一橋論叢 第133巻 第2号 平成17年(2005年) 2月号(22)

コネクショニズムと直接実在論

事実とクオ‑ア
ー

水

本

正

晴

においては消去主義的唯物論を主張する文脈で使われるこ

しての地位を獲得するに至ったコネクショニズムは'哲学

主義と共に

スペクトであり'そのためへ脳内にも事実そのものにも'

解できる認識能力によって捉えられる世界の (客観的) ア

この考えによれば'事実はコネクショニズムのモデルで理

結び付けて実在論的に説明できる存在者であると論じる︒

た︒では事実とは何か︒本稿では'事実とは理由の空間と

(2)

とが多いが︑本稿で私は'コネクショニズムのパラダイム

言語的︑構文論的構造に似たものを想定する必要はない︒

一九八〇年代より (再び) 認知科学において古典的計算

に基づきながら︑事実というカテゴリーを用いてあえてそ

だが'このような捉え方においてもも 事実は︑(構文論的

(あるいはそれに代わり)一つのパラダイムと

こからクオ‑アを自然主義的かつ実在論的に理解する枠組

でないにしても)何らかの構造を持っているはずである︒

(‑)

化がいかになされるべきかの考察を通しへ自然主義的にク

以下では主にへ事実の構成要素としての性質の存在の自然

みを描き出したい︒
o 展望

心の哲学を正しく自然主義のプログラムに乗せるには'

オ‑アの実在論を展開する道を示したい︒

力(Fact‑RecogロitionCapacity) によって捉えられる心

﹁認知能力﹂を説明に正しく組み込むことが是非とも必要

民間心理学と呼ばれるものは'我々の日常の事実認識能

的事実が構成する理由の空間であると別の場所で私は論じ
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であるが'これを避けてきたために︑過去の言語哲学にお
いてはその様々な認識論的'存在論的困難にもかかわらず︑

‑

コネクショニズムと実在論

前提Lへ 民間心理学のダイナ‑ックな側面を捉えそこなっ

たが'構文論的操作の対象となる内的記号をアプリオリに

は'認知能力とその内的構造にコ‑ットする理論ではあっ

あり'それゆえそれへの言及は極力避けへ 公共的言語のみ

の︑厄介なものと見なされ︑あるいは内的へ 私的なもので

はしばしば抽象的なもの︑それゆえ存在論的に疑わしいも

言語哲学が隆盛を極めた二十世紀の哲学において︑概念

1‑1 概念の実在論

た︒解釈主義は逆にそれを第三者からの単なる解釈やスタ

を扱うことが正しいアプローチである︑などと言われてき

疑似行動主義が長‑生き残ることとなった︒記号操作主義

ンスの問題とすることで'心的内容の因果的効力を神秘的

た︒しかし近年のコネクショニズムは'我々の頑の中で概

(5)

を提供してくれるように思われる︒それによれば'認知的

念がいかに実現されているかについての実在論的なモデル

なものとしてしまっている︒それに対し'コネクショニズ
ムは認知能力を説明するモデルではあるが'これまでは消

中で二級市民としての地位しか与えられない世界の諸性質

しばしば単なる解釈やスタンスの問題に還元され︑自然の

の自然な認知能力を正当に評価し︑それによってまずは'

に実現されているのでありへ それは環境との相互作用によ

念は膨大な数のニューロンの活性化パターンとして物理的

内に物理的基盤を持つと言える︒すなわち脳において︑概

うならばへ (必ずしも頭の中にない意味と違い) 概念は脳

クトル活性化空間の分割として理解される︒そしてもしそ

なシステム (生物) における概念の生成は︑学習によるベ

⁚トj

去主義的唯物論を支持するために哲学者によって利用され
WsB的

ることが多かった︒

を'正当に実在論的に捉えることを可能にする枠組みを描

るシナプス結合の重みの調整を通して学習︑保存される︒

我々のここでの戦略は'コネクショニズムによって我々

き出す︒そしてそれに基づき経験の質としてのクオ‑アを

この過程は並列分散処理を行うコンピューター(もし‑は

それをシ‑ユレートする直列処理コンピューター) の中で'

も同様に実在論的に説明することを目指す'というもので
(4)

ある︒
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邦訳l四六頁)を受け容れるならばへ人間の心の考案も'

ドの言う動物と人間との ﹁連続性テーゼ﹂ (前掲書p.114へ

﹁訓練﹂ することとしてモデル化できへ そこでは概念は︑

まずはそのような'受動的に働く認識的概念から始めるべ

ネットワークを逆伝播法 (backpropaeation) によって

抽象的なベクトル空間においてネットワークの訓練中に次

言語哲学者

きであろう︒実際心の哲学の問題の多くはへ

階層的に仕切られた領域として実

第に出現し安定化するへ

(そしてその伝統を引き継いだ哲学者)

が﹁概念的﹂と

現される︒こうして獲得される概念は'プロトタイプとの

﹁言語的﹂の間の距離を見誤ったことから生じてきている

(7)

類似性に基づいて個別化され︑それゆえ明確な境界を必要

ように思われる︒

(8)

1‑2 性質の実在論

としないような柔軟性や文脈依存性を特徴として持つ︒こ
れは実際に我々が持つ概念についての︑記号操作主義より
はるかに脳の現実に近いモデルである︒ここでネットワー

これをチャーチランドが ﹁概念﹂と呼んだのは'決して不

かなように︑実際は言語以前の ﹁識別能力﹂でしかないが'

別﹂というほどのものでしかないが︑そこで識別されてい
G)
るのは世界のある特定の性質であると言える︒ネットワー

識されるものについて言えば'ここでの認識とはまだ﹁識

逆に'ネットワークによって実現された概念によって謝

当なことではないだろう︒このような概念は︑従ってへ

クは訓練によって特定の性質を認識できるようになり︑対

クの中に実現されているものはへ その訓練の過程から明ら

﹁認識的概念recognitional concept﹂ のl種であると言

象はそのような性質を通して同定される︒概念はへ この意

に見られるものである以上へ

る認識能力ははぼすべての高等動物(およびなめ‑じなど

だがこうしてニューラルネットワークによって実現され

とって性質を持つもの︑すなわち ﹁対象﹂︑または ﹁特殊

そうした神経ネットワークによって認識を行う有機体に

味で性質の認識能力を構成しているのである︒そして実際

(9)

える︒

を含むかなりの下等動物)

