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ヴィルヘルム・ヴィンデルバント『偶然論』（上）
（付 ゲオルク・フリードリヒ・クナップ「合法則性の問題について」）

仲井 慧悟 訳

訳者解題

ここに訳出するのは、新カント派の哲学者ヴィルヘルム・ヴィンデルバント
（Wilhelm Windelband, 1848–1915）の学位論文にして最初の著作 Die Lehren vom 
Zufall（Berlin: F. Henschel, 1870）（以下、『偶然論』と呼ぶ）である。今回はその前
半部にあたる第 I節および第 II節を訳出している。
また、解説の補足のために、経済学者ゲオルク・フリードリヒ・クナップ（Georg 

Friedrich Knapp, 1842–1926）による『偶然論』の書評 Zur Frage der Gesetzmässig-
keit（Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 16, 1871, S. 182–186）の翻訳
も付した。この書評を書いたとき、クナップはライプツィヒ市統計局の局長およびラ
イプツィヒ大学哲学部の統計学教授を務めていた。そのため彼は統計家として、とり
わけ統計についてのヴィンデルバントの論述に着目し、今回ここに訳出した『偶然論』
の第 I節と第 II節について批判的に評価している。

＊

著者ヴィンデルバント、その思想、及びその学界に於ける位置に就いては、今日
改めて言を費やす必要はない。少くとも特にそれをこの小冊の巻頭に録する必要
はない、少くともふさわしくない。



176 『人文×社会』第 3号

ヴィンデルバント『法則の概念について』の訳者序言において下村寅太郎はこう述
べた（下村 1928: 1）。しかし、今日はずいぶん状況が異なっている。三木清が「誰も
がヴィンデルバント、リッケルトの名を口にするようになった」（三木 1966: 398）と
回顧する大正期からすでに 100年ほどの時が経ち、現在ではまったく想像のつかな
い当時の学界の状況に、隔世の感を禁じ得ない。といっても、新カント派の哲学（カッ
シーラーを除く）に人びとの目が向きにくくなったのは最近のことではないらしい。
1940年の時点ですでに、「時代の趨勢は益々新カント学派から遠ざかりつつあるもの
のようである」と高坂正顕が述べているからである（高坂 1940: 4）。ヴィンデルバン
トについていえば、本翻訳が 1960年代以来の日本語訳となるようである。
もちろん新カント派への注目が全然なくなったわけでは決してない。訳者が確認し
た英語・ドイツ語圏に限っても、最近 10年間で新カント派についての論集や翻訳は
出版されているし、日本でも依然として思想史的関心は注がれている。ヴィンデルバ
ントについていえば、昨年は、書簡などを集めた研究資料集成が刊行されたり（Bohr 
& Hartung 2020）、これまでほとんど英語文献がなかった（Lu� 2015: 267）ところに
Stanford Encyclopedia of Philosophyのヴィンデルバント単独のエントリー（Kinzel 
2020）が登場したりした。また、今年は『プレルーディエン』（Präludien）が Felix 
Meiner社の哲学文庫（Philosophische Bibliothek）に入った。今後ますますの研究が
期待されているといってよいであろう。この段階に及んで、日本語でヴィンデルバン
トの紹介を書いておくことは無駄ではないように思われる。小冊子の翻訳に対する解
題としてはいささか長大となるが、ヴィンデルバントの紹介をとりわけ初期にしぼっ
ておこない、『偶然論』の位置づけについてもいくらか指摘できればと思う。

（1）『偶然論』までのヴィンデルバント
ヴィンデルバントは 1848年にポツダムに生まれた。のちに西南学派として知ら

れることになる彼も、生まれはドイツ北部である。それから学位論文『偶然論』を
完成させるまでの彼の学生時代については、クーノ・フィッシャー（Kuno Fischer, 
1824–1907）とヘルマン・ロッツェ（Hermann Lotze, 1817–1881）に師事したことが
よく注目される。前者からは哲学史の叙述を、後者からは価値哲学の中核となる「妥
当」の概念を継承したといえば、一応見通しのよいストーリーを提示できる。ここで
はより詳しく、学位請求論文提出の際の添付文書を引いて、彼自身の証言によってそ
の足跡をみてみよう（Bohr & Hartung 2020: 29f.）。

私は 1848年 5月 10日、ポツダムで生まれた。この地で私の父はマルク〔ブ
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ランデンブルク〕の州政府で会計参事官という肩書きの公職を務めていた。私は
幼少期をこの街で過ごし、公立学校で基本的な知識に親しみ、10歳からギムナ
ジウムの生徒になった。1859年に父を亡くした私は、ポツダムで母の世話のも
と、ヒラーという自由人・市議会議員の後見を受けていた。16歳でプロテスタ
ントの信仰を約束した〔＝堅信〕。学校の課題で自由時間が尽くされないときは
いつも、早くからさまざまな著作を読み耽り、学問研究に非常に熱中していたた
め、1866年に試験を受けてギムナジウムを去るとき、哲学的著作の研究にすべ
てを捧げようと決心した。なかでもその歴史記述が当時の私にとって最も関心あ
るものであったから、まずは歴史研究に打ち込むべきであると考えた。イェナで
研究を始め、3学期間、ベヒシュタイン、カロ、チェルマーク、エーバース、クー
ノ・フィッシャー、フォルトラーゲ、ゲディケンス、シュライヒャー、A. シュ
ミットの各先生の講義を受けた。これらの先生のうち何人かとは今でも付き合い
が続いている。その後、ベルリン学士院で 4学期間を過ごし、この間、アルトハ
ウス、ドーヴェ、グルッペ、ハルムス、ヒュープナー、ボナ・マイヤー、トレン
デレンブルクの各先生の講義を受けた。私は現代の新哲学を研究しながら、この
研究を歴史研究あるいは自然科学の研究に結びつけ、統合しなければならないと
思い至った。今時の哲学は自然科学の問題を扱うようになってきているから、私
は物理学的研究に取り組もうと決心した。そのため、今冬はゲオルク・アウグス
ト大学のコールラウシュ教授の物理学研究室で実験補助を務め、ロッツェ教授や
ヴェーバー教授の講義を受けるよう努めた。最もすぐれた人物であるこれら教授
の崇高なる精神と助言とに最大の感謝を捧げる。

新カント派の哲学者としてみたときに注目されるのは、フィッシャー、マイヤー、
トレンデレンブルク、ロッツェであろうか。なお、最後に言及されるヴェーバーは、
磁束の単位Wbで知られる物理学者ヴィルヘルム・ヴェーバーである。
さて、こうした教授陣のもとで学んだヴィンデルバントが準備したのが『偶然論』
である。1870年 4月 7日、21歳で哲学博士号を取得したとのことである（Gundlach 
2017: 22）。当時、指導にあたったロッツェは次のように評価している（Bohr & 
Hartung 2020: 30）。

ヴィンデルバント氏の論文は学位論文の要件を申し分なく満たしています。私は
氏の与えた答えがすべて正しいとは決して思いませんが、非常な労作で、丹念に
よく書かれ、広範な知識とすぐれた哲学的訓練とを証する論文であることは認め
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なければなりません。彼の学位申請許可を妨げるものは何もないと私は思います。

（2）『偶然論』の位置づけ①：生理学主義・心理主義から反心理主義・論理主義へ
『偶然論』は著作の順番からすればヴィンデルバントの出発点であるに違いないが、
彼のその後の思想の展開にとってはどのような意味で出発点であるといえるだろう
か。
まず、ヴィンデルバントに始まる西南学派とヘルマン・コーエンに始まるマールブ
ルク学派とが、反心理主義的なカント解釈によって特徴づけられるということを確認
しておきたい。大橋容一郎による時期区分にしたがえば、「盛期」の新カント派であ
る（大橋 2014: 263）。反心理主義といい盛期というのは、1860年代までの生理学的・
心理学的なカント解釈に対してそういうのである。論理主義とも形容される西南学派
の思想を特徴づけるのは価値哲学であるといわれる。ヴィンデルバントはロッツェか
ら超時間的な真理価値としての「妥当」（Geltung）の概念を受け継ぎ、これをもって
価値哲学を構築しようとした（九鬼 2014a; 2014b）。ここで重要なのは、妥当する価
値なるものが、主観的に解釈される心理的なものでもなく、形而上学的な意味で客観
的・実在的なものでもないということである（桑木 1917: 328; 北 1924: 70）。高橋里
美の簡潔な叙述を引けば、かれらは「認識論を形而上学に転向せしめることを好まず、
むしろ形而上学を認識論に解消せんとした。しかしまた同時に心理主義から認識論を
護らなければならなかった。この二つの動機から見て、それは当然論理主義の道を進
まねばならなかったのである」（高橋 1973: 125）。
しかし、このような立場はヴィンデルバントが『偶然論』より後に完成すること
になる立場であって、『偶然論』ではいまだそれがあらわれていない。といっても、
1870年は、のちの論理主義の旗手となる哲学者の最初の著作の刊行年としては意義
深いようにも思われる。たとえば、フレデリック・バイザーの見立てでは「心理主義
的カント解釈の 「最後の大歓呼」、18世紀後半にフリースから始まった伝統の最後の
著作」（Beiser 2014: 336）であるボナ・マイヤーの『カントの心理学』が出版された
のが、『偶然論』と同じ 1870年である。『偶然論』は、生理学主義・心理主義的カン
ト解釈から反心理主義・論理主義的カント解釈への過渡期に、まさに位置しているこ
とになる。
ちなみに、同じ時期にマールブルク学派も産声を上げんとしていた。生理学主義・
心理主義に加えて 1860年代のカント解釈者たちが共有する文脈となっていたのは、
「第一批判の超越論的感性論におけるカントの議論は、空間・時間のアプリオリな形
式が物自体に適用されるのを許容する

0 0 0 0

か、禁ずる
0 0 0

か」（Beiser 2014: 212）というフィッ
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シャーとトレンデレンブルクの間の論争であったが、これを背景として、「カントの
アプリオリ性についての説を基礎づけ直す」（Cohen 1871: iii）と宣言するコーエン
の『カントの経験の理説』の初版が出版されたのが、『偶然論』の翌年 1871年である。
正確にいえば、その直前にまさに「トレンデレンブルクとクーノ・フィッシャーの論
争について」と題された論文が発表されている。（こちらについては本解題で詳しく
取り上げないが、生理学主義・心理主義からマールブルク学派への転回について、日
本語で読める説明として辻麻衣子（2016）によるものがあるので参照されたい。）
西南学派に話を戻そう。心理主義から反心理主義への過渡期にある『偶然論』以降、
西南学派の論理主義の立場が成立するまでの過程に対してはいくつか異なった見方が
あるが、反心理主義ないし論理主義をいかなる意味で捉えるかに違いがあるのであっ
て、論理主義の立場が漸次明確化されていくという点では一致しているように思われ
る。
まず一つ、『偶然論』にすでに後の論理主義の萌芽をみる見方がある。これは桑木
厳翼によりとられている見方である。桑木は『偶然論』にも「ヘーゲルの弁証法や昔
時の形而上学と当時の実証主義的哲学とに據らざる意」は示されており、その意味で、
後の認識論への萌芽が認められると考えている（桑木 1917: 326）。
桑木の見方の特徴は、ヴィンデルバントの教授資格請求論文『認識の確実性につい
て』（1873）への評価を考え合わせるとき、明らかになる。「心理学的・認識論的研
究」という副題をもつこの論文からは、「哲学は論理学的であるのみならず、心理学
的・形而上学的な企てであるべきだ」（Beiser 2014: 518）という論理学・心理学・形
而上学の混合的な認識論のアプローチを読み取ることも可能である。けれども、桑木
はむしろ、〈反心理主義は反心理学ではない〉という見地から、この段階のヴィンデ
ルバントに、哲学を心理学から分ける反心理主義・論理主義の芽を認めている（桑木 
1917: 328）。すなわち、認識論から心理学を区別するという意味で〈反心理主義的〉
であることと、一方で心理学研究の意義を認めるという意味で〈非－反心理学〉であ
ることとは両立するということである。この見立てにしたがえば、たしかに『偶然論』
の時点から心理主義的では全然なく、また反心理学でもないということはいえるだろ
う。以上が、「最初の二著作に於て其畢生の大綱を示し得た」（桑木 1917: 330）とま
でいう桑木の見方である。
他方、桑木以外のほとんどの論者は『偶然論』および『認識の確実性について』に
大きな意義を認めてはいない。それは、論理学・心理学・形而上学の分離が明示的に
認められることが反心理主義・論理主義の重要な指標であるからであろう。たとえ
ば、フレデリック・バイザーによれば、1874年に発表されたジークヴァルト『論理学』
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への書評に混合的な認識論のアプローチが否定される片鱗がみられる（Beiser 2014: 
520）。しかしさらに翌年、1875年の論文「民族心理学からみた認識論」でもいまだ
論理学・心理学・形而上学の混合的なアプローチは継続しているのであって（ibid.: 
521）、これら三つの領域の分離がみられるようになるのは 1876年のチューリッヒ大
学教授就任講演「心理学研究の現状について」においてである。そして 1877年の「カ
ントの物自体の説の諸相について」でそれが決定的なものになるという（ibid.: 523）。
バイザーにしたがえば、『偶然論』から『認識の確実性について』までの期間には
論理主義の傾向は認められず、その後、1874年以降漸次発展的に論理主義的傾向が
強まり、1877年には決定的なものになったということになる。カテリーナ・キンツェ
ルによる最新の研究でも、反心理主義的カント解釈の始点を 1877年に求める見方が
とられている（Kinzel 2020）。
ともあれ、『偶然論』、そして『認識の確実性について』以後、ヴィンデルバントの
論理主義的立場によるカント解釈は明確化されていき、（本解題で扱う範囲を超える
が）そのなかでロッツェの「妥当」概念が取り上げられ、価値哲学が構築されていく
ことになる。それは、形而上学にも心理学にもよらない認識論を確保する道行きであ
る。

（3）『偶然論』の位置づけ②：個的事実の学に向けて
『偶然論』を重視する桑木の読みからは、もう一点重要な知見が得られる。
桑木は、個体的偶然の解明を理想とするヴィンデルバントの結論を、当時いまだヘー
ゲル的理性主義の影響が色濃かったことの証左であるとする。しかし、ヴィンデルバ
ントは、普遍概念による個物の包摂に終始するのではなく、個物の偶然性が学的研究
（および道徳・芸術）にとって普遍的説明に尽くされない余剰として残り続けること
を見定めている。桑木はこの点において、ヴィンデルバントのうちにはヘーゲル的理
性主義と実証主義との葛藤がみられるとしている（桑木 1917: 320）。結果、この葛藤
を切り抜けることを要求するヴィンデルバントの偶然論からは、「個体的事実を説く
特殊の知識をも学と看做す」見地が生じる（ibid.: 321）。
この偶然論の見解を徹底したのが、たとえば、「歴史と自然科学」（1894）の講演

であるというのが桑木の見立てである（ibid.: 322）。
反心理主義への傾きを強めるなかで、ヴィンデルバントはフライブルクに移り、

1882年にはシュトラスブルク大学に移り、以後長らくこの地で教鞭をとることにな
るが、この間、彼は総長に任ぜられ、のちに『プレルーディエン』に収録されて広く
知られることになる総長就任講演「歴史と自然科学」をおこなう。学問分類が論じら
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れる際に顧みられることの多い（たとえば、近年では隠岐さや香『文系と理系はなぜ
分かれたのか』（2018: 69）など）、「法則定立的」と「個性記述的」の区別は、この
講演によりよく知られている。少し長くなるが同講演から説明部分を引用しておこう。

経験科学たるもの、現実の認識において、自然法則の形をもつ普遍を求めるか、
歴史的に規定された形態をもつ個物を求めるかのどちらかである。一方は現実の
生成がもつ常に一定不変の形式を考察し、他方は現実の生成がもつ一回きりの、
それ自身において規定された内容を考察する。前者は法則の科学であり、後者は
出来事の科学である。前者は常にあるものを、後者はかつてあったものを教え
る。学的思考は、――新たな術語をつくってよければ――前者の場合は法則定立

0 0 0 0

的
0

（nomothetisch）であり、後者の場合は個性記述的
0 0 0 0 0

（idiographisch）である。
（Windelband 1915: 145）

桑木が偶然論から導き出されるという個体的事実に関する学が、「個性記述的」な
科学として術語化されているのがわかるであろう。桑木はいう。ヴィンデルバントの
学問論、特にその歴史への洞察の要点は、「科学の新分類法を以て」「個体の特殊的意
味を認めて然も之を知識に表せんとする」学を築こうとした点にあり、その精神が「既
に『偶然論』の根抵に存するとすれば、今日所謂西南学派の主張が全然誣

ふぼう

妄に非ざる
限り、余は如何にしても此小論文の学術史的意義の大なることを思はざるを得ないの
である」と（ibid.: 323）。
なお、米田庄太郎も、その内容は詳しく取り上げていないものの、ヴィンデルバン
トの「歴史哲学」ないし「歴史認識論」の理解のためには、『偶然論』にまで遡るこ
とが必要であると指摘している。すなわち、「吾人は此の論文に於て同氏の創設せる
新理想主義の哲学の芽が、含まれて居ると認めることが出来るので、随うて同氏の
歴史認識論の始源も亦此の論文に於て究明さる可きである」というのである（米田 
1921: 528–529）。

ヴィンデルバントの思想全体の理解のためには、上記（2）（3）の結合ともいえる、
歴史的・特殊的現象へと実現される価値・規範を目的論的に扱う「目的論的批判主義」
の方法についてみる必要があるが、それは『偶然論』に対する解説の範囲を超えてし
まうので別の機会に譲りたい（桑木 1917: 330�.; 朝広 1989; 大橋 2016: 416など参照）。
また、1870年代の反心理主義傾向の明確化のプロセスも、さらなる翻訳の発表など
を通してより詳しく示すことができればと思う。
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ただし、最後にいっておきたいが、『偶然論』を新カント派（狭義には西南学派）
への前奏曲として結論ありきで読むにはもったいないであろう。第 I節では、ショー
ペンハウアーがよく言及され、また、ヘルバルト派の心理学やヘルムホルツの生理学
の参照もうかがえる。第 II節では、確率理論に対するフリースを介した解釈、そし
てケトレーの統計学やそのドイツ的輸入から生まれた「道徳統計学」などへの批判的
検討がみられる。こうした『偶然論』を豊かに彩る 19世紀ドイツ思潮を読み込み、
諸科学の勃興・発達のなかで思索を開始した若き哲学者の格闘を味わっていただけれ
ばと思う。

＊

底本について。『偶然論』には、①表紙に「哲学博士学位請求論文」（Inaugu-
ral-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde）と明記され、A. 
W. Schadeと印刷所の名前のみが記されているもの、② F. Henschelと出版社が明記
されたもの、③ F. Henschel版の残部を J. C. B. Mohrが 1916年に再販したもの、以
上三つの版がある。本翻訳では、最初に公に出版されたものを一応の初版と考え、F. 
Henschel版を底本として使用しているが、三つはすべて同じ印刷所で印刷されてい
ることもあり、頁付けからしてまったく変更点はない。
翻訳について。「この書き振りはわれわれ民族の貴重な財産である」とのクナップ
の評価にもみられるように、ヴィンデルバントの文章は、古き良きというべきか、比
較的複雑なドイツ語である。文の構造のレベルで原文に忠実であろうとすることはは
じめから諦め、できるだけ読みやすい日本語になるよう努めたつもりである。そうは
いっても、訳者の無知・誤解のために読みにくい箇所があるであろう。読者諸賢のご
叱正を乞う次第である。
訳者注について。説明が必要と思われる箇所には訳者注をつけ、原注と同じく脚注
に示している。原書では注番号が頁ごとに振り直されているが、本翻訳でそれを再現
することはレイアウト上難しく、連番とした。そのため、原注の注番号にこだわる意
味はなく、原注と訳者注をともに脚注に記してもよいと考えた。また、ヴィンデルバ
ントが引用している文献の既出版訳は適宜参照し、原注の後ろにそのつど参照箇所を
示すようにした。ただし、訳文は本翻訳に合わせて修正している。
翻訳の背景について。訳者が関心をもつ九鬼周造の偶然論がヴィンデルバントの『偶
然論』を一つの種本として用いていると考えられるということ、それが翻訳の大きな
背景となっている。このことは近年、宮野真生子氏によって指摘され、両者の偶然論
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の相違が考察された（宮野 2019）。2019年に逝去された宮野氏のご研究が批判的に
検討され次代に引き継がれるよう本翻訳が一役買うことを、勝手ながら願っている。
とはいえ、はなはだ未熟な翻訳である。せめて、「これではいけない！」と、もっ
と優れた方々の意欲を誘うことができ、新カント派研究が少しでも盛り上がるのに資
するならば、この上ない喜びである。

