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第一節出発点

一

自由でなければ責任はない︒ 自由は責任の必要条件である︒ここまではよい︒問題は︑ここから先である︒責任の
必要条件である自由とは何か︒
三
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一

一

一

一

一

一

ていた︒むしろ︑ＸがＹを殺してくれればいいのにと考えていた︒そこでＺは︑ある方法︵特殊な催眠術︑特殊

しかし実は︑ＺもＹに死んでほしいと以前から考えていた︒ただ︑Ｚは自分で手をかけることは避けたいと思っ

ＸはＹを殺したいと以前から考えていた︒ある時点ｔで︑ＸはＹを殺そうと自ら決意してＹを殺した︵ａ︶︒

﹈④③①︾⑤︶︒

あると主張する︒その主張を正当化するためにフラン・クファートが援用するのが︑次のような例である︵司罵一旦一一一堅言芹

可能性原理は真であると一般には信一じられている︒これに対してフランクファー︑卜は︑この他行為可能性原理が偽で

どう●しようもなかったこと︑避けられなかったことに対して責任はない︑と通常考えられている︒つま●り︑他行為

９も︑６℃

人が自分の行ったことに対して道徳的責任があるのは︑それ以外の仕方で行為できたときのみである

︿℃アで﹀岳の弓風月己のｏ閉シ言昌異の︑︒閉置岸一①の

フランクファートはまず︑﹁他行為可能性原理﹂を次のように定式化する︵軍自尽貝匡や宅菖︶︒

可能性が道徳的責任の必要条件であることを否定した︒

Ｈ・フランクファート︵函胃ご両国ロ江胃己は︑その有名な論文﹁他行為可能性と道徳的責任﹂において︑他行為

２フランクファート

このロックの事例を巧妙な仕方で改変し︑現代に蘇らせたのが︑フランクファートである︒

は︑自らの意志だといわれるのである︒

とどまることは自発的だと評価される︒部屋にとどまる以外の選択肢は閉ざされているのに︑男が部屋にとどまるの

このロックの事例では︑男は部屋に閉じこめられ︵ロックされ︶︑部屋を出る自由はないにもかかわらず︑部屋に

はその男の自由言写田ご︶ではない︑つまり立ち去る自由がないことは明白である︒

的だということを︑誰も疑わないと私は思う︒しかも︑厳重に閉じこめられているのだから︑とどまらないこと

て︑私は次のように問いたい︒このように部屋にとどまるのは︑自発的︵ぐｏ盲口冨ご︶ではないか︒それが自発

︵三匡信々︶その部屋にとどまる︒つまり︑部屋を出て行くよりも部屋にとどまるほうを選ぶ︒この事例につい

男は目を覚まし︑自分の憧れだった人と一緒にいることに気づいて喜んだ︒その男は︑自らの意志で

思っていた人がいる︒その男は︑その部屋に厳重に閉じこめられへその部屋から出て行くことはできない︒その

ある男が︑寝ている最中に︑一つの部屋へと運び込まれた︒その部屋には︑その男がかねがね会って話したいと

Ｊ・ロック︵﹈◎言Ｆｏ烏の︶は﹃人間知性論﹄で次のような有名な例を挙げた︵ＰＲ丙①忘宕さ・凶・己︶︒

１口ツケ／

い︶﹂︵山口画っミミ︑括弧内原文︶︒本稿で私が示すのは︑この解答が誤っていることである︒

︵１︶

雑
法

任を認めるためには必要である︵あるいは︑他行為可能性がない場合には︑非難可能性Ⅱ責任を認めることができな側

５

実には行ってしまった違法行為を避けることが可能であった︵他行為可能性︶と認められることが︑非難可能性Ⅱ責↑

１

０−

この問いに対して︑﹁他行為可能性﹂と答えるのが一般的である︒例えば︑山口厚は次のように言う︒﹁行為者が現認

一
一
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他行為可能性は責任の必要条件ではない（瀧川）

装置の脳への埋め込みなど︶を使って︑ある時点ｔでもしＸがＹを殺そうとしなければ︑Ｙを殺そうという意志

がＸに生じるようにしておいた︵ｂ︶︒．．
この例は︑﹁フランクファートの反例︵︵卑目尽日計一の８巨員輿①菌口巨①︶﹂と呼ばれる︒フランクファートの反例では︑
次の二つのことが同時に成り立っている︒
︿刀﹀宛①砦呂の言一一弓

ＸはＹを殺したことに責任がある
巳

なぜなら︑ＸはＹを殺そうと自ら決意してＹを殺した︵ａ︶からである︒

︿之アで﹀ｚｏ諺毒の門口呉一ぐのも◎ののぎ監嘩のの

ＸはＹを殺す以外の行為をなしえなかった

なぜなら︑仮にＸがＹを殺そうとしなかったとしても︑Ｚの使う方法によって︑Ｙを殺そ
うという意志がＸに生じ︑Ｙを殺しただろう︵ｂ︶といえるからである︒

つまり︑フランクファートの反例では︑それ以外の仕方で行為できなかったにもかかわらず
富津冠︶︑ＸはＹを殺したことに責任がある︵両︶︒それゆえ︑先に挙げた他行為可能性原理︵勺シ桐︶
は偽となる︵図１参照︶︒

フランクファートが一九六九年の論文でこの反例を提示して以来︑他行為可能性が道徳的責任の

ａ

１古典的対立軸と現代的対立軸

第二節全体地図

ろうとするが︑現在でも英米の哲学ジャーナルには毎号のように関連論文が掲載され︑熱い議論が戦わされている︒

必要条件か否かという問いは︑このフランクファートの反例をめぐって論じられてきた︒論文公表後既に四○年にな

図１フランクファートの反例

５
１

雑
法

張するのに対し︑﹁両立不可能論︵旨８日冨号一房日︶﹂は︿決定論と自由意志は両立しない﹀と主張する︒現在の議論配
の対立軸は︑両立可能論と両立不可能論の対抗にある︒

(法雑 '08）５５−１−３４
︑ｊ

論点は︑決定論と自由意志の関係である︒﹁両立可能論︵８己冨号一一一の日︶﹂は︿決定論と自由意志は両立する﹀と主宰

︑︑

このように︑古典的な議論は決定論の真偽や自由意志の存否それ自体を論じてきた︒これに対して︑現在の中︑心的﹃

誤っている︒

る﹀と主張する︒自由意志論によれば︑人間の意志が自由であることは確実である︒逆に︑決定論的世界観のほうが

の意味で責任を問うことはできない︒これに対し︑自由意志論者は︑︿因果的決定論は偽であり︑自由意志は存在す

行為は環境・性格・遺伝子などによって決定されている︒自由は幻想に過ぎない︒行為が決定されている以上︑通常

張である︒決定論者は︑︿因果的決定論は真であり︑自由意志は存在しない﹀と主張する︒決定論によれば︑人間の

因果的決定論とは︑︿世界の出来事はすべて︑それ以前の出来事と自然法則とによって決定されている﹀という主

立軸の中心にあるのは︑因果的決定論が真か偽かという問いである︒

︵量の﹃昌号目︶﹂対﹁自由意志論︵与婁農昌の日︶﹂の対立軸をめぐるものとして古典的には描かれてきた︒この対

ここで問題状況を整理しておこう︒一般に﹁自由意志問題︵ｓの言の重畠冒○宮の日︶﹂と称される問題は︑﹁決定論

ｂ

四
五

説
論

他行為可能性は責任の必要条件ではない（瀧川）

この現在の対立軸に即していえば︑決定論も自由意志論も両立不可能論として位置づけ
られる︒特に︿決定論が真である以上自由意志は存在しない﹀と主張する従来の決定論は︑