者﹂とは'そのような性質の束そのものであると言える︒

このような考えは'このままでは形而上学において﹁束理

我々は'人間以外の動物にも正当にこの意味での概念を帰
(2)

属させることができる︒我々がこのような︑チャーチラン
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論 (bundle theory)﹂ と呼ばれるものと区別できない︒

共に性質の実在論をも支持する理論であるということにな

このような考えに対しては'﹁選言問題﹂ というものが

る

O
S
)

‑ステ‑ク﹂とさえ考えているように︑哲学者の間で広‑

脅威となるように思われる︒それによれば'例えばカエル

(2)

そして後者は︑アームストロングがそれを﹁カテゴ‑‑・

受け入れられているとは言えない理論である︒だが'ここ

の視覚システムは︑それ単独ではハエと単なる﹁動‑黒い

C
S
)

で重要なのは性質の実在性であり'性質と特殊者との関係

点﹂とを区別できない (ただしもちろんカエルの視覚シス

のネットワークの訓練による概念形成とは違う)︒よって

(2)

は以下ではほとんど関わって来ないため︑我々は以下これ

この束理論に従えば︑本質的/非本質的性質の区別は相

カエルの視覚システムの捉えている性質とは︑﹁ハエ又は

テムは︑自然選択を通して形成されたのでありへ文字通り

対的へ文脈依存的なものでしかないのでありへ 今へ 世界の

この例は本来へ表象の因果説に対する田難として提出され

黒い点﹂という選言の形でしか記述できない︑とされる︒

を前提して話を進める︒

中のある性質を認識できるように訓練され︑よってその性

だが︑このカエルの視覚システムの説明が正しいとして

たものであるが︑この文脈においては'単なる識別能力と

質を識別する概念を獲得した特定のニューロン群がある時へ

この意味で︑経験を通して獲得された認識的概念の存在は'

も'カエルがハエでなく黒い点を捉えた時へ ﹁誤った﹂ と

しての概念の存在は'それに対応する性質の存在を導かな

それに対応する性質の存在をも保証するように見える︒

正当に言えない︑というわけではない︒そう見えてしまう

当の性質の存在はその概念の形成の原因なのであり(両者

(もちろん︑タイプでな‑トークンとしての性質は'対応

のは︑ここでの考察の枠組みが感覚様相を単独で捉えすぎ

い︑ということを示すように思われる︒

する概念が獲得された後もはや存在しなくなっているかも

ているためで'コネクショニズムのモデルでは'異なる感

の関係はここではタイプ間の関係であることに注意)へ そ

しれないが'それでもその性質の過去における存在は揺る

覚様相問の連動を容易に説明できるが'カエルの視覚と結

れによってそのような概念が初めて可能となったのである︒

がない︒) もしそうならばへ コネクショニズムは︑概念と
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びついたニューロン群も'他の感覚様相へ 例えば (﹁味﹂
でないにしても) 口の中の感触へ 満足感等に基づ‑識別能

うべきである︒人間が知覚できないことを理由に'それら

の実在性を否定するのは悪しき人間中心主義であろう︒

このような'認識能力と認識されるものとが内的関係に

﹁ハエー概念﹂を持つと言えよう︒なぜならこの時へ カエル

時カエルはもはや特定の感覚様相に依存しない'正当な

だがそのような困難とその解決の方向性についてはすでに

のであるがへ この考えには確かにいくつかの困難が伴う︒

ある︑という実在の捉え方は

力と結びついていると考えられ︑もしそうであれば'その

がたとえハエ以外のものを捕えたとしてもも カエル自身が

別の場所で論じた︒ここでより重要なのは'それの持つ直

﹁内在的実在論﹂と呼べるも

(﹁何もなかった﹂へ ﹁別の何かだ﹂ といった) ﹁誤り﹂ を認

接主義的含意である︒以下ではそれをより詳し‑見てい‑

(
s
;

識できるからである︒もちろんこの主張は生物学的探求の

ことにしよう︒

(﹂)

結果に依存するだろう︒だがここでの論点は'ある生物が
特定の概念を持つかへある振る舞いが何を意図したものかへ

現代の物理主義の中で最も有力な理論の一つである表象

1‑3 直接実在論

属﹂するものではないということである︒そして実際ここ

主義は︑経験において現われる性質は表象内容としてありへ

は経験的に検証可能であり︑決して哲学者が勝手に﹁帰

では︑﹁ハエー概念﹂ に対応する ﹁ハエ‑性質﹂ がカエルの

世界に実在すると考える必要はないと考える︒しかしこの

主体に相対的な性質でしかないt と言えるだろう︒だが'

にとっての性質︑人間にとっての性質へという認識能力の

もちろんこのようにして示される性質の存在とは︑ハエ

と言うことができる︒このような立場は一般に直接実在論

論の考えでは︑世界の性質は概念によって直接知覚されるへ

いように見える︒それに対し︑我々の上で見た内在的実在

考えに従えば'我々は世界と表象を介してしか接触できな

(2)

環境に存在する︑と正当に言える︒

相対性は非実在性を合意しない︒むしろへ コウモ‑の超音

と呼ばれる︒

同様な直接主義の立場から'世界の中の諸性質を自然主

(2)

波の世界も'犬の音と匂いの世界も'人間がそれらを﹁見
る﹂能力を持たないだけで'本当はこの世界にあるへ と言
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が ﹁心理学﹂ であるのか理解できないであろう︒) だがへ

る理念を理解できなければも そもそもなぜこのような研究

接に結びついている︑というそれが内在的実在論と共有す

質に注目してきた︒(ただへ 世界の探求と心の探求とが密

論﹂の立場から'環境が生命体に﹁アフォードする﹂諸性

学という心理学の一学派である︒彼らは﹁生態学的実在

義的かつ実在論的に捉え︑研究して来たのが生態学的心理

と動‑もののズレ﹂へ ﹁奥行き﹂等︑といった特定の性質に

﹁(特定の)動きの方向﹂へ﹁スピード﹂︑﹁回転運動﹂へ ﹁背景

物語っているように恩われる︒同様に第一次視覚野には

によって知覚される環境の中の性質であるt ということを

として認めるが︑上の事実は︑運動が︑特定のモジュール

える︒ギブソニアンは ﹁運動﹂ の存在をもアフォーダンス

るものがなめらかに移動せずへ 止まった絵の連続として見

け持ち︑そこを損傷した者は﹁運動盲﹂となりへ動いてい

脳内の情報処理過程を否定したこともありへ

人の顔の認識等もVlからV2←V4←PITという経路

のみ反応する細胞がそれぞれ存在しておりへ より高級な'

