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２００８２００８２００８２００８年度年度年度年度２２２２学期木曜学期木曜学期木曜学期木曜１１１１時限時限時限時限２００８２００８２００８２００８年度年度年度年度２２２２学期木曜学期木曜学期木曜学期木曜１１１１時限時限時限時限
「「「「認識認識認識認識するとはどういうことかするとはどういうことかするとはどういうことかするとはどういうことか？」？」？」？」「「「「認識認識認識認識するとはどういうことかするとはどういうことかするとはどういうことかするとはどういうことか？」？」？」？」

第第第第９９９９回講義回講義回講義回講義（（（（２００８２００８２００８２００８年年年年第第第第９９９９回講義回講義回講義回講義（（（（２００８２００８２００８２００８年年年年1212月月月月月月月月44日日日日））））日日日日））））

§§８８ 心身問題心身問題 その３その３

デイヴィドソン（デイヴィドソン（Donald DavidsonDonald Davidson）の）の

非法則的一元論非法則的一元論
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�� 参考文献：デイヴィドソン著参考文献：デイヴィドソン著『『行為と出来事行為と出来事』』
服部裕幸、柴田正良訳（勁草書房）第８章服部裕幸、柴田正良訳（勁草書房）第８章



14

�� デイヴィドソンは、次の３つの原理を認める。デイヴィドソンは、次の３つの原理を認める。

＜第一の原理＞＜第一の原理＞

「因果的相互作用の原理」「因果的相互作用の原理」＝「少なくともいくつ＝「少なくともいくつ
かの心的出来事は物的出来事と因果的に相かの心的出来事は物的出来事と因果的に相
互作用し合う」互作用し合う」((訳訳263)263)

例えば、「身体的運動」や「知覚」がそうである例えば、「身体的運動」や「知覚」がそうである
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�� ＜第二の原理＞＜第二の原理＞

�� 「因果性の法則論的「因果性の法則論的((nomologicalnomological))性格性格の原の原

理理」」＝「因果性が存在するところには法則が＝「因果性が存在するところには法則が
存在しなければならない」存在しなければならない」((訳訳264) 264) 
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�� ＜第三の原理＞＜第三の原理＞

�� 「心的なものの非法則性「心的なものの非法則性の原理の原理」」＝「心的出＝「心的出
来事を予測したり説明したりするための根拠来事を予測したり説明したりするための根拠
となる厳格な決定論的法則は存在しない」となる厳格な決定論的法則は存在しない」
（訳（訳264264））
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＜第一の原理＜第一の原理＞＞ 「因果的相互作用の原理」「因果的相互作用の原理」

＜第二の原理＞「因果性の法則論的＜第二の原理＞「因果性の法則論的

((nomologicalnomological))性格性格の原理の原理」」

＜第三の原理＞「心的なものの非法則性＜第三の原理＞「心的なものの非法則性の原理の原理」」

�� 一見すると、これらの三つの原理を同時に受け入一見すると、これらの三つの原理を同時に受け入
れることは、矛盾するようにみえる。例えば、第一とれることは、矛盾するようにみえる。例えば、第一と
第二の原理は矛盾しないように見えるが、それら第二の原理は矛盾しないように見えるが、それら
は第三の原理と矛盾するようにみえる。は第三の原理と矛盾するようにみえる。

�� しかし、デイヴィドソンは、＜この三つの原理を認しかし、デイヴィドソンは、＜この三つの原理を認
めても、矛盾しない＞と主張する。めても、矛盾しない＞と主張する。
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＜＜＜＜＜＜＜＜論文論文論文論文のののの論文論文論文論文のののの第一部第一部第一部第一部＞＞＞＞第一部第一部第一部第一部＞＞＞＞
テーゼテーゼテーゼテーゼ「「「「非法則的一元論非法則的一元論非法則的一元論非法則的一元論はははは、、、、上上上上のののの三三三三つのつのつのつの原理原理原理原理をををを両立両立両立両立ささささテーゼテーゼテーゼテーゼ「「「「非法則的一元論非法則的一元論非法則的一元論非法則的一元論はははは、、、、上上上上のののの三三三三つのつのつのつの原理原理原理原理をををを両立両立両立両立ささささ