一一一一ハ

一

硬い決定論

今や﹁硬い決定論︵彦胃Ｑ号言昌昌のｇ︶﹂と呼ばれる︒これに対して︑︿決定論が真であっ

両立不可能論
l
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
s
m

たとしても自由意志は存在する﹀と主張する両立可能論は︑﹁柔らかい決定論︵ｇ沖
量角言昌の日︶﹂と俗称される︒要するに︑従来対立してきた決定論と自由意志論は︑両立
可能論に対して共同戦線を張る︒
この理論状況を図示すれば︑下のようになる︵表１参照︶︒

２両立不可能論の二つの根拠
両立不可能論は︑大別すれば二つの論拠を持つ︒第一は︑他行為不可能性論である︒ほ
かにどうしようもなかったことや避けられなかったことに対して︑責任を問うことはでき
ない︒未来が多様な可能性に開かれている中で︑特定の選択肢を選択したことに責任の根

︵２︶

拠がある︒仮に未来が過去と同じように一義的に確定しているならば︑責任を問うことは
できない︒

決定論

自由意志論
Determinism

Libertarianism

可能性︵己を否定する︒それによって︑他行為不可能性論を否定し︑逆に両立可能論を擁護する︒

︵３︶

論を導出する︒これに対して︑フランクファートの反例は︑他行為可能性原理︵宅シ垣を否定することで︑両立不

つまり他行為不可能性論は︑ロョシ勺と他行為可能性原理弓シ宅︶の一一つの前提から︑責任と決定論の両立不可能

決定論が真であれば︑人は自分の行ったことに対して道徳的責任を負わないｅ←Ｊ閃︶

︿門﹀胃巨○○﹃ご己四はす﹄詳冒

ロｚ諺弔と勺シ︑より︑

ｚシヱ

人が自分の行ったことに対して道徳的責任を負うのは︑それ以外の仕方で行為できたときのみである︵詞ｌｖｊ

︿万ア℃﹀

決定論が真であれば︑人は︑それ以外の仕方で行為できなかったといえるｅ←ｚシ逗

︿ロヱアで﹀己興国日亘の日一日ｇのの冒○巴篇目畳ぐのロｏののぎ屋号の

他行為不可能性論は︑次のような論理によって︑決定論と責任の両立不可能性を主張する︒

フランクファートの反例が照準を定めるのは︑両立不可能論を支える第一の論拠である他行為不可能性論である︒

３他 行 為 不 可 能 性 論

とができないことになる︒

求や信念︵あるいは脳の状態︶と自然法則によって説明されることになる︒つまり人間も機械であり︑責任を問うこ

を問うのは的外れである︒機械に対して責任を問うことはできない︒仮に決定論が真であるならば︑人間の行為も欲

両立不可能論の第二の論拠は︑機械論である︒パソコンが自分の思うように動かないとき︑パソコンに対して責任

柔らかい決定論

自由意志論

両立可能論
Compatibilism
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表１問題状況
七

説

論

他行為可能性は責任の必要条件ではない（瀧川）

第三節両立不可能論からの批判

︵４︶

他行為可能性原理が真であることを示そうとする両立不可能論者は︑フランクファートの反例が抱える様々な問題
点を指摘してきた︒ここでは︑両立不可能論からの批判を一二つに区分して検討しよう︒

１個別性と普遍性
第一の批判は︑責任の対象に照準を据え︑フランクファートの反例が︑個別的・具体的な出来事と一般的・抽象的
な出来事を混同しているとする︵ぐ営冒尋岳ｇ岳易︶︒そもそも︑ある人に責任があるといえるのは︑抽象的な出来
事ではなく︑具体的な出来事である︒フランクファートの反例でいえば︑︿Ｘが自分で決意してＹを殺した﹀という
具体的な出来事について︑Ｘは責任がある︒しかしながら︑この出来事と︑︿Ｚが仕組んだ特殊な装置により︑Ｙを
殺そうという意志がＸに生じ︑その結果ＸがＹを殺した﹀という出来事は︑全く別の出来事である︒確かにこの二つ
の出来事は︑︿ＸがＹを殺した﹀という抽象的な次元では同一の出来事であるけれども︑具体的な次元では全く異な

る出来事である︒責任とはあくまで具体的な次元で問題となる以上︑他行為が可能であったか否かも個別具体的に検

討しなければならない︒個別具体的に検討すれば︑ＸはＹを殺す以外の行為をなしえなかった倉諺宅︶とはいえな
い︒なぜなら︑Ｘには︑自分で決意してＹを殺すか︑特殊な装置により意志が生じてＹを殺すか︑という二つの異な
る可能性が開かれていたからである︒

この批判については︑既に詳細に論じたことがある︵瀧川四宕曾国︶ので︑再論しない︒簡潔に言えば︑この第一
の批判は︑行為の個別化基準や責任の対象について問題ある前提に依拠しているし︑この批判の趣旨を最大限生かそ

うとすると︑結局ｐ後で検討する第三の批判へと還元されることになる︒

２論 点 先 取
第二の批判は︑フランクファートの反例が論点先取だとする︒フランクファートの反例において︑ある時点ｔでＸ
はＹを殺そうと自ら決意してＹを殺した︒だが︑決定論が真であれば︑ＸがＹを殺すことは決定されていたことにな

るはずである︒そうだとすると︑そもそもＸはＹを殺す以外の行為をなしえなかったことになる富津垣︒しかもそ
の理由は︑Ｚが特殊な方法を使ったからではなく︑決定論が真だからである︒

この場合に八両立可能論者は︿ＸはＹを殺したことに責任がある﹀︵巴という︒しかし︑これは論点先取であり︑
両立不可能論者には説得力を持たない︒両立不可能論者はむしろ逆に︑︿ＸはＹを殺したことに責任がない﹀︵ｊ巴

というだろう︒なぜなら︑決定論が真であればＸがＹを殺すことは決定されており︑行為が決定されていて他行為可
能性がなければ責任はない︑というのが両立不可能論者の主張だからである︵もシ両︶︒