(
S
)

この生態学的心理学はへ その創設者のギブソンがしばしば

い﹂と誤解されることが多かった︒また例えばギブソニア

を辿り'最後にAIT野でなされるt ということがわかっ

すなわち︑こ

﹁科学的でな

には'環境の中の

(
S
)

ンが存在するとする﹁アフォーダンス﹂

ている︒

これらの事実は'1見脳内に表象があるへ

その性質を表

︒T=こ

﹁面﹂ ﹁地面のキメ﹂ ﹁割れ目﹂ ﹁身を隠すところ﹂ ﹁座ると

ころ﹂ ﹁すり抜けられる隙間﹂ 等'無数の種類がある︒初

のような特定の性質にのみ反応する細胞はへ

(
S
)

めてこのような‑ストを見れば'そんなものが環境の中に

象しているのであるへ という考えを支持するように見える

まつわる﹁誤り﹂ の説明の困難を考慮すれば'それらはむ

﹁存在する﹂などと言えるのか?と懐疑的になるのも無理

だが'視覚認知過程の研究は︑むしろそれらを支持する

しろへ視覚の過程がギブソンの言う﹁情報の抽出に基づ‑

かもしれない︒しかし'上に見た選言問題のような表象に

ように思われる︒例えば人間の視覚野は'第1次視覚野

理論﹂にかなり近いことを示すように思われる︒つまり'

はない︒

(>‑) 以下pIT野へ AIT野など30もの小領域に分か

我々が無意味な物理的﹁刺激﹂を無意識の解釈を通して認

固矧E

れている︒その中でも側頭葉のMT野は'動きの認識を受
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構成せねばならないだろうが'世界の中に実在する性質が

あれば'恐らくあらかじめ存在する脳内の表象が内的像を

識する (ギブソンが批判する情報処理モデル) というので

まれているかを説明することにもなろう︒)

とは'それらの性質がいかにして我々の生活形式に埋め込

ろう︒(こうしてそのような性質の認識能力を説明するこ

を直接知覚する能力をも具えていると考えるのは自然であ

ニューロンの活性化パターンの実現として同時に直接へ一

あるならば我々はむしろへ AIT野では'全ての情報を︑

となるであろうからである︒そのようなプロセスが余計で

ものを再び﹁見る﹂あるいは﹁知覚する﹂器官が別に必要

ていると考えるべきではない︒そうでなければ構成された

の情報を側頭葉で (無意識の推論によって) ﹁再構成﹂ し

だが'対象が﹁何か﹂を認識するニューロン群は'それら

り︑その意味で'ある情報処理が行われていると言えよう︒

読) が正しければ'諸性質はばらばらに知覚されるのであ

またへ 確かにその知覚の説明(特に図形アルファベット

ついての経験(内容)

邦訳三貢)︒だが'我々の直接主義が正しければ︑ヘビに

志向性の ﹁についての﹂ (of) とは全‑異なると言う (p.2

﹁についての﹂ (of) は'﹁ヘビについての恐れ﹂ といった

識経験があるときへ この ﹁不安についての経験﹂ における

や得られない︒サールは志向性を説明して'不安という意

向性が保持される限り我々の求める意味での直接性はもは

性を帰属させることを放棄しようとはしなかった︒この志

らへ 彼は提示も表象の特別な部分であるとしへ 経験に志向

よう提案している (p.46'邦訳六三貢)︒だが'残念なが

め知覚経験を表象でな‑﹁提示(presentations)﹂と呼ぶ

直接性が脅かされることを自覚しており︑誤解を避けるた

サール (Searle1983) も︑﹁表象﹂という考えによって

直接知覚され︑該当するニューロン群を活性化させているへ
というのであれば︑上に見た脳の機能は'(受動的な)楓
(﹂)

挙に﹁知覚﹂していると考えるべきであろう︒またそうで

いる︒そしてもしそうならばへ

矧矧として働いていると見るのが妥当であろう.

あれば'人間の場合︑単なる生物学的レベルを越えた︑言

験が志向的でないのと全く同様にも知覚経験も志向的でな

そのとき我々は︑不安の経

は'ヘビそのものをその中に含んで

わば人間特有のアフォーダンスとして︑より複雑で高度な

いう と言うことができるはずである︒

C
c
s
a
J

性質︑すなわち社会的性質へ 政治的性質へ 美的性質︑など
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の言葉は一見へ主体と世界との相互作用から世界について

のである (Searle1983p.76'邦訳l〇六頁) と言う.こ

我々の機構︑および世界と我々との因果的交渉に相対的な

という懐疑に対し︑世界の在り方という我々の概念こそが︑

りでの世界の在り方しか知ることができないのではないか︑

またサールは'我々は単に我々の経験的機構に関する限

経験されているのである (p.74へ邦訳l〇二頁)

おらず︑むしろ黄色い何物か笥川可の(of)ものとして

いる一しかしそれは決して黄色いものとして経験されては

いと︑それは引き起こされたものとして (as)経験されて

ものである︒さらに言うならばへ充足されていようといま

り黄色いわけではないが︑それは文字通り引き起こされた

いるのだが'まさにそれによって経験内容自身が世界に達

係自身が︑志向内容の充足条件自身の中にすでに含まれて

尋可という関係が成立している︒そのような因果関

はEEl果関係が成立しておりへ知覚の場合は後者が前者を訓

によれば'志向内容(表象内容) と世界の中の事実の問に

概念﹂がそうなのであると言っていることに注意せよ︒彼

との関係と相対的なのであると言わず'﹁世界の在り方の

は見かけのものに過ぎない︒彼が﹁世界の在り方﹂が我々

‑2参照)を要請するからである︒

常表象関係以上に強く非・反射律(これについては後の2

が犠牲となってしまうのである︒なぜならへ 因果関係は通

された経験内容とを厳格に区別し'その結果として直接性

けようとするあまりへ 経験を引き起こす対象と'引き起こ

がへ この考えは知覚経験白身が視覚の対象となることを避

の黄色い対象についての (of) 経験を引き起こすのである

経験することを妨げてしまう︒すなわち黄色い対象が我々

このような経験の捉え方は'結局我々が黄色そのものを

考える内在的実在論と近い見解に見える︒だが'実はそれ

しているとは思えなくなってしまうのである︒例えば彼は

経験そのものが黄色いへ ある形をしているへ と言うこと

ワゴンの形そのものが経験内容の中に登場し'そしてそれ

i
l
i
o
‑
t
‑

私が黄色い対象についての視覚経験を持ちへ その経験が

を構成していてはならないのだろうか (彼はアスペクト自

は確かに奇妙であるが'なぜ黄色そのものへ ステーション

充足されているとするならば︑その時へ その経験が文字通
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像や思考と経験とを取り違えることはない︒表象主義がこ

