への批判において、河島さんは、「な

ぜそうしなかったのか」と問われたならば私たちが答えられるような行為の否

定的再記述の可能性に着目した。その後、私たちが盛んにしていた「行為者性」

についての議論−−−−後悔、負い目、責任など−−−−を思い出すとき、河島さんが

F 事例に対して提出した簡素な批判的コメントの射程は見た目より広かったの

ではないか、と感じるのだ。 

 

２. 無知の要請――フランクファート事例のトリック 

 

私たち人間はさまざまな仕方で行為するだけでなく、その行為の（道徳的）

責任を行為者に問うことができる。行為の道徳的責任を問い合うという活動は、

人間の社会を動物の群れから区別する重要なメルクマールだ。もっとも、その

行為が抗いがたい強制力によって生じたのであれば、すなわち、（当人の意志

とは無関係に）そうする以外の可能性がなかったのであれば、仮にその行為が

悪しき結果を生じさせたとしても、私たちはその人にその行為の責任を問うこ

とはしない。むしろ、その人に同情するだろう−−−−。一九六九年の古典的論文

「他可能性と道徳的責任」（邦訳「選択可能性と道徳的責任」（三ツ野陽介訳）

『自由と行為の哲学』（門脇俊介・野矢茂樹監訳）春秋社所収）において、フラ

ンクファートは、この種の直観を、「ある人は、それ以外の仕方でも行為でき

た場合にのみ、自分がしたことに対して道徳的に責任がある」という原理（「別

の可能性原理（principle of alternate possibilities: PAP）」）と呼んだ。そして、

挑発的にも、この原理への反例と見なしうる事例を提示し、さまざまな反応を

引き起こしてきた。 

まずは河島さんによるこの議論のまとめを見ていきたい。 

PAP においては二つのことが述べられている。第一に、「行為の自由とは他

の行為の可能性があることである」という「自由原理」、第二に、「責任が帰

属される行為とは自由になされた行為である」という「責任原理」である。フ

ランクファートは、「行為者が X を自由になしたにもかかわらず同時に他の行

為 Y, Z...をなす可能性が排除されている（よって彼は X をするべく決定されて
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いる）という事例」を提出することで、「自由原理」に挑戦した。その事例は、

フランクファートが Jones4と呼ぶ行為者のように「彼は自由意志に基づいて X

をなしたのであるが、彼の行為 X は自由意志がなくとも別の仕方で−−−たとえ

ば脳が直接刺激されることで−−−引き起こされたであろう」といった場合である。

河島さんは次のように例を挙げて説明している。 

 

 ある科学者が飲まず嫌いのA氏にどうしてもビールを飲ませてみたいと考  

 え、秘かに A の脳に装置を埋め込んだとする。科学者は、A がもしビール  

 以外の飲み物を飲もうとすれば、装置を遠隔操作し、脳を直接刺激して彼 

 に「ビールを飲もう」という意志を送り込む。この仕掛けにより A はビー 

 ルを飲むことになり、科学者の目的は達成するわけである。だがもちろん、 

 彼が他の飲み物ではなくビールを飲もうとしたのであれば、科学者は一切 

 手を出すつもりはない。さて、ある時 A が台所に行ってビールを飲んだと 

 すると、それには次の二つの場合がありうるだろう。 

 

 (a) A は自発的にビールを飲んだ。したがって、装置は機能していない。彼 

 は意図的に、自由な行為としてビールを飲んだわけである。 

 (b) A は他の飲み物を飲もうとしたのだが、装置が働いたため、ビールを飲  

 もうと意図し、そしてビールを飲んだ。彼はいわば装置（あるいは科学者） 

 によって、ビールを意図的に飲むように仕向けられたのである。 

 

さて、Aが(a)のように、自由な行為として意図的にビールを飲んだとしても、

その際、他の飲み物を飲むという別の可能性はない。他の飲み物を飲もうとす

れば、(b)のように、装置が働いて、ビールを飲もうと意図してそれを飲むこと

になるからである。かくして、たしかに A はビールを飲もうと意図してビール

を飲んだにもかかわらず、他の行為の可能性がない、という PAP に反する事例

が成り立っている、ということになる。 

河島さんがまず着目するのは、この事例が有効であるためには、「科学者の

企みが「秘かに」行われたということ、すなわち一連の事情に関して A 自身は

知らないという条件」が満たされていなくてはならない、ということだ。彼に
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よれば、この「自分が他可能性を失っていることを A 自身は知らない」という