要するに︑決定論が真であれば︑フランクファートの反例で︿ＸはＹを殺したことに責任がある﹀︵両︶というの

は論点先取になってしまう︒なぜなら︑︿決定論が真であるときに責任がある﹀ということ自体両立可能論者が論証

すべきことだからである︒したがって︑フランクファートの反例で︿ＸがＹを殺したことに責任がある﹀角︶とは
いえず︑他行為可能性原理は反駁きれないまま生き残る︒

このような両立不可能論からの批判に対して︑両立可能論は二つの対応策を持つ︒第一の対応策は︑決定論が真で

あることを前提とせずに議論を進める方法である︵成田四ｓ餐麗︶︒仮に決定論が偽であったとしてもフランク
ファートの反例で他行為可能性原理が否定されるといえれば︑両立可能論にとっては十分である︒第二の対応策は︑

(法雑 '08）５５−１−３８
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八

九

説

論

他行為可能性は責任の必要条件ではない（瀧川）

四

(法雑'08）５５−１−４０

四○

決定論が真であることを前提としながら︑論点先取を避ける方法である︵司雲のこつ畠笥︶︒仮に決定論が真である
としよう︒そのとき︑フランクファートの反例でＸにＹを殺した責任がないとしても︑その理由はＸに他行為可能性
がなかったからではない︑と両立可能論は主張できる︒第一の対応策については第四節１で︑第二の対応策について
は第四節２で︑それぞれ展開する︒

３か す か な 自 由

ママ

第三
三の
の批
批判
判は
は︑︑フランクファートの反例でも︑ある種の他行為可能性が存在しているとする︒例えば中島義道は︑
フランクフアートを批判していう︒﹁フランクフルトの議論は他行為可能性を否定しながら︑その前の段階で﹁他決
心可能性﹂というやはり一種の他行為可能性を認めている﹂︵中島四ｓ要瑳︶︒

ここでの問題は︑フランクファートの反例でＸが︿Ｙを殺そうとしない﹀とはどのようなことか︑という点に関わ
る︒もしこれが︑Ｘが︿Ｙを殺さないと自ら決意する﹀ことを意味するのであれば︑確かに他決意可能性が存在し︑