足条件しか提示していないからである︒だが我々は普通想

在しないこととなろう︒志向内容はあくまで抽象的に'充

とと'同じ内容を考えることとの間に'質的違いは全‑荏

ションワゴンは黄色い︑という内容の視覚的経験を持つこ

れる条件しかそこに存在しないならば︑例えばそのステ‑

ステーションワゴンが登場せずへ

ただそれによって充足さ

すことができるはずである)︒経験内容の中にその黄色い

らば経験内容としての黄色アスペクトも経験の対象と見な

身も経験の対象となるへ と認めている (邦訳七一貢)︒な

づくパフォーマティヴな誤りでしかない︒それに対し'表

かった﹂という行動主義的な'成功/失敗という規準に基

そこで生じたのは ﹁目的とするハエを捉えることができな

細面引そのような機能を帰属させているからでもあくまで

に ﹁誤って﹂ いたと言わねばならない︒だがそれは我々が

としよう︒その時﹁動‑黒い点﹂を捉えれば'それは確か

覚システムが ﹁ハエ﹂を捉えることをその機能としていた

象)﹂ を説明できるように思われよう︒例えばカエルの視

﹁機能﹂ は確かに規範的な概念であり︑一見 ﹁誤り (誤表

よって表象を説明しようとする︒このように捉えられた

また多‑の表象主義者は'進化論的に獲得された機能に

(
S
)

の自発性/受動性の区別を無視する限りへ それは説得的な

象主義者が求めている﹁誤表象﹂とは'認知的誤りのこと

(
S
)

理論とはなり得ないだろう︒

サールはこれをカントの物自体についての懐疑に見立てて

はないかも

という問いが切迫したものとなってしまう︒

りへ 決して直接 ﹁見る﹂ (﹁触れる﹂) ことができないので

が残る限りへ その対象自身は常に経験の ﹁向こう側﹂ にあ

るならばへ

の環境において七〇パーセントの確率でハエを捉えるとす

を許す概念であと例えばもしカエルの視覚システムがそ

であるように'両者は独立であるが︑問題は︑機能は矧劇

ティヴな誤りなしに認知的誤りが

である (そしてそうである ﹁べき﹂ である)︒パフォーマ

いるが (邦訳1〇六頁)へ ここまでの考察が正しければ'

いるのでありへ

経験内容とそれを引き起こす志向対象との間にギャップ

彼にはそのような枠組みを正当に退ける権利はないと言わ

な規準でしかない'ということである︒表象/誤表象にお

ここにあるのはあくまでパフォーマティヴ

そのシステムは七〇パーセント正しく機能して

(そしてその逆も)可能

ざるを得ないのである︒

130

(31)事実とクオリア

おけるそれとは異なりへ程度を許すようなものではない︒

いて前提されている真/偽の規範性は'機能/機能不全に

ではない︒このこともまた︑経験の説明において語られる

点から﹁誤り﹂を認識できる個体であり'決して脳の一部

象していると言えるのは他の知覚様相を持ちへ全体論的観

内に見出しうるものと仮定してきたからであると思われる︒

のと暗黙のうちに前提してきた︑あるいは (意図的に)脂

それを説明しようとする哲学者が︑表象を脳に局在するも

題が特定の感覚様相のみに基づいて議論されてきたのは'

する誘惑を強めるだけである︒思うに︑こうした表象の問

﹁機能﹂ に訴えることは'特定の感覚様相だけを問題と

をなすようになるのである︒そしてそう考える方が︑機能

そしてそのとき初めて認知的誤り (それゆえ表象) が意味

体自身が理解できるへ ということは容易に説明できよう︒

つの現われとしてのある性質であるt ということを経験主

ば︑経験されているのが他にも様々な性質を持つ対象の一

念﹂とそれを持つ ﹁人﹂ のレベルで表象が捉えられるなら

数の感覚様相問の連動が考慮に入れられ︑それゆえ﹁概

概念である︑ということを示唆していよう︒すなわちへ複

(29)

ここには明らかに'説明されるべき大きな謎が残されてい

べきは︑表象というより︑このように厚みのあるへ豊かな

表象概念は'視覚のメタファーに頼りすぎておりへ感覚様

という抽象的な存在者に訴えるより遥かに自然なアプロー

(
g
)

るのである︒

﹁ベク

限ったとしても︑コネクショニズムネットワークの

相を単独で考える傾向を助長する︒だが'たとえ視覚に

には惑わされない︒この安定性は'概念が他の諸概念と密

え方によれば'クオ‑アもち 外在主義的捉え方をして'経

これまで見てきたような'直接実在論に基づ‑性質の捉

アスペクトとしての経験内容とクオリアの事実

接に結びついた全体論的ネットワークをなしていることか

験される対象の質であると考えるならばへ その実在性も直

2

チであろう︒

が示すように︑我々の知覚能力は純粋な知覚的イン

トル完全化﹂ の能力 (Churchland1995,p.53へ 邦訳六八

頁)

ら来ると考えられ'知覚様相を単独に取り出して考察する

ちに認められるように恩われる︒しかし他の性質と違いク

プットから比較的独立であり'少々のノイズや情報の欠損

アプローチではうま‑説明できない︒さらにここでは'表
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という言い方で語っていたものでありへ この直接性は再び

間に ﹁存在論的ギャップがない﹂ (McDowel11994p.27)