【付記】
訳者解題の執筆にあたって、渡邉浩一氏（福井県立大学）にご助言いただきました。
感謝申し上げます。また、原稿に目を通し、理解しにくい箇所を指摘してくれた友人
たちにも感謝します。もちろん、瑕疵の一切は訳者の責任です。
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凡例

・「 」は、原文中の „ “ による引用、および書籍や雑誌所載の論文の題名を表す。
・『 』は、書籍や雑誌の題名を表す。
・ 〈 〉は、原文に対応するものはなく、訳者が読みやすさを考慮して付加したもので
ある。
・ 〔 〕は訳者による補足を表す。言葉を付加する場合はそのまま記し（例：「〔偶然と
呼ばれるものと〕同じ個物」）、〔 〕の前の言葉を言い換える場合は「＝」の後に記
す（例：「「原－事象」〔＝原因〕」）。
・……は、原文で明示されている中略を表す。
・ 〔……〕は、原文では明示されていない中略、および訳者注において訳者が他の文
献を引用する際に用いる中略を表す。
・ （ ）は、日本語が記されているときは原文にみられる（ ）を、ドイツ語その他外国
語が記されているときは該当する原語を表す。
・傍点

0 0

は、原文の隔字体に対応する。
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合法則性の問題について
ヴィンデルバント著『偶然論』　ベルリン　1870年　八折り判　80頁

綿密な筆致で記され、趣味のよい装丁が施された本書に付された題には、一見して
驚くべきものがある。いったい偶然について何らか学問的なことが語られるのであろ
うか。著者自身、かかる疑念を模範的な形で言い表した、というよりむしろ、ただち
にその否認をもって疑念に代えた、アリストテレスの二つの文章を引き合いに出して
いるではないか。27頁には「偶然的なものについては、それに関していかなる理

テオーリア

論
も存在しないといわれる」（περὶ τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς λεκτέον, ὅτι οὐδεμία ἐστὶ περὶ 
αὐτὸ θεωρία）とあり、71頁には「偶然についての学が存在しないのは明らかであ
る。なぜならすべての学は永遠なるもの、あるいは普遍的なものに関わるからである」
（ὅτι δ᾽ἐπιστήμη οὐκ ἔστι τοῦ συμβεβηκότος φανερόν: ἐπιστήμη μὲν γὰρ πᾶσα ἢ τοῦ 

ἀεὶ ἢ τοῦ ἐπὶτὸπολύ）とあるからである。
しかし、詳しくみればわかるが、著者は不可能を可能にしようとしているのではな
く、偶然の概念には多様な意味があることを示そうとしているだけである。偶然概念
のもつ多様な意味が展開されることにより、読者は最も重要な哲学問題の現況につい
ての歓迎すべき洞察を得る。すなわち、第 I節では、偶然が原因との対置のうえで考
察され、第 II節では、偶然と法則とが問われ、第 III節では、偶然と目的との対比が
解説され、第 IV節および末尾では偶然と概念について取り組まれる。これら各節に
おいて、「プロテウスのごとく変幻自在な〔概念〕群」はそれぞれ別のものとして示
されている。〔本書の〕学的成果は、かかる差異を認識しえたところにある。そして
おそらくそれ以上に、偶然と対比される原因、法則、目的などの概念を、それら相互
間の関係においてたどるようにわれわれが促される点にある。
本書は限られた紙数で非常に大きなことを試みているから、その全体に対して批判
的な評価を下すのは、本誌においては期待できぬことである。むしろ、よく整った思
考過程が明快かつ簡潔に披瀝されている、その文体の簡素なることをここで強調する
ことをもって満足しよう。この書き振りはわれわれ民族の貴重な財産である――なお
いっそう同民族の共有財たらんことを！
著者が統計学の理論にふれているいくつかの箇所についてのみ、ここで引き立てて
おこうと思う。そのなかで、すでによく指摘されてきたことではあるが、部外者によ
る判断には専門家諸氏になお見出される数多の先入見がないということ、それが明ら
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かになる。
第 I節「偶然と原因」では、物理的生成の領域が心理的生成の領域から区別される。
前者の領域には、因果性とそれに対して想定される対立項としての偶然がある。後者
の領域には、動機づけとそれに対して想定される対立項としての恣意、あるいは行為
の領域における偶然がある。恣意は当然ながら否定され、偶然と類縁関係にないほか
の自由概念をも考慮に入れねばならぬことがおのずから明らかになる。
この後者の自由概念には、たとえば人間の行為が原因によって引き起こされるか否

0 0

か
0

を問うことによってではなく、疑いなく行為を規定している原因がどこに
0 0 0

由来する
か、すなわち原因が外的か内的かを問うことによって生じるものがある。自由、すな
わち内的原因による行為の被規定性は、ここでは、周知のように、強制と対置されて
いるが、この二概念〔＝自由と強制〕は偶然的なものの領域と対立する必然的なもの
の領域に入る。
道徳統計学の成果が認知されたときに、人間の自由に関して持ち上がってきた諸々
の疑念は、自由というものが、夙に哲学的にも否定された、かの恣意なるものにほか
ならぬと理解されていたことに大部分由来する。〔しかし〕今時の道徳統計学者たちは、
かく誤れる道と絶縁した。かれらにとって、自由とは内的原因によって行為が規定さ
れていることと同義である。当分野はこの深い見解をもってまったく新しい目標を得
る。よく知られるように、〔アレクサンダー・フォン・〕エッティンゲン

0 0 0 0 0 0 0

がかかる見
地より〔道徳統計学の〕題材全体を念入りに研究し直したのであり、これは著者〔＝
ヴィンデルバント〕も見逃すところではない。さらに〔モーリッツ・ヴィルヘルム・〕
ドロービッシュ
0 0 0 0 0 0 0

の研究も注意されている。とはいえ、道徳統計学者たちにとって、「道
徳統計学と倫理的自由」（『全国家学雑誌』、1866年、477頁以下）と題せられた〔フ
ランツ・〕フォアレンダー

0 0 0 0 0 0 0

の論文が非常に効力を有していたということを、指摘する
余地はなおあったであろう。同論文は如上の見解を一際強調して述べているのである。
たとえばショーペンハウアー

0 0 0 0 0 0 0 0 0

の『倫理学の〔二つの〕根本問題』の第二版が現れた
1860年にそうであったように、もはや哲学者が道徳統計学を黙殺できなくなってい
るのは喜ばしいことである。むろん、かかる成果は、主として、哲学の教育を受けた
著述家の一部が統計学を受け入れたという事情による。こうして勝ち得たものを守る
ためには、今度は統計学の著述家が自分の側でも哲学的な研究をすることによって、
歩み寄りをもって報いるのが賢明であろう。
第 II節「偶然と法則」において、著者はまず、法則の概念を次のように定義する。
すなわち、ある事象の発生に際して、他の事象が必然的かつすべての場合において発
生するのを可能ならしめる結合として定義するのである。さきに無原因として現れた
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偶然は、ここでは無法則として現れる。
『道徳統計学〔と人間の意志自由〕』でのドロービッシュ

0 0 0 0 0 0 0

においてすでにそうであっ
たように、ここで、語の厳密な意味における法則にとどまらず、確率計算の諸命題に
ついても語るにいたり、ここからは統計学についての考察へと話は転ずる。
統計学は全般補助科学であるという見解――旧来の国家学がたびたび用いる見解で
はあるが、それとは決して同じではない――、著者はこの見解を躊躇なく受け入れ、
この古くからの論争的な問題にどのような態度をとればよいか、その一例を示してい
る。
さらにわれわれは、「統計学は、その膨大な〔場合の〕数のすべてをもってしても、
語のもつ本来の意味での法則というものに到達することはなく、むしろ統計学が発見
するのは、〈ある特定の時期にわずかな揺れはあれども、人間生活のなかの合法則的
な諸々の結果が組み合わせられた状況のもつ恒常的な比〉でしかない」（47頁）とか、
さらには、「統計学における恒常的な比とは、個々の事象がそれに従って起こるとい
うような法則であるのではなく、むしろ、諸状況のさまざまな組み合わせから、その
諸状況間の数的関係やその相互作用の種類自体が変わらないために規則性をもって生
じる産物でしかない」（49頁）とかいった意見に、完全に賛同を表明せねばならぬ。
そして最後に、ヴィンデルバント

0 0 0 0 0 0 0 0

が道徳統計学について次のように述べているのは、
明らかに最新の研究と一致している。すなわち、「統計的規則性によって、同時期に
ほぼ同数の個人が犯罪の誘因となる社会的な影響を受けるということが示されるので
あれば、このことは、個人の自由を破棄する法則の何らかの効果というよりもむしろ、
人間本性の平均的な安定性を物語っているように思われる」（51頁）。これらの箇所
はすべて、著者がドロービッシュ

0 0 0 0 0 0 0

やエッティンゲン
0 0 0 0 0 0 0

の研究成果を自家薬籠中のものと
したことを示している。
〔しかし〕彼は実際の統計学者たちを正当に評価することにはそれほど成功してい
ない――何となれば、さきに言及した著述家たちというのは哲学・神学領域の出身で
あり、したがって不当な主張を退けることをもって満足するのであるが、統計学者た
ちにとっては、自分のもつ手段によって正当になせることをおこなうということが依
然問題であるからである。
そうした統計学者はたいてい実務のただなかにあるから、より一般的な問題には当
然あまり注意を払っていなかったわけであり、そのような状況では、関連する文献が
あまり身近ではないのである。それゆえ、本書のこの部分を無視するとしても全然無
理もないわけであるが、とはいえ、著者〔＝ヴィンデルバント〕が非難の手を緩める
ことも望まれるであろう。
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彼はたとえば 45頁で、統計により得られる比は同一の時間間隔内で一定であるこ
とがわかるために、事象の総体を支配する条件間に成り立つ恒常的な比へと帰されざ
るをえない、と述べている。「それゆえに、この恒常的な比は、――統計学が推論す
るところでは――人間生活を決定する諸法則の組み合わせが従う法則となる」。さら
に、その比が恒常的であることによって、ある予想が統計的に可能になる。「しかし、
統計学は……このような〔事象の〕先行規定にとどまってはいない。むしろ、落下時
間と落下空間の恒常的な関係から自由落下の自然法則を推論するのとまさに同じよう
に、如上の恒常的かつ毎年繰り返される比が、ある自然法則の表現であるのだと、統
計学は推論する」〔（46頁）〕。
したがって、著者の主張によれば、統計学者は重力の法則を暗中模索している、あ
るいはそのような法則がすでに見つかったとすら思っているというのである。
このような非難は、L.〔＝ルートヴィヒ・〕モーザー

0 0 0 0

に適用されうる。モーザーの
著作〔『寿命の法則』（Die Gesetze der Lebensdauer）〕は 1839年に世に問われ、1842年、
〔ヤーコプ・フリードリヒ・〕フリース

0 0 0 0

の『確率計算〔の理論〕の諸原理〔の批判の試み〕』
において忠実に再現されている。さらに、〔アドルフ・〕ケトレー

0 0 0 0

は自分にその非難
が命中していると思うかもしれない。ケトレーの主著〔『人間とその能力の発展につ
いて』〕は 1835年に世に問われ、彼はそのなかで人口増加の数学的法則について語っ
ている。それについては〔ピエール゠フランソワ・〕フェルフルスト

0 0 0 0 0 0 0

が二、三の考察
を披露している（『ベルギー王立科学・文学・美術アカデミー紀要』第 20巻〔「人口
増加の法則についての報告書　第二」（Deuxième mémoire sur la loi dʼaccroissement 
de la population）、1847年〕）。ケトレー

0 0 0 0

の著作は、1864年に A.〔＝アドルフ・〕ヴァー
0 0 0

グナー
0 0 0

の『〔一見恣意的にみえる人間行為における〕合法則性』によってドイツで再
びその主たる内容が広く知られるようになったのであるが、そこにはなお、そういっ
た類の法則が期待できると匂わせるいくつかの示唆が、といってもあまり鋭くはない
示唆がある。
しかし、モーザー

0 0 0 0

は物理学者であったし、ケトレー
0 0 0 0

は天文学者である。それゆえ、
さきに述べたような諸々の主張は、容易に説明できるような連想、機知に富んだアナ
ロジーなのであって、それ自体で矛盾なく首尾一貫して展開されるものではない。と
いうのも、同著者には、そうした類の合法則性が否定されている箇所も数多くみられ
るからである。
〔エルンスト・〕エンゲル

0 0 0 0

、〔フリードリヒ・ベネディクト・ヴィルヘルム・フォ
ン・〕ヘルマン

0 0 0 0

、〔ヨハン・エドゥアルト・〕ワッペウス
0 0 0 0 0

などの統計学者にあっては、
如上の天文学的アナロジー嗜好症は全然見受けられないのだから、ヴィンデルバント

0 0 0 0 0 0 0 0



191〈翻訳〉 ヴィルヘルム ･ ヴィンデルバント『偶然論』(上)

は、彼が主張しうることを超えて主張しているわけである。この問題に取り組んで
いる〔私の〕最新の著作（クナップ

0 0 0 0

『ザクセンにおける死亡率』（Die Sterblichkeit in 
Sachsen）、ライプツィヒ、1869年）では、第 X章においてこの問題を明確に取り扱っ
ている。そこでは、事実に対して天文学的な意味における外的法則の支配を語るのは
馬鹿げたことであると述べている。統計学によってわれわれに可能になったのは、古
くから知られ、また個的な場合について観察されてきた原因によって引き起こされる
結果を、全体的に一挙に概観するということである。同様の箇所はほかの著者からも
多く挙げられようが、われわれは、ヴィンデルバント

0 0 0 0 0 0 0 0

の非難はすでに十分打ち破られ
たものであると考えるのである。
著者は同時に、統計学の到達可能な課題についていくらか意見を述べている。彼は
いう。統計学により得られる数値関係は、法則ではないにしても、なお大なる実用的
意義を有しており、さらには、たとえばいわゆるホーフアッカー゠サドラーの法則に
よって生理学に与えられる示唆のように、他の多くの学問分野にとって示唆として資
するのである、と。
たしかに、これをもって学問的に営まれる統計学の領域のすべてが汲み尽くされる
と、はっきり述べられているわけではない。とはいえ、天文学と張り合うことができ
ないと認識されてから統計学はその目的を奪われてしまったというのが、ほとんど著
者の見解であるように思われる。それに類似した感覚に、われわれは別のところでも
すでに接している。それは、次のような言葉に帰される。すなわち、天文学的法則
のないところに科学はないとか、そこでは統計学をさらに育てる価値はほとんどな
いとか、そういった言葉である（A. ヴァーグナー

0 0 0 0 0 0

『全国家学雑誌』、1865年、281頁
〔アンドレ゠ミシェル・ゲリー『イギリスの道徳統計学と比べたフランスの道徳統計
学』（Statistique morale de l’Angleterre comparée avec la statistique morale de la France, 
1864）に対する書評〕を参照のこと）。
この〔統計学に対する〕世界苦のような傾向は、これまで享受されてきた過剰なケ
トレー主義（Queteletismus）が惹起するところの幻滅にほかならない。この恐ろし
い考えを動物学に適用すれば、動物学には天文学的法則がないから、したがってそこ
には何もない、ということになる。そのとき、われわれには次のような考えが浮かぶ
であろう。すなわち、ある学問について、それがどんな「法則」を――ミル

0 0

やバック
0 0 0

ル
0

以来、われわれはそれを渇望しているのであるが――われわれにもたらしてくれる
のかをあらかじめ要求するなどということが、いったい正当なのだろうか、と。
このような法則発見者的なものの見方全体が、自然なものであるとは私には思われ
ない。動物学に従事するのは、動物界の独自性に興味があるからである。人口統計や
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道徳統計に従事するのは、かかる側面から人間社会のことを知るすべを学びたいから
である。また、数字の道楽によって統計学者ができあがるわけではない――もしそう
であるならその人は計算機になってしまうであろう。そうではなく、人間の共同生活
についてすでに集積された事実と、それに結びつけられた思想とを知りたいという欲
求があるだけである。このような精神で、〔ヨハン・ペーター・〕ズュースミルヒ

0 0 0 0 0 0 0

や〔ト
マス・ロバート・〕マルサス

0 0 0 0

は人口について考察したのであり、最近では、実践上の
改善や理論の洗練によってこの研究をより強固に基礎づけ、物理学と同様の結果では
ないものの、物理学と同様の確からしさを得させようという試みがなされている。科
学は自身が〈何を

0 0

発見するか〉に関しては責任がなく、またそうでなければならない
のであり、〈どのように

0 0 0 0 0

発見するか〉にのみ科学の核心が存すること、このことを忘
れないようにしよう。
天文学的法則に従わない対象の性質についての研究にも価値があるか、というまた
別の問題については、興味ある読者にお任せしよう。しかし、たとえば道徳統計や人
口統計がわれわれの認識の領域をこれまで豊かにしてきたかを知りたい人がいるな
ら、諸々の文献に精通した者はみな然りと答えるであろうし、これまでに登場した幾
人かの著述家のことを考えれば、なお多くのことが将来に期待されるであろう。――
ドロービッシュ
0 0 0 0 0 0 0

その他の先例にならっているとはいえ、著者が統計学と確率計算と
の間につくろうとする連結について、私は少なくとも賛同を示したいと思う。けれど
も、これは手早く解決できるようなものではないので、これに関係したことをいくら
か扱っている、上に取り上げたザクセンにおける死亡率についての本の第 IX章を参
照いただけるだろう。
哲学的な著作について、専門家はもう口を挟むべきではないなどと要求するのは不
当であろう。いまのわれわれの場合は〔そのような要求をすれば〕二重の意味で不当
になるであろう。というのは、著者が道徳統計学についての新たな研究成果をとりわ
けわがものとしているからである。この小著は、統計学についてのより一般的な問題
に取り組んでいる人びとにとって歓迎すべき刺激となるだろう。

　　ライプツィヒ、1871年 3月 31日     G. F. クナップ

＊　＊　＊
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偶然論
ヴィルヘルム・ヴィンデルバント

「幸運、運命といった不当に得られた概念があり、そうした概念はたしかに一般に
は見逃されて広く流通しているが、それでも往々にして、権利問題によって権利を問
いただされる。その場合には、その概念を演繹しようとするとただちに少なからざる
困惑に陥る。その概念を使用する権限が明らかになるような明瞭な権利根拠を、経験
からも理性からも与えられないのであるから。」
カントのこの言葉 1に述べられている状況は、われわれが偶然（Zufall）という概念

に対して立つ状況とほとんど同じであるように思われる。偶然という概念は、ここで
例に挙げられている幸運や運命の概念と類縁関係にあるからである 2。実際、偶然とい
うのも多義的な名称であり、生活上の言葉、また学問上の言葉で多様な連関のなかで
用いられるけれども、そのときいつもその使用の正当性と射程とが十分に意識されて
いるわけではないだろう。いずれにせよ、何らかほかの観点からその使用の権限に対
して異議が唱えられることがありうる。このように「偶然」という言葉の日常的な用
法を簡単にみるだけで、われわれが非常に相対的な意味をもつ概念と関わり合ってい
ることが推察され、加えて〔変身に長けた海神〕プロテウスのごとく変幻自在なこの〔概
念〕群に向かって、その資格を問いただすことが要請される。すると、あれこれとそ
の資格が申し立てられるであろう。本研究の課題は、まさしくこの言葉の千変万化の
使われ方に対して立てられる。それは、部分的には互いに大きく乖離した偶然につい
ての諸学説を検証するにあたり、この概念の種々の連関を分析し、各々の使用の正当
性を明らかにするという課題である。
とはいえ、このような種々の連関には、ある共通概念が基礎にあるにちがいない。
詳細に移る前に、それを突き止めておくことが肝要である。それゆえここで、その
概念が被るさまざまな変位を無視すると、その語がいかに応用的に用いられようと
も一致する点がある。〔いかなる場合も、〕〈他のようになりえた、あるいはまったく
その道を絶つことも可能であった〉という生成（Geschehen）の一様式が〈偶然〉と