「無知の要請」は瑣末なものではない。もし、A が科学者の仕掛けた装置のこと

を知っているのであれば、「ビールを飲め、さもなくば腕ずくでビールを飲ま

せる」と脅迫され強制されているのと大差ないからである。 

河島さんによれば、F 事例では、A の行為の評価に際して、第三者の観点と

行為者当人の観点が混在している。装置によって他可能性が奪われていること

は無知の要請ゆえに A 自身は知らず、A にビールを飲むことが不可避であるこ

とは第三者の観点から認識されたと考えるしかない。他方、A の行為が自由だ

と見なされる場合には、A 自身がビールを飲もうとして意図的に飲んだとされ、

A 自身の観点から同じ行為が自由な行為として評価されている。 

河島さんはこうした観点の混在は許されないと言う。自由原理における他行

為可能性とは「主体的な選択の対象となる他可能性」でなくてなんだろうか。

「行為者の選択にとって利用不可能であるような他可能性とは、自由原理がいわ

んとしていた他可能性ではないということになるのではないか」、と彼は問う。

フランクファートの事例が成功しているとしても、そこから導かれるのは、行

為が当人の観点からみて自由であるために第三者から見た他可能性は不要だと

いうことであり、自由にとって当人の観点からみた他可能性が不要だというこ

とではない。つまり、彼の事例は自由原理に対する反例にはならない、と河島

さんは主張した。 

 

3. 否定的行為記述の知としての他可能性 

 

F 事例に見られるようなトリッキーな思考実験が、哲学的考察にとってもつ

有効性については賛否両論がある。河島さんの指摘する二つの観点の混在をそ

れとして問題視せずに、この事例のような筋書きを受け入れる人もいるだろう。

そしてそれにはそれなりの理由があると思われる。 

当人の視点に限定した自由原理からすれば、私がビールを飲もうと意図して

自由な行為としてそれを飲んだ時、私自身の観点からみて行為の他可能性があ

ったはずである。しかし、では、私はどのような他可能性があると知っていた

のだろうか。水を飲むとかジュースを飲むとかできたといっても、実際に水を
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飲もうとしたら断水中で水は飲めなかったかもしれないし、ジュースを飲もう

としたら冷蔵庫に蓄えがなく、実は近所の店でもすべて売り切れていたかもし

れない（そして、結局、しぶしぶビールを飲んでいたかもしれない）。私は、

ビールを飲むその時に、水道から水は出たのか、近所の店にジュースはあった

のかなど、行為の他可能性が成立しているのかどうかを確かめたわけではなく、

つまり、厳密に言えば、どういう他可能性があるのかを知らずに、単にビール

を飲んだ、という風に言えるとしよう。このように状況を描き直した場合、水

道や近所の店の状態についての言及は、当人があずかり知らない視点からなさ

れているのではないか。そうであれば、科学者の視点をもちこむことと大差な

い。すなわち、無知の要請から解放されたとしても、行為者はどのようにして

自らの行為の他可能性について知るのかは不明であり、やはりかなりの程度、

無知であることに変わりはないのではないか。 

おそらくこのような別の直観への応答も考慮していたのだろう。河島さんは、

他可能性についての行為者自身の知を、アンスコムの実践的知識の考えを拡張

しつつ、「観察によらない否定的行為記述の知」という概念で捉えることに進

んでいった。その議論を見てみよう。 

アンスコムによれば、「君は何をしているのか」と問われたならば、観察に

よらずに「私は手を上げている」と答えることができ、また、「なぜ手を上げ

ているのか」と問われてもやはり観察によらずに「友人に挨拶するためだ」と

答えることができる。行為の記述と行為の理由に関するこうした行為者の暗黙

的な知は、第三者的な観察者のそれとは異なる、一人称的視点を反映している。 

河島さんは、続けてこう問う。相手がさらに「なぜ名前を呼ばなかったのか」

と問うたらどうだろうか、と。彼によれば、ここでは、「手を上げている」や

「友人に挨拶している」という記述のもとで意図的であるような行為が、「名前

を呼ばない」という否定的な仕方で再記述されている。もちろん、さらに相手

が「なぜ名前を呼ばなかったのか」と問うこともありうる。その場合には、「人

が大勢いて恥ずかしいからだ」「名前を呼ばれると彼は嫌がるからだ」などと

答えられるだろうと、河島さんは言う。 

もちろん、一つの行為が何でないかという記述は無数にありうる。手を上げ

た行為は、「名前を呼ばなかった」「彼の携帯を鳴らさなかった」と否定的に
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記述されるだけでなく、たしかに「『哲学探究』を書かなかった」ことでも「毒