たこのような考えは︑マクドゥェルが心的内容と事実との

いなければ︑その内容は即世界の中の事実でもある︒(ま

いった経験内容を構成する要素であり'それがもし誤って

すなわちへ クオ‑アとは例えば﹁このワインはうまい﹂と

の存在をそれについての ﹁事実﹂ の存在をもって擁護する︒

を可能な限り自然主義的に説明するためにへ私はクオリア

本当に存在すると言えるのか疑わしくなる︒従ってこれら

‑欠‑エビフェノメナのようなものであれば'自然の中に

また経験におけるその存在も︑もしそれが因果的効力を全

内在的質である以上へ経験とは独立に存在するものでなくへ

とは接触できないへ といった破滅的な帰結を避けるために

ることはできないへ あるいは我々は表象を介してしか世界

いるのは常に表象内容でしかなく世界そのものは決して見

あると理解すべきなのかtという問題である︒我々が見て

い﹂時へ表象されたものと世界との関係はどういうもので

思われる︒それはすなわち︑そもそも表象内容が﹁正し

うとしていた問いに何ら答えることになっていないように

ら‑りを編み出した︒しかしそれは'直接実在論が答えよ

性質を世界の中の存在物として認めなくともよいようなか

象主義者は経験内容を表象内容と考え︑その中に現われる

言問題もこの文脈で提出されたものであった︒か‑して表

もそも意味をなすものでなければならないが'先に見た選

心的内容が存在するためには︑その内容の ﹁誤り﹂がそ

かではなくなるからである︒

ギブソニアンのアフォーダンス概念に通じるものである︒)

はへ その関係は﹁同一﹂へ と考える他ないように思われる︒

オ‑アの場合はそれほど簡単ではない︒クオ‑アは経験の

即で見た﹁誤り﹂を巡る表象主義の困難は'直接実

きる (世界に対し開かれている)とする直接実在論が正し

かに誤りうるのに対し'我々は世界そのものを直接経験で

思われるかもしれない︒すなわちへ経験において我々は確

在論にも (いやそれにとってこそ)脅威となるのではう と

され︑認識された'と言うべきではないのだろうか︒それ

もその場合経験内容は︑表象されたのではなく端的に知覚

ske1995,p.84)c Lかしこの点で譲歩するならば︑そもそ

アは経験されている対象の持つ性質刊利利へとする(Dret‑

実際表象主義者であるドレツキもち経験が正しい時クオリ

第

ければ'いかにして経験において我々が誤りうるのかは定
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﹁誤りの場合を考慮に入れるならばへ経験は魂叫利にある︑

ができないのは︑表象主義者(及び他の多‑の哲学者)が'

そがアスペクト転換のようなダイナ‑ックな認識を可能に

ると考えられる︒すなわち概念のその全体論的結びつきこ

するアフォーダンスの一つとして'見る者の存在とは独立

クトであり'(ギブソニアン的に言えば)

環境の中に実在

我々が見ていたのは現実のある ﹁見え﹂へ すなわちアスペ

もの﹂ に撤退する必要はない︒すなわちへ 誤っている時に

しかし我々は必ずしも錯覚論法に屈してそこで﹁内的な

ると考えている︒これによってへ

可能な)事実認識能力の一種を構成すると考えるべきであ

る諸科学の理論こそが観測装置や観測手続きと共に (共有

種と考えている︒だが私はむしろ逆に'物理学を始めとす

革命﹂ のアナロジーで捉えへ それゆえそれを理論変化の一

ネットワークの実現するこのようなダイナ‑ズムを﹁科学

(チャーチランドは'コネクショニズム

しているのである

に世界の中に存在しているへ と考えるのである︒確かにそ

よって認識されるものへ として派生的に説明される事実と

(
S
)

とせねばならない﹂と考えているからである︒

のようなアスペクトは見る主体の認知能力や知識状態に相

いうカテゴ‑Iは'剰矧矧矧に認識される事実をも含むよ

自然に生じ︑正しいアスペクトを見ることができる︒その

取り囲む状況を正し‑理解した時へ ﹁アスペクト転換﹂ が

点においてのみであり︑誤ったアスペクトを見ていた者も'

のは適切な取り囲みや文脈の中に置かれていないへ という

独立に外から志向性を帰属させているという意味で疑似行

て与えるだけであり︑結局それは生物学的事実性とは全く

ら﹁そう表象することがそのシステムの機能である﹂とし

りへ 我々は経験内容の持つ正しさ条件の規範性を単に外か

他方﹁表象とその機能﹂といった枠組みに頼っている限

(3)

!rr,

対的である︒しかし相対性から非実在性が直ちに帰結する

うになる)︒

時認識主体自身が︑以前のアスペクトが誤っていたことを

動主義に留まっている︒そこに足りないのは'一人称(す

そのような認識能力に

わけではない︒それが事実でなく単なるアスペクトである

認識することになる︒上で我々は'概念は本来的に認識的
概念であるへ と示唆したがへ この意味で概念は他の概念と

認識が可能か︑を示すことであり︑それが示されない限りへ

なわちその生物個体自身) の観点から︑いかに誤りとその

fCJ¥

全体論的に結びついてへ アスペクト認識能力を構成してい
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になる︒その時経験内容は'経験されているものについて

(
S
)

そのシステムは正当に経験内容を持っているとは言えない

るもの自身をその中に含む︒このことを今クオ‑アについ

の単なる ﹁表象 (された内容)﹂ ではなくへ 経験されてい
心的内容は本質的に

であろう︒
私はサールやドレツキらと同じくへ

て経験内容に含まれておりへ それが対象とは独立に経験内

て言えば'経験される対象の質は対象と不可分なものとし

経験がアスペクトとしての内容を持つt

容として捉えられた時︑経験のイント‑ンジックな質とし

アスペクチュアル (aspectu巴) なものであると考える︒

ためである︒だがここでのアスペク‑概念はウィ‑ゲン

て見られる'すなわち同じものが時に経験される対象の質

と考えるのもこの

シュタイン的なものであり︑経験内容としてのアスペク‑

ものではな‑'性質同様︑アフォーダンスとして環境に実

ペクトは世界の ﹁見え方﹂ であるとしても︑何か主観的な

て﹂は考えない (そしてこの意識からの (一定の)独立性

いて判断するのでありへ その対象の性質を経験の質﹁とし

確かに我々は普段へ経験内容でな‑経験された対象につ

引い 刊へ時にクオ‑アとして見られるのである︒

在していると考えられるからである︒例えばpという内容

はクオリアの実在性を支持する一つの証拠でもある)︒だ

﹁表象された内容﹂とは考えない︒なぜならアス

を持つアスペクトは︑それが正しい (適切な)文脈へ 取り

が'実際我々は'時に経験内容そのものを問う︒しかしだ

を決して

﹁見える﹂というだけでな

からといってへ そこでは︑経験自身が赤かったり甘かった

囲みの中にあるとき'単にpに

﹁である﹂と言うことができる︒すなわちそのような

りする︑ということを前提しているのではなく'単に赤さ

くp

アスペクトpと事実pとの問には﹁存在論的ギャッ

や甘さがその経験を (赤さの経験へ甘さの経験へとして)