1　 『純粋理性批判』、ハルテンシュタイン編『全集』、第 1版、第 2巻、118頁〔＝熊野純彦［訳］
『純粋理性批判』作品社、2012年、131頁〕。

2　 ギリシア語ではテュケー（τύχη）は偶然と幸運を意味していた――幸運は人間の生におけ
る偶然である。アリストテレス『自然学』第 2巻、第 4章以下参照。
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して理解され、〈他のようでもありえた、あるいはまったくそうではないようにもあ
りえたもの〉、すなわち〈非存在の可能なもの〉（quod potest non esse）3が〈偶然的〉
（zufällig）と呼ばれるのである。したがって、この概念はいつも現実の生成について
用いられるけれども、実際は可能性の領域に根を下ろしているものである。スコラ学
者 4やスピノザ 5が「可能」と「偶然」の二概念を同一の事物についての並列した表現
とみなしえた所以である。われわれは偶然をいくつかの可能性のうちの一つと考える。
さらにいえば、この一つの可能性が残りの可能性からその事実性（Tatsächlichkeit）
によってのみ区別されると考える。一般に、ある可能性が事実へと移行するのはある
必然性の帰結であると考えられる。しかし他方、偶然性の性格をなすのは、この必然
性が欠けているということである。よって、語の慣用にしたがうと、可能性が現実性
へと事

ファクティッシュ

実的なだけで必然的ではない仕方で移行するということ、これが偶然の内実で
ある。こうした理由から、〔ヨハン・カール・フリードリヒ・〕ローゼンクランツは
偶然のことを〈可能性という価値のみ有する現実性〉と呼んだ 6。このように、語の慣
用が暗示するところにしたがうと、〈必然性により制約されることなく可能性が現実
になること〉として偶然を定義できる。それゆえ、ここで扱われている〔偶然という〕
概念は様相の範疇に属するのであり、カントの範疇表でも、同範疇において必然性の
反
アンチテーゼ

定立として見出されるものである 7。
したがって、偶然概念の一般的特徴とは、何らか否定的なもの、すなわち、必然性
の否定である。してみれば、必然性の概念には種々の形態と連関が認められるが、そ
の裏面、すなわち偶然にも、同じだけの形態と連関が認められるであろう。偶然とは
いわば必然性の影である。哲学上の種々の学説がこの主要概念に光を当てる関係に応
じて、その影も、姿形と意味が変わるのである。

3　 トレンデレンブルク『論理学研究』（Logische Untersuchungen）、第 2版、第 2巻、196頁。
4　 アベラールは「可能と偶然とはまったく同一のものを意味する。〔……〕可能によって示さ
れるのは自然が許容するものである」といっている。〔カール・フォン・〕プラントル『西
洋論理学史』（Geschichte der Logik im Abendland）〔第 2巻、198頁〕を参照のこと。

5　 『エチカ』第 1部、定理 33、備考 1および第 4部、定義 3・4を参照――「〔偶然と呼ばれ
るものと〕同じ

0 0

個物〔を可能と呼ぶ〕」〔＝畠中尚志［訳］『エチカ』下、岩波書店、1975年、
12頁〕。

6　 『論理学的理念の学』（Wissenschaft der logischen Idee）、第 1部、439頁。
7　 〔訳者注：いうまでもないことではあるけれども、ここでヴィンデルバントが「それゆえ」
といってつなげるのは、前文における偶然の定義が、可能性－不可能性、現実性（現存在）
－非存在、必然性－偶然性からなる様相の諸概念を用いて表されているからである（カン
ト 2012: 123［B106］参照）。〕
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Ⅰ　偶然と原因

第一に提示される必然性の形態は、原因とその結果の間に生じるもの、すなわち因
果的被制約性（causale Bedingtheit）である。これは生成の充足根拠律に表されてい
る。すなわち、〈あらゆる変化には原因があり、その原因から必然性をもって生じる〉
ということである。この命題が表しているのは、すべての生成が有する絶対的な被制
約性と絶対的な依存性である。この命題自体がどこに由来するか、そして人間認識の
領域全体に対してこの命題がもつ例外なき妥当性がどこに由来するか、ということに
はここでは立ち入らない。この例外なき妥当性が一般に認められたものであり全学問
の基礎であるということを想起すれば十分である。学問の基礎であるとは、悟性独自
の基礎機能としての根拠律が、数学の証明されない公理（Grundsatz）と同様、悟性
にとって明々白々たるものだということである。それゆえ実際、根拠律は自然科学に
おいて公理（Axiom）とみなされ、慣性の法則という形で物理学の頂点におかれた。
根拠律は哲学のなかに種々異なる形で登場するのだが、ここではスピノザによるもの
だけ引いておこう。これもまた公理として述べられたものである。「与えられた一定
の原因から必然的にある結果が生じる。これに反して何ら一定の原因が与えられなけ
れば、ある結果が生じることは不可能である」8。
この言明の後半部分には、偶然の概念がこの因果的必然性を破棄しようとするもの
であるかぎりにおいて、偶然の概念を拒否することになる批判がすでに含まれてい
る。この場合、われわれが持ち合わせている〔偶然の〕概念の最も粗雑な形態、すな
わち絶対的偶然性の概念に関わり合わなければならないが、その概念が矛盾に満ちて
不可能なものであることは一目瞭然である。「偶然」という言葉が、ある事実につい
て、それが起こるのに十分な理由がなかったこと、またよくいわれるように、「たま
たま」（von ohngefähr）9起こったということについて、何らか表現しているものとす
れば、この表象はあらゆる思考の基本法則に矛盾していて辻褄の合わないものである。
そのような偶然が存在しないことを証明するのに長くかかりはしない。ただ思考の基
本法則について簡単な考察をすればよい。事の矛盾は、「これは偶然によって起こる」
あるいは「偶然がこれを引き起こした」といって、偶然をもって無原因を理解しよう

8　 『エチカ』第 1部、公理 3〔＝畠中尚志［訳］『エチカ』上、岩波書店、1975年、39頁〕。
9　 〔訳者注：現代では von ungefährと綴る。Gefahrは「危険」「リスク」という意味で現在
用いられているが、von ohngefährは、中高ドイツ語で「欺す意図なく」を意味する anne 
geværeに由来し、度量衡の誤りに「悪意がない」ことを意味していたようである（Duden
より）。〕
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とするとき、言葉のうちにすでに生じている。いずれの場合も、命題の部分間に解決
不可能な弁証法が生じているのである。〔前者の場合、〕「によって」（durch）は起因
（Verursachung）の概念の言語表現であるが、それは他方、この場合には「偶然」の
語によって否定されるはずのものだからである。また同様に、〔後者の場合、〕主語「偶
然」と能動態動詞との関係は、そこで作用する原因を文法的に表現しているわけであ
るが、他方、その否定が主語「偶然」にまさに含まれるからである。いずれの場合も、
無原因が原因としてあらわれている。この矛盾は、悟性が根拠律を否定しようとして
も根拠律によってしか思考できないということを示している。とはいえ同時に、この
〔偶然を原因として理解する〕語り口から、いかなる表象が絶対的偶然性という粗雑
な概念の背後に隠れているかがあらわになる。それは、自身は原因によって規定され
ることなく、原因と結果の閉じた鎖に介入するあいまいで不可思議な手のようなもの
である。すなわち、不可解な恣意という不気味な考えである。ところで、絶対的偶然
性という仮定と恣意という仮定とがいかに密接に関連しているかは、エピクロス派の
自然学に明らかである。エピクロスは運

ファートゥム

命の容赦なき必然性から逃れるために 10、絶
対的偶然から世界を生じさせることによって、人間の魂で仮定したのと同じ恣意的な
自己規定を原子にも帰せざるをえなくなった。彼の説くところでは、原子は直線的で
あるはずの落下から恣意的に逸れ、そして渦が生じ、そこから世界が発生した。この
ようにして彼は、物的・心的過程を並行させて、「あるものは偶

テュケー

然によって、またあ
るものはわれわれの力の範囲内で」11生ずると語りえたのである。
しかし、このようにして偶然性が恣意に置き換えられるのにはなお、より深い理由
がある。すなわち、前者の概念が後者の概念のなかで返り咲くということである。恣
意は内的生成の世界における絶対的偶然性にほかならない。絶対的偶然、すなわち制
約的原因からの独立性という表象は、外的自然現象の連続においては見出されない。
〔外的自然現象の連続は、〕外面的な経験に先立ってそれ自身で原因から原因へと不断
に制約されているからである。〔ところが、絶対的偶然は、〕人間の内界に逃げ込み、
そこで恣意あるいは絶対的な選択の自由といった形であらわれる。この概念が言い表
しているのは、心

ゼーレ

のなかの決定が制約的原因から独立でありうるということにほかな
らない。〔モーリッツ・ヴィルヘルム・〕ドロービッシュがいうように、「それゆえ絶

10　 キケロ『宿命について』10, 22、ルクレティウス『事物の本性について』第 II部、254頁、
リッター『哲学史』（Geschichte der Philosophie）、第 3巻、482頁参照。

11　 ディオゲネス・ラエルティオス、第 X巻、133〔＝加来彰俊［訳］『ギリシア哲学者列伝』下、
岩波書店、1994年、305頁〕。
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対的自由というこの概念は純粋な偶然性という概念とまったく一致する」12。選択の自
由は、制約的な動機（Motiv）なくして決定を可能にするものであるとされる。それ
はすなわち、十分な原因なしに、ということである。人間の内界において原因があら
われる形態が動機であるからである。しかし、このような〔内的生成という〕生成の
一つの種については、その類〔である生成一般〕について妥当すること、すなわち絶
対的被制約性ということが妥当しなくてはならない。したがって、ショーペンハウアー
が『根拠律の四つの根について』において、動機づけ（Motivation）の法則を生成の
充足根拠律と同格 13のものとして並べた根拠はない。ショーペンハウアー自身は動機
のことを「認識を通過した因果性」と呼び、「動機にもとづく運動にも刺激にもとづ
く運動にも必然性は共通である」と明言している 14。それゆえ、動機づけの必然性は
たしかに生成一般の必然性のすぐれた種ではあるが、そうでしかないのであって、別
の類の必然性であるのではない。もちろん動機づけは「内からみた因果性」15なので
あろう。しかし、内からみるにせよ、外からみるにせよ、われわれは同一の必然性、
すなわち生成の必然性、因果性と関わり合うことになる。もしかしたら、ショーペン
ハウアーはここで目的的必然性の手がかりをつかんでいたのかもしれない。とはいえ、
彼は動機をいつも内的生成の原因としてしかみなかったから、因果性のうちにとどま
らなければならなかった。しかし彼がその先で、さきの〔動機づけの法則と生成の根
拠律の〕同格化の根拠を、動機づけの認識が直接的なものであり、それに対して外的
因果性の認識は間接的であるということを引き合いに出して述べるとき 16、それはも
ちろん〔それぞれの〕効果の種からして認められるであろう。しかしそのとき、前者

12　 『道徳統計学と人間の意志自由』（Die moralische Statistik und die menschliche Willensfrei-
heit）、63頁。また、ヒューム『人間知性研究』第 8節（「自由と必然について」）――「強
制とではなく、必然と対立する場合の自由は、偶運（chance）と同じであり、これが存在
しないことはあまねく認められている」〔＝神野慧一郎・中才敏郎［訳］『人間知性研究』
京都大学学術出版会、2018年、166頁〕。

13　 〔訳者注：coordinieren/Coordinationは「調整」という意味もあるが、ここではたとえば
「等位接続詞」（並列接続詞）の意味の「等位」（並列）の意味、すなわち nebenordnen, 

beiordnenの意味であるととった。〕
14　 ショーペンハウアー『意志と表象としての世界』第 1巻、138頁以下〔＝斎藤忍随ほか［訳］
『ショーペンハウアー全集 2 意志と表象としての世界・正編 I』白水社、1996年、223頁 
および 225頁〕、また、『自然のうちなる意志について』第 3版、85頁以下を参照。

15　 ショーペンハウアー『根拠律の四つの根について』第 43節〔＝生松敬三・金森誠也［訳］
『ショーペンハウアー全集 1 根拠律の四つの根について・視覚と色彩について』白水社、

1996年、191頁〕。
16　 同上。
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の直接的認識のほうが後者の間接的認識よりも稀で厄介であることきわまりないとい
う奇妙な事実が指摘されねばならない。というのも、誰でも分別があれば外的生成の
絶対的偶然性に固執することなどほとんどできないのは疑いようもないのに、動機づ
けの法則の破棄にほかならない選択の自由というものを想定することは、まったく
もってはっきりした思慮分別のもとで世界中に広まった信念であるからである。そう
して、ここまで述べたところによって、外的偶然性の表象はひそかに恣意の表象を拠
り所としているので、混入物であるにすぎないということができる。
この独特な現象を、さしあたり、心理的過程はほとんど一切の観察の目から逃げ去
る速さと複雑さとを必然的に伴うという理論上の困難のせいにすることもできるであ
ろう。〈表象が相互に制約し合う際に従う法則についての厳密な学〉としての心理学は、
はなはだ歴史の浅いものである 17。〔そのため、〕心理的諸活動の間に起こる規則的な
結合についての学知をいまだわれわれが有していないわけである。そうであるかぎり、
恣意や内的偶然性の表象に対抗する確かな観察的事実というものはない。〔ただし、〕
少なくとも個別の点からでも科学が心のメカニズムを暴き、外的現象が従うのと同じ
不変の必然性によってその法則がどのように〔心を〕統御するのかを示すことができ
るようになれば、それと歩みを同じくして、無原因の恣意という錯誤が弱まっていき、
内的決定論 18の信念が偶然性に取って代わるであろうと期待することはできるように
思われる。選択の自由（liberum arbitrium）は、とりわけ、同様の強度をもった二つ
の動機の間で意志がおこなう決定のうちに求められてきた。しかし、大昔の形而上学
者にいわせれば、ビュリダンのロバは、同じ量で同じだけすばらしく細く、等距離に
ある干し草の束の前に立って餓死するにちがいないのであるが、それはまさに形而上

17　 〔訳者注：ここでヴィンデルバントが心理学を「非常に歴史が浅い」（sehr jung）と呼んで
いることから、それが古代ギリシアに由来するものではなく、近代以降のものを指してい
ることがうかがえる。とはいえ、それが具体的に誰の、いつの、どのような心理学を指し
ているのかは定かではない。この後に「心のメカニズム」（Mechanismus der Seele）とい
う表現がみられるが、Horst Gundlachによれば、このときの彼の師ロッツェは、『医学的
心理学』（1852）のなかで「メカニズム」という言葉をさまざまな仕方で用いているが、『哲
学体系』（1879）等をみれば、決定論的に心が動かされるとは考えられていなかったこと
がわかるという（Gundlach 2017: 25）。これに対して、ロッツェの前任者であるヘルバル
トやその弟子たちの心理学には、ヴィンデルバントが述べている心理学に近いものがある。
ヘルバルトの「表象力学」（Vorstellungsmechanik）は、表象間の関係に数学的表現を与え
ようとするものであり、その点をとって「諸々の表象が相互に制約し合う際に従う法則に
ついての厳密な学としての心理学」と呼んでいる、と考えるのが妥当であろうと思われる
（ebd.: 26；高橋澪子による説明（2016: 148f.）も参照）。〕

18　 ドロービッシュ前掲書、70頁および 106頁参照。
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学においてしか餓死することはない。現実においては、諸動機を合わせたものが二つ
まったく同じように存在することは決してない。この点において、意志は無限の彼方
まで感知する天秤に比されるべきである。すなわち、両側にどれほど重りが載ってい
ても、ほんの少し重りを増やしただけで目盛りが振れるような天秤に比されるべきで
ある。そして、われわれがこのごく小さな重りの増加に気づかないために、意志が十
分な理由なしに、または偶然に行為するかのような錯誤が生ずる。
しかし、おそらくそう理解されてきたように、心

ゼーレ

がまったく受動的な存在であると
言明しようとするのであれば、決定論は自身を誤って理解していることになるであろ
う。むしろ、人間のいかなる行為も所与の条件や決意する心の性質から必然的に起こ
る結果であるということが主張されるのみである。それゆえ、ある人の性格やある特
定の場合にその人に作用する動機についてよく知っていれば、物理学者がある条件の
発生に対して投げられた石の進む経路と速さをあらかじめ規定するのと同様の確信を
もって、その人のなす決定を予言することができるであろうと、いやというほどよく
いわれてきた。そうであるとすると、この点に関して強調しておいたほうがよいこと
がある。行為というものは条件だけで説明のつくものではない。この刺激に対して心
が自身に固有の能動性によって反応してはじめて〔行為が〕起こりうるのである。た
だしこの点に関して、すべての物質的な事物にも同様に反応の自立性が認められると
いうことが指摘されねばならないのはもちろんである。自然にも絶対的な受動性があ
るわけではない。自然においてさえ、あらゆる作用は、われわれがいつも受動的だと
みなすような物体の独自性〔＝受動性〕によるのと同じくらい、われわれが行為的だ
とみなすような物体の特殊な性質〔＝能動性〕によって規定されている 19。ある物体
から別の物体への活力（lebendige Kra�〔＝ vis viva〕）の移動は自然科学の未解決の
謎である。自然科学においては、反作用的な衝撃が返す機械的な衝撃から、視神経の
興奮が対応するエーテルの振動 20にいたるまで、あらゆる原因は機会原因（Gelegen-

19　 この点は、能動性（Activität）と受動性（Passivität）とが互いに移り変わる、弁証法が展
開する場所ともなろう。能動性は刺激に対する行為であり、それゆえ刺激によって制約さ
れたものであり、したがって受動性である。一方で、受動性は刺激に対する反応であり、
それゆえ、ともかくも行為である。そしてその双方から相互作用（Wechselwirkung）とい
う形而上学的基礎概念が生じるのである。

20　 〔訳者注：かつては、光を伝える媒質としてエーテルという物質が想定されていた。視神
経の興奮とエーテルの振動との対応について、ヴィンデルバントが具体的に何を典拠とし
ているかは不明であるが、たとえば、ヘルムホルツの小冊子『生体の眼の網膜の検査のた
めの検眼鏡の説明書き』（1851）の次のような記述が関連するだろう。「視神経系を刺激す
ることのできる刺激のすべてが光の感覚を生じさせるが、エーテルの振動は網膜にのみ作
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heitsursache）、すなわち与えられた条件にすぎない。その条件が発生すると、当の事
物が、理解はされていないけれども事

ファクティッシュ

実的であると立証された必然性に従って、自
身に独自の力を行使するのである 21。性格の能動性を人間の自由として定義したなら
ば 22、この定義の重点は、すべての存在者に共通する特性としての能動性にあるので
はない。そうでなければ、スピノザが〈投げられた石ももし意識をもっているなら自
分が自由と思うだろう〉と主張する権利をもつことになるであろう。
このようなスピノザの主張にみられる思い違いによって、われわれは別の自由概念
にたどり着く。その概念をも偶然性との関連において調べてみなければならない。そ
れは、スピノザがそう言い表そうとしたように、意識の随伴的な活動性というもので
は決してない。意識の因果的能動性である。それが自由概念の本質をなす。この意味
において、生理学では、恣意的な運動、すなわち〈意識の能動性によって可能な運動〉が、
反射運動、すなわち〈意識が随伴しうるが意識の効力からは独立しているために意識
を失っても起こる運動〉から区別されている。こうしてわれわれはある自由の概念に
到達する。その自由の概念は、すべての存在者に共通する能動性の概念をもはや自ら
の支柱とはしない。自由な存在において能動性を発揮するものの独自性（Eigenthüm-
lichkeit）を、すなわち意識の独自性を支柱とする。こうして、自由の領域は自然の領
域と対立する。この自由概念は、偶然性と類縁関係になく、したがって選択の自由の
概念のようには根拠律と争うところがない。それはまさに、この意識の能動性が、否
み難い必然性の法則に従って、ほかのあらゆる能動性と同じように、不断に制約され
ながら、結果から結果へと進んでいくのであり、ゆえに、いかなる行為もあらゆる先
行する条件の、また新たに加わった条件の必然的な帰結であるとみなされなければな
らないからである。したがって、この自由概念には恣意的な無原因や偶然の余地はも
はやない。とはいえ、その自由は絶対的な選択の自由でもなく、思量（Ueberlegung）
の自由 23、すなわち〈意志に作用する諸動機を認識し、意識を介してその諸動機間で
決定を下す〉という能力でしかない。その決定は、そのつど決定する意識の独自性に

用しうる、と仮定して問題ない」（Helmholz 1851: 39）。ヘルムホルツは、「光は見る眼に
出会ったときはじめて光になる」と考えており、見る眼のない光はただの「エーテルの振動」
であるというのが当時の考え方であったという（Fischer & Ganten 2021: 140）。〕