せるせるせるせる」」」」のののの説明説明説明説明せるせるせるせる」」」」のののの説明説明説明説明
（（（（このこのこのこの証明証明証明証明はははは、、、、論文全体論文全体論文全体論文全体でででで行行行行なわれるなわれるなわれるなわれる））））（（（（このこのこのこの証明証明証明証明はははは、、、、論文全体論文全体論文全体論文全体でででで行行行行なわれるなわれるなわれるなわれる））））

＜＜＜＜用語用語用語用語のののの説明説明説明説明＞＞＞＞＜＜＜＜用語用語用語用語のののの説明説明説明説明＞＞＞＞

�� 「「「「出来事出来事出来事出来事」」」」「「「「出来事出来事出来事出来事」」」」＝＝＝＝再現不可能再現不可能再現不可能再現不可能なななな、、、、特定特定特定特定のののの時刻時刻時刻時刻をををを割割割割りりりり当当当当てられたてられたてられたてられた＝＝＝＝再現不可能再現不可能再現不可能再現不可能なななな、、、、特定特定特定特定のののの時刻時刻時刻時刻をををを割割割割りりりり当当当当てられたてられたてられたてられた
個体個体個体個体」（」（」（」（訳訳訳訳個体個体個体個体」（」（」（」（訳訳訳訳266266））））））））

�� 「「「「心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事」」」」「「「「心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事」」」」＝「＝「＝「＝「心的用語心的用語心的用語心的用語によってによってによってによって記述可能記述可能記述可能記述可能であるであるであるである出来出来出来出来＝「＝「＝「＝「心的用語心的用語心的用語心的用語によってによってによってによって記述可能記述可能記述可能記述可能であるであるであるである出来出来出来出来
事事事事」」」」事事事事」」」」

�� 「「「「物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事」」」」「「「「物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事」」」」＝「＝「＝「＝「純粋純粋純粋純粋にににに物的物的物的物的なななな語語語語によってによってによってによって記述可能記述可能記述可能記述可能であであであであ＝「＝「＝「＝「純粋純粋純粋純粋にににに物的物的物的物的なななな語語語語によってによってによってによって記述可能記述可能記述可能記述可能であであであであ
るるるる出来事出来事出来事出来事」」」」るるるる出来事出来事出来事出来事」」」」267267

（（（（このこのこのこの区別区別区別区別についてはについてはについてはについては、、、、詳細詳細詳細詳細なななな分析分析分析分析がががが行行行行なわれていますがなわれていますがなわれていますがなわれていますが、、、、（（（（このこのこのこの区別区別区別区別についてはについてはについてはについては、、、、詳細詳細詳細詳細なななな分析分析分析分析がががが行行行行なわれていますがなわれていますがなわれていますがなわれていますが、、、、
それはそれはそれはそれは省略省略省略省略しますしますしますします。）。）。）。）それはそれはそれはそれは省略省略省略省略しますしますしますします。）。）。）。）
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心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事とととと物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事のののの間間間間のののの関係関係関係関係にににに関関関関するするするする心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事とととと物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事のののの間間間間のののの関係関係関係関係にににに関関関関するするするする
四四四四つのつのつのつの理論理論理論理論四四四四つのつのつのつの理論理論理論理論

�� 法則論的一元論法則論的一元論((nomologicalnomological monism)monism)：唯物論：唯物論
�� 法則論的二元論法則論的二元論((nomologicalnomological dualism)dualism)：心身平行説、：心身平行説、

心身相互作用説、随伴現象説心身相互作用説、随伴現象説
�� 非法則論的二元論非法則論的二元論(anomalous dualism)(anomalous dualism)：デカルト主義：デカルト主義
�� 非法則論的一元論非法則論的一元論(anomalous monism)(anomalous monism)：ファイグル、：ファイグル、