このような立場に対しては'幻覚の場合はどうなのか︑

ときへ

はないのである︒(この意味でアスペクト認識能力は

よれば︑そのような経験内容と経験されている当のものは'

と反論されよう︒確かに幻覚によって見える対象は頭の中

(35)

プ﹂

構成していると考えるべきなのである︒

経験内容が正しければ (表象関係や因果関係にあるのでは

にしか存在していないだろう︒従って幻覚経験のクオ‑ア

(
s
;

また︑事実認識能力でもあるとl亭見よう︒) この考え方に

ということ

な‑)同1のものの異なるアスペクトであるt
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を根拠にも それゆえ経験内容は表象内容である︑と考える

されるべきであろう︒それに対し︑そのような派生的事例

から生じる現象であり'それは派生的な経験であると理解

への現われとは見なせない︒だが'幻覚は明確な機能不全

というものがあるとすれば'それは経験対象の性質の経験

して言える︒) このような困難は'彼らの︑経験は ﹁頭の

る﹂といった関係を知覚経験に認めるアプローチ一般に対

とは︑両者の問に ﹁Iを‑と解釈する﹂︑﹁Iを‑と記述す

接的接触は妨げられてしまうように思われる︒(同様のこ

うならば︑経験を表象とする限り︑表象される世界との直

対し'我々のギブソニアン的アプローチでは'経験とは脳︑

中﹂ にあるという前提から生じてくると言えよう︒これに

表象主義者はまたへ クオリアを経験のイントリンジツク

知覚機構へ経験されるものへ そして適切な文脈からなる一

のが表象主義である︒

な質と見なす考えは'経験の質と志向対象の性質とを混同

つのシステムの状態であると考えることができる︒その時へ

者自身へ ﹁表象﹂ を維持するため︑全く同じ内容でありな

のにすぎない︑とする錯覚論法を批判しながらへ表象主義

誤りの可能性があるから'我々が見ているのは内的なも

はなくなる︒

なぜ経験が頭の中に局在しなければならないのかは定かで

(39)

ud川副︑と主張する︒だが︑ここではそのような混同な

それらの要素のどれが欠けても経験は成立しないとすれば'

<.COJ

どはない︒そもそも両者は同じものだからである︒
表象の表象たる所以は﹁誤りうる﹂ということにあり︑
表象は本質的に非・反射律

くx﹂ (xRx) [ここでRは ﹁表象関係﹂ でありt aRb
は﹁aはbを表象する﹂を意味する]

(
S
)

がらへ一方の志向対象は存在し︑他方は存在しない'とい

パットナムの ﹁桶の中の脳﹂ の議論を深刻な挑戦としてし

う可能性を強調するのは皮肉である︒このような前提は'

するが︑それは文字﹁水﹂自身を決して表象しない)︒こ

を満たすことを要請する (例えば文字﹁水﹂は水を表象

こでは表象するもの (経験)と表象されるもの (経験内

まう︒だが例えばサールは'我々は事実︑﹁桶の中の脳﹂
ォ)
刊叫利とさえ主張する︒確かに﹁誤り﹂の可能性は重要で

容) の間のギャップは埋めることができない︒だがもしそ
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ねばならないのでありへ正しい場合にも誤った場合にも通

あるが︑だからこそ我々は個々の誤りを真剣に取り扱われ

ある︒それに対し我々は'クオ‑アの事実を確保したこと

ず︑よってクオリアはエビフェノメナとされる他ないので

見なす限りへ

それが因果的効力を持つと考えることはでき

用する ﹁一般的﹂説明を与えなければならないと考えるの

で︑以下に見るようにそれの因果的効力も説明できる︒そ

(
S
サ

はう

してそれは'クオ‑アの事実が物理的事実とは独立のもの

むしろ結局錯覚論法に屈していることなのである︒

我々がここで強調すべきは'誤り自身が我々の理由の空間

であるということも示すことになろう︒

クオ‑アを支持する議論として常に引き合いに出される

理由論法

る﹂という言葉があるが'それと同様へ正しさは我々に

ジャクソンの知識論法とは'モノクロの部屋で育てられた

2

に埋め込まれているのであり︑なぜ誤ったのかを問うこと
には常に意味があるへ という事実である︒﹁幸福はみな退

とって説明を要するようなものではな‑'むしろ認知科学

マリーが初めて外出した時︑たとえ彼女が脳神経生理学と

屈なほど似ているのに︑不幸には驚くほどの多様性があ

は︑驚‑ほどの多様性を持つ ﹁誤り﹂ (機能不全) の方を'

知ることになったはずであるtというものである Akno‑

光学を完壁にマスターしていたとしてもも (﹁赤はこのよう

だが︑このように一般的説明を与えるときに機能不全の

wsthatpからpへの推論は1般に多‑の論者が認める以

具体的に個別の事例に則して考察していくことから多くを

事例をもその中で説明しようとすべきでないとすれば︑自

上︑そこで新し‑知られたpは'クオリアについての事

に見える﹂といった) それまで知らなかった新しい事実を

然主義者は'幻覚の事例を例外として退ける権利があると

矧であり'それはマ‑Iの知識の仮定よりも何か物理的事

学んできたのである︒

言える︒そしてそのとき経験が頭の中になければならないt

この議論に対し'多‑の者が'マ‑‑が知ったクオ‑ア

実以上の事実であるt ということになる︒

またクオ‑アまでも表象主義の枠組みで説明しようとす

の事実とは︑彼女がすでに知っていた物理的事実p∠矧

という主張にはもはや説得力はないだろう︒

る立場には'さらなる困難がある︒クオ‑アを表象内容と
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我々はある対象をある与

じものでありへ その ﹁知り方﹂ において違うに過ぎない'
(3)

もそもそのようなギャップは存在しない︒

いずれにしても'クオリアを﹁知り方﹂に還元して物理

的事実以上のものを認めようとしない物理主義者にとって︑

と反論する︒しかしだからこそへ
えられ方のもとで知っていても︑他の与えられ方では知ら

そもそも事実の同一性の規準とは何なのだろうか︒それを

取りを犯していると言わざるを得ない︒他方もし我々が'