その後いかに特殊装置が作動してＹを殺そうという意志がＸに生じたとしても︑ＸにＹを殺した責任はないことにな

関係である︒仮に前者が後者を因果的に決定するならば︑その場合︑Ｙを殺すことは決定されていたことになり︑自

批判を展開した︵乏昼の島①己謡︑︶︒問題は︑︿Ｙを殺さない兆候を示す﹀ことと︑︿Ｙを殺ざないと決意する﹀ことの

このような両立可能論からの応答に対して︑Ｄ・ウィダカーｅ四ぐ昼雲昼の島国︶は自由意志論の立場から︑更なる

４デ ィ レ ン マ

画つつ︑函﹄︵︶︶︒

しろ︑責任があるといえるためには︑﹁実質的な︵ｇ言巽︶﹂自由が必要なのではないか︵固の言二毛領軍需国筈閏

践呉角呉時①①９日﹂と郷撤する︒決意とはほど遠い﹁かすかな自由﹂があると︑なぜ責任があることになるのか︒む

よって責任を基礎付けることに他ならない︒ラィッシャーは︑そのような議論が依拠する自由を﹁かすかな自由

を示す﹀ことを責任の必要条件とするのは︑︿Ｙを殺さない兆候を示す﹀ことができるか否かという貧弱な自由に

両立可能論者であるＪ・フィッシャー︵﹈ｏ言冨胃言司雲国︶は︑この応答をさらに敷桁する︒︿Ｙを殺さない兆候

い︒したがって︑︿Ｙを殺さない兆候を示す﹀ことは︑他行為可能性とはいえない︒

だというのである︒しかし︑︿Ｙを殺さない兆候を示す﹀ことは︑赤面や痩筆の例から明らかなように︑行為ではな

可能性が認められると主張している︵浅田邑富函誤︶︒つまり︑︿Ｙを殺さない兆候を示す﹀ことが︑他行為可能性

この点について浅田和茂は︑フランクファートの反例でＸがＹを殺さない兆候を示したとすれば︑その点に他行為

である︒なぜならそれは︑決意ではありえないからである︒

ない身体の変化でありうる︒そうだとすると︑そのような兆候を示すことを︑他決意可能性として捉えるのは︑困難

︑︑

しかも︑Ｘが︿Ｙを殺さない兆候を示す﹀ことは︑決意とはほど遠い︒それは？赤面や痩箪のように︑意図的では

方で唾蕊したときに︶特殊装置が作動するようにしておけばよい︒

であれば︵あるいは特定の仕方で唾蕊するのであれば︶︑ＺはＸが特定の仕方で赤面したときに︵あるいは特定の仕

がＹを殺さない兆候を示す﹀ことだと理解する︒ＸがＹを殺ざない兆候として︑例えばＸが特定の仕方で赤面するの

そこで︑両立可能論者は︑Ｘが︿Ｙを殺そうとしない﹀とは︑︿Ｙを殺さないと自ら決意する﹀ことではなく︑︿Ｘ

◎

由意志論からすれば︑Ｘに責任はないことになる︒つまりこの場合には︑先に挙げた論点先取の批判が妥当すること

一
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説になる︒

︑︑

︑︑

﹈忠．言昼①鼻①己宕四︶︒こうして︑フランクファートの反例は︑他行為可能性が責

ファートの反例は︑︿仮にＸがＹを殺そうとしなければ﹀という反事実的条件法を内在させているがゆえに︑他決意

るので︑この介入者が介入することはない︒その意味で︑この介入者は反事実的である︒しかしながら︑フランク

Ｘに殺意を生じさせるような介入者︵催眠術師・脳外科医など︶が登場する︒実際にはＸはＹを殺そうと自ら決意す

入者︵８目貫詩︒言巴言①吋ぐ①巨角︶﹂の存在である︒フランクファートの反例には︑仮にＸがＹを殺そうとしなければ

Ｄ・ハント︵ロ豊丘国巨員︶の理解では︑フランクファートの反例には決定的な難点がある︒それは︑﹁反事実的介

論である︒その議論を簡単に紹介しよう︵国目己ｇｅｏ

このメレとローブの事例の背景にある発想を徹底させ︑近時注目されているのが︑ハントの﹁封鎖︵匡○の冨需︶﹂

けれども︑責任はあるといえる︵言の﹈①目旦詞○ウ①﹈毛喫ご﹈垂冨の一の四己閃○ずの画っ富︶︒

︵５︶

に生じさせるが︑時点ｔでＸがＹを殺そうと自ら決意したときには全く作動しないｐこの場合︑他決意可能性はない

例えばメレとローブ︵シ寄巴詞冨①︸⑦目︒□画く昼詞◎言︶が考案した特殊装置は︑時点ｔでＹを殺そうとする意志をＸ

他行為可能性原理を否定するために︑両立可能論者によって︑これまでに実に多くの事例の改良が施されてきた︒

１他 行 為 の 封 鎖

それ自体を解明することである︒まず︑第一の応答から見てみよう︒

ファートの反例を改良することである︒第二の応答は︑フランクファートの反例を手掛かりとして︑責任の必要条件

このような両立不可能論からの批判に対して︑両立可能論は二つの応答を用意する︒第一の応答は︑フランク

行為可能性原理令諺邑を擁護する︒

以上のように︑フランクファートの反例に対し︑両立不可能論は︑依然として他決意可能性が存在するとして︑他

第四節両立可能論からの反論

任の条件でないことを仮に示しているとしても︑他決意可能性が責任の条件でないことを示していないとされる︒

反例は妥当しない︵雲己①房のこの誤

が︑決意・選択・実行の着手といった﹁単純な精神的行為︵の言画一の日ｇ邑画昌目︶﹂についてはフランクファートの

ウィダカーの理解では︑殺害のような複雑な行為についてはフランクファートの反例は説得力を持つかもしれない

可能性原理令凌で︶を否定するのに失敗している︒

的に決定しないのであれば︑Ｘに他行為可能性がある︵ｊｚシ屯︒いずれにせよ︑フランクファートの反例は他行為

国巨①二毛穿汽目①﹈塞愛﹈嵩︶︒兆候が決意を因果的に決定するのであればＸに責任はなく︵ｊ両︶︑兆候が決意を因果

いまやフランクファートの反例に依拠する両立可能論は︑深刻なディレンマに直面する︵雲昼①島田ら謂菖窪垂

トの反例で︑他決意可能性は除去きれきっていない︒

性が開かれることになる︒このように考えると︑他決意可能性が依然として残っていることになる︒フランクファー

可能であることになる︒つまり︑兆候と決意の関係が因果的決定ではなくなれば︑兆候と無関係にＸが決意する可能

る必要がある︒しかし︑この場合には︑Ｙを殺さない兆候を示したとしても︑Ｙを殺そうと決意することが︑Ｘには

︿Ｙを殺さない兆候を示す﹀ならば︑多くの場合︿Ｙを殺さないと決意する﹀という高度な蓋然性の関係として捉え

︑︑︑︑︑

したがって︑両立可能論者は︑兆候と決意の関係を因果的決定ではない関係として捉えねばならない︒例えば︑

二

可能性あるいは他行為可能性が存在しているという批判を両立不可能論から招くことになっている︒
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こうした批判をかわすためには︑フランクファートの反例から反事実的介入

︵６︶

者を取り除く必要がある︒反事実的介入者を除去して︑代わりに挿入されるの
が封鎖のメカニズムである︒例えばフランクファートの反例で︑ＸがＹを殺そ
うと決意するために必要不可欠な回路以外の神経回路をあらかじめ封鎖する特
殊装置を︑脳外科医ＺがＸの脳に埋め込んでおいたとしよう︒この場合︑Ｘは
Ｙを殺そうと決意する以外の決意をなしえなかったといえる︒しかも︑この特
殊装置が作動したからではなく︑ＸはＹを殺そうと自ら決意している︒そのた
め︑Ｘには責任がある︒こうして︑他決意可能性がなかった︵ｚ諺逗にもかか
わらず︑Ｘには責任がある角︶といえる︒
注目すべきなのは︑この封鎖論が︑本稿冒頭で紹介したロックの事例の趣旨

を︑フランクファートの反例よりも忠実に再現しているということである︒

図２フランクファートの反例

現実系列

図３ハントの封鎖

.
.
.
…
･
･
星
他
行
為
系
列

両立不可能論は︑他行為系列の存在を責任の必要条件とする︒そのため︑フランクファートの反例で︑︿Ｘが自ら

詞四急国恩乞謁函雪︶︒

系列がどのようなものであったか︑行為が現実にどのように実行されたかである︵司雲の二塞会屋淳司雲閏目︒

の①Ｅｇｎ①︶﹂の区別を用いていえば︑責任にとって重要なのは︑他行為系列が存在したか否かではなく︑行為の現実

いうことである︒フィッシャーに倣って︑行為の﹁現実系列︵胃言巴のの邑呂８︶﹂と﹁他行為系列︵鼻の冒豊ぐの

なく︑行為者が実行した行為が実際にどのように引き起こされたかこそが︑根本問題だ﹂︵卑目弄昏再邑富どち︶と

フランクファートの理解では︑彼の反例が開示するのは︑﹁行為者がいかなる行為を実行することができたかでは

向を志向している︒

を解明することである︒私自身この方向の議論を提示したし︵瀧川ｇｏ喫認︶︑近時フランクファート自身もこの方

むしろ両立可能論が進むべき方向は︑フランクファートの反例を手掛かりとして︑道徳的責任の必要条件それ自体

例とその事例に関する直観に依拠する議論の限界である︒

より洗練された事例が提示されると同時に︑それに対する批判も提出されるだろう︒この応酬が終結しないのは︑事

する批判←⁝﹀という応酬が︑両立可能論と両立不可能論の間で今後も繰り返きれていくだろう︒その応酬を通じて︑

おそらく︑フランクファートの反例をめぐって︑︿事例の改良←それに対する批判←事例の更なる改良←それに対

えなくなるというのである︵㈲の﹃①ず○○日四つｇ菖雪︶︒

︵７︶

ＸがＹを殺す行為は因果的に決定きれているように見える︒そうすると︑ＸにＹを殺した責任があると確定的にはい

もっとも︑この封鎖論に対しても両立不可能論から批判がある︒別の可能性があらかじめ封鎖されているならば︑

２現 実 系 列

とで︑他決意可能性に基づく両立不可能論からの反論は︑説得力を大きくそがれることになる︒

のようにあらかじめ封鎖されているのかは︑大きな違いである︒事後介入ではなく事前封鎖として事例を改良するこ

フランクファートの反例のように︑一定の条件が満たされて初めて介入するのか︑あるいはロックⅡハントの事例

ある ︵ 図 ２ ． 図 ３ 参 照 ︶ ︒

にはな
なっ
って
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いな
ない
い・
︒茎
そうではなく︑男は初めから閉じこめられている︒部屋の出口はあらかじめ封鎖されているので

ロック
クの
の事
事例
例に
に︑
︑反反壷事実的介入者は登場しない︒男が部屋を出ようとすると鍵がかかって閉じこめられるという設定

他行為系列圏
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四六

決意してＹを殺した﹀︵ａ︶という現実系列だけが存在し他行為系列が存在しない場合には︑ｘに責任はないという
結論に至る︒逆に︑Ｘに責任があるといえるためには︑なんらかの他行為系列が必要だとされる︒しかし︑Ｘが現実
に行った行為に対してなんの作用もしていない他行為系列が存在することが︑いったいなぜＸの責任に不可欠だとい