シューメイカーシューメイカー、、テイラー、ナーゲル、ストローソン、テイラー、ナーゲル、ストローソン、
デイヴィドソンデイヴィドソン

ある　　　 ない

心的出来事と物的出来事は同一である 法則論的一元論 非法則論的一元論
同一でない 法則論的二元論 非法則論的二元論



20

�� デイヴィドソンは、デイヴィドソンは、非法則的一元論非法則的一元論を主張すを主張す
る。る。

�� 「すべての出来事は物的であると主張する点「すべての出来事は物的であると主張する点
において、非法則論的一元論は、唯物論ににおいて、非法則論的一元論は、唯物論に
似ているが、それは、心的現象に対してわれ似ているが、それは、心的現象に対してわれ
われは純粋に物理的な説明を与えることがわれは純粋に物理的な説明を与えることが
出来る、という唯物論にとって本質的に重要出来る、という唯物論にとって本質的に重要
であると考えられている主張を拒否する。」であると考えられている主張を拒否する。」
（訳（訳273273））
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＜非法則的一元論と３つの原理との関係＞＜非法則的一元論と３つの原理との関係＞

�� 「「因果性因果性因果性因果性因果性因果性因果性因果性とととととととと同一性同一性同一性同一性同一性同一性同一性同一性は、個別的出来事がどのよは、個別的出来事がどのよ
うに記述されるにせよ、それらのうに記述されるにせよ、それらの個別的出来個別的出来
事の間の関係事の間の関係である。である。」」

�� 「「しかし、しかし、法則法則法則法則法則法則法則法則はは言語的なもの言語的なものである。それゆである。それゆ
え、個別的出来事が何らかの別の仕方ですえ、個別的出来事が何らかの別の仕方です
でに記述されている場合に限って、それらのでに記述されている場合に限って、それらの
出来事は法則の例化したものになりうるので出来事は法則の例化したものになりうるので
あり、したがってまた、法則の光のもとで説明あり、したがってまた、法則の光のもとで説明
されたり予測されたりしうるのである。」されたり予測されたりしうるのである。」275275
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�� 「「因果的相互作用因果的相互作用因果的相互作用因果的相互作用のののの原理原理原理原理因果的相互作用因果的相互作用因果的相互作用因果的相互作用のののの原理原理原理原理は、言語表現の外は、言語表現の外
延に属するものとしての出来事に関わってお延に属するものとしての出来事に関わってお
り、従って、心的－対－物的という二分法はり、従って、心的－対－物的という二分法は
ここには関与してこない。」（訳ここには関与してこない。」（訳275275））
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�� 「「因果性因果性因果性因果性のののの法則論的性格法則論的性格法則論的性格法則論的性格のののの原理原理原理原理因果性因果性因果性因果性のののの法則論的性格法則論的性格法則論的性格法則論的性格のののの原理原理原理原理については、については、
それを注意深く読む必要がある。その原理はそれを注意深く読む必要がある。その原理は
次のことを主張する。すなわち、二つの出来次のことを主張する。すなわち、二つの出来
事は、それらが原因および結果として相互の事は、それらが原因および結果として相互の
関連付けられているときには、法則言明の例関連付けられているときには、法則言明の例
化であるような記述をもつ、と。化であるような記述をもつ、と。その原因は因その原因は因
果関係を述べる真なる単称言明がすべて法果関係を述べる真なる単称言明がすべて法
則を例化したものであるということを述べては則を例化したものであるということを述べては
いない。いない。」（訳」（訳275275））
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�� 「「心的心的心的心的なもののなもののなもののなものの非法則性非法則性非法則性非法則性のののの原理原理原理原理心的心的心的心的なもののなもののなもののなものの非法則性非法則性非法則性非法則性のののの原理原理原理原理は、心的としは、心的とし
て記述される限りでの出来事に関わるものでて記述される限りでの出来事に関わるもので
ある。なぜなら、出来事は記述されて始めてある。なぜなら、出来事は記述されて始めて
心的となりうるからである」心的となりうるからである」((訳訳275)275)
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＜＜＜＜第二部第二部第二部第二部のののの内容内容内容内容＞＞＞＞＜＜＜＜第二部第二部第二部第二部のののの内容内容内容内容＞＞＞＞
テーゼテーゼテーゼテーゼ「「「「厳格厳格厳格厳格なななな心理心理心理心理・・・・物理学的法則物理学的法則物理学的法則物理学的法則はははは存在存在存在存在しししし得得得得ないないないない」」」」テーゼテーゼテーゼテーゼ「「「「厳格厳格厳格厳格なななな心理心理心理心理・・・・物理学的法則物理学的法則物理学的法則物理学的法則はははは存在存在存在存在しししし得得得得ないないないない」」」」