ないことがあるのでありへここでは﹁知られた事実﹂と矧

因果の開係項は(出来事でなく)事実であり'それゆえ単

示さない限りへ物理主義者はpとp‑とを﹁物理的には同

像があるということさえ否定するようなものである︒だが

称因果言明が﹁p割付 州叫q﹂という形で表されるへと考え

判別﹁知られていない事実﹂が存在せねばならないのであ

そのような立場では︑ウサギ像とカモ像の間に違いがあるへ

る事実因果を前提すれば'我々は'存在論とは独立に事実

じ﹂ であるゆえに同じ事実と見なすことにおいて'論点先

ということも'一方に気付いていながら他方に気付かない

の同一性の規準を与えることができる︒すなわち︑一一つの

る︒逆にこの事実を無視することは︑(ウィトゲンシュタ

ことがある︑ということも理解不能となってしまうだろう︒

インで有名な)

すなわちフレーゲの言う認

事実は'同じ原因と結果とを持つ時︑かつその時に限り同
6
じ事実である︒よってもし﹁知り方﹂ の違いが実際その因

ウサギ・カモの図を見ても'そこに二つの

識価値 (Erkenntniswert) を全く無視することである︒

果的効力の違いをもたらすのであれば'クオ‑アの事実も

ことができる︒もちろん単なるアスペクト (﹁見え﹂) の事

がウサギに見える﹂という事実を知らない'と正当に言う

を演じる︒例えば私はそのワインがおいしいかったが刺幻

物理的事実p'は'理由の空間の中で'非常に異なる役割

さて︑クオリアの事実pと'それと同じ事実とされた

I
d
j
J
,

だがそのような差異をもたらすことのできる文脈依存的な

それと対応する物理的事実と異なる事実であると認められ

﹁それはウサギ像であ

それはa‑aとa=bの差異へ

認識は'すでにコネクショこズムが自然主義的に説明でき

るはずである︒

実からその内容の事実(ここでは

吋もうl本注文したのでありへその時の私の舌のニューロ

(35

る︒我々の立場では'ウサギ像に気付かない者は'﹁それ

引﹂という事実)は導かれない︒だがクオ‑アの場合へそ
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ンの活性化パターンがしかじかであったがゆえにそうした

そうしたのでもない︒事実因果を前提すれば'行為の理由

に人からそのワインがおいしいと聞いて知っていた勅封叫

ら剖mJ叫もう1度そのワインを飲もうとしたのでありへ単

るいは神秘的なものとしてしまう)支配的な

は'自然主義的立場から'クオ‑アを消去してしまう

詳しい議論を展開する必要があるだろう︒だが本稿の目的

ここに論じられたことは︑個々の論点についてさらなる

4 =照蝣ii¥>.

はまたその原因でもあると言える以上︑異なる因果的効力

的)枠組みに対し︑クオ‑アれよび心的事実1般の実在性

のではない︒また︑私はこの一人称に特有の経験をしたか

を持つこの二つの事実は︑異なる事実と見なされねばなら

を﹁自然な﹂ものとして説明する代替的な描像を提示する

より﹁自然な﹂措像であると読者に感じられたならばへ本

(物理主義

(あ

ない (これを知識論法を補完するものとして︑理由論法と

ことにあった︒ここで描かれたクオ‑アについての描像がt

(5)

(
ァ
)
呼ぼう)0
クオリアも'生存にとって当然重要な意味を持っていた

稿の目的は達成されたということになる︒

(‑) 本論文は'1九九九年の日本科学哲学会における発表

のでありへ他の性質同様︑判断されねばならなかった︒そ
して実際クオリアについての事実は我々の生活形式の中に

ハットフィールド

(Hatfield1991)も'これまでの機

能主義や解釈主義は全て ﹁行動を説明する心理学﹂という

(4)

(3) 典型的な例としてt Churchland(1995)参照︒

(2) 水本(二〇〇こ参照o

であることを強調しておきたい︒

除されているが'本質的論点はほとんどオ‑ジナルのまま

の他に︑特に字数制限の関係から'多‑の重要な部分が削

原稿を修正したものである0 論点を明確にするための修正
この理由と

﹁理由﹂として我々は次の行為

埋め込まれており︑それを

を行うことができる︒事実因果を前提すればへ

(の事実)も正当に因果的効力を持つ

行為との関係は'即因果関係であると認めることができる︒
その意味でクオリア

と言えるのであり︑エビフェノメナなのではない︒こうし
てクオリアは︑他の諸性質と共に事実というカテゴ‑Iの
(
S
O

中に埋め込まれることで﹁自然化﹂されるのである︒
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位性を主張している︒私は彼の

﹁表象﹂を擁護する機能主

力を説明する心理学﹂ に基づ‑ものであるとしてへ その優

るアプローチを'マ‑らのタスク分析と親和的な

﹁認知能

これに代えてコネクショ二ズムによ

ば︑概念とは一般に︑本来的に認識的概念である︑と言う

長で捉えられるべきだということである︒これが正しけれ

あり︑非知覚的な概念も同様にこのような認識的概念の延

捉えられる概念というものは︑知覚能力を構成するもので

ポイントは︑このようなコネクショニズムモデルによって

前提に基づいておりへ

義的説明には同意しないが︑哲学者ももっと認知能力に対

もちろん人間以外の動物にどんな概念内容を帰属させ

ことができる︒
(2)

して具体的関心を向ける必要があるという彼の主張に強‑
同意したい︒

てはAllen&Hauser(1991)が参考になる.) しかしむし

ることができるかは依然問題ではある︒(この問題につい

ろそれは翻訳の不確定性の話でありへ その段階では概念の

ここでの概念は'従って︑特定の哲学的見解を前提す

るようなものではな‑'我々の持つ素朴な﹁概念﹂概念に

(5)

基づく︒それが実際はどのようなものであるのかを描き出

そこか

実在性はすでに前提されていると考えるべきありへ

ここでの性質とは世界の中に例化された具体的性質で

ら概念の反実在論は導かれない︒

すのが︑まさに以下の考察の仕事である︒
(6) 以下の説明は主にChurchland(1995),Ch.3.による.