21　 こうした理由から、反発運動の原理にほかならない不可浸透性（Undurchdringlichkeit）
は自然哲学の基本問題とみなされなければならない。

22　 ヘルバルト「人間の意志の自由について」（Zur Lehre von der Freiheit des menschilichen 
Willens）、『全集 第 9巻』、278頁参照。「開花するいかなる性格もその能動性によって規
定され、その能動性は当然、自由と呼ばれる」。

23　 ショーペンハウアー『倫理学の二つの根本問題』8頁参照。
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依存せざるをえないのであり、まさにそうであるがゆえに因果的必然性のうちに制約
された結果である。
さらにまた別の、ただしまったく否定的な意味が、多義的な言葉である自由に付与
されることで、この概念が偶然性に帰されないようになる。いかなる事物もその作用
において外的原因にのみ依存するのではなく、また外的原因から完全に独立している
わけでもないこと、すでに論及されたとおりである。むしろ、自分の存在独自の力の
発揮のためには外部から自身に接近する条件の発生が必要であるということ、それが
まさしくわれわれがあらゆる有限的存在に帰す被制約性の内実である。このような
個々の存在独自の力の発揮のために好都合な条件がある一方で、しかし同時に、その
好都合な条件を完全にあるいは部分的に破棄するように作用する別の条件も生じう
る。これが阻止、強制、不自由という概念である。この意味で、われわれは次のよう
にいう。ある事物が自由の状態にあるとは、それ独自の力を十分に発揮することがで
きる状況下で作用する、ないし行為するときのことをいうのである、と。こうしてわ
れわれは自由落下や自由電気について語る。これは奴隷状態に対する自由である。こ
の自由――意欲（Wollen）の自由でなく、思量の自由でもなく、行い（�un）の自
由である――も同じく根拠律に対して矛盾を含まず、したがって、偶然性とは関係な
い。この概念は必然性とではなく、束縛や不自由と対置されるものである。それゆえ、
スピノザは自分のいったことを修正する 24――「ある一定の様式において存在し、作
用するように他から決定されるものは必然的である、あるいはむしろ

0 0 0 0 0 0 0

強制されるとい
われる」。またそれゆえ、さきに引用した箇所でヒュームは、「強制とではなく、必然
と対立する場合の自由」というのである。したがって、〔アレクサンダー・フォン・〕
エッティンゲン 25が、「ある存在に内在した独自の法則に従った運動」を自由のもと
に理解しようといっても、それを必然性と調和させることはもちろん難しいことでは
ない。そうした自由概念は法則というメルクマールにおいてすでに必然性を具備して
いるからである。また、この自由概念が事物について比喩的に語られているにすぎな

24　 『エチカ』第 1部、定義 7〔＝畠中尚志［訳］『エチカ』上、岩波書店、1975年、38頁〕。
それに対して彼は、事物がそれ自身の本性によってのみ存在しているとき、それを「自由」
であるという。したがって、やはり神だけが原因から自由（causa libera）でありうる。『エ
チカ』第 1部付録。クーノ・フィッシャー『近代哲学史』第 1巻、第 2部、243頁参照。
ここでは運動や行為についてのみ考えられている。自由や存在の必然性についてはあとで
取り上げられるだろう。

25　 『道徳統計学〔とキリスト教倫理――経験的基礎に立つ社会倫理学の試み〕』（Die 
Moralstatistik [und die christliche Sittenlehre: Versuch einer Socialethik auf empirischer 
Grundlage]）、第 1巻、75頁。
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いことに注意されたい。この自由の概念はさしあたりある状態に、ある効果にのみ関
係しており、ある事物について語られたとき、そうした自由な状態、自由な効果がそ
の事物に必然的に備わっていることを意味するにちがいないであろう。
さて、以上二つの自由概念が偶然性と類縁関係にないとすると、三つ目の概念につ
いても、さきの二つの概念が総合されて特別に人間の自由に関係するということはな
いであろう。すなわち、第一に、意識の能動性についての二概念〔＝意欲の自由と思
量の自由〕と、それに対して第二に、ある存在物の独自性の自由な発揮についての概
念〔＝行いの自由〕にもとづくと、人間に与えられる独自性とは、理性的な思量のこ
とであるから、両概念は人間においては一致し、ある心

ゼーレ

の状態としての自由の概念を
生むことになるにちがいない。その心の状態とは、独自の活動性が揺るぎなき思量の
うちに発展へともたらされるような状態のことである。すなわち、人間の内的生活に
おいては、思量の自由と行いの自由が一致する。これはアリストテレスが徳の必須の
基礎とみなした自由、すなわち〈問題となっている事柄や道徳的戒律を十分に認識し
ていること〉である 26。それゆえ、人間についてわれわれは二つの自由を区別しなけ
ればならない。一つは外的行為の自由、もう一つは内的行為の自由である。前者は人
間が自らの欲することを行為する自由であり、後者は個々人の意識の十分な明瞭さの
もとで決定を下す自由である。前者は、人間に制限つきでしか与えられていない。と
いうのも、人間がいる世界というのは、自分のもくろみを実行に移すのにいつも道具
を意のままに与えてくれないだけでなく、途上に乗り越えがたい障害を置いておくこ
ともまれではないからである。後者は、しかし、人間の最も内的な本質に完全に合致
する状態、したがって道徳的な理想であるように思われる。人間の本質に「内的な意
味で固有であり独自な法則」とは善の法則であり、内的な行為、すなわち意欲におい
てこの法則に従うことができればできるほど、自由なのである 27。それに対して、意
志が不自由になるのは、生のもつ倫理的な核が、情欲（Leidenscha�）の圧倒的な猛

26　 トレンデレンブルク『哲学への歴史的寄与』（Historische Beiträge zur Philosophie）、第 2巻、
54頁参照――「これによって、アリストテレスは、悟性に規定され人間の本質に独自の活
動性に自由を据えたのである」。アリストテレス『ニコマコス倫理学』第 3巻、第 3・4章、
とくに第 3章――「行為の根源的な端緒がその人のうちに存しており、行為をめぐる個別
的な諸点を当人が知っているかぎり、それは随意的な行為であると考えられなくてはなら
ない」〔＝高田三郎［訳］『ニコマコス倫理学』上、岩波書店、2009年、113頁［1111a］〕。

27　 トレンデレンブルク『哲学への歴史的寄与』第 2巻、188頁以下に示された書簡にみられ
るライプニッツの運命についての言葉を参照。「真っ当な理性によって最高のものへと余
儀なく連れて行かれることは、自由の最高の形である。他の自由を望むものは愚か者だ。
……望むところを意志するのは誰の力でもない」。
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威によって不可能になるときである。この意味において、ヤコービ 28は、自由の本質
は欲望（Begierde）から意志が独立していることだという。また同様の意味で、神学
が説くところによれば、真の自由は恣意に現れるのではなく神の道徳律に従うところ
に現れるのであり、罪は欲望の支配、すなわち奴隷状態・不自由状態として規定され
るのである。同様の見解には、ライプニッツの自由論もたどり着いている。それによ
れば、動機は意志を必要とするのではなく、意志に影響する。すなわち、意志が動機
に触発されて意志独自の性質ゆえに諸動機間で決定を下すことによってはじめて、動
機は行為にとって決定的なものとなる。つまるところ、ヘルバルトの「内的自由の理
念」よりほか含まれないのである。それは彼が霊感を得たかのような言葉で叙述する
ごとく、道徳的判断が欲望に対して優位であるということである 29。「理解しよう。こ
の理性的存在を！　その〔理性的存在の〕うちに欲求が、決意が生じ来たれば、たち
まち、その欲求の、決意の像が目前に立ち現れる。その像を認めることと評価するこ
ととは一なり。意志の上に判断が漂う。その持続をもって、意志は行為へと移行する」。
たしかに、われわれは、こうした自由の理念を道徳的理念とみなすということ、また
そのことへの十分な確信があると認めることに、一時も疑いを入れないだろう。けれ
ども、そうした自由が無原因や無制約性とは何も関係がなく、むしろ――ヘルバルト
がこれよりも前に別の場所で 30異議を唱えているように――内的決定論の最終帰結で
あるということを、われわれははっきりとわかっていなければならない。というのも、
われわれがこの内的自由の理念に達しきった人を誰か知っているとすると、与えられ
たどんな場合でも、絶対的な確信をもってその人のなす決定を予言できるということ
になるであろうからである。自由というのが理性的性格の自己規定であるとすれば、
まさにそうであるがゆえに、それは恣意的・無原因的・偶然的なものではなく、合法
則的・必然的な決断である。
ここでは自由の問題を解決しようなどと決して意図していない。ただ、自由にまつ
わる多様な概念規定が絶対的偶然性の側に立つ〔ようにみえる〕種々の連関を展開す
ることが問題なのである。この点からすると、カントがこの問題に対して与えた決定
的な転回について考察することがまだ残っている。この転回は、魂（Seele）の超時

28　 〔ヤコービ〕『全集 第 4巻』、第 1部、27頁〔「スピノザの学説に関するモーゼス・メンデ
ルスゾーン宛の書簡」XXXII〕。また、ヘルバルト『全集 第 9巻』、314頁参照。

29　 〔ヘルバルト〕『一般実践哲学』（Allgemeine praktische Philosophie）、第 1巻、第 1章、〔ヘ
ルバルト〕『全集 第 8巻』、34頁。また、トレンデレンブルク『論理学研究』第 2巻、93
頁を参照。

30　 〔ヘルバルト〕『全集 第 9巻』、255頁。
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間的な倫理的選択行為についてのプラトン的な神話 31と同様、まったく倫理的な基礎
の上にあるものである。すなわち、理論的考察によってすべての、ということは内的
生成も含めた生成の絶対的被制約性が要請されるとしても、責任や道徳的判断、良心
といった倫理的事象によって、絶対的な選択の自由を想定することが要求されるよう
に思われるのである。礼を失した意志決定の可能性、したがってそのつどの決断の偶
然性が基礎にあるというのであれば、あらゆる責任は無意味であるかのように思われ
るし、起こるがまま必然的に起こることの責任を誰かに負わせるのは馬鹿げているよ
うに思われる。それゆえ、「自発的に生じた意志の決定は偶然である」とみなす〔エ
ルンスト・〕プラトナー 32は、理論理性は決定論を教え、実践理性は内的生成の偶然
性を教えるのでなければならないとの結論にいたっている。こうした理論理性と実践
理性のアンチノミーは、カントが超越論的感性論によって解こうとしたものである。
カントは、はじめから人間行為の過程全体を内的現象の時間的連続として、因果律の
例外なき妥当性に従属させる 33一方で、叡智的性格において、あらゆる現象の彼岸に
あり、それゆえに因果律からは独立している超越論的自由というものを見つけようと
している。行為の推移全体における経験的性格はたんにその叡智的性格の現象にすぎ
ない 34。これに対して、トレンデレンブルクは次のように異議を唱えている 35。こうし
た論は、〈因果律は範疇として現象にのみ妥当すべしとするにもかかわらず、物自体
を因果的とみなす〉というカント的な観念論に広くみられる矛盾に陥っている、と。

31　 プラトン『国家』第 10巻、第 13章から最終章。
32　 『哲学的アフォリズム集』（Philosophische Aphorismen）、第 2巻、第 674節、667頁以下。
33　 とりわけ、『純粋理性批判』の宇宙論的理念の解決へ向けた解明を参照。『全集』第 2巻、

424頁。
34　 ショーペンハウアーはこのような意味深い論を情熱的に彼の哲学に取り入れているが、そ

のことによって、同一の基礎概念のもとにとんでもない混乱を引き起こした。すなわち、
カントにおいては、物自体とは自由な精神の王国であったが、ショーペンハウアーにおい
てそれは、全能なる生への意志となり、空間と時間はまずもって個体化の原理（principium 
individuationis）となる。しかし、叡智的性格の自由な行為がその概念としては外的な時
間・空間に向かっていくのだとすれば、意志はすでに個体化の原理に先立って個体化して
いるのでなくてはならない――これは、叡智的性格が「プラトン的イデア」や自然力といっ
た類のものと同等に現れるにしても、それによっては解きえない明白な矛盾である。とい
うのも、意志としての世界と表象としての世界の間をとりもつはずの、これらプラトン的
イデアの全部は同じ矛盾に陥っているからである。それらは明らかに一つの意志による規
定であり、したがって、ともかくも個体化されたものであるのに、時間・空間に先立って、
また、個体化の原理に先立って存在するものである。

35　 『論理学研究』第 2巻、97頁以下。また、ヘルバルト『心理学教本』、第 235節の注釈（『全
集 第 5巻』、161頁）およびヤコービ『全集 第 2巻』、301頁以下を参照。
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こうした非難は実際、カントの証明に命中する。というのも、超越論的論理学によれ
ば、範疇とは現象についてのみいわれるのであって、したがって、原因としてみなす
ことができるのは現象だけだからである。ゆえに、カントが確保しようとした物自体
と現象との克服しえない深い溝にこの証明もまた落ちてしまう。しかしながら、それ
をもってこの非難が超越論的自由の概念そのものを取り払うとはまだいえない。むし
ろ、カントの矛盾によって気づかされるのは、現象（Erscheinung）という概念が、
カント自身認めるように 36、現象する（erscheinen）ものを必然的に指し示すのであれ
ば、物自体が現象に対してもつ関係は因果的なものでしかありえないということであ
る。とにかく何かがあれば、物自体は因果的である。そうして、現象とは本来何であ
るのかと問うなら、それはまさに、物自体がその本質を発揮した結果である。したがっ
て、物自体がその結果のなかに現象するなら、超越論的自由はこの関係と手を結ぶは
ずである。というのも、〈因果的であること〉と〈因果律に従うこと〉には区別があ
り、それゆえ、前者の特徴を物自体に帰し、後者の特徴を物自体に認めないことがで
きるからである。したがって、物自体が〈原因であって結果ではないもの〉と定義さ
れるなら、そこには何ら思考上の矛盾が見出されないわけである。因果律とは、われ
われがあらゆる生成について十分な原因を求めるときの拠り所となる規則である。そ
れに対して、因果性の特性とは、〈十分な根拠である〉という能力である。このよう
な区別をしたとき、「因果性」という語にまとめられている二つの意味は、分離され
うるだけでなく、分離されなければならない。因果性の原理、すなわち根拠律に、す
べての現象、すなわちすべての生成、すべての変化は例外なく従属する。それゆえ実
際、われわれはすべての生成を何らかの結果とみなしてよいと考える。それに対して、
物自体はその効果によって現象を形成するのであり、それゆえ己は根拠律に服する必
要がない。
これをもって超越論的自由の可能性が得られるとすれば、他方、形而上学がこの概
念を求めて詰め寄ってくるのは必然である。被制約性にほかならない因果性の原理
は、哲学の終局原理ではありえない。あらゆる被制約的なものの彼岸に無制約的なも

36　 『純粋理性批判』によるフェノメノンとヌーメノンの説明を参照（第 1版、『全集 第 2巻』、
247頁、注）〔＝熊野純彦［訳］『純粋理性批判』作品社、2012年、307頁〕。「現象には、
それ自体は現象ではないものが対応しなければならないということも、現象一般の概念か
ら自然に帰結する。現象はそれ自体でわれわれの表象を離れてはなにものでもありえない
のであって、したがって、現象という語がすでに、あるものへの関係を指示しているから
である」。ここでは物自体と現象との因果関係が「対応する」（entsprechen）というあいま
いな表現によって言い逃れられている。
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のを見つけることが全形而上学の課題だからである。しかして必然性はすべて被制約
性のことであり 37、したがって、必然性は生成の原理ではあるが存在（Sein）の原理で
はない。そして、あらゆる学問が、変化しゆく諸現象の謎にかき立てられて、その基
礎にある存在を研究するように、必然性と因果性の原理はたしかにその考究の手引き
ではあるが、しかし、最終結果ではない。すなわち、われわれはすべての生成を、そ
の根拠を含みもつ存在なしには表象できないのであるが、他方、因果性の原理を手引
きとして生成の最終原因を求めることによってしか、存在の認識に至ることはできな
い。したがって、われわれが認識するのは作用する存在にほかならないのであるから、
実体（Substanz）の概念は能動性の概念に移り変わる。われわれが原因を認識すると
き、見出される原因はそれ自体もはや生成・変化・状態ではなく、作用する性質であ
る。そこでは、因果性の原理がわれわれのもとを離れていく 38。因果性の原理はあら
ゆる具体的認識の原理であるから、すべての考究・考察はここで終わりを迎えるわけ
である。そこでわれわれは、「それがあるということしかわからない」39存在の前に、
すなわち与えられたものの前に、現実の前に立つ。因果性の原理が指し示す〈あらゆ
る生成の基礎にある存在〉というこのような概念は、「原－事象」（Ur-sache）〔＝原
因〕という語のうちに準備されていたかのようである。人間の全思考は現実から高まっ
ていくが、そのとおりに、この深く捉えられた現実へとついには還帰する。形而上学
的にみると、この現実の概念は、必然性の概念よりも深く、実質性豊か（wesenvoll）
だからである。事物の存在は現実的、すなわち無制約的であり、その作用は必然的、
すなわち被制約的である。しかしてわれわれは存在の概念が能動性の概念へと移り変
わることをみたし、すべての能動性は被制約的なものなのであるから、無制約的なも
のから被制約的なものへ、現実的なものから必然的なものへの移行が昔から形而上学

37　 哲学のなかにたびたび登場する無制約的必然性という概念については、あとでさらに論じ
ることになろう。

38　 われわれは因果性の原理から恣意的に離れるのではない。ショーペンハウアーは因果性の
原理の見方に対して、その見方においては「目的地に到着すると家へ追い返される辻馬車」
と同じことが用いられているといって（『根拠律の四つの根について』第 20節、38頁〔＝
生松敬三・金森誠也［訳］『ショーペンハウアー全集 1 根拠律の四つの根について・視覚
と色彩について』白水社、1996年、57頁〕）、嘲笑したいのであろう。しかし、馬車を降
りることもできる。それは、あるものが気に止まるからではない。もう馬車が先へ行けな
いような道になるからである。ところで、ショーペンハウアー自身は、彼のいう「物質の
不滅性」（Sempiternität der Materie）によって、さきの因果性の原理の限界にたどり着い
た（「カント哲学の批判」『意志と表象としての世界』574頁〔＝茅野良男［訳］『ショーペ
ンハウアー全集 4 意志と表象としての世界・正編Ⅲ』白水社、1996 年、164頁〕）。

39　 シェリング『神話の哲学』、『全集 第 2巻』、第 2部、153頁参照。
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の根本問題であったことは明らかである 40。
したがって、超越論的自由が制約的原因からの独立性として定義されるとしたら、
われわれにとって、超越論的自由はわれわれにとっては存在の概念と不可分離のもの
である。しかし、われわれはそれが生成や行為の自由ではなく、存在の自由でしかな
いということをわかっていなければならない。事物の存在は、因果律がもはや適用さ
れない領域であるというわけである。そうして、これ〔＝因果律〕がわれわれの認識
の唯一の手段であり、実際、われわれはそれをとおしてしか存在の敷居に到達するこ
とができないのであるから、事物の存在とは、まさしく、思弁の気球に乗った人間理
性が空気を失うことなしには上昇しえない領域である。したがって、そうであるにも
かかわらずこの〔存在という〕領域に因果律を適用するなら、とんでもないパラドク
スが生じる。存在とは無制約的なもの、何物にもよらず生じたものである。それでも
存在が何らかの仕方で因果性の法則に従うというなら、それ自身によってそれが生じ
たと考えるほかない。このようにして、スピノザの自己原因（causa sui）41という実体
概念が生じる。しかしながら、存在は因果性の法則に服していないといわれ、それで
もそれは因果性の概念から生ずるというのであれば、必然性の矛盾反対のものをもっ