のののの証明証明証明証明のののの証明証明証明証明

�� 「我々は「我々は心的枠組み心的枠組みとと物的枠組み物的枠組みの二つを使用しているの二つを使用している
が、その両者の間にはが、その両者の間には共通性がないが故に、厳格な心共通性がないが故に、厳格な心
理・物理学的法則は存在しない理・物理学的法則は存在しない。。」」

�� 「「物的変化物的変化は、物的に記述された他の変化や状態とそのは、物的に記述された他の変化や状態とその
変化とを結合する法則によって説明しうるということが物変化とを結合する法則によって説明しうるということが物
的実在の特徴である。的実在の特徴である。」」

�� 「「他方、他方、心的現象心的現象をある個体に帰属させる場合にはそのをある個体に帰属させる場合にはその
個体の理由や信念や意図といった背景をも同時に考慮し個体の理由や信念や意図といった背景をも同時に考慮し
なければならない、ということが心的なものの特徴であなければならない、ということが心的なものの特徴であ
る。る。」」

�� 「「これら二つの領域の間に厳格な結びつきはありえこれら二つの領域の間に厳格な結びつきはありえなな
い。」い。」287287
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�� 「人間を理性的動物と考える限り、「人間を理性的動物と考える限り、心的なも心的なも
ののとと物的なもの物的なものとの間にとの間に厳密な法則論的連厳密な法則論的連
関は存在しない関は存在しない」」288288



27

�� しかし、次の三つの主張は矛盾するように思しかし、次の三つの主張は矛盾するように思
われる。われる。

＊＊＊＊テーゼテーゼテーゼテーゼ「「「「厳格厳格厳格厳格なななな心理心理心理心理・・・・物理法則物理法則物理法則物理法則はははは存在存在存在存在しししし得得得得＊＊＊＊テーゼテーゼテーゼテーゼ「「「「厳格厳格厳格厳格なななな心理心理心理心理・・・・物理法則物理法則物理法則物理法則はははは存在存在存在存在しししし得得得得

ないないないない」」」」ないないないない」」」」

＊「＊「＊「＊「因果的相互作用因果的相互作用因果的相互作用因果的相互作用のののの原理原理原理原理」」」」＊「＊「＊「＊「因果的相互作用因果的相互作用因果的相互作用因果的相互作用のののの原理原理原理原理」」」」

＊「＊「＊「＊「因果性因果性因果性因果性のののの法則論的性格法則論的性格法則論的性格法則論的性格のののの原理原理原理原理」」」」＊「＊「＊「＊「因果性因果性因果性因果性のののの法則論的性格法則論的性格法則論的性格法則論的性格のののの原理原理原理原理」」」」

なぜならなぜならなぜならなぜなら最後最後最後最後のののの二二二二つがつがつがつが正正正正しならばしならばしならばしならば、、、、心理心理心理心理・・・・法則法則法則法則なぜならなぜならなぜならなぜなら最後最後最後最後のののの二二二二つがつがつがつが正正正正しならばしならばしならばしならば、、、、心理心理心理心理・・・・法則法則法則法則
がががが存在存在存在存在するはずだからであるするはずだからであるするはずだからであるするはずだからである。。。。がががが存在存在存在存在するはずだからであるするはずだからであるするはずだからであるするはずだからである。。。。