を盛らなかった」ことでもない。だが、河島さんによれば、前者のグループは、

「なぜそうしなかったのか」と問われたならばおそらく理由を挙げられる記述で

あり、それゆえに意図的な否定的行為であるが、後者のグループはそうではな

いという違いがある。行為者が暗黙的に知っているような行為の他可能性は特

定の記述のもとで限定できるのであり、それが行為者の視点に開かれている自

由の余地なのである。 

こうした河島さんの立場からすると、当人の視点と第三者の視点の区別を重

要視しない人には次のように言えるように見える。「ビールを飲む」ことの否

定的記述のなかに、「水を飲まなかった」「ジュースを飲まなかった」が含ま

れることはたしかである。行為者が、水を飲むとかジュースを飲むといった他

可能性について知っていたと言うためには、「なぜ水を飲まなかったのか」「な

ぜジュースを飲まなかったのか」という問いに、「料理に合わないからだ」「ア

ルコールを飲みたかったからだ」などと、観察によらずに答えられれば十分で

ある。私たちは自らの行為の他可能性についてそれ程には無知ではない。そし

て、自分が自由な行為者であるかどうかを知るために、自らのあずかり知らな

い第三者的な観察者の視点を必要としてもいないのだ、と。 

 

4. 後悔と自責 

 

先に述べたように、この論文が公刊された二年後、「行為論研究会」で私は

河島さんと再会した。その頃、私たちは、後悔や責任を共通の関心事として、

行為者性に関する論文を読んでいた。行為者性という概念は多義的でまとめに

くいものだが、私たちのなかに、時間的に特定される行為にかぎらず、時間的

な幅をもった行為者性への関心があったことはたしかだと思う。 

ウィリアムズ（Moral Luck, Cambridge University Press, 1981）の挙げる、子ど

もを轢いてしまったトラック運転手の「行為者の後悔（agent-regret）」が物語

るように、客観的に状況を分析すれば子どもを轢く以外の別の可能性はまった

くなかったのだとしても、道徳的存在としての人間は、「別の道を行っていた

ら」「あの日、仕事を休んでいたら」などと別様でもありえたものとして自ら
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の行為を理解しうる。ウィリアムズが指摘するように、第三者たちは、いつま

でもくよくよしている彼にあの状況では仕方がなかったと言って聞かせて心境

を変化させようとするが、かといって、運転手が「たしかに、あれは仕方なか

ったよね」と言ってケロリと傍観者の立場に移行したらそれはそれで道徳的存

在としてのありかたを疑うはずである。「実際には別の選択はありえなかった、

だから残念だが仕方なかった」という第三者的な「遺憾（regret）」とは異なる、

行為当事者に特有な視点を無化するならば、こうした道徳的次元を逸してしま

うように思われる。（さらに、ウィリアムズは、行為者自身の観点からもまっ

たく他可能性はなかったと自覚されている場合でさえ「行為者の後悔」が生じ

うる局面にも目を向けている。これらの問題については、「行為論研究会」で

のウィリアムズ読書会の中心的存在であった古田徹也さんの著作『それは私が

したことなのか――行為の哲学入門』（新曜社，2013 年）が詳しく論じている）。 

いつだったか、次に何の本を読もうかという話になった時、河島さんが、中

島義道氏の『後悔と自責の哲学』（河出書房新社, 2006 年）を候補に挙げたこ

とがある。当時私は、「行為論研究会」をいわゆる英米系の行為論の代表的文

献を読む場所だと理解していたためか、彼の提案を即座に退けるような発言を

してしまった。その時、いつも温厚な河島さんの顔が引きつって、ムッとした

顔になったのをはっきり覚えている。 

河島さんは、論文「行為論から見た自由の問題」で、F 事例における当人の

視点と第三者の視点の混在を問題視し、当人の視点から知られる行為の他可能

性を、「なぜそうしなかったのか」という問いに、観察によらずに理由を述べ

られるような記述のもとでの行為として分析した。この論文は「自由原理」に

焦点を絞ったもので「責任」については論じられていない。しかし、彼が行為

者の自由の先に見ていたものは、行為の賞賛や非難に関わる「帰責」という―

―行為論の典型的な――問題群というよりも、後悔や自責の時間的な幅と奥行

きをもったいわば内面的な次元だったのではないか、と私には思える。 

どうしてあの時、彼の名前を呼ばなかったのだろうか――。河島さんの挙げ

た例は道徳的次元を含みうるものだ。私は、河島さんとの関係において、その

ように否定的に記述できる行為を回想でき、あまり重要とも真剣とも言えない

理由を挙げてこれを合理化することができる。しかし、ここで思考を停止する
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ことができない。後悔しているからだ。トラック運転手はもはや轢いてしまっ

た子どもに語りかけることはできない。私は、問題のあの時について、もはや

河島さんに何も伝えることができない。 

行為論と道徳哲学とは本来は地続きであり、私たちは、現実の人間生活を、

学問領域の細分化によって切り刻まないように大切に扱わなければならないし、

あるいはすでに傷つけられてしまった生活は回復してやらねばならない。私は、

明晰であるとともに柔軟でもあった河島さんの哲学に触れることから、このよ

うな考えに確信を抱くようになった。この文章を亡き河島一郎さんに捧げる。 

 

（いけだ たかし／明治大学） 