40　 こうした形而上学的見地から、自由の問題の倫理学的困難へと立ち戻ろうとするならば、
この存在には個的性格が属しているということを説明しなければならないであろう。その
個的性格とは、それがかくかくであり、なになにであるということしかわからないが、し
かし、そのふるまいはちょうど作用のごとく完璧に制約されたものであることがわかって
いるという、そういうものである。そうして、この点において、本質的に自由はあって、
これに反してあらゆる作用は必然的だということに、ショーペンハウアーは賛同するにち
がいないであろう（『倫理学の二つの根本問題』97頁および 117頁）。さらに、われわれは、
ヘルバルトの解決（『心理学教本』第 118節の注、『全集 第 5巻』、84頁）の道徳的分類を
説明することによって、次のことを付け加えるべきであろう。すなわち、行為は、それが
意志の現象であるかぎり〔道徳的分類のなかに〕数え上げられるのであるが、意志自体は、
しかし、数え上げられないで、道徳的判断の直接的対象であるということである。それだ
けでなく、次のことも指摘しなければならないであろう。すなわち、あらゆる道徳的判断は、
評価を下される行為が必然的に由来するような性格が善の理念の観点からしていかなる価
値を有しているのかを告げるにすぎないということ、そして、ある人について、ある特定
の場合に二つの決断が可能であるという想定は、ただ事実の一般的概念に対してのみその
可能性を保持するであって、特定の場合には〔そのまま可能性を〕保持することはできな
いということも、指摘されねばならない。しかし、ついには、倫理的自由は目的概念の光
のもとに完全なる発揮に至る。それに対して、ここでは倫理的自由はただ因果性や因果的
偶然性に関して考察されるのみである。

41　 したがって、さきに（12頁注 1〔＝本翻訳における注 24〕）とった定義では、存在に対し
ての規定がされていた。
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てこういうしかない。存在は絶対的偶然性である、と。この意味においてシェリングは、
原偶然（Urzufall）や偶然的な原事実（Urthatsache）について語る 42。それについては
あるとだけいえて必然的だとはいえない。そのようなものとして彼は意欲を理解する。
ここに超越論的自由が偶然性としてあらわれている。言葉だけが問題なら、こうした
語の使用を捨てることができるかもしれない。しかし、積極的にせよ消極的にせよ、
どんな因果性の原理の適用をも存在の概念から遠ざけることが必要である。われわれ
はいつも〈偶然〉という言葉を生成（Geschehen）にあて、〈偶然的である〉という
言葉を生成物（Gewordenes）にあてるのに慣れているから、存在に対して後者の言
葉を用いることで本来の概念は双方とも破壊されるわけである。われわれ自身が経験
し認識することのできる現象界において、因果性の原理の例外なき妥当（Geltung）
を確保することで満足しておこう。「自然のうちに一つとして偶然なものはない」43と
いうスピノザの言明は、こうした〔現象界における因果律の〕妥当についていわれて
いるのである。
しかしながら、世間の誰もが偶然について語り、いたるところで十分な原因なるも
のが行方知れずになっている。それゆえ、十分な原因なるものはどこかで欠けている
にちがいないのだろう。そこでわれわれが、〈十分な原因なるものは客観世界におい
て欠けることがありえない〉と決めたなら、まず、絶対的偶然性という概念が示す欠
陥を人間の思考のなかに求め、また古代のヒポクラテスが「自発的に（αὐτόματον）、
原因から自発的に」というところの偶然を明らかにするほかはない。偶然概念のこう
した主観的な言い方は、古くからあるものであり、ありふれている。すでにストア派
の哲学者たちもそうした言い方をエピクロス派に対して使っていた 44。現代の著述家
においてもたびたび、いくらでも見つかるものである。こうしてヒュームは次のよう
にいう 45。「この世界に 「偶運」（chance）というようなものはないが、何らかの出来
事の本当の原因をわれわれが知らないとき、〔偶運がある場合と〕同じ効果が知性に

42　 『全集』第 2巻、第 2部、153頁、および第 1部、464頁。また、トレンデレンブルク『論
理学研究』第 2巻、195頁以下を参照。

43　 『エチカ』第 1部、定理 29〔＝畠中尚志［訳］『エチカ』上、岩波書店、1975年、72頁。〕
44　 プルタルコス「哲学者たちの諸学説」第 1巻、29頁。アリストテレス『自然学』第 2巻、

第 4章を参照。「ある人たちはつぎのように考えている。すなわち、偶運は原因ではあるが、
人間の知能には不明不可解なのだ、と。〔一種の神的なものであり、きわめて神霊的なも
のであるがゆえに。〕」〔＝出隆・岩崎允胤［訳］『アリストテレス全集 3　自然学』岩波書店、
1968年、62頁［196b］。〕

45　 『人間知性研究』第 6節〔＝神野慧一郎・中才敏郎［訳］『人間知性研究』京都大学学術出版会、
2018年、103頁〕。
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及ぼされ、そして〔偶運がある場合と〕同様の種の信念または意見が生み出されるこ
とになる」と 46。さらに、〔アドルフ・〕ケトレーはこういう 47。「偶然（hasard）とい
う言葉はわれわれの無知をひそかに覆い隠すように一役買っている」48。そして、〔ア
レクサンダー・フォン・〕フンボルトは次のようにいう 49。「遺伝学的に解明できない
ものは、人間にとって惑星創造において偶然的（zufällig）にみえる」。とりわけ、ス
ピノザはこうした概念の規定を強調している 50。「あるものが偶然と呼ばれるのは、わ
れわれの認識の欠陥に関してのみである」。彼はこの規定を自身の認識論と十分に結
びつけている。それによれば、あらゆる誤謬、したがって偶然もそれに属するのだが、
そうした誤謬は、不適当な考量、思い込み、想像に基づいているという。というのも、
そうしたもののうちでのみ、事物が偶然的に現れるからであり、それは、あらゆる事
物が自然の連関全体からのみ把握されるのに、われわれがそれを掴みきれないからで
ある。これに対して、事物を永遠の光のもとに 51みる理性は、事物を必然的とみなし、
偶然的とはみなさない 52。しかし、スピノザは、これをもって明らかに、思考の抽象
的要請しか意図していない。というのも、具体的認識は、理性がその概念を要求する
ところの自然連関全体の所有下にはまったくないからである。

46　 〔訳者注：この箇所は英語で引用されているため、原語にも英語を示している。〕
47　 「確率の理論についての手紙」14頁。
48　 〔訳者注：この箇所はフランス語で引用されているため、原語にもフランス語を示してい

る。〕
49　 『コスモス』第 1巻、1845年、98頁。
50　 『エチカ』第 1部、定理 33、備考 1。また、第 2部、定理 41、および第 2部、定理 31の系、

第 2部、定理 44および系 2〔＝畠中尚志［訳］『エチカ』上、岩波書店、1975年、77頁〕。
51　 ヘーゲルの次のような言葉を参照。「哲学は時間のない概念把握である。時間をもあらゆ

る事物をもその永遠の規定にしたがって把握する」（『全集』第 7巻、第 1部、26頁）〔＝『エ
ンチクロペディー』第 2部「自然哲学」序 B「自然の概念」第 247節（加藤尚武［訳］『全
集 2a』岩波書店、1998年、25頁）〕。また、「われわれは哲学に入るとともに偶然性を捨
てねばならない」（『全集』第 13巻、50頁）〔＝『哲学史講義』（武市健人［訳］『全集 11』
岩波書店、1996年、68頁）〕。

52　 スピノザは、ここで、偶然の奇跡に対する関係について言及している。いずれも自然の必
然性の反対にある。前者は必然性のたんなる否定、矛盾的対立物であり、後者は必然性の
現実的な廃棄、反対のものである。この点からすると、必然性をあらゆる生成の絶対的に
唯一の原理と考えれば、それらは完全に並行したものになるちがいないであろう。そうし
たことはスピノザに当てはまり、したがって、次のようなところにそうしたことを見いだ
せる（『神学・政治論』第 6章「奇跡について」）。「奇跡とは、それが自然のうちにどうし
て生じたのか、他の見慣れたものごとを持ち出しても説明できないような出来事である」
〔＝吉田量彦［訳］『神学・政治論』上、光文社、2014年、264頁〕。
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このような意味でわれわれがこの概念を使っていることは否定できない。ゆえに、
多くの場合、「偶然」の語を使うことは貧困証明（testimonium paupertatis）であり、
精神はそれを自らに交付して、事象の制約的原因を認識していないことを白状する。
これにより、人間の認識の限界概念としての偶然が生じる。それはどんな思考する精
神にとっても、また学問にとっても、新たな考究へ向かうよう拍車をかけるものであ
る。未だ発見されず調べられていない知の領域が示されるわけである 53。したがって、
「偶然」の語の使用は、多かれ少なかれ、ある意味で陶冶（Bildung）の基準とみなさ
れうる。この点からして、本当に賢明な人というのが存在するとすれば、その人にとっ
ては具体的認識のうちにも偶然がないのであろう。個々人の陶冶過程は事象の観察に
おいて次第に偶然性を捨て去っていくのであり、徐々にその連関を掴むことができる
ようになる。必然性とは、精神の針が落ち着けばそちらを向くような方向の極のこと
である。
とはいえ、偶然概念の主観的な規定がいかに単純で納得のしやすいものであるにし
ても、その分だけ、われわれの認識にとってそれのもつ価値が貧しいということ、また、
こうした観点に立てば、好んで取り上げられる人間の無知状態への再帰（Recursion）
は、いささか尚早であるように思われるということを、われわれは認めなければなら
ない。偶然性を特徴づけている制約的原因の欠如を生成の客観世界に見出すのか、そ
れとも人間の認識に見出すのか、という二者択一は、これまでに得られたわれわれの
概念〔＝偶然〕の定義すべてがそうであるように、制約的原因への依存性が否定され
るような一つの

0 0 0

事象の絶対的偶然性に関係している。しかし、まだ〔別の〕可能性
がある。偶然をある関係概念（Beziehungsbegri�）と捉え、偶然とは単一の事象の生
成に対してではなく、特定の二つの事象間の関係に対する因果性の原理の否定を含
むものであると仮定するのである。さきの二者択一は、すべての生成を、必然性を
もって次から次へと続いていく単一の連続として考えてよいのなら、完全に説得力を
もっていたであろう。けれども、そうではない。むしろ、無限に多数のそのような
系列が並んで走り、互いに接し合い、交差し、絡み合い、われわれが世の成り行き
（Weltlauf）の名の下に了解する、驚くべき網を形成しているのである。こうした系
列が出会い、絶えず新たな系列の出発点をなす点によってそのつど示されるのは、互
いに原因結果関係に立つことなく時間・空間内で出会う二つの事象である。因果関係
が見当たらないような事象間の空間的・時間的な偶然の一致（Coincidenz）とは、わ

53　 トレンデレンブルク『論理学研究』第 2巻、194頁参照。「偶然的なものは、学問において、
いつもたださらなる考究への移行、衝動でのみある」。
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れわれが相対的偶然の概念をもって意味しているものである。ショーペンハウアー 54

は、〔偶然の〕概念のこうした規定を殊更強調した。συμβεβηκόςや σύμπτωμα、ある
いは contingens、accidens55、Zufallといった言葉の語源が〔偶然の〕概念のこうした
理解と完全に一致するということを彼が指摘するのも、もっともなことである。テュ
ケーの動詞形である τυγχάνεινももともと〈出会うこと〉（tre�en）を意味している
し、ドイツ語で「たまたま起こる」（es tri� sich）という場合も同様で、ギリシア語
で τυγχάνεινを分詞形で使うのも同じ見方に由来している。したがって、この概念が
含意するのは、因果性の原理に対する否定ではない。そうではなく、相続いて起こる
二つの事象の関係について因果性の原理が適用されないということ、また、ショーペ
ンハウアーがいうように、二つの事象が分離して（aus einander）起こるのではなく
相前後して（auf einander）起こるということを含意するのみである。そこでは、邂
逅する出来事の一つひとつは完全に制約されているとみなされ、邂逅のみが偶然性と
いう性質を有する。したがって、ショーペンハウアーは次のようにいう 56。「現実の世
界におけるどんな出来事でも、いつも必然的であり同時に偶然的である。必然的であ
るというのは、それの原因である一つのものに関してであり、偶然的であるというの
はそれ以外のあらゆるものに関してである」。同様にローゼンクランツは、「偶然的な
ものは二重の意味をもつ。一つには、〔偶然的なもの自体のもつ〕経験的な媒介の必
然性によってそれが完全に制約されているということ。もう一つには、その媒介が欠
けていたか、まったくほかの媒介だったということが可能であるがゆえに、底なし
（grundlos）〔＝無根拠〕であるということである」と述べる 57。そしてこの二義性は、〔相
対的偶然の〕概念によって示されている相対性に基づいている。すなわち、出来事は
それ自体で偶然的であるのではなく、邂逅するほかの出来事にとって偶然的なのであ
る。
こうした概念規定は、さしあたり、ある局限を要する。たとえば、誰も昼と夜が相
次いで起こることを偶然とはみなさないだろう。二つの間には何の因果関係もなく、
たんに二つが分離せずに一方が他方の後に続くというだけであるにもかかわらず、で

54　 「カント哲学の批判」『意志と表象としての世界』550頁。また、『根拠律の四つの根につい
て』第 23節、88頁参照。

55　 ラテン語 cadentiaから英語の chanceを引き出すこともできるだろう。ウェブスター辞典
の chanceの項を参照のこと。

56　 「カント哲学の批判」『意志と表象としての世界』550頁〔＝茅野良男［訳］『ショーペンハ
ウアー全集 4 意志と表象としての世界・正編Ⅲ』白水社、1996 年、117頁〕。

57　 『論理学的理念の学』第 1部、489頁。
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ある。それは、二つの出来事には共通の原因があり、そこから同じだけの必然性をもっ
て生じるためにいつも一緒になって現れるからである。邂逅の偶然性が認められるの
は、必然的には結びつかず異なった原因に由来する二つの事象が邂逅するところでの
みである。こうしてこの概念を、〈互いに原因結果の関係にあるのでもなく、共通の
原因を有するのでもなく、それゆえ互いに必然的に結びつかないような諸事象のあら
ゆる一致を偶然と呼ぶ〉というように規定できる。こうした邂逅は偶然的に出会う二
つの出来事それぞれの成り行きを変化させるにちがいないから、偶然はいかなる場合
も、事象へと外から入り込んで、その成り行きをいわば邪魔するようにはたらく。す
なわち、個的な事象それぞれにとって、割り入ってくるほかの事象はみな、何らか未
知のもの、なじみないもの、外部のもの 58であり、それゆえに最初の事象を認識して
いても予見できない何かである。したがって、偶然は、驚くべきこと、予期しないこ
と、予測のつかないことである。法学は偶然をこのように捉えて、〈偶然に対しては
何人も責任を負えない〉（casus a nullo praestantur）59という原則を立てた。偶然は諸々
の条件を妨害することで、法関係をも妨害する。
これは、因果性と関係する偶然の表象のうち、実生活上でまさしく慣例的となって
いるものでもある。ここで偶然は、静的な出来事の推移に突然に不意に襲いかかり、
すべてをかき乱して白紙に戻すような妨害者とみなされる。こうして、偶然はいたず
らっぽいもの、期待を裏切るものとみなされ、外部から割り入ったものとして、なじ
んだものといつもある対照に立つから、いとも簡単に滑稽なものになる。たとえば
ショーペンハウアーが非常に鋭敏に指摘していることであるが、言葉遊びの滑稽な効
果は、主として、互いに名称的には共通点のない二つの異なった事物同士が言葉に偶
然的に媒介されることによってなされた一致が、突然に不意に意識に与えられるとこ
ろにある 60。したがって、偶然は、出来事の推移に動揺をもたらすかぎり、喜劇にお
ける滑稽な混乱 61の本来の発生源ということもできる。けれども当然、われわれは喜
劇のうちに必然的なつながりもみるので、喜劇は現実世界の領域内を動いている。そ

58　 K. フィッシャー『論理学と形而上学の体系』（System der Logik und Metaphysik）、第 2版、
387頁参照。

59　 この原則にはもちろん限界があることがわかる。すなわち、ある人の過失によってそもそ
もの偶然の可能性が生じた場合、あるいは、その人が阻止できるし、そうすべきだったのに、
阻止しなかった場合がある。

60　 『意志と表象としての世界』第 1巻、72頁以下〔＝斎藤忍随ほか［訳］『ショーペンハウアー
全集 2 意志と表象としての世界・正編Ⅰ』白水社、1996年、138頁参照。〕

61　 〔アウグスト・ヴィルヘルム・〕ボーツ『滑稽なものと喜劇について』（Ueber das 
Komische und die Komödie）、185頁参照。
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うであるかぎり、如上の〔偶然のもつ滑稽なものという〕意味は、いつも副次的な意
味でしかないということも強調される 62。ただ、喜劇がシェイクスピアのいくつかの
劇にみられるように空想的なもの（das Phantastische）になるときにのみ、偶然は主
君的な役回りを演ずることができる 63。というのも、空想的なものは、因果的結合に
縛られることなく、無規則にサイコロを振るようにしていろいろの出来事を生じさせ
る特権を有するからである。また、空想的なものは夢と同じ権利をもっている。夢も
また、予測もつかないような仕方であちこちに進み、驚くべき結合をもった内的な像
をわれわれにみせてくる。したがって、偶然が愉快な組み合わせを生み出しているシェ
イクスピアの傑作が、夏の夜の「夢」という題をもっていることは意義深い。そして、
夢に似て、偶然的なものに媒介されたものがさらにここで言及されるだろう。それは、
おとぎ話（Märchen）である。おとぎ話においても、諸々の出来事は、現実の世界の
ようには必然的で因果的な結合にはなく、むしろゆるやかな外見上のつながりで互い
に連なっている。実際、詩人も自らの空想の夢想的な戯れによって出来事を結合させ
ている。こうして、ノヴァーリスの見事な言葉がここに表明される。「詩的なものは
すべておとぎ話のごとし。詩人は偶然をあがめている」64。
しかし、現実の世界に立ち返ってみると、偶然というものによってなされるのが常
に冗談を言うとか夢想するとかいったことであるとはかぎらない、ということがわか
るだろう。偶然は、われわれの現存在（Dasein）の内的な動きに基礎づけることな
く、種々変化する現象をもたらしてくる。そうして、それらの現象はわれわれにとっ
て抗いがたい作用をもたらしはじめ、多くの場合、われわれの内界の推移を妨害し、
邪魔し、破壊する。ここで、偶然は〔双面の神〕ヤヌスの顔のうち悲劇的な面を示し
ているのであり、われわれの内面性に対する命令的な権利を要求する外部のものの暴
力的な力としてあらわになる。ここで、それに対抗する不屈の力を貫徹することが
重要である。その力は、自身にとってなじみのない偶然性によって動じることなく、
自らの内面に定められた道を、生をとおして歩んでいく力である。偶然と性格形成
（Charakterbildung）との関係は、ゲーテが『ヴィルヘルム・マイスター』において語っ
たことである。ゲーテは、詩人にとって偶然が小説のなかで役割をもつことを担保し
ているが、そこで次のようにいう。「しかし、偶然はいつも人物の心情（Gesinnung）

62　 同上、244頁。
63　 同上、138頁。
64　 〔訳者注：Novalis Schriften. 3. �eil. Hrsg. von L. Tieck & Ed. v. Bülow. Berlin G. Reimer. 

1846. S. 165.にみられる。〕
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によって主導されなければならない」65。

Ⅱ　偶然と法則

われわれは必然性に対する矛盾対立として偶然を定義するところから出発して、偶
然を因果的必然性の否定、すなわち無原因として考察してきた。この形態においては、
偶然には生成の客観世界へのいかなる妥当性も認められず、せいぜい主観的な限界概
念としての座が与えられるくらいであった。他方、とりわけ生活上の語の使用に相応
するこの概念の相対的な把握の仕方が提示された。そこで偶然が意味するのは、二つ
の事象が因果的結合の不十分なままに空間的・時間的に結合するということであった。
それによって偶然は、外的なもの、妨害的なものの概念に移り変わったのであった。
われわれは、こうした表象のより深い困難に入り込む前に、まさにこの偶然概念が科
学的研究の諸原理と関係をもつ重要な連関について論じなければならない。
相対的偶然性というここまで展開されてきた概念は、事実的には結びついた二つの
事象の結合が必然的ではないということを表している。ところで、〈必然的である〉
とわれわれが呼び表すのは、〈一方の事象が起こったとき、もう一方の事象もいつも
そこに結びつけられなければならない〉という結合についてである。それに対してこ
こでわれわれが扱うのは、この一回だけ事実的に生じた結合である。われわれは、一
方の事象がもう一方の事象なしに、あるいはもう一方の事象が一方の事象なしに、何
度でも起こるということを知っていて、そういう諸事象がこの一回だけ空間的・時間
的な偶然の一致によって相互に結びつけられたのだということもわかっている。した
がって、偶然は「孤立した事実」と呼ばれてきたのももっともなことである 66。さて、
ある事象が起こったときに必然的かつすべての場合に別の事象も生じるという結合の
ことを、われわれは法則（Gesetz）と呼ぶ。したがって、われわれが無原因として拒
まねばならなかった偶然は、〔ここでは〕無法則として性格づけられる。このような
理由から、〔ヘンリー・トマス・〕バックル 67は、民族の遊牧的生活から偶然性の表
象を抽き出した 68。遊牧的な生活においては、何ら固定的なものも規則的なものもな

65　 『〔ヴィルヘルム・マイスターの〕修業時代』第 5巻、第 7章。
66　 K. フィッシャー『論理学と形而上学〔の体系〕』、第 134節の 2、387頁。
67　 〔訳者注：バックルは本論文でしばしば言及されるケトレーの統計学を受け入れて『イン

グランド文明史』を著したが、これは日本では福沢諭吉の『文明論之概略』により早くも
紹介がなされている（cf. 竹内 2018: 213）。〕

68　 『イングランド文明史』（Geschichte der Civilisation in England）、ルーゲによるドイツ語訳、
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く、恒常的に繰り返す恒常的条件などない。絶えず生じる必然的な出来事の結合に対
して思考活動が指示しうるような、そうしたものがないのである。しかし、定住生活
をして、農耕をしてはじめて、恒常的に作用する恒常的な活動性が、またそれによっ
て必然的な帰結の確実性が生じた。それはすなわち、「のちの時代に自然の法則と呼
ばれるもののかすかな表象がぼんやりと精神に浮かんできた」ということである。そ
うしてわれわれは、たとえば、互いに必然的にも合法則的にも結びつけられていない
表象同士を結合させる夢を、精神生活の偶然的な過程であるとみなす。けれども、そ
のことによって明らかになるのは、心理的な意味で夢想と覚醒とを線引きするのがい
かに難しいかということである。通常、覚醒状態であるとみなされるような種々の状
態においても、諸表象が互いに無法則的な順序に連なることはまったくもってたびた
びあるからである。
法則の概念をもって、われわれは科学の原理の前に立つ。科学はまさにここにおい
て、生成の法則を尋ね諸事象の結合の合法則性を示すという己の主要課題を見出すの
である。それゆえ、たしかに偶然はその概念からして科学から除外される 69。しかし、
それがまさに難所であるがゆえに、偶然は科学的研究にとって非常に大きな役割を果
たす。すなわち、偶然は自分で自分を除外するのではなく、注意深く入念な研究によっ
て除外されねばならない、ということである。それは、偶然がその無法則性のうちに、
法則によると同じくらい、諸事象の事実的な結合を生み出すからである。D. ヒュー
ムのように、因果性の概念一般を長い慣習から経験を捨象したものであるとみなす傾
向がわれわれにあまりないとしても、二つの現象のつながりに対して因果性の原理が
適用されるとき、それが経験によってのみなされるということを、われわれは認めな
ければならない。また、科学も事実的な結びつきからその必然性を推論している。日
常的な意識はたびたび、ふとした無法則的な偶然の一致に騙され、それを必然的だと
みなす誘惑に駆られる。そうしてたとえば、前兆（Omen）といったことへの信が生
じる。しかし、偶然は科学的研究をも誘惑し、わけのない結合の事実性（Facticität）
から必然性を推論させようとするのであるから、偶然はすべての科学にとっての宿敵
とみなされなければならない。科学たるもの、その敵がどんな形で現れうるかを認識
しなければならないし、それを孤立した事実として、また必然的ではない偶然の一致
として示し、計算や考察からは除外しなければならない。ここに、われわれが偶然を

第 1巻、7頁以下。
69　 アリストテレス『形而上学』（ブランディス編）第 5巻、124頁。「偶然的なものに関しては、

それについてはいかなる理
テ オ ー リ ア

論的考察もあり得ないことをいっておかねばならぬ」〔＝岩崎
勉［訳］『形而上学』講談社、1994年、279頁〕。
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算定不可能とみなしてよい真の根拠もある。いかなる法則も、ある条件の発生に対し
てある事実が生じるのを完全な確信と確実性とをもって期待・予言する可能性を提供
するのであるが、まさしく偶然が無法則的なものであるからこそ、われわれはそれを
算定し先行的に規定するいかなる手立てももってはいないのである。
生成の合法則性がもたらす予期・先行的規定の確実性から出発して、科学が偶然を
取り除こうとする方法への洞察を得ることができる。おぼつかない思い込みに対して
科学の特性をなす判断の確かさは、二重のものである。まず一つは、すでに手もとに
ある法則の認識からある現象の発生を予見するときの確かさである。そして二つ目は、
二つの現象の事実的な結合から両者の因果的必然的関係を推論するときの確かさであ
る。すなわち、法則を適用する確かさと、その根拠づけの確実性である。いずれの場
合についてもわれわれは偶然の除外を考えなければならない。
そのためにまず、さきに立てた相対的偶然の概念から生じうる曖昧さを除いておか
ねばならない。いかなる事象もそれが邂逅する他の事象に関してのみ偶然的と呼ばれ
るということ、すでに指摘されたとおりである。ところで、この邂逅はまた一つの事
象であって、かの〔相対的偶然の〕概念によって必然性が否認されたわけである。か
くして、ここですでに次のことが認められるであろう。すなわち、われわれは以上の
ような概念把握をすることによって、偶然性を結局のところ個々の結果からそれらの
結合へと移行させた、あるいは同じことであろうが、それらの原因の結合へと移行さ
せた、ということである。それゆえ、ミルは次のようにいう 70。「偶然的に（casually）
結びつけられた諸事象は、それぞれ原因から生じる結果、したがって法則から生じる
結果であるが、しかし、種々異なる原因から生じる結果、また互いにいかなる法則に
よっても結びつけられない原因から生じる結果である」71。ところで、この世の成り行
きのすべての事象は複合的である。われわれの観察にとって単純な結果など存在しな
い。むしろ、いかなる結果も諸条件の総和からなる合成であり、ミル 72が詳しく示し
たように、諸条件は互いにその結果の原因として考えることができるが、必然的に互
いが結びつくとはかぎらず、したがって、それら諸条件が一緒になって作用すること
は偶然的であるとみなされることになる。この意味において、いかなる個的事象も偶

70　 『論理学体系』、シールによるドイツ語訳、第 2版、第 2部、55頁〔＝第 3巻、第 17章、第 2節〕。
71　 〔訳者注：本翻訳では、ヴィンデルバントが用いているヤーコプ・ハインリヒ・シール

によるドイツ語訳の底本であるミルの英語原著第 5版（London: Parker, Son, and Bourn, 
1862）を参照して訳出しているため、『論理学体系』からの引用部分に対する原語は英語
をあてている。以下同様。〕

72　 同上、第 1部、390頁〔＝第 3巻、第 5章、第 3節。〕
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然的であることが明らかにされうる。ゆえに、単一の法則が純然たる仕方で現れる結
果というものは存在しない。いつも、付加される諸条件が結果の形に変更を加える
のである。この変更は、法則の場合（Fall）と呼ばれる 73。この個々の場合は、それが
法則の
0 0 0

場合であるかぎりにおいて必然的に制約されているが、それでもなお個々の場
0

合
0

であるかぎりにおいてその法則については偶然的であるとみなされなければならな
い、ということは明白である 74。個的な場合それぞれに固有な独自性は、法則のなか
には含まれていない。〔とはいえ〕それはいつも算定不可能であるわけではない。多
くの場合、認識によって条件全体を手中に収めることができるからであり、したがっ
て法則全体を同時に認識すれば、〔事象の〕先行的規定は完全なものになるからである。
しかし他方、条件や法則を部分的にしか知ることができないために、そのもとで生じ
る場合についてわれわれの先行的規定も部分的・限定的にしかできないようなことも、
非常に多くある。予期される出来事の実在的な媒介について、諸条件の和全体により
規定される可能性は実際上一つだけしかないのに、他方、われわれの認識が条件の一
部に局限されているために、等しく可能な場合が複数存在することになる。そのよう
な場合についてわれわれは、どれが起こるかはわからないが、そのうちのどれかが起
こるにちがいないということはわかる 75。たとえば、サイコロを机に投げれば、〔サイ
コロに〕最初に与えられた投擲の力と〔サイコロの〕重さと摩擦と弾性とが一緒に作
用してサイコロの動きが進行していくということ、また、重力と摩擦が他の二つの力
に勝って、重心が最も下にきたときにはじめてサイコロが静止しうるといったことが
わかる。けれども、このようなことは、サイコロのような形態にあっては（仮にサイ
コロの質量分布が一様であるとしたら）六つの状態に等しく可能なことであり、最初
に与えられる投擲の力の方向によってさきの諸力が物体におよぼすその組み合わせを
知ることはできない。したがって、投擲の力の初期方向も含む、個々の投擲の際に与
えられる状態のもとに、実際に可能なサイコロの最終的な静止状態はただ一つ

0 0

だけで
あるのだが、他方、われわれはこの諸々の条件を知らないために、六つすべての状態
が等しく可能であると思わざるをえないし、完全なる明確さをもって出来事を予測す
ることができないで、〈サイコロはいつも六つの限られた面のうちの一つを水平にし
て静止するにちがいない〉ということしかわからない。それゆえ、出来事群のなかで、

73　 ここにラテン語 casusの語源を帰することができる。フランス語－英語の hasard〔hazard〕
やイタリア語の azzardoがそこから派生する。ウェブスター辞典の hasardの項目を参照の
こと。

74　 トレンデレンブルク『論理学研究』第 2巻、192頁参照。
75　 ラプラス『確率の哲学的試論』4頁参照。
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個々の出来事すべてにおいて満たされなければならない恒常的な（constant）条件と、
そういった主要な条件のなかで非常に多種多様でありうるような可変的（variabel）
な条件ないし付帯的条件（Nebenbedingung）とを区別することができる。前者はた
とえばここではサイコロの形や重さ、弾性などであり、後者はたとえば作用する諸力
が結びつけられる方向関係などである。科学は、すべての条件がわかるときにのみ、
期待する出来事を完全に予測することができる。
こうしてわれわれは、法則を認識しつくしても、偶然から逃れることはできない。
算定不可能な付帯的条件が生じるところ、まさにそこに偶然があるからである。ここ
にこの〔偶然〕概念の純粋に相対的な意味がすぐれた仕方であらわれている。すなわ
ち、偶然的なのは、個的な場合それぞれが支配を受ける法則に関してみたときにその
個的な場合の有する特殊的な被規定性にほかならない。したがって、そういう状況に
おいて、確実な予測は、期待される出来事の個的な被規定性についての完全なる不確
かさと不可知性に座を奪われる。
しかし、事情は都合よく変えることができる。さきほどの例でわれわれは、数字に
よってサイコロの面が区別されていると考えていた。いま、その区別が色によって規
定されているとすることもできる。すなわち、三つの面が白で、他の面はそれぞれ
黄、赤、青であるとしよう。さて、上面にくる色だけが問題であるとすると、白い面
が三つあるので、六つの可能性のうち三つはここでは同じである。したがって、いく
つか場合があるとわかっている可能性のうち、一つの可能性が他の可能性より大きい
といえる。そしてそれを蓋然性が高い（wahrschienlicher）可能性と呼ぶ。それゆえ、
確率（Wahrscheinlichkeit）というものはまったく恣意的な規定である。等しく可能
な諸々の場合の総和から、共通の特徴（〔ここでは〕白色）をもつ特定のものが選び
出され、われわれの期待はこの共通の特徴にのみ関わるため、〔選び出された〕それ
らは同様であるとみなされる。したがって、われわれが確率を見て取るものについ
て、その個的な被規定性を諦めていることは明らかである。というのも、好都合な三
つの場合は〔実際には〕それ自体の区別を失っているのではなく、このとき、共通の
特徴にのみ興味があるという理由でわれわれがその区別を無視しているだけだからで
ある。さらにいえば、この確率が規定されるのは、すべての可能な場合に対してあら
かじめ数的に規定された区別原理（Eintheilungsprincip）が所与の恒常的条件のうち
に与えられていたとき、そのときだけなのであり、確率それ自体がその数的被規定性
の表現にほかならないのである。したがって、われわれがある出来事の科学的な意味
における確率ということで了解しているのは、可能な場合全体の数に対してその出来
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事にとって好都合な場合がとる比（Verhältniss）76のことである。つまるところ、明ら
かに、こうした確率は期待される出来事のもつ性質（Eigenscha�）なのではなく、比
でしかない。われわれはその比によって、出来事の期待の強さを決める。「確率とは、
出来事それ自体の性質ではなく、たんに、われわれがその出来事を期待する際の根拠
の強さに与えられた名前にすぎない」と、ミルがいう所以である 77。
数学の確率計算〔の理論〕78全体がこうした概念に基づいているのであれば、われ
われはそこからこの学問の意味と限界とを定めることができる。確率が諸可能性の数
的関係にすぎないのであれば、確率計算による規定はすべて、可能性に妥当するのみ
であり、現実には妥当しない。確率が諸事実の性質ではなく、われわれの期待の強度
なのであれば、確率計算の法則はすべて、事象の法則ではなく、われわれの期待の法
則でしかない。このことにより、それ〔＝確率計算の法則〕は自然法則から区別され
る。後者は、われわれが確信をもって現象を予想する際に拠り所とする規則を形作る。
自然法則は、あらゆる現象が生じる際に従わなければならない規則だからである。前
者〔＝確率計算の法則〕は、われわれに何ら知識を与えることなく、期待と望みを手
にさせるのみである。種々の可能性間の数的関係にすぎないからである。
したがって、確率計算は、その概念からして、個別の場合に対してまったく意味を
もたない。確率を表す分数の分子と分母は、諸々の可能性の総和である。その可能性
は、個別の場合についての思考可能性にすぎず、われわれの期待以外に存在する余地
はないような可能性である。個別の場合に対しては、ある一つの

0 0 0

可能性だけが、現実
になる一つの可能性だけが、実在的である。それゆえ、その一つの可能性にとっては、

76　 〔訳者注：Verhältnissはフランス語 rapportに対応し、「比（比率）」と「関係」と両方の
意味が含まれるが、いまは確率ないし分数について語られる場面であるのでおおむね「比」
と訳す。あとに出てくる「数的関係」（numerishes Verhältniss）をそう訳したのは、「比」
自体が数的な関係であり、「数的比」と書くのは意味の重複があると考えたためである。
以下、「比」と「数的関係」は等置してよいと思われる。また、たんに「関係」と訳した
場合も、「比」という言い方がそぐわないのでそう訳したのであって、「比」と結びついて
いる語であることを意識されたい。〕

77　 ミル前掲書、第 2部、67頁〔＝第 3巻、第 18章、第 1節〕。
78　 〔訳者注：Wahrscheinlichkeitsrechnungは「確率計算」とも「確率論」とも訳されるが、

本翻訳では、集合論・測度論的に定式化されるコルモゴロフ以降の現代的な確率論を想起
させないために、すべて「確率計算」と訳すことにした。しかし実際、本翻訳中でも「確
率論」と書いてもよいと思われる箇所はあり、たとえば初出のこの箇所はそのあとに「こ
の学問」と指示されることから、「確率論」と書いてもよいように思われる。そこで「確率論」
と書いてもよいと思われる箇所では、そう書くかわりに「確率計算〔の理論〕」と書くこ
とにした。〕
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可能性間のその他の比はまったく無価値である。たしかに、生活のなかでは、個的な
出来事の可能性についていやというほど喋るのはいつものことであるし、それを確率
の分数で表すことも普通にしている。けれども、それは個別の場合にとってはまった
く不当な仮定であり、〔ヤーコプ・フリードリヒ・〕フリースがまことに正しく指摘
しているように、「われわれのもつ普遍的な概念を個別の現実的概念と混同すること」
なのである 79。五つの面が白く、もう一つの面が黒いサイコロがあったとして、一回
投げるとき、ある一つの

0 0 0

可能性しかないのであるが、われわれはそれを知ることがで
きないし、その一投について、六つ目の可能性〔＝黒〕よりは五つの可能性〔＝白〕
が出るであろうなどと推定するいかなる根拠もないからである。それゆえ、一つの場
合について、可能性間の好都合な比を根拠になされる期待は、科学的な・厳密な根拠
をまったくもたない危険で不確かな賭けである。偶然を予測するということ、すなわ
ち算定不可能な個別の場合を予測するということは、科学にとっては、近似的な確率
をもってしても不可能である。といっても、生活領域ではそうした近似的な確率が許
容されるのだけれど。そのため、たとえばミルやローゼンクランツが確率計算のこと
を「偶然の算定」と呼ぶのは、少なくとも逆説めいた表現方法であるように思われる。
偶然は個体的事象であるから、その概念にしたがえば算定不可能なものであるし、確
率計算において計算されるのは偶然的なものではなく、むしろ、偶然が生じうるよう
な恒常的な比である。そのため、フリースはこういっている 80。「確率計算が定めるも
のには出来事への不確かな賭けはなく、不確かな賭けが存立するような固定的な関係
があるのみである」と。それゆえ、個々の出来事を強かれ弱かれ期待したり、可能性
間の数学的な関係から個々の場合を望んだり憂慮したりするのは、生活領域ではその
ままにしておこう。〔しかし、〕科学は、個々の出来事のもつ偶然性が己には克服不可
能であるということ、また個別の場合について確率の諸原理は偶然性を見逃すという
こと、これらの責めを負わなければならない。このような面からして、数学の確率計
算〔の理論〕が生み出すのは人間の認識の期待ではなく、あらかじめわかっていたも
のの数的に明らかな表現、すなわちある一群の出来事が生ずる恒常的な比でしかない。
可変的原因も、またその結果も、すなわち個々の場合も、あらゆる算定の手を逃れて
いくのである。
しかし、この学問はまったく別の意味ももっている。たしかに、諸可能性の比を算
定しても、その比が現実に妥当しないかぎり、われわれにとって無益である。それ〔＝

79　 フリース『確率計算〔の理論〕の諸原理の批判の試み』（Versuch einer Kritik der Principien 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung）、23頁。

80　 同上、21頁。
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現実に妥当するということ〕はまさに個的な場合においては不可能である。しかし、
場合の総和では事情が異なる。〔可変的・付帯的条件ではなく〕恒常的条件が効果を
もつようになればなるほど、そこ〔＝恒常的条件〕に含まれるすべての可能性のうち
のより多くが実現機会を得るようになる。そして、場合の数が十分多ければ、各可能
性が等しく実現機会を与えられるということ、それが〈等しく

0 0 0

可能な場合〉81という
概念である。いくつかの可能性が〈好都合である〉という共通の特徴をもつがゆえに
一つの可能性とみなされるとき、この可能性に与えられる実現機会が表すのは、〈〔共
通の特徴をもつがゆえに一つの可能性として〕仮定された可能性を個々別々の可能性
として捉えたときと同じだけの数、個別の可能性それぞれに与えられる〔実現〕機会
が含まれる和〉であろう。このことをさきに述べたはじめの例〔＝三つの面が白く、
他の面が黄、赤、青であるサイコロの例〕にまた適用するため、サイコロ遊びを続け
てみると、投げて白が出る可能性は三つの可能性と捉えられるから、この可能性は他
の各可能性よりも三倍の〔実現〕機会を与えられるであろう。こうして、場合の数が
多くなるにつれて、個々の場合が繰り返し生じる数の比が、可能性間の比と次第に等
しくなっていく。場合の総和においては、恒常的条件の比が〔場合の〕繰り返しの数
の比としていっそう妥当するようになるのである。確率計算のあらゆる適用に対する
この基本命題は、論理的に基礎づけられるだけでなく、ベルヌーイやラプラス、〔シ
メオン・ドニ・〕ポアソン、〔シルヴェストル・フランソワ・〕ラクロワの数学的解
析によって、「大数の法則」の名の下に証明されてきた。さらには、経験的な数え上
げをとおしてこの法則を裏付ける努力がなされてきた 82。この法則があるだけで、確
率計算は実りあるもの、応用可能なものになる。というのも、学問上、数学的期待が
〈出来事の発生に対して期待される利益と確率との積〉83と定義されるとして、この数

81　 同上、71頁。
82　 たとえば、ケトレーは、各 40個の白玉と黒玉を箱から連続して取り出し、また戻すとい

うことをして調査をした（「確率の理論についての手紙」93頁参照）。とくに、〔ルドル
フ・〕ヴォルフ「経験的確率と数学的確率の比較の試み」（Versuche zur Vergleichung der 
Erfahrungswahrscheinlichkeit mit der mathematischen Wahrscheinlichkeit）『 ベ ル ン 自
然環境保護協会報 1840–1858』（Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern. 
1849–1858）および『数学・物理学・測地学・天文学便覧』（Handbuch der Mathematik, 
Physik, Geodäsie und Astronomie）、第 1巻、65頁以下を参照のこと。

83　 〔訳者注：いわゆる期待値のことである。なお、ここでヴィンデルバントが示している「数
学的期待」の定式化は、フリース『確率計算の理論の諸原理の批判の試み』の次の箇所に
ほとんどそのままの形でみられる。「一般に、ある賭けにおいて、等しく可能な場合すべ
ての数がわかっていて、またそのうちのどれくらい〔の場合の数〕がそれぞれの賭け手に
とって好都合なものであるかということがわかっているとき、公平な賭けにおいては、各
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学的期待は〈少なくとも場合の総和においてはその確率が現実化するのがほぼ確かで
あると期待できるはずである〉という経験的な期待と一致しなかったら、不毛な虚構
になるであろうからである。むろん、後者の期待〔＝経験的な期待〕もまったく確か
ではない。厳密にいえば、この大数の法則が絶対的に妥当なものになるためには、場
合が無限に続く必要があるが、そのとき、場合が無限にあれば〔場合の〕繰り返しの
数の比がもはや思考不可能であるがゆえに、それ〔＝大数の法則〕が破棄されるのは
当然だからである。とはいえ、いずれにしても、〔大数の法則の〕適用の正当性は場
合の総和が増えるにつれて高くなる。しかし、人間の経験はいつも場合の数の制限に
依存せざるをえないので、ごく小さな誤差はあっても恒常的条件に妥当性がもたらさ
れるほどに〔場合の〕数が十分にあるのかどうか、決して確信をもちえない。ただ一
つ確かなのは、確率計算はともかくいつも出来事の総和に対してのみ妥当するという
ことである。ある出来事の確率が であるというとき、この表現の真の意味は、〈試
行の数を十分な水準まで増加させると、好都合な場合の発生数と試行全体の数の比が
1：6であることがわかる〉ということである。したがって、確率計算〔の理論〕が
提示するのは、個的な出来事の特性ではなく、ある出来事が自分と共通の恒常的関係
にある出来事群のなかで出現する数の平均値なのである。それゆえフリースはこの学
問のことを、「ある全体のなかで互いに隣り合う可能な前提諸条件間の平均的な比の
発見に取り組む」「不確実な結果のための平均計算」と呼ぶ 84。
さて、既知の法則や条件にしたがって出来事を先行的に規定するとき、如上の確率
計算の特性がいかなる価値をもつのか問うてみるならば、それによって可能になるの
は、〈偶然の総和に対する個々の偶然の繰り返しの数の比を規定する〉ということで
ある。それも、場合の総数に比例して〔その可能性の〕確からしさが増すものでしか
ない。したがって、このようにして与えられた偶然の克服の内実は、偶然の計算では

賭け手が自分に好都合な場合の数と釣り合った金額を賭けることが求められる。こうすれ
ば、賭け手がもっている確率と賭け手が期待する利益の量とをかけた積は、各人について
同じであることになる。／たとえば、3人の賭け手が互いに、Aはm個の場合を、Bは n
個の場合を、Cは r個の場合を自分のものとして賭けをするとしよう。一人だけが勝つは
ずであるので、それぞれの確率を e, f, gとすると、 , , , 

となる。さらにそれぞれの賭け金を a, b, cとすると、公平な賭けにおいて
は、 であることが要請され、したがって、 , , , 

等々となる。／このような、各人にとって期待すべき利益に各人が有
する確率をかけた積を、われわれは数学的期待

0 0 0 0 0

と呼ぶ。したがって、公平な賭けは賭け手
それぞれに同様の数学的期待を要請するのである」（Fries 1842: 96）。〕

84　 フリース前掲書、緒論、第 VIII節。
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なく、偶然の除去である。計算されるのは比率でしかない。個別の場合は十分に多く
の試行のなかでその比率にしたがって繰り返されなければならない。それはまさに、
これらの比率が恒常的条件のなかにすでに与えられているものだからである。学問は、
個物に対してできなかったことを、ある集合の全体の比に対してはなしえている。そ
して、可変的原因は個別の場合にとっては決定的な影響をもつが、まさに可変的であ
るがゆえに、全体の数的関係においてその影響は滅却される。
確率計算の逆 85も大数〔の法則〕という同じ原理に基づいている。この逆転につい

て検討することによって、われわれは、既知の法則による事象の先行規定から、観察
された事象からの恒常的条件の発見へと移行する。すなわちこれまでは、ある現象群
のもつ恒常的条件と、そこに含まれる〔現象・事象の〕区別とを既知として前提して、
この区別の数的関係が個々の前提条件の繰り返しの数の平均的な比でもあるのでなけ
ればならない、ということを展開してきたのであった。ここで反対に、後者の繰り返
しの数の平均的な比のほうが既知であると前提しよう。すると、この逆確率計算は、
その前提から恒常的条件の比の値を逆向きに明らかにする。したがって、確率計算は、
（恒常的条件がわかっているときの）アプリオリな確率計算と（経験的な平均値がわ
かっているときの）アポステリオリな確率計算に分けられる 86。問題は、アポステリ
オリな逆向きの推論（Rückschluss）がどれくらい説得力のあるものであり、また個
別の観察のもつ偶然性によってどれくらい変化を受けるものであるのか、ということ
である。まず、大数の法則によって恒常的な比と経験的な平均値とが同一であること
が保証されているために、後者から前者への推論は、前者から後者への推論と同様、
われわれにとって当然のことであるということ、これはまったく明白であるように思
われる。しかし、われわれがアプリオリな推論の確実性に付加しなければならなかっ
た局限、また、観察された場合の数の限界のためにその確実性の根拠が有していた局
限が、如上の逆転した推論にあってはなおいっそう歴然たるものになる。アプリオリ
な確率計算においては、経験そのものが、その〔経験から得られる〕平均値とアプリ
オリに既知である比の値とがどれくらい一致しているかによって、経験した場合の数
が十分なものであったか、またどの程度十分なものであったかを、そのつど検証する
役回りを担っている。しかし、逆向きの推論法において、平均値だけで恒常的条件が
得られるとすれば、観察された場合の数が本当に十分であったかどうか確信をもって

85　 〔訳者注：「確率の逆算法」などとも呼ばれる（ラプラス 1997: 222）。〕
86　 〔訳者注：数学的な用語としてはそれぞれ「事前確率」「事後確率」とも訳される（ラプラ

ス 1997: 230, 232）けれども、ここではフリースが a prioriの語をカントの名の下に導入し
ている（Fries 1842: iv）ことを鑑み、「アプリオリ」「アポステリオリ」という言葉を使った。〕
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決定する基準がない。たとえば、壷の中に 100個の球が入っていることがわかって
いて、そこに白球と黒球がどれだけあるかをたんなる確率計算によって決定しようと
する場合、よくあるのは、球を引いて、その色を記録して、元に戻して、また引いて等々
することであろう。そうして〔球を〕引くのを続けていくうちに、出た白球の数と黒
球の数が次第に等しくなっていくのがわかったとすれば、その壷の中には白球と黒球
が同数、すなわち 50個ずつ入っていると結論づけなければならないだろう。しかし、
そうして得られた平均値に恒常的な比の値が実際に見出される確率が、場合の数とと
もに急速に増加し、確実性に近づいていくということが数学的解析によって証明され
る 87としても、球を偶然的に入れておいた場合に得られる平均値が〔恒常的な〕比の
値とかならず正確に一致するかどうかは確実に保証できないであろう。たとえば、白
球 49個、黒球 51個の場合がありうる――この場合は、非常に長く観察を続けるう
ちに50：50の比とほとんど変わらない結果が得られるであろう。また、たとえば〔球を〕
1000回引いて、白球が 495回、黒球が 505回出た場合、われわれはそこから同様の
正当性をもって二種の球の比率を推定することができるであろうが、そのとき平均し
て各球がすでに 10回引かれていたことになるであろう。それゆえ、そうした決定を
なすとき、偶然のいたずらを受ける可能性は全然排除されない。とはいえ、観察する
場合の数を増加させて平均値を計算するとき、一連の観察そのものからは、より高い
確信が得られる。少ない数の観察から得られる平均値は、依然として可変的原因の有
効な影響下にあり、明らかに、真の比とは著しく異なっているであろう。しかし、〔場
合の〕数が多くなればなるほど、この差も小さくなるのであり、したがって平均値は
ある一つの比へと接近する。その比を、われわれはほとんど確実性に近い確率をもっ
て、恒常的根本比（Grundverhältniss）とみなすことができる。
このような推論一般のもつ権限は、純粋に数学的なものであるのではない。最終的
には、〔人間の〕精神のもつまったく哲学的な仮定に帰着する。すなわち、恒常的に
現実的なものは必然的なものであり、したがって、ある一つの比に対して恒常的に近
似しているのが観察されれば、それは偶然的・無原因のものではありえず、恒常的根
本比の存在にその〔恒常的な近似性の〕根拠があるのでなければならない、という仮
定である 88。フリースは、このような「われわれの精神がもつ学問的関心」が確率に

87　 フリース前掲書、73–89頁参照。
88　 〔訳者注：『偶然論』より後ではあるが、ヴィンデルバントも執筆に関わっている『ブロッ

クハウス百科事典』（第 12版 , 1875–1879）の「帰納」（Induction）の項目に同様の説明
がみられる。「この帰納的推論の妥当性は、決して絶対的に証明的（demonstrativ）なも
のではなく、最終的には、〈恒常的に現実的なものは恒常的かつ共通の原因から生じるの
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よる哲学的推論に対してのみ要求されるものであるといいたいのであろう89。しかし、
ここにおいても、われわれはたんなる数のうちに推論の権限を認めているのではない。
むしろ、推論の重点は、個々の場合が積み重ねられていくと、一つの比へとその数が
近似していくことに求められるのであって、その〔近似性の〕原因は、この比が恒常
的条件のなかで与えられているということにのみある。平均の比同士の差が限りなく
小さくなってはじめて、大数の法則が妥当であるのに必要な個々の場合の総和が達成
されたとわれわれは仮定することができる。このことがアポステリオリな確率の推論
の真の性質であるならば、そこから結論づけられざるをえないのは、次のことである。
すなわち、経験から恒常的な比を規定することが問題になっているとき、偶然的な影
響にさらされている個体的象そのものは、同様にまったくもって無価値であるという
こと、そしてむしろ、そうした〔経験からの恒常的な比の〕規定は、場合の数が多い
ために可変的原因の効果が相殺され、恒常的な比の値による秩序立てがみられるとい
う望みがあるときにはじめて、ほとんど確実とみなされてよいということである。そ
れゆえ、常に、科学による偶然の除去を可能にするのは経験の量であり、他方、個的
な事象については算定不可能な影響に委ねざるをえないのである。
このようなともかくも不確かな確率計算による規定に基づいて、ロックの感覚論の
学派に属するフランスの数学者たち 90は、哲学的な、とりわけ自然科学的な帰納の理
論全体を構築しようとした。かれらは、各場合に対して、調査対象となる自然法則の
効果が現れるか現れないかの二つの可能性を設定することで、たとえば太陽が翌日に
再び昇るといったような、x回観察された現象が再び生じる確率が、 に等しく
なるようにした 91。この分数は、xが無限に大きいために1とほとんど等しく、したがっ

でなければならない〉という、人間精神が事物を理解するときの仮定に基づいている」
（Conversation-Lexikon allgemeine deutsche Real-Encyclopäedie, 12. Aufl., 8. Bd., 1877, S. 

555）。〕
89　 フリース前掲書、17頁。
90　 〔訳者注：「ロックの感覚論の学派」にあたるものとして、フリース『確率計算の諸原理の

批判の試み』には、コンディヤックとヒュームの名が挙げられ、それに属する数学者とし
てはコンドルセやラクロワらが挙げられている（vgl. Fries 1842: iv, 4–5）。〕

91　 〔訳者注：次注で参照されるケトレーの記述を参照のこと。「〔……〕科学の助けを借りる
と、次のような算法がある。すなわち、すでに何度か周期的に繰り返されている出来事が
再び起こる確率を推定するには、その出来事が観察された回数に 1を加えたものを、2を
加えたもので割らなければならない、という算法である。したがって、約 12時間半間隔
で周期的に海面が上昇するのを 10回続けて見た後、11回目に再び海面が上昇する確率は、

、すなわち となる」（Quetelet 1846: 18）。〕
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てほとんど確実性に等しい 92。〔しかし、〕ここまで展開されてきた確率計算の諸原理
にしたがえば、ここで計算を応用するのは何にしても不当である。計算の応用が妥当
性をもつのは、実在的な、所与の恒常的条件のうちに数的な区別の原理が事実的に存
在するとき、また、出来事自体に「二者択一」（Entweder-oder）が与えられている
ときだけだからである。ところが、ここでは「二者択一」は思考可能性のうちにのみ
あり、そのうえ、それは二つの場合を前提としているのではなく、ただ一つの場合と
それが実現されなかったときの不確定な場合とを前提としている――それは、自然が
何ら関知することなく、したがって実在的な根拠はなく、ただ仮定された根拠しかな
いような区別である。観察された現象が自然法則に基づいているのであれば、その自
然法則は例外なく妥当するが、いかなる自然法則も、ある特定の比によって自らに包
含される現象を仕分けるような区別原理をそれ自身のうちに有してはいない。確率計
算の対象となる出来事にあっては、可変的原因は己のもつ比に応じて恒常的条件に属
する。〔一方で〕自然法則にとっては、可変的条件は完全に外部のものであり、したがっ
て自然法則の効果に対して影響を与えることはない。
確率による数学的推論と哲学的推論との根本的な相違を指摘したこと、それがフ
リースの功績である。彼のいうことは次のように要約できる 93。確率による数学的推
論は、等しく可能な場合の間の平均的な比についての概観を提示するのみであり、し
たがってそれは「不確定な平均計算」である。それに対して、哲学的な帰納・仮説・
類推は、主として、問題となっている領域が既知の自然法則に厳密に従属していると
いうことに基づく。したがって新しい法則の発見は普遍的で指導的な格率によっての
み可能であり、その格率を適用することによって、正しく観察され実験的に引き起こ
されたたった一つの経験から帰納的な推論が得られる場合が多くある。〔以上がフリー
スの議論の要約である。〕哲学的な帰納的推論においては、たんなる数値によっては
何も達成されえない。法則に合致しない一つひとつの場合が、推論の正しさに対する
決定的な審級（Instanz）となるからである。そのわけは、明らかに、個々の場合に
ついて自然法則と確率の法則とが有する価値がまったく異なっているからである。後
者に対して、個別の場合はまったく審級たりえない。場合の数が多いときにのみ有効
な法則〔＝確率の法則〕は個々の事象において妥当性を発揮できないために、個別の
場合がそれに対してまったく審級たりえないのである。 しかし、自然法則は普遍的
な法則であるため、個体的事象がまさしく偶然的に規定されているにもかかわらず、

92　 たとえば、ケトレー「確率の理論についての手紙」18頁参照。
93　 フリース前掲書、緒論第 IV・V節、および第 26節。
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それ〔＝個体的事象〕に対しても有効でなければならない。それゆえ、論理的な推論
に基づいて自然について問題提出をおこなうようにして、ただ一つの実験をおこなう
ことによって、提立された仮説の妥当性を証明したり反証したりすることができる。
確率計算に対して個別の場合がこのような意味をもつことは決してない。確率計算は
不確定な平均計算にすぎず、そこに自然法則の研究はまったく関係がない。それにも
かかわらず自然科学が数学的な近似法を採用し、その理論が最終的に確率計算に行き
着くのであれば、その平均計算は必ず何らか特定のものである 94。というのも、それ
によって不確定な結果の平均値がわかるのではなく、むしろ、一連の事実的観察か
ら、実際測定された値とは全然正確に一致しえないか、あるいは値それ自体観察され
えないような、そういう諸々の値が算定されることになるはずであるからである（た
とえば、天秤ばかりが反転する点の平均からそのはかりの本当の調整点を求める、あ
るいは相応の長さの時間に気圧計が示した値の平均から観測地点の海抜高度を求め
るなど 95）。しかし、問題になるのはいつも、このような方法を用いることによって、
計算の正確性を可能なかぎり高め、偶然的な観察誤差から可能なかぎり非依存的にな
るようにするということである。したがって、最も単純な算術的平均から、最も精妙
な応用であるガウスによる最小二乗和の理論の天文学的計算への応用にいたるまで、
如上の方法はすべて補正方法でしかなく、観察の正しさの確率が考慮されるときにの
み、確率計算の諸原理と関わりをもつ。一般的に、一連の観察からある法則を確立す
るために数学的な近似法を用いるとき、それは次のような仮定に基づく。すなわち、
そのようにして数学的に言表可能な法則が実際にその一連の観察の基礎にあるという
仮定、そして最上の正確性にまで到達する観察というものが不可能であるために個々
の観察はごく小さな偏差を示すのだという仮定である。
〔それに対して〕哲学的な帰納はまったく事情を異にする。ここではたしかにほと
んどの場合、数学的・理論的認識に導かれて、体系的に根本法則へと遡及がなされる
のであり、理論的な説明と経験的な観察とが完全に一致することによって、十分な確
信をもって法則を認識することができる 96。フリースはこのように見立てるのである

94　 フリース前掲書、217頁以下参照。
95　 〔訳者注：フリース『確率計算の諸原理の批判の試み』、第 26節参照。「ある場所で気圧計

の観察を何年間か継続すると、気候の妨害的な影響が相殺され、気圧計の示す値の平均が
その場所の海抜高度に対応するようになる。ある海岸で 1年間だけ潮位の観察を続けると、
風の妨害的な影響が相殺され、平均の潮位は、太陽と月の引力と恒常的な海流の法則とを
結び合わせた理論に従うようになる」（Fries 1842: 128f.）。〕

96　 自然科学においては、そうした〔理論的な説明と経験的な観察との〕一致が偶然の産物で
ある確率を、分母が無限に大きい分数によって表すことが好まれることがままある。けれ
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が、それは、演繹的に導き出される法則にのみ妥当し、たんに経験的に証明された根
本法則、たとえば重力の法則などの確かさは新たな問題として残る。ここには実際の
ところ、われわれの知識によるほとんど確信に近い確率〔＝確からしさ〕がある 97。
といっても、それは数学的な確率ではなく、哲学的な確率であり、その確からしさの
契機は、数ではなく、根拠に基づくものである。帰納的推論は、その論理的基礎のた
めに、考慮に入れられた観察の総和だけで確実性を得ることが決してできない。周知
のとおり、帰納的推論はアリストテレスの第 2格の推論を、主語が全部共通の類のも
との種であるような多数の前提に適用したものであり、その諸々の種に帰属する述語
が類概念にも帰属するという推論を含む。それゆえ、帰納的推論は、類のうちで可能
な場合すべてが前提に含まれているときにはじめて、完全な明証に至るといわれる。
しかし、このようないわゆる完備な（vollständig）帰納的推論は、もはや知識の拡大
を含んでいない。それはもはや総合的（synthetisch）ではなく、ミルの的確な言葉に
よれば、「既知の事実から未知の事実への推論ではなく、既知の事実についての速記
目録（short-hand registration）にすぎない」98。帰納法のもつ真の総合的価値は、前提
の数ではなく、その前提に含まれる主語が種々異なっていることにある。前に述べた
とおり、普遍的法則に関してみると、個々の場合にはそれぞれ偶然的な付帯的被規
定性が混淆している。いま、いくつかの偶然的な個々の細目（Einzelheit）について、
それらが普遍的な類的特性以外に何らの共通点ももたないことを証明できて、それら
に共通の効果（Wirksamkeit）を見つけることができるとすれば、この共通の作用様
式は類全体のもつ法則に由来するものであると結論づける権利がわれわれにはある―
―繰り返すが、この権利は、〈あらゆる恒常的な結果は恒常的な原因に帰されなけれ
ばならない〉ということがアプリオリであることにのみ基づくのである。この場合、
われわれは実際、諸々の論理的操作（Operation）によって、個物の認識から普遍の
認識へと進んだ。そのための条件は、個々の前提の主語が実際にその普遍的類概念以
外に共通点をもたないと証明することである。これはそれ自体まったく分析的・演繹
的なはたらきである。それゆえ、帰納法は、場合が大量にあることによってではなく、

ども、非常に大きな数というものは、強い印象を与えるオマケでしかなく、証明の根拠で
はない。むしろ、如上の推論の基礎にあるのは、純粋に認識論的（erkenntniss-theoretisch）
なもの、すなわち、精神が恒常的・普遍的な結果に対して恒常的・普遍的な原因および法
則を仮定し、現実の生成をすべてアプリオリに必然的な生成とみなすということである。

97　 フリース前掲書、14頁、およびドロービッシュ『道徳統計学と人間の意志自由』2頁以下
を参照。

98　 ミル『論理学体系』第 1部、340頁〔＝第 3巻、第 2章、第 1節。〕
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分析的な基礎によって、実りあるものになる。このような推論方法が妥当なものであ
るためには、類の見本として選ばれる個々の細目に特殊的な差異があることが必須条
件であるからである。たしかに多くの場合、総合的な推論のこのような分析的準備は
しないことも可能である。それは、個々の場合が非常に多くあることによって、きわ
めて異なった種がさまざまにそこにあらわれており、したがって実際に、類的特性だ
けが唯一すべてに共通するものであるということが保証されていると考えられるから
である。しかし、そうであるならば、まさしく、帰納的推論に権限を付与するのは、〔場
合の〕数が多いことではなくて、むしろそれに基づいてなされる〔個々の場合が類的
特性以外の共通点をもたないだろうという〕さきの仮定なのである。したがって、明
らかに、帰納的推論は、観察された諸々の場合の完備なる分析に基づいてのみ、絶対
的明証に至ることができるのである。それは、すべての場合において付帯的条件の影
響が完全に認識され、そうした付帯的影響を除いた後に共通の効果としてあらわれる
ものが普遍的法則として立てられることによってである。このようにして、互いに関
係し合うさまざまな空間的・時間的量について常に同一であるような関係を見出し、
この方法に基づいて偶然的な落下条件を除去したうえで恒常的な効果の法則を導き出
すことによって、自由落下の法則が発見されるのである。
さて、このことから明らかなのは、帰納的推論とアポステリオリな確率計算が、出
来事における偶然的なものに対して、いかにまったく異なる関係をもつものであるか
ということである。帰納的推論は、自分が求めている普遍的法則が個々の偶然的な事
象のすべてを支え、それらに浸透しているとみなす。〔それに対して〕確率計算は、個々
の場合に対する自らの法則の妥当性をはじめから諦めなければならない。確率計算
は、個々の事象をまったく偶然的・無法則的と考えるのであって、個々の事象のうち
に普遍的な法則がはたらいていると証明するなどということからは程遠い。したがっ
てその点からすれば、帰納的推論は、確率計算が場合の総和に対してしかなしえない
こと、すなわち恒常的・普遍的法則へと従属せしめるということを、個的な場合に対
してなすのである。それゆえ、確率計算に対して「法則」という言葉を適用するのは、
本来の意味とは違っていて、また誤解を招きやすいということを、われわれは白状せ
ねばならない。われわれが法則という概念に結びつけて考えるのは、常に、問題となっ
ている領域に対して普遍的で例外なき妥当性を有するものである。したがって、前に
述べた可能性の分割は確率計算による規定の特徴ではあるが、〔法則の概念によって〕
許容されるものではない。こうして、後者〔＝確率計算〕はいつも、ある法則が効果
を発揮している所与の状況の数的な比を認識することしかできない、ということがで
きる。
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このような関係は、帰納法とアポステリオリな確率計算による推論との密接な結び
つきをその根本特徴とする、とりわけ現代的な学問、すなわち統計学（Statistik）の
価値や取り扱いにとって決定的なものであるとみなされるであろう。統計学では、人
間社会の生活全体が、その物理的な連関においても、道徳的な〔＝精神的な〕連関に
おいても、共通の法則に従う出来事の総体とみなされる。その共通の法則が不断に変
化し、個々の場合に対しては算定不可能な仕方で組み合わせられることで、そうした
出来事の総体を形成する。それゆえ、個々の事象は偶然的・恣意的であるようにみえ
るけれども、繰り返しの数のうちに、まさに確率計算のなかで得られた比が徐々に近
似性を増しながら現れる。そして、この比は等しい時間間隔内で一定であることがわ
かるので、事象の総体を支配する条件間に成り立つ恒常的な比へと帰されなければな
らない。それゆえに、この恒常的な比は、――統計学が推論するところでは――人間
生活を規定する諸法則の組み合わせが従う法則となる。ここで、確率計算の応用が帰
納的推論へと移り変わるのはいかなる点においてであるかをみよう。
たとえば、統計によって次のようなことが示されるとしよう。すなわち、人口に対
する死者数の比は、各日・各週・各月では非常に変化が激しいが、それが次第に、各
月の比の値がおよそそのあたりでそれほど大きく変動しないような、ある一つの比に
近づいていくということが示されるとしよう。すると、得られた比が、その年におけ
る被観測人口の一般の生活条件に対する死の誘因状況の比であると考えるのは、経験
的な確率計算の単純な推論である――たしかにきわめてトートロジカルに聞こえる推
論ではあるけれども、ここには観察された出来事の原因・条件への遡及が含まれてお
り、いずれにせよ、経験的確率計算のその他の推論と同様、トートロジーではないの
である。たとえば、引いた球の数から壺の中に入っている色の異なる球の比を推論す
るなら、それは、自分が〔球を〕引いたときの所与の諸条件間の事実的な関係を観察
から規定したということにほかならないからである。逆に、アプリオリな確率計算の
法則に従って将来の平均的な死亡確率を算定する場合であっても、それは恒常的条件
が変わらないままであるときにしか妥当しない。統計学は、こうして得られる比の値
が実際何年間もほとんど変わっていないと示すことによって、翌年の恒常的死亡条件
が前年のそれとほとんど同じであろうと仮定してもよいのだと保証している。しかし、
統計学は平均計算として正当かつ実用上も価値あるこのような〔事象の〕先行規定に
とどまってはいない。むしろ、落下時間と落下空間の恒常的な関係から自由落下の自
然法則を推論するのとまさに同じように、如上の恒常的かつ毎年繰り返される比が、
ある自然法則の表現であるのだと、統計学は推論する。そうして、統計学はその恒常
的な比を、死者数の自然法則として定式化するのである。したがって、何事において
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も、記録された出来事の起こった状況の数的な比を確定するのみならず、この事実的
な比の確定から法則の確定へと移行するときに、統計学は経験的確率の諸原理を放棄
して帰納法へと進むのである。
このような形の帰納が、さきに一般的な帰納について付与されねばならなかった価
値よりもはるかに価値が低いということは明らかである。それは、その前提の価値が
低いためである。自然科学的な帰納においては、個々の前提それぞれについて、そ
の実際の価値がただちに確実である。それはまさに、個々の前提それぞれが、明ら
かに観察された個体的事象であるからである。〔それに対して〕ここでは〔＝経験的
確率計算から帰納へと進んだ統計学的帰納においては〕、すべての前提は平均的な比
であり、個々の場合についての妥当性がはじめから破棄されている。したがって、そ
れは、われわれの全体的な観察のうちにしか実在しない数学的な虚構 99、すなわち平
均人（Durchschnittsmensch）100という数学的虚構に対してしか意味をなさない 101。さ
らに、自然科学的な帰納は、すべての観察で正確に同じ数的関係が示されるときにの
み法則を確定するのであるが、他方、統計学的な帰納は、その前提間の比が近似的に
同一であることに甘んじなければならない。したがって、自然法則は己のもとで理解
されるすべての場合について絶対的な妥当性を有しているが、他方、統計学的な帰納
によって得られる恒常的な比は、個々の場合それぞれについて（これは確率計算の諸
原理によってすでに自明のことであるが）だけではなく、場合の和それぞれについて
も、著しい変化を被るのであって、たとえば、ほんの数ヶ月でも強力な感染症が発生
することによってその年の死亡率の法則全体が無効になるといったような、統計学的
法則を完全に台無しにしうる偶然的な出来事がありうるのである。このことから明ら
かであるように、統計学はその膨大な〔場合の〕数のすべてをもってしても、語のも
つ本来の意味での法則というものに到達することはなく、むしろ統計学が発見するの
は、〈ある特定の時期にわずかな揺れはあれども、人間生活のなかの合法則的な諸々
の結果が組み合わせられた状況のもつ恒常的な比〉でしかないのであって、この比を
知ることによって、同じ条件を仮定すれば近い将来の平均的な確率を予測することが
できる。このことによって、統計学が人間の社会生活の非常に多くの制度にとってい
かに高い価値を有しているかは明白である。しかし、同じくらい明らかなのは、統計

99　 ドロービッシュ前掲書、18頁、53頁以下を参照。
100　 Ad. ヴァーグナー『一見恣意的にみえる人間行為における合法則性』（Die Gesetzmässig-

keit in den scheinbar willkürlichen menschlichen Handlungen）、8頁以下。
101　 それゆえ、ケトレーも『社会体系』（Système social）91頁において、それ〔＝平均人〕の

ことを「抽象的存在」（un être abstrait）と呼んでいる。
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学自体が常に事実についての学でしかなく、必然的であると理解されるものについて
の学ではないということである。というのも、統計学は数的関係を越えることはなく、
数的関係というのはすべての学が目指す因果的必然性の認識ではいまだないからであ
る。
さてここで、大なる実用的重要性に加えて統計学がすべての学に対して有している
もう一つ別の意味が引き立てられてくる。すなわち、統計学は、与えられた状況下で
ある出来事が別の出来事と恒常的な関係に立つのを示すことによって、他の諸学がそ
の関係を説明し、因果的結合・媒介においてその関係を証明するように、拍車をかけ
るのである。たとえば、男児の多産についてのいわゆるホーフアッカー゠サドラーの
法則によって、子どもの性比が両親の年齢比に対して平均的に依存関係にあるとい
うことが統計学的に示されるとしたら、それはたしかに非常に興味深い事実ではあ
る。といっても、この依存関係が成立するための因果的媒介を生理学が示しえたとき
にはじめて、それは価値をもつであろう。いまのところそれが成功していないとして
も、まさに統計学的な証明がなされたことによって、たとえば、男児が多く生まれる
理由の大部分を栄養状態に求める〔ヘルマン・ハインリヒ・〕プロスの研究 102のよう
に、この疑わしい点についての考察へと注意が促されたのである。このようにして、
二つの出来事の間の恒常的な依存関係〔が明らかにされること〕によって、その両者
の間の因果的必然的結合の解明が求められるがゆえに、統計学は他の諸学にとって誘
導的な準備となるのである。事実的なものの確定としての統計学は、必然的なもの
の究明にとっての基礎である。この意味において、われわれは、エッティンゲン 103や
〔グスタフ・〕リューメリン 104と同様、統計学を全般補助科学（generelle Hilfswissen-

scha�）として規定しなければならない。この学は歴史学、国民経済学、地誌学、民
族学に対して多様な関係をもっており、そのことによってこの学の定義は多くの論争
を招いてきたが、その時々の社会状況を観察するというこの学の主たる応用に対して、
リューメリンは「人口統計学」（Demographie）という不適切ともいえない名称を提
案した 105。ゆえに、統計学の有する価値とは、大量観察（Massenbeobachtung）である。
個々の観察それぞれによってわれわれが原因の究明に導かれるように、体系的な大量

102　 『子どもの性比を条件づける要因について』（Ueber die das Geschlechtsverhältniss der 
Kinder bedingenden Ursachen）、ベルリン、1859年。

103　 『道徳統計学』第 1巻、75頁。
104　 「統計学の理論について」（Zur �eorie der Statistik）、『テュービンゲン全国家学雑誌』（Tüb. 

Zeitschr. f. d. ges. Staatswissenschaften）、1863年次、667頁。
105　 同上、686頁以下。
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観察によって得られた恒常的な依存関係についての知もまた、その因果的媒介の究明
に向かうのである 106。
ここから、統計学が個体的偶然に対してもつ関係も明らかである。すなわちそれ
は、本質的には、経験的確率計算のそれと同じである。このような理由から、いくら
強調しても足りないほどなのであるが、統計学における恒常的な比とは、個々の事象
がそれに従って起こるというような法則であるのではなく、むしろ、諸状況間の数的
関係やその相互作用の種類自体が変わらないためにその諸状況の種々の組み合わせか
ら規則性をもって生じる産物でしかない。そればかりか、たとえば一般的に一定であ
る婚姻率が穀物価格に応じて変動するなど、諸状況の変化にともなって比の値も変化
するということを、統計学は自ら示しているのである。したがって、知名度を得てき
たヴァーグナーの国法の比喩 107においてなされているように、統計的規則性を個別の
場合に対しても制約的で効力ある法則として解するとき、それは明らかに間違いであ
る 108。統計の数値がもつ驚くべき規則性は、諸状況の組み合わせが規則正しく繰り返
し生じるということを示すにすぎない。その組み合わせは、明解とはいえない事象な

106　 同上、665頁。
107　 ヴァーグナー前掲書、44頁以下。
108　 〔訳者注：ヴァーグナーの「国法の比喩」とは次のようなものである。ジョナサン・スウィ

フトの『ガリヴァー旅行記』のように、ある作家が外国の人びとやその国家について旅
行記を書いているとする。その国では、各年で何組が結婚するか、どのような年齢層同
士の人が結婚するか、どれくらいの人が再婚するか、どれくらいの離婚が成立するかな
どが、あらかじめ国法（Staatsgesetz）によって定められており、性別・年齢・市民階級・
職業階級ごとのくじ引きで、それぞれのクラスで結婚できる人数が決められる。また、
別の国法では、次の年に自死によって死ぬ人数が事前に定められ、そのうちの溺死、縊死、
拳銃自殺、服毒死などの割合も定められており、また誰が死ぬかはくじ引きで決められる。
さらには、次の年にどんな犯罪がどれくらい起こるか、どんな階級の人が犯罪を実行す
るか、どんな判決が下されるかなどが定められており、これもまた誰が罪を犯すかはく
じ引きで決められる。一年が終われば、それらがきちんと達成されているかチェックが
なされ、「実行されるべき行動の予算」（Budget der vorzunehmenden Handlungen）によっ
て、翌年の「要件」（Erforderniss）が決定される。ヴァーグナーはこのような国家は非
人道的でありえないものであるとしつつも、上記のようなことは実際に、「人間社会の自
然な組織化の帰結において、驚くべきかたちで生じている」のだという。「もし外部の力
によって強制しようとすれば、われわれの自由と自己決定にとってきわめて恐ろしい侵
害であるように思われるであろうことが、人道的な法律の順守においては決して観察さ
れない規則性をもって自ら生じ、実行されるのである。われわれが結婚、自死、犯罪を
調査し、その法則を展開していけば、翌年にどれくらいの結婚、離婚、自死、犯罪が発
生し、それらがどのように分散するのかを、比較的正確に予想することができる」（Wagner 
1864: 44�.）。〕
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のであり、われわれが、そのつど作用している諸原因の全体を、すなわち世の成り行
きの複雑なメカニズムの全体を、完全に見渡すことができるとするならば、そのとき
はじめて説明することができるようなものである。統計学が個別の場合についていか
に正当でないかは、特に道徳統計（Moralstatistik）の研究に表れている。既述のように、
確率計算における平均的な繰り返しの数にあっては、確率について得られるものと同
じくらい、個的な被規定性について失われるものがある。道徳統計の調査においては、
このことはなおいっそう危険である。内面の相等性ではなく外面の類似性のみが調査
の原理として考えられるからである。たしかに、道徳統計は自死数、自死の種類、各
場合において認められた自死の動機を記録することができる。けれども、個々の事象
それぞれについて本当に意義があり、また認識にとって価値があるもの、すなわち自
死という決断に至るまでの内面的な過程というものは、闇のなかである。したがって、
自死の割合に規則性がみられることがいかに恐るべきことであるとしても、ここでい
かに互いに乖離した内面的過程同士が共通の行為によって同一のものとして数えられ
ているかを考慮すれば、その意義は失われる。犯罪もその比の値はぞっとするほど一
定であることが示されるのだけれども、〔自死の場合と事情は〕変わらない。人間は
調査〔＝数え上げ〕の対象としてしか現れないので、人間の行為がもつ本来道徳的な
価値をなす決断の内面的過程というものは、完全に横に置かれることになるのである。
そして、そうであるがゆえに、犯罪統計全体は、観察される社会の道徳的状態につい
ての判断を根拠づけようとするかぎり、〈二人が同じことをしても、必ずしも同じと
はかぎらない〉（si duo faciunt idem, non semper faciunt idem）という古来の原則に
よって、欠陥を抱えるのである。
もちろん同様に、個々の事象が統計的規則性に対して適合するわけでもない。個々
の場合に対して特定的な性格を押し付ける諸状況の組み合わせについても、統計学は
何事も知らず、したがって、統計的規則は個物の形成に対しては何ら意味をもたない。
それゆえ、累積した結果からの所産として生じる規則性は、ヴァーグナーがそう仮定
しなければならないと考えたようには、個人的な決断の自由を侵害することは決して
ない。むしろ、人間の個人的な決断の動機自体は、一般的な条件のなかで個々の事象
それぞれを特別に性格づける、かの可変的原因に属するのである。それゆえ、エッティ
ンゲンは次のようにいう 109。「このように行為するほかないとの絶対的な強迫が統計的
な法則から導き出されるのは、はなから、せいぜい多数の人間についてのみである」。

109　 『道徳統計学〔とキリスト教倫理〕』第 1巻、14頁。また 258頁参照。
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そして、〔ヨハン・エドゥアルト・〕ワッペウスは次のようにいう 110。「統計学の調査
と結果は個々人には関係しない。それゆえ、得られた法則も、個々の人間については
直接的な妥当性を有していない」。したがって、社会の一般的状況が個々の犯罪の発
生に対して原因となるような要素であるということ、ゆえに道徳統計によって発見さ
れる恒常的な関係というものが、ある意味で、ゲーテの〔『ヴィルヘルム・マイスター』
第 2巻第 13章に登場する〕竪琴弾きが「〔哀れな〕人間を罪あらしめ」111と歌うより
も「いっそう高き諸力」であるということが正しいとしても、――そして、そうであ
るがゆえに、実際、犯罪に関する人類の連帯責任（Solidarität）112が絶対的に否定され
るものではない 113としても、そこですでに、一部の者だけがこの犯罪を実際に犯して
しまうという単純な事実からすでに、犯罪の実際の発生がいかに個人的・個別的な行
為に依存しているかが示される。したがって、人類は犯罪の可能性に対してのみ連帯
責任を有するのであって、その現実性に対して連帯的な罪を負っているのではない。
そうした概念は、神学的な原罪の概念に移行せねばなるまい。そしてまた、統計的規
則性によって、同時期にほぼ同数の個人が犯罪の誘因となる社会的な影響を受けると
いうことが示されるのであれば、このことは、個人の自由を破棄する法則の何らかの
効果というよりもむしろ、人間本性の平均的な安定性を物語っているように思われる。
それゆえ、学問が偶然的な個的事象の観察から法則についての認識を得ようとする
とき、学問が求めているのは常に、多数の事象がもつ偶然的な細目の彼岸にあって、
偶然性のなかでも恒常的条件をなす共通の効果というもののもつ規則である。逆に、
学問が法則についての知識から個的事象を先行的に規定するとき、学問は、その事象
に対して効果をもたねばならない合法則的な関係について反省する。あるいは、諸々
の出来事の総体が仕分けられる恒常的な関係について反省するのである。しかし、決
して、偶然的な細目について反省することはない。偶然的な細目の根拠は、算定不可
能な付帯的条件の発生のなかに含まれているからである。偶然を克服することができ

110　 『一般人口統計』（Allgemeine Bevölkerungsstatistik）、第 2巻、17頁。
111　 〔訳者注：ゲーテの原文は Ihr lasst den Armen schuldig werdenであるが、ヴィンデルバ

ントは der Armerの部分を der Menschと書いているため、「哀れな」を補った。〕
112　 〔訳者注：なお、ここで特に「連帯責任」と訳出したのは、ドロービッシュの次の記述による。

「〔……〕社会の構成員はすべて、程度の強弱はあれど、また間接的であれ直接的であれ、
他者のすることなすことに対して共同責任を有しており（mitverantwortlich）、そのかぎ
りにおいて社会の構成員の道徳的連帯性（moralische Solidarität）があるということが示
されるとして、――それでもそのことによって個人が罪を免れるわけではない」（Drobisch 
1867: 92）。〕

113　 ドロービッシュ前掲書、92頁、およびエッティンゲン前掲書、第 1巻、220頁参照。
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るのは、大量の群においてのみである。
（つづく）