28

＜第三部の内容＞＜第三部の内容＞

�� テーゼテーゼテーゼテーゼテーゼテーゼテーゼテーゼ

「「「「厳格厳格厳格厳格なななな心理心理心理心理・・・・物理学的法則物理学的法則物理学的法則物理学的法則はははは存在存在存在存在しししし得得得得ないないないない「「「「厳格厳格厳格厳格なななな心理心理心理心理・・・・物理学的法則物理学的法則物理学的法則物理学的法則はははは存在存在存在存在しししし得得得得ないないないない
というというというという事実事実事実事実とととと他他他他のののの二二二二つのつのつのつの原理原理原理原理というというというという事実事実事実事実とととと他他他他のののの二二二二つのつのつのつの原理原理原理原理[[第一第一第一第一、、、、第二原第二原第二原第二原第一第一第一第一、、、、第二原第二原第二原第二原
理理理理理理理理]]からからからから、、、、少少少少なくともいくつかのなくともいくつかのなくともいくつかのなくともいくつかの心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事ととととからからからから、、、、少少少少なくともいくつかのなくともいくつかのなくともいくつかのなくともいくつかの心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事とととと
物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事のののの同一性同一性同一性同一性がががが帰結帰結帰結帰結するするするする」」」」物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事のののの同一性同一性同一性同一性がががが帰結帰結帰結帰結するするするする」」」」（（（（訳訳訳訳（（（（訳訳訳訳265265））））））））

のののの証明証明証明証明のののの証明証明証明証明
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�� 「心的なものと物的なものとの間に範疇上の「心的なものと物的なものとの間に範疇上の
相違が存在するという主張から、心的なもの相違が存在するという主張から、心的なもの
と物的なものとの間を結ぶ厳格な法則は存と物的なものとの間を結ぶ厳格な法則は存
在し得ないという主張をみちびくことも、それ在し得ないという主張をみちびくことも、それ
ほどありきたりのことではないにしても、確かほどありきたりのことではないにしても、確か
に、まったく新しいとはいえない。に、まったく新しいとはいえない。」」

�� 「「もしなんらかの驚くべきことがあるとすれば、もしなんらかの驚くべきことがあるとすれば、
それは、それは、心的心的心的心的なものになものになものになものに関関関関してはしてはしてはしては法則性法則性法則性法則性がががが見出見出見出見出心的心的心的心的なものになものになものになものに関関関関してはしてはしてはしては法則性法則性法則性法則性がががが見出見出見出見出
されないにもかかわらずされないにもかかわらずされないにもかかわらずされないにもかかわらず、、、、まさにそのことがまさにそのことがまさにそのことがまさにそのことが心心心心されないにもかかわらずされないにもかかわらずされないにもかかわらずされないにもかかわらず、、、、まさにそのことがまさにそのことがまさにそのことがまさにそのことが心心心心
的的的的なものとなものとなものとなものと物的物的物的物的なものとなものとなものとなものと間間間間のののの同一性同一性同一性同一性をををを確立確立確立確立すすすす的的的的なものとなものとなものとなものと物的物的物的物的なものとなものとなものとなものと間間間間のののの同一性同一性同一性同一性をををを確立確立確立確立すすすす
るのにるのにるのにるのに役立役立役立役立つつつつるのにるのにるのにるのに役立役立役立役立つつつつという点であろう。」（訳という点であろう。」（訳288288））
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�� 「「心的なものは閉じた体系を構成しない心的なものは閉じた体系を構成しないからから
である。すなわち、それ自身は心的なもののである。すなわち、それ自身は心的なものの
体系的部分を構成しない非常におおくのこと体系的部分を構成しない非常におおくのこと
が、心的なものに対して影響をが、心的なものに対して影響を及ぼし及ぼしうるのうるの
である。しかしながら、である。しかしながら、このこのこのこの考察考察考察考察をををを、、、、心理心理心理心理・・・・物物物物このこのこのこの考察考察考察考察をををを、、、、心理心理心理心理・・・・物物物物
理学的言明理学的言明理学的言明理学的言明はははは厳格厳格厳格厳格なななな法則法則法則法則ではないしではないしではないしではないし、、、、またまたまたまた厳厳厳厳理学的言明理学的言明理学的言明理学的言明はははは厳格厳格厳格厳格なななな法則法則法則法則ではないしではないしではないしではないし、、、、またまたまたまた厳厳厳厳
格格格格なななな法則法則法則法則にににに仕立仕立仕立仕立てててて上上上上げることがげることがげることがげることが可能可能可能可能なものでなものでなものでなもので格格格格なななな法則法則法則法則にににに仕立仕立仕立仕立てててて上上上上げることがげることがげることがげることが可能可能可能可能なものでなものでなものでなもので
もないもないもないもない、、、、というというというという結論結論結論結論とととと結合結合結合結合するときするときするときするとき、、、、心的心的心的心的なもなもなもなももないもないもないもない、、、、というというというという結論結論結論結論とととと結合結合結合結合するときするときするときするとき、、、、心的心的心的心的なもなもなもなも
のののののののの非法則性非法則性非法則性非法則性のののの原理原理原理原理のののののののの非法則性非法則性非法則性非法則性のののの原理原理原理原理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・というというというという帰結帰結帰結帰結がががが得得得得られられられられというというというという帰結帰結帰結帰結がががが得得得得られられられられ
るのであるるのであるるのであるるのである。。。。るのであるるのであるるのであるるのである。。。。」」289289