(=0

あるかち これが例化された普遍者なのかt tropesと呼ば

(7) このような我々の学習を説明するシナプス可逆性は︑

れるものかう

(少なくとも本稿において

小脳において長期抑制型のものが発見されている (立花一

その意味で ﹁関係﹂もその中に含められるO また︑我々は

れた認識能力によって捉えられるものを広‑性質と呼びへ

は) 中立である︒またここでは我々の概念によって構成さ

については私は

九九六 Ⅱ)︒
このようなコネクショ二ズムの概念の特徴とウィトゲ

ンシュタインの ﹁家族的類似﹂ の考えとの繋がりについて

(8)

はMills(1993),pp.140‑1参照o

ンより遥かに豊かな内容を持つ性質を捉えることができる

性質を ﹁パターン﹂ と同一視しない︒概念は単なるパター

﹁パターンの途絶え﹂等も世界の重要

ルの原稿では'これは﹁受動的概念﹂と呼ばれていた︒ま

な性質の一つである︒

からである︒例えば

(9) 認識的概念についてはへ Loar(1990)参照︒オ‑ジナ

と論じるが'そこでの

た以下で我々は︑事実認識能力(fcptJO) はこのような認
識的概念によって構成されているへ
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そのような傾向性と独立な

性質とは特殊者問に働‑因果的傾向性に尽き

得し︑概念を自発的にコン‑ロールできるようになった段

に得られた観念の複合体なのであり︑我々が言語能力を獲

すれば︑それはロックら経験主義者の言うように'経験的

また別にへ
ているのか

(傾性的性質)へ

﹁カテゴリー﹂としてあるのか (カテゴリー的性質)へ とい

階で初めて可能となるような概念である︒

%'蝣蝣旧∵

水本一九九九b参照︒この考えは︑主にウィトゲン

えられると考える︒一般に特殊者の特殊者性は性質が実現

節に見るような

表象する﹂と言う時に前提している何か︑でありへ

以下の

(2) ここでの ﹁表象﹂とは'単に我々が素朴に﹁AはBを

シュタイン=マクダウェルの哲学に基づ‑︒

(﹂)

する関係のことである︒

(2)

内的関係とは'関係項の存在だけでアプリオ‑に成立

(﹂) 選言問題についてはへ Fodor(1984)やFodor(1990)

う見解の問で対立があるが'この点もここでは以下の議論
に関わって来ない︒この論争についてはArmstrong

Armstrong(1997)p.30参照︒

(1997) の第5章参照︒
(S3)

(2) ただし性質の実在性については後 (第四節) で改めて
論じる︒またこれは特殊者の消去ではな‑︑特殊者の特殊
性はそれが現れる事実の特殊性によってへ その事実の特殊

されるという事実から派生するものであり'それゆえ究極

るもののへ

性は'それを取り既む事実の総体によって全体論的に'与

的にはサJQ世界の特殊者性から分与されるものであると私

しようとしているものである︒

1 つの︑そして唯一の︑真正な特殊者であるt ということ

(2)

例えばGibson1979,14.2参照o

Armstrong(1968)参照o

その詳しい意味はまさに以下の考察が明らかに

﹁非・反射律﹂を満たす︑という制約はあ

は考える︒この見解に従えば︑この世界こそが全体として

(8)

例えば立花五二頁へ Ramachandrand&Blakeslee邦

(3) 佐々木一九九四︒

に小.?￨O'

はどうなるであろうか︒ここでは我々は︑他の動物にも共

(3) では'ユニコーンのような架空の対象についての概念

立花五一‑五四頁.立花の本に登場する理化学研究所

訳二〇五等を参照︒

の田中氏は'AIT野で突然高度な認識がなされることか

通する︑知覚的で受動的な概念から出発しており︑架空の

は別の論考に譲らねばならないが'敢えてここで答えると

対象についての概念がいかに可能となるのかといった問題
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ら︑﹁コラム﹂という川万個ほどの神経細胞からなる単位
ごとに図形の単純な特徴を認識し︑それらがみな反応しへ
その反応が組み合わされ対象が認識される︑という﹁図形
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Robinson1998のハーマン︑ドレツケ批判を参照O
P

など参照︒

c

(S)
(

9

9

のではない︒むしろ従来の進化論的説明が決定的な側面を

ただへ 我々はここで進化論的説明一般を拒否している

Gibson(1979),Ch.14参照.

アルファベット説﹂を提唱している︒
(S)

説明しきれていない︑と主張しているのでありへ我々は後

5

(8) これに対し表象主義者はこの概念こそが表象なのであ

に我々自身の進化論的説明を試みる︒

ここでへ ロックの一次性質と二次性質という対比で言

あるとは言えるが︑そこからそれこそが本来の実在であり'

l視すれば'主体は概念が全‑働いていない時も常に表象

る︑と言うかもしれない︒だが︑もし文字どおり両者を同

えば︑我々の立場は︑二次性質の実在性を強調するもので

世界はそこから ﹁構成される﹂ のだ︑といった現象主義的

ストネットワークの活性化パターン) を表象を持つことと

を持つことになる︒それに対し概念の働き (コネクショニ

逆転を意図しているわけでもない︒我々が目指しているの
はあ‑までへ 二次性質と呼ばれてきたものが'いかなる意

同一視しようとしても'上に見たように'表象概念に不可

味で (いかに)客観的に存在すると言えるか'を説明する
ことだけである︒

の諸領域と密接に結びついていなければならないだろう︒

が起こるようにも 概念が概念として働くためには脳内の他

ではない︒視覚野が記憶の連合野から孤立すれば相貌失認

u 刊叫利とは言えない..なぜなら経験においては概念に

いる対象の認識を可能にしていると言えても︑それを表象

まで受動的に働‑単なる識別能力としてあり︑経験されて

象しているのではない︒さらにも 経験において概念はあく

れなければ意味をなさないのであり︑﹁脳 (の一部)﹂が表

いう身体の外へと広がるより大きな文脈の中に位置づけら

動物の場合はその行動と結びつく必要があるLへ 人間の概

欠な ﹁誤り﹂ の可能性は︑あくまで ﹁人が表象する﹂︑と

念は特に言語と結びついておりへ 左半球のブローカ領域や

(以下に述べる) 非・反射律を満たさないからである︒(も

よって捉えられるもの自身が経験内容を構成しており︑

ただ私はここで︑このような視覚野の部分領域のみに︑

ウェルニッケ領域とのかