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遺稿メモ「自由意志と決定論」要旨  

 

小池澄夫 

 

 

 「自由意志」をテーマとした本特集号準備中に、小池澄夫氏の遺稿メモを発見した。本号

のために論稿化する過程で作成されたものであると推察される。以下、奥様のご了解のもと

に章・節等のタイトルのみ挙げることにする。（編者） 

 

 

１ 自由意志と決定論 

 

1.1 概観 

1.1.1 歴史的概観 

ニュートン力学の影響 

       キリスト教神学 

       決定論と自由のディレンマ 

1.1.2 生活世界と哲学的問題 

 

1.2  自由意志と決定論 ― さまざまな対処 

1. 両立説 

(i) hypothetical interpretation 

(ii) 柔らかい決定論 

2. 決定論と自由意志は両立しない 

(i) 自由意志の否定 

(ii) 予言可能の実質的な不可能 

(iii) カントの道 

 

1.3  Soft Determinism 

  「柔らかい決定論」の論点 

  「柔らかい決定論」への批判 
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1.4 FREEDOM AND NECESSITY by A.J.Ayer 

1.4.1 問題の整理 

 問題提示 

 常識人と決定論者 

 D命題の検討 ― 決定論を弱める 

 因果法則がみつからないとき の科学者の想定 

 その想定の評価 

 人間の行為と心理学的説明 

 人間行為に科学的説明の限界があるという想定 

 決定論を弱めることはモラリストの要求を満たさない 

 選択の自由 ― 元の木阿弥へ 

 問題設定 

 デカルト・スピノザの道 

  1.4.2. 「自由」の意味 

       「自由」の日常的意味、何と対比されるか 

       強制されるとはどういう状況で言われるのか 

 

1.5  柔らかい決定論の検討 

1.5.1 問題 

1.5.2 論点 

1.5.3 「自由」な行為と「強制」された行為 ― 論点 1. 

(a) 他人の意向に従属 

(b) 他人の意向はない場合 

1.5.4 因果法則の“強制”― 論点 a) 

 必然化する＝原因である 

 必然化する＝強制する 

 疑問 

  1.5.5 Ｍ命題 ― 論点 3. 

 

1.6 「決定論」の意味 

  1.6.1 力、外力の支配 

  1.6.2 説明・予言 

  1.6.3 「決定」で意味されていないこと 

1.6.4 「決定」の意味 
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1.7 決定論の論理 

  1.7.1 空虚な決定論 ― 論理的決定論 

  1.7.2 同一原因、同一結果 

  1.7.3 予言可能性 ― 碁石分布 

      原理的予言可能性はトートロジーである 

      過去の記述可能性 

      未来の事象の予言可能性 

1.7.4 量子力学、その他 

 

1.8 自由意志と決定論の非両立性 

  1.8.1 「決定論」の意味 

      命題 

      世界状態 

  1.8.2 非両立性の定式 

      非両立説 ― 予備的考察 

  1.8.3 「できただろう、はずだ」― 虚偽化（反証）の概念 

      非両立説 ― 定式の検討 

  1.8.4 両立論の吟味 

      日常的基準からの論法 

      反論 

      「自由意志は決定論を含意する」という説 

      反論 

      ‘conditional analysis’による論証 

      反論 

  1.8.5 考察 
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遺稿メモ「自由意志と決定論」要旨 

小池澄夫

　「自由意志」をテーマとした本特集号準備中に、小池澄夫氏の遺稿メモを発見した。本号のために論稿化する過程で作成されたものであると推察される。以下、奥様のご了解のもとに章・節等のタイトルのみ挙げることにする。（編者）

１　自由意志と決定論


1.1　概観


1.1.1 歴史的概観


ニュートン力学の影響


　　　　　　　キリスト教神学


　　　　　　　決定論と自由のディレンマ


1.1.2 生活世界と哲学的問題

1.2 　自由意志と決定論 ― さまざまな対処


1. 両立説

(i) hypothetical interpretation


(ii) 柔らかい決定論


2. 決定論と自由意志は両立しない


(i) 自由意志の否定


(ii) 予言可能の実質的な不可能

(iii) カントの道


1.3 　Soft Determinism


　　「柔らかい決定論」の論点


　　「柔らかい決定論」への批判


1.4 FREEDOM AND NECESSITY by A.J.Ayer


1.4.1 問題の整理

　問題提示


　常識人と決定論者


　D命題の検討 ― 決定論を弱める


　因果法則がみつからないとき　の科学者の想定


　その想定の評価


　人間の行為と心理学的説明


　人間行為に科学的説明の限界があるという想定


　決定論を弱めることはモラリストの要求を満たさない


　選択の自由 ― 元の木阿弥へ

　問題設定


　デカルト・スピノザの道

　　1.4.2. 「自由」の意味


　　　　　　　「自由」の日常的意味、何と対比されるか


　　　　　　　強制されるとはどういう状況で言われるのか


1.5 　柔らかい決定論の検討


1.5.1 問題


1.5.2 論点


1.5.3 「自由」な行為と「強制」された行為 ― 論点1.


(a) 他人の意向に従属


(b) 他人の意向はない場合


1.5.4 因果法則の“強制”― 論点a)


　必然化する＝原因である


　必然化する＝強制する


　疑問


　　1.5.5 Ｍ命題 ― 論点3.


1.6　「決定論」の意味

　　1.6.1 力、外力の支配


　　1.6.2 説明・予言


　　1.6.3 「決定」で意味されていないこと


1.6.4 「決定」の意味


1.7　決定論の論理


　　1.7.1 空虚な決定論 ― 論理的決定論


　　1.7.2 同一原因、同一結果


　　1.7.3 予言可能性 ― 碁石分布


　　　　　　原理的予言可能性はトートロジーである


　　　　　　過去の記述可能性


　　　　　　未来の事象の予言可能性


1.7.4 量子力学、その他


1.8　自由意志と決定論の非両立性


　　1.8.1 「決定論」の意味


　　　　　　命題


　　　　　　世界状態


　　1.8.2 非両立性の定式


　　　　　　非両立説 ― 予備的考察


　　1.8.3 「できただろう、はずだ」― 虚偽化（反証）の概念


　　　　　　非両立説 ― 定式の検討


　　1.8.4 両立論の吟味


　　　　　　日常的基準からの論法


　　　　　　反論


　　　　　　「自由意志は決定論を含意する」という説


　　　　　　反論


　　　　　　‘conditional analysis’による論証


　　　　　　反論


　　1.8.5 考察
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