えるのだろうか︒むしろ︑責任にとって決定的に重要なのは︑その行為が現実になぜ行われたかということである
︵瀧川ぢっ喫雪︶︒

第五節到達点
有力な両立不可能論者であるウィダカーも︑近時︑フランクファートの反例によって他行為可能原理は否定される
ことを認めるに至っている︵雪昼⑦鼻①﹃ご霊菖誤︶︒ウィダカーは︑他行為可能性が道徳的責任の必要条件ではない

ことを認める一方で︑行為者が行為の究極の開始者であることが道徳的責任の必要条件だと主張することで︑道徳的
責任と決定論の両立不可能性を主張する︒つまり︑決定論問題をめぐる戦線は︑他行為可能性から別の場所へと移ろ
うとしている︒しかし別の戦いを始める前に︑これまでの戦いを総括しておくことがよいだろう︒

１意味的他行為可能性
仮仮
にに他
以上の議論から︑私は︑他行為可能性原理．︵勺シ勺︶は擁護できないと考える︒
他行
行為
為が
が不
不可
可能
能で
であ
あっ
った
たと
とし
し
ても責任はある︒そのため︑決定論が真ならば他行為は不可能になり︑人は自分の行ったことに対して道徳的責任を
負わないという両立不可能論︵他行為不可能性論︶は成り立たない︒

では︑なぜ一般に他行為可能性原理は信じられているのだろうか︒︿ほかにどうしようもなかったことや避けられ

なかったことに対して責任を問うことはできない﹀という直観は間違っているのだろうか︒

この問いに対して︑私は次のように応える︒この直観は一面の真理を含むものの︑それは他行為可能性原理が主張
するようなものではない︒︿他行為が可能であったこと﹀は︑それ自体として重要なわけではない︒むしろ︑現実に
行った行為の意味を確定するための対照項として他行為が想定され︑その前提として︿他行為が可能であったこと﹀

が要請されるだけである︒﹁他行為可能性における行為は︑現実の行為の意味を明らかにするために︑そしてそのた
めだけに要請されるのであり︑重要なのはあくまでも現実の行為の意味なのである﹂︵瀧川ぢっ曽琶︶︒

このような他行為可能性を﹁意味的他行為可能性﹂と呼ぶことができるだろう︒それは︑自由意志論が主張するよ

うな﹁事実的他行為可能性﹂つまり︑当該状況で事実として別の行為をする可能性とは異なる︒事実的他行為可能性
が決定論と両立しない︵ようにみえる︶のに対しへ意味的他行為可能性は決定論と両立する︒︿ほかにどうしようも
なかったことに対して責任を問うことはできない﹀という直観が依拠するのは︑この意味的他行為可能性である︒そ
れを事実的他行為可能性と混同した点に︑両立不可能論の問題がある︒

２期待可能性
このように考えると︑責任を問うときに重要なのは︑現実に行われた行為の意味だということになる︒では︑行為
の意味とは何か︒それは︑規範に違反することで示される行為者の意図である︒

私たちは相互に一定の仕方で行為することを規範的に予期しており︑その予期に反して行為する者に対して︑責任
を問う︒簡単に言えば︑予期Ⅱ期待に反する行為に対して責任が問われる︒そのため︑一定の仕方で行為することを
期待することができない行為者に対しては︑あるいはより厳密にいえば︑期待することが合理的でない行為者に対し
四七
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四八

ては︑責任は問われないことになる︒これが刑法理論で︑期待可能性と呼ばれる原理である︒適法行為 の期待可能性
が欠如するときには︑刑事責任は問われない︵通説によれば︑責任阻却事由に該当する︶︒
このように考えると︑次のような﹁期待可能性原理﹂が導かれる︒

︿で︑﹀計彦の勺嵐ロ○５−①○冷両×ロの︒冨豆一詳冒

人が自分の行ったことに対して道徳的責任があるのは︑それ以外の仕方で行為することを期待することが合理的
であるときのみである

︵８︶

期待可能性原理によれば︑︿他行為可能性がない﹀とは︑︿別の行為を期待することが合理的でない﹀ことであり︑

その場合に責任はない︒期待可能性原理自体は︑一般に妥当な原理であると承認されている︒

他行為可能性原理の説得力は︑期待可能性原理の説得力に寄生している︒他行為可能性原理は︑妥当ではない︒し
かしながら︑他行為可能性原理が期待可能性原理と混同されることで︑他行為可能性原理は妥当であるという錯覚が
生じる︒

刑法理論の期待可能性に関連して有名な﹁暴れ馬事件﹂では︑暴れ馬であることを知っていながら︑馬車を御する
のを断ると仕事を首にされるおそれがあったので馬車を御していたところ︑馬が暴れて人を傷つけた︒この事件でド

イツの裁判所は無罪を言い渡した．その理由は︑他行為可能性がないからではない︒それは︑期待可能性がないから

である︒この事件に見られるように︑他人に強制された場合や状況に強いられた場合には︑ほかにどうしようもな
かったがゆえに責任がないとされることがある︒そのため︑こうした事例は他行為可能性原理に直感的説得力を供給
することになる︒しかしながら︑こうした事例が示すのは︑期待可能性原理が妥当であるということであり︑他行為

可能性原理が妥当であるということではない︵ミニ胃のご震薗霊︶︒

期待可能性原理︵も両︶は他行為可能性原理弓シ勺︶とは似て非なるものである︒期待可能性原理自体は︑行為の
意味に着目する責任理論から導出される︒別の言葉で言えば︑他行為系列の有無ではなく︑現実系列の有り様に着目
する両立可能論から︑期待可能性原理は導かれる︒つまり両立可能論は︑他行為可能性原理を否定しながら︑期待可
能性原理を産出することで︑他行為可能性原理の擬似的説得力の由来をも説明することに成功する︒

３な に を す べ き だ っ た の か
ウィダヵーは︑他行為可能性原理弓諺邑を擁護するために︑︿では︑なにをすべきだったのか﹀と両立可能論に
反問した︵三号涛関邑富いま︶Ｑフランクファートの反例で︑確かにＸはＹを殺そうと自ら決意しＹを殺した︒では︑
Ｘはなにをすべきだったのか︒仮にＹを殺さないようにしようとしても︑Ｚの特殊装置が作動して︑Ｙを殺そうとい
う意志がＸに生じてＹを殺しただろう︒つまり︑ＸがＹを殺すことは不可避である︒したがって︑ＸはＹを殺さない
ようにすべきだったということはできない︒そうだとすると︑ＸにＹを殺した責任を問うことはできないはずではな
いか︒

ウィダヵーは︑この議論が両立可能論に対する強力な反論になっていると考えている︒フランクファートの反例で
ＸはＹを殺すべきではなかったといえない以上︑責任を問うことはできない︒他の行為ができないにもかかわらず︑
Ｘは他になにをすべきだったと︑両立可能論はいうのか︒
このゥイダヵーの問いに対する私の解答を述べよう︒﹁ＸはＹを殺すべきではなかった﹂︒この解答に対しては︑不

満が投げかけられるかもしれない︒﹁ＸはＹを殺すべきではなかった﹂と言ったとしても︑フランクファートの反例
四九
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華嗣
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五○

では︑Ｘ
以以
画外の行為はなしえないはずである︒だとすれば︑﹁ＸはＹを殺すべきではなかった﹂と言うこ
Ｘは
はＹ
Ｙを
を殺
殺すす
とは︑全
全く
く無
無意
意味
味な
なの
の−ではないか︒そのような解答は︑フランクファートの反例が前提とすることを真剣に受け止め
ていないのではないか︒

そうではない︒確かに︑フランクファートの反例では︑︿ＸはＹを殺す以外の行為をなしえなかった﹀︒にもかかわ
らず︑︿ＸはＹを殺すべきではなかった﹀と言いうるのである︒その理由は二つある︒

第一に︑この二つの文は世界の異なる層を指し示している︒前者は︑事実に関する文である︒事実として︑︿Ｘは
Ｙを殺す以外の行為をなしえなかった﹀︒これに対して︑後者は︑規範に関する文である︒事実はともかく︑規範と
して︑︿ＸはＹを殺すべきではなかった﹀︒つまり二つの文は︑事実と規範という世界の異なる層を指し示している︒

︵９︶

いかに辛いことや嘆かわしいことが起きようと︑残念ながらわたしたちには︑過去を変えることはできない︒過去

は事実として存在する︒しかしながら︑わたしたちはその過去の現実を受容できないことがある︒そのとき︑﹁それ
は起きるべきではなかった﹂︑﹁そうすべきではなかった﹂と言う︒ここに規範があらわれる︒規範にとって︑事実は

意味を持たない︒むしろ︑規範とは抗事実的である︒したがって︑︿ＸはＹを殺す以外の行為をなしえなかった﹀か
否かにかかわらず︑︿ＸはＹを殺すべきではなかった﹀と言いうる︒
第一一に︑当為は他行為可能性を含意しない︒﹁当為は可能を含意する︵○后茸言昌①の︑目︶﹂といわれる︒対偶をと

れば︑﹁可能でなければ当為はない﹂ということである︒ここから︑他行為が可能でなければ当為はないといわれる︒
つ全
いソ
︑︿
つ
ままり
︑
︿Ｙを殺す以外の行為が可能でなかった﹀のだとすれば︑︿Ｙを殺すべきではなかった﹀とはいえないという

のである︒

この﹁当為は可能を含意する﹂というテーゼについては︑その是非をめぐって多様な議論がある︒ここで重要なの

︵皿︶

は︑このテーゼの﹁可能﹂の意味である︒両立不可能論は︑可能とは他行為可能性のことであると解釈し︑他行為が
可能でないならば当為はないと主張する︒この主張に対しては︑二つの応答が可能である︒第一の応答は︑﹁当為は
可能を含意する﹂というテーゼ自体を否定する︒例えば︑フィッシャーはこの道を辿る︵国の言二毛雲﹈墨︶︒つま
り︑﹁当為は可能を含意する﹂というテーゼを否定することで︑両立不可能論に反論する︒第二の応答は︑このテー
ゼ自体は否定せず︑このテーゼの﹁可能﹂とは他行為可能性のことではないとする︒仮に﹁当為は可能を含意する﹂

としても︑その可能とは他行為可能性とは異なる可能である︒したがって︑仮に他行為が可能でないとしても︑当為
は存在する︒私はこの第二の応答を採用する︒

当為は可能を含意する︒言葉を換えれば︑責任は自由を含意する︒自由でなければ責任はない︒自由は責任の必要
条件である︒責任の必要条件である自由が他行為可能性でないならば︑それは何なのか︒・これが本稿の出発点であっ

た︒私の理解では︑責任の必要条件である自由とは︑意味的他行為可能性とそれを可能にする﹁理由能力﹂である︒

つまり︑理由を理解してその理由に従って行為する能力を有することが︑責任に必要な自由である︵瀧川画宕雪
﹈９１匡画︶︒﹁当為は可能を含意する﹂というとき︑その可能とは理由能力のことである︒