これは次のように整理できるこれは次のように整理できる
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�� ①①①①心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事のののの領域領域領域領域はははは因果的因果的因果的因果的にににに閉閉閉閉じていなじていなじていなじていな①①①①心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事のののの領域領域領域領域はははは因果的因果的因果的因果的にににに閉閉閉閉じていなじていなじていなじていな

いいいい。。。。いいいい。。。。

�� ②②②②心理物理学的言明心理物理学的言明心理物理学的言明心理物理学的言明はははは厳格厳格厳格厳格なななな法則法則法則法則ではないではないではないではない②②②②心理物理学的言明心理物理学的言明心理物理学的言明心理物理学的言明はははは厳格厳格厳格厳格なななな法則法則法則法則ではないではないではないではない

①①①①とととと②②②②よりよりよりより③③③③がががが帰結帰結帰結帰結するするするする①①①①とととと②②②②よりよりよりより③③③③がががが帰結帰結帰結帰結するするするする

③③③③心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事はははは非法則的非法則的非法則的非法則的であるであるであるである。。。。③③③③心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事はははは非法則的非法則的非法則的非法則的であるであるであるである。。。。
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�� 「心的出来事と物的出来事との同一性の証明は、「心的出来事と物的出来事との同一性の証明は、
容易にえられる。容易にえられる。」」

�� 「「ある心的出来事ある心的出来事ｍｍがある物的出来事がある物的出来事ｐｐを引きおこを引きおこ
したと仮定しよう。したと仮定しよう。このとき、このとき、ｍｍとｐの生起は、ある記とｐの生起は、ある記
述の下では述の下では厳格な法則の個別的事例厳格な法則の個別的事例になっているになっている
はずである。はずである。」」

�� 「「しかし、もししかし、もしｍｍが物理学的法則の下に包摂されるとが物理学的法則の下に包摂されると
するならば、それはある物理的記述をもたねばならするならば、それはある物理的記述をもたねばなら
ない。しかし、このことは、それが物的出来事であるない。しかし、このことは、それが物的出来事である
ということを意味する。ある物的出来事がある心的ということを意味する。ある物的出来事がある心的
出来事を惹き起こす場合にも、同様の議論が可能出来事を惹き起こす場合にも、同様の議論が可能
である。かくして、である。かくして、物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事にににに因果的因果的因果的因果的にににに関連付関連付関連付関連付けけけけ物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事にににに因果的因果的因果的因果的にににに関連付関連付関連付関連付けけけけ
られたられたられたられた心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事はすべてはすべてはすべてはすべて物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事であるであるであるであるられたられたられたられた心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事はすべてはすべてはすべてはすべて物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事であるであるであるであるといといといといといといといとい
うことになるうことになるうことになるうことになる。。。。うことになるうことになるうことになるうことになる。。。。」」」」」」」」290290
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④④④④心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事とととと物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事のののの間間間間にはにはにはには因果関因果関因果関因果関④④④④心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事とととと物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事のののの間間間間にはにはにはには因果関因果関因果関因果関