４理由能力
１

責任の必要条件である自由とは︑他行為可能性ではなく理由能力である︒これが私の主張である︒残された問題は︑．﹃

理由能力とは何かを解明することである︒成田和信も近時︑﹁責任に必要なコントロール﹂とは﹁合理的︿実践﹀能寿

雑

力﹂であると主張している︵成田邑宝菖望︲画雪︶︒成田は合理的︿実践﹀能力を解明するために︑Ｍ・スミス配

一

︵富旨冨の一の旦昏︶の﹁傾向性︵日のロｏの昼︒回︶﹂アプローチを利用する︵の冒弓曽富︶︒能力の傾向性アプローチは︑能怯
五

説

他行為可能性は責任の必要条件ではない（瀧川）

一

れば︑自発的麻薬常習者が責任を負うか否かは︑自発的麻薬常習者の心理過程が穏当な理由反応性︵冨吊閃︶を有す

行為者がそれに応えて別様に行為することがありうる場合に︑穏当な理由反応性は成立する︒このアプローチからす

簡単に言えば︑﹁あなたがなすべきなのはむしろ別の行為ではないのか？﹂という第三者からの問いかけに対して︑

性が成り立つ︒

いる場合で︑特に心理過程に提示される理由が第三者にとっても了解可能な理由である場合に︑穏当な理由反応

に反応して別様に行為することがありうる場合には︑弱い理由反応性が成り立つ︒弱い理由反応性が成り立って

行為者の﹁心理過程︵日の呂四日の目︶﹂を所与として︑別様に行為する理由が提示されると︑その心理過程が理由

︿三カヵ﹀冨○口角異の閃の四の○国の１両ののロ︒匡望ぐ①国①のの

場合に成り立つ︵国の言尉四目蚕く旨恩己謁函呂．い︶︒

蔚四の○国の︲﹃①のロｏ固くｇ①のの︶﹂のアプローチが有効だと私は考えている︵瀧川四三雷﹈﹈﹄︶︒穏当な理由反応性は︑次の

む．しろ︑理由能力を解明するためには︑フィッシャーとラヴィッッァが提示する﹁穏当な理由反応性︵冒呂の国話

は︑成田のいう合理的︿実践﹀能力を有しているのかいないのか︑どちらなのだろうか︒

常習者も︑麻薬常習者である以上︑麻薬に絡む事柄に関して合理的能力を失っていることになる︒自発的麻薬常習者

アルコールの絡む事柄に関して合理的︿実践﹀能力を失っている﹂︵成田雪宝薗﹈﹈︶︒ここからすれば︑自発的麻薬

持っており︶︑したがって責任があると主張する︵成田函っ震邑霊︶︒他方で︑成田はいう︒﹁アルコール中毒患者は︑

ママ

て︑合理的判断に応じて意志は変化しないけれども︑責任に必要なコントロールはされており︵つまり理由能力を

自発的麻薬常習者の取り扱いについて︑成田は揺れているように見える︒一方で︑フランクファート型事例につい

か︑いずれかの選択肢を選ばねばならない︒

自発的麻薬常習者は合理的能力があり責任があるとするか︑自発的麻薬常習者は合理的能力がなく責任がないとする

がある︒ここには矛盾がある︒合理的能力こそが責任の条件のはずだからである︒したがって︑傾向性アプローチは︑

断しても麻薬を使用してしまうため︑合理的能力がないと判定される︒にもかかわらず︑自発的麻薬常習者には責任

しても機能する︒能力の傾向性アプローチからすれば︑自発的麻薬常習者は麻薬を使用するべきでないと合理的に判

能性原理に対する批判として機能する︒それだけではない︒自発的麻薬常習者は︑傾向性アプローチに対する批判と

要するに︑自発的麻薬常習者は一種のフランクファートの反例である︒したがって自発的麻薬常習者は︑他行為可

を使用してしまう︒このように自発的麻薬常習者は︑他行為可能性がないにもかかわらず︑責任があるとされる︒

て責任が迩竿にもかかわらず︑仮に自発的麻薬常習者が麻薬を使用しないでおこうとしても︑禁断症状ゆえに麻薬

﹁自発的麻薬常習者︵言臣括且ｇｇ︶﹂︵卑目丙昏再﹈雪置屋︶は︑自発的に麻薬を使用するので︑麻薬使用に対し

いとの批判がなされている︵ＣＯ宮口目且国豊島①匡邑弓︶︒

しかし︑スミスの傾向性アプローチでは︑フランクブァートが挙げる自発的麻薬常習者を適切に扱うことができな

画つつ令函﹈やい︶◎

﹁その行為を行おう﹂という意志が生ずる﹄という形の条件文で表されるようなディスポジションである﹂︵成田

﹁合理的︿実践﹀能力﹂を次のように捉える︒﹁それは︑弓ある行為を行うべきだ﹂という合理性判断をくだせば︑

力を︑．定の状況に置かれれば︑一定の振る舞いをする﹂という条件文の集合として理解する︒結論として成田は︑

一

るか否かによる︒仮に自発的麻薬常習者が︑麻薬を使用すべきではないという理由に応じて行為する可能性がないの
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五四

であれば︑自発的麻薬常習者には麻薬使用に対する責任がないことになる︒他方で︑フランクファートの反例では︑

︵皿︶

その過程の外部であるＺによる介入で︑理由に反応しないように見えているだけであり︑行為者の心理過程は穏当な
理由反応性を有するのであり︑したがってＸには責任があることになる︒

本稿の出発点に戻ろう︒自由でなければ責任はない︒自由は責任の必要条件である︒では︑責任の必要条件である
自由とは何か︒

この問いに対して︑﹁他行為可能性﹂と応えるのは間違っている︒正しい答えは︑﹁理由能力﹂である︒わたしたち
︾に残きれた問題は︑理由能力をさらに厳密に解明することである︒別の言葉で言えば︑責任能力の研究である︒

︵１︶私は︑既にこの主題を論じたことがある︒一九九六年に東京大学に提出したいわゆる助手論文﹁応答としての責任と法﹂
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さンヤーとラヴィッッァは︑心理過程の形成過程に着目して解決を図ろうと試みている︵璽呂ｇｇｇ詞胃言四乞謁恥呂．﹃・呂

︵皿︶もちろん︑何が心理過程の内部であり何が外部であるかが問題になる︵成田ｇ宝菖ざ︶︒この問題に対してフィッ

︵Ⅱ︶自発的麻薬常習者と︑非自発的麻薬常習者の対比について︑参照︑瀧川ｇｏ賢電．

について︑参照︑聾の目ｇ震．

︵皿︶当為は可能を含意するというテーゼを正当化する諸論拠の検討と︑カントが実際このテーゼをどのように理解していたか

︵９︶この文脈では︑大森荘蔵のように過去を過去物語りとして捉えようとも︑以下の議論に変わりはない︒

限る﹂︵三号島国呂冨函霊︶︒

違った仕方で行為し︑当該状況下でＡしなかったことを期待することが道徳的に合理的だった場合であり︑かつその場合に

開している︒その原理︵垣団︶によれば︑﹁ある人がＡすることに対して道徳的責任があるのは︑Ａする際に道徳的に間

︵８︶実は︑両立不可能論者であるウィダカー自身︑他行為可能性原理を一種の期待可能性原理として解釈する方向の議論を展

れている︵国言日の目目岩冨函窪︑︶︒

︵７︶この両立不可能論からの批判に対しても︑ＸがＹを殺す行為は因果的に決定されているわけではないとの反論が既になさ

︵６︶ハントは︑封鎖の事例を３種類提示している︵四目こつ宕率函三︒ここでは︑ハントの挙げる事例をアレンジして示す︒

︵５︶メレとローブの事例の紹介と検討について︑参照︑成田邑宝菖冨

︵４︶こうした様々な論点をまとめたものとして︑参照︑司雲①二毛Ｐ乏匙の鼻閏目︒冨呉の目四ｍｇいに収録された旨再ｏｇｓｇ．

︵３︶ロｚシ勺については︑参照︑瀧川ぢっ要臼︲宅．

は︑未来も過去と同様に一義的に確定しているとするナイフ型の時間観である︒

して閉じているけれども︑未来は多様な可能性に開かれているという時間観が前提にある︒他行為不可能性論が批判するの

︵２︶別の言葉でいえば︑他行為不可能性論が前提にしているのは︑フォーク型の時間観である︒つまり︑過去は一義的に確定

要はないと考えている︒本稿は︑従来公表した著書・論文には含まれない新たな議論を中心に論じるものである︒

に公刊したのが︑﹃責任の意味と制度﹄︵瀧川邑冨︶の第三章である︒現在に至るまで︑そこで提示した自説を変更する必

学協会雑誌﹄第一一六巻一一号に掲載した﹁責任の意味と制度︵一一︶﹂である︒この論文に加筆・補正を加えて一一○○三年

が︑この主題を論じた端緒である︒その助手論文の関連箇所に大幅な加筆・補正を加えて一九九九年に公表したのが︑﹃法

、−〆
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五六
司国冒弄罫肖戸国胃吋望の．︵届①①︶倉
倉諺
﹂ど篇目具の宅○里三蔵のの目旦冨○邑両のの己○塁ず屋ご●．．皇︺①舌屋昌里旦璽号のｇご謡い
旨司Ｈ四口丙冷匡鼻︵﹈の︑函育﹈Ｉ﹄ｏ︑

冒司﹃四国丙命巨再︵︺①画聖叩﹄︺１画︑︑

︑四四１ｍいぬ宛の己邑冒篇ロ

一○回目ごＨ己顕のご畠く関の一噂勺﹃ののの．

句国呉昏具函胃昌の．︵ご己︶・重卑①巴○ョ︒津ロの三三四呂言の○○口８胃○言もの﹃の○頁．皇﹈①甘昌冒里○亀室○の︒画ご霊ふｌ雷．詞の胃言＆

両国邑尽胃戸国胃﹃望の．︵届︑︑︶笥寄⑦博画︑︒﹃国国︑の︒︷弓琴貿雪の︹﹀質の壁弓ｏ員叱弔望昌ｇｏ画奇岩患堅固９画迄

ロの向唾く⑦の︺つ邸令ついｌ令︺﹃．

岳︑１画胃

の冒黒Ｏ胃︸︵ご霊︶＆冒口の諒巨の①呉呂の卑冒ｏ亘①︒埼少一篇目塁くの勺○のの号屋号の恥三画望月ロｏロー︹ヨロロ句３国迂昌計一のシ愚匡冒の具
○○口く旨ｇｐｍ●喜弔望昌○ｍ・画昏吾潔堅吊器寓

函匡具己画く昼勺．︵四つｇ︶一三○邑困のの己目のご農ご画呂ご愚ぐ○画号一のシ＆○頁．型昌︶８画冨邑の旨へ許の雪

宮座の．シ岸①︒戸目ロロ豊己罰◎すの︵尼室・陰困のの︒昌眉卑目江員昂弓一のの８息号の・・・型昌ｏ８ｇ冨一罰①一計ご︺ミ邸雪︲匡画．

四呂冨︑肉⑦目四︵①房．︶︵画宕唖︶皇署︲﹄鵠．

富の一の．シ痔のロ詞．凹己ご画く昼詞○ずの︵ｇｇ︶・国富富農国のお国且の①①の望扇皿弓言冨の薗己どの宮︒︻両国ロ罫胃房ご︸の○四の①の壱・．冒雲昼の号関

ご己ぐの厨詳望も昂のの．

Ｆ○烏①．﹈ｏ言︵︺宅︒﹇﹈雪印﹈︶韓国．雰の亀８胃の昌冒函題目﹈９ｓ号畠酎員言いの会＆重言目冒再︒昌昌ｇご勺①篇﹃函．ｚ箆昌画呂．○昼︺ａ

勺曾①ごＣＯ員房口角丙︵四つつつ︶冨
９画ごくの勺︒のの一宮一屋のの四国ｇｏ画匡の巴霞のざユ⑦の●ご弔琴壁○の○画ご吾認邑勲肖鰯画の︒唾ぐのの﹈今﹈岳１房割︑
冨諺
諺一扇目

自画ロロ︒﹄輿︵の色の．︶︵画Ｃつい︶亜弓ｌ幽函．

の日岸彦彦屋の彦四の一︵画○つ望冨冨
罰罰
画威
一ｇ胃匿のの．日函西○言８口一の９ｍｇ呂詞の︒江①ののロ①のの．言９百ののの﹃画且ＯＣＢ己昌の一○貝．旨の再○巨画且
農○
ｇ口
巴昌○

﹄﹃い

ｇ﹈︲圏︽・丙８１貝＆冒璽の言尉︵の︒●︶︵﹈麗穿

＆国富司菖ｇ農貫○昼︺昼ご己ぐ①量ご牢①のの．

の庁閏Ｐ罰○ずの風︵画つつ吟︶負ロｏのの︒○ロ︑宮一言︺ｐご︽○四ロー心シロロロ己汽画貝目冨国弄岸己︒①のやご﹇毎建国の﹄③●岸心画Ｉ臼．

の胃○且．の胃筈．四呂○豆の言の弓四ｇｏ一の兵巴の●︶︵曽呂︶言函言のののａ三宮画昌醇

﹄︑い

ぐ目ぎぎ農①ロ．勺ｇ閏︵﹈雪函︶︒．シウ言望四呂困のの己目のご登弓・雪．型︼号の§言ｇ﹄罰①国の尋雪

雲異のｏＰの胃﹈︵①ｇ︶︵いつつ四︶吊守の⑦冨農︑⑦ＣＯロロ両○屋○口．○箆日○国且く国の一ご勺吋①のの．

言巴盲８両﹈畠︵﹄宅ら用のｇ§恩賃醒ご§ａｓの三○国一のの員言ｇ扇国胃ぐゅａ自己く閏のご牢ののの．

ミヨ１︺函①．

言匡の鼻ｇ己四三１︵岳誤︶倉匡ウ①風日旨昌の白目Ｑ句国昌昏風一の諺計菌呉９９の卑冒ｏ亘の具シ岸の昌呂ぐの勺○のの宣一屋のの毒冨廻昌○の○画富里
詞のぐ討弓︺つ得画心﹃ｌい日．両①ロユロ庁①︒言二言胃の○口︵①ｇ︶︵画つｏ望

雪箆①涛閏．．ｐ煙く昼︵ｇ畠︶重里臼口のき○鼻宮冒のののｇＱ司国冒江員芹一のシ愚巨日の具諺碩巴目寓言①もユロｇ己一の︒︷シ岸の９画画く①勺○ののぎ匿陸①の壱喜冒

言昼の島国四己冨︑屍の口目︵①房・︶︵呂呂︶︾認１国．

︺ついｏ心恥﹈①いＩ﹈函式

弓三の鼻ｇ旨く昼︵画宕①︶重ウ曾胃言一の日四己苦の弔巨ｏｍｏ己冨邑の億国蔵８月①○︻両国二言風の︒ｇ旦○の・・・里︼のぎ属目亀○亀室○のＳミ

詮﹄冨汽画画嘩くの雨ぺ︶留昏壁蔵の卯ンのロ胴胃①︑

雪昼の房閏・口固く巨四己言ｏ宮の一三︒︻の目四︵ｇ畠︶三ｓ望罰①ｇ目亀ご霞ｑ四目エ言９塁ぐの埠︶里冨昼︑の恥雰の亀ｍｇｓの陣ｇｏ﹃国画８９

︵画つつ︑︶

﹁責任論﹂﹁ジュリスト﹂Ｚ︒．届浅菌︑︲宅．

国言日の目︺ｇ・三門言①﹄︵呂呂︶・弓言冨日巴の億国感８月の︒︷シ言目胃の勺○のの宣言８︾・冒言昼⑦暑の吋四巨富︒︻の自画︵の房．︶︵呂呂︶︾
四つ﹈１四四ｍ・

浅田和茂Ｓ

﹁刑法総論第２版﹄︑有斐閣．．

﹁責任と自由﹄︑勤草書一房．

中島義道合一︵いつつ⑤︶ ﹃後悔と自責の哲学﹂︑河出書房新社．

︵四つつい︶
瀧川裕英念｜
﹁責任の意味と制度ｌ負担から応答へ員勤草書房

︵いつつ﹃︶

︵画つつ↑︶

成田和信ｓ

山口厚Ｇ

五七
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