係係係係があるがあるがあるがある係係係係があるがあるがあるがある

⑤⑤⑤⑤因果関係因果関係因果関係因果関係はははは、、、、必然的法則必然的法則必然的法則必然的法則をををを前提前提前提前提するするするする⑤⑤⑤⑤因果関係因果関係因果関係因果関係はははは、、、、必然的法則必然的法則必然的法則必然的法則をををを前提前提前提前提するするするする

④④④④とととと⑤⑤⑤⑤よりよりよりより６６６６がががが帰結帰結帰結帰結するするするする④④④④とととと⑤⑤⑤⑤よりよりよりより６６６６がががが帰結帰結帰結帰結するするするする

⑥⑥⑥⑥心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事とととと物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事のののの間間間間にはにはにはには、、、、必然必然必然必然⑥⑥⑥⑥心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事とととと物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事のののの間間間間にはにはにはには、、、、必然必然必然必然

的法則的法則的法則的法則がががが存在存在存在存在するするするする。。。。的法則的法則的法則的法則がががが存在存在存在存在するするするする。。。。

⑦⑦⑦⑦心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事とととと物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事のののの間間間間のののの、、、、必然的必然的必然的必然的⑦⑦⑦⑦心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事とととと物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事のののの間間間間のののの、、、、必然的必然的必然的必然的

法則法則法則法則はははは物的物的物的物的なものであるなものであるなものであるなものである。。。。法則法則法則法則はははは物的物的物的物的なものであるなものであるなものであるなものである。。。。

⑧⑧⑧⑧物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事とととと因果関係因果関係因果関係因果関係にあるにあるにあるにある心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事⑧⑧⑧⑧物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事とととと因果関係因果関係因果関係因果関係にあるにあるにあるにある心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事

はははは、、、、物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事であるであるであるである。。。。はははは、、、、物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事であるであるであるである。。。。

⑨⑨⑨⑨物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事とととと心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事はははは同一同一同一同一であるであるであるである。。。。⑨⑨⑨⑨物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事とととと心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事はははは同一同一同一同一であるであるであるである。。。。
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�� 「「ある一つの出来事がもう一つの出来事を惹ある一つの出来事がもう一つの出来事を惹
き起こす場合き起こす場合、それらの出来事が適切に記述、それらの出来事が適切に記述
される限り、その二つの出来事を個別的事例される限り、その二つの出来事を個別的事例
とするとする厳格な法則が存在する厳格な法則が存在する。。」」

�� 「「しかしながら、しかしながら、個別出来事間個別出来事間個別出来事間個別出来事間のののの因果関係因果関係因果関係因果関係にににに個別出来事間個別出来事間個別出来事間個別出来事間のののの因果関係因果関係因果関係因果関係にににに
ついてはついてはついてはついては知知知知っていてもっていてもっていてもっていても、、、、法則法則法則法則ないしそのないしそのないしそのないしその法則法則法則法則ついてはついてはついてはついては知知知知っていてもっていてもっていてもっていても、、、、法則法則法則法則ないしそのないしそのないしそのないしその法則法則法則法則
にににに関連関連関連関連するしかるべきするしかるべきするしかるべきするしかるべき記述記述記述記述をををを知知知知らないというらないというらないというらないというにににに関連関連関連関連するしかるべきするしかるべきするしかるべきするしかるべき記述記述記述記述をををを知知知知らないというらないというらないというらないという
ことはありうることでことはありうることでことはありうることでことはありうることで（（（（ありありありあり、、、、むしろむしろむしろむしろ一般的一般的一般的一般的でさでさでさでさことはありうることでことはありうることでことはありうることでことはありうることで（（（（ありありありあり、、、、むしろむしろむしろむしろ一般的一般的一般的一般的でさでさでさでさ
ええええ））））あるあるあるある。。。。ええええ））））あるあるあるある。。。。」」」」」」」」
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�� 「これらの事実を「これらの事実を同一性同一性に関する知識に適用するなに関する知識に適用するな
らば、らば、あるあるあるある心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事はあるはあるはあるはある物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事とととと同一同一同一同一でででであるあるあるある心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事はあるはあるはあるはある物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事とととと同一同一同一同一でででで
あるとあるとあるとあると知知知知りながらもりながらもりながらもりながらも、、、、しかししかししかししかし、、、、それがどのそれがどのそれがどのそれがどの出来事出来事出来事出来事であであであでああるとあるとあるとあると知知知知りながらもりながらもりながらもりながらも、、、、しかししかししかししかし、、、、それがどのそれがどのそれがどのそれがどの出来事出来事出来事出来事であであであであ
るかをるかをるかをるかを（（（（そのそのそのその出来事出来事出来事出来事をしかるべきをしかるべきをしかるべきをしかるべき法則法則法則法則のののの下下下下にににに包摂包摂包摂包摂すすすするかをるかをるかをるかを（（（（そのそのそのその出来事出来事出来事出来事をしかるべきをしかるべきをしかるべきをしかるべき法則法則法則法則のののの下下下下にににに包摂包摂包摂包摂すすすす
るるるる一意的一意的一意的一意的なななな物的記述物的記述物的記述物的記述をををを、、、、そのそのそのその出来事出来事出来事出来事にににに与与与与えることがえることがえることがえることがるるるる一意的一意的一意的一意的なななな物的記述物的記述物的記述物的記述をををを、、、、そのそのそのその出来事出来事出来事出来事にににに与与与与えることがえることがえることがえることが
出来出来出来出来るというるというるというるという意味意味意味意味においてはにおいてはにおいてはにおいては））））知知知知らないというらないというらないというらないという場合場合場合場合がががが出来出来出来出来るというるというるというるという意味意味意味意味においてはにおいてはにおいてはにおいては））））知知知知らないというらないというらないというらないという場合場合場合場合がががが
あるあるあるあるあるあるあるあることがわかる。ことがわかる。」」

�� 「「したがって世界の物的歴史を全て知り尽くし、しかしたがって世界の物的歴史を全て知り尽くし、しか
も、も、あらゆる心的出来事が物的出来事と同一であるあらゆる心的出来事が物的出来事と同一である
としても、そのことから、唯一の心的出来事（もちろとしても、そのことから、唯一の心的出来事（もちろ
ん、そのように記述されたものとしての心的出来事）ん、そのように記述されたものとしての心的出来事）
さえも、それを予測あるいは説明しうるということはさえも、それを予測あるいは説明しうるということは
帰結しないのである。帰結しないのである。」」290290
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⑨⑨⑨⑨心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事とととと物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事はははは同一同一同一同一であるであるであるである。。。。⑨⑨⑨⑨心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事とととと物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事はははは同一同一同一同一であるであるであるである。。。。

③③③③心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事はははは非法則的非法則的非法則的非法則的であるであるであるである。。。。③③③③心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事はははは非法則的非法則的非法則的非法則的であるであるであるである。。。。

⑩⑩⑩⑩物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事はははは法則的法則的法則的法則的であるであるであるである⑩⑩⑩⑩物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事はははは法則的法則的法則的法則的であるであるであるである

�� この３つこの３つがが同時に成立しているとすれば、次が成り同時に成立しているとすれば、次が成り
立つ。立つ。

⑪⑪⑪⑪心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事とととと物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事はははは⑪⑪⑪⑪心的出来事心的出来事心的出来事心的出来事とととと物的出来事物的出来事物的出来事物的出来事はははは、、、、、、、、タイプタイプタイプタイプ同一同一同一同一でなくでなくでなくでなく、、、、トートートートータイプタイプタイプタイプ同一同一同一同一でなくでなくでなくでなく、、、、トートートートー
クンクンクンクン同一同一同一同一であるであるであるである。。。。クンクンクンクン同一同一同一同一であるであるであるである。。。。

�� なぜなら、法則は、物的出来事のタイプ間の関係でなぜなら、法則は、物的出来事のタイプ間の関係で
あるので、それに対応する心的出来事のタイプ間にあるので、それに対応する心的出来事のタイプ間に
も法則が成立することになってしまうからである。も法則が成立することになってしまうからである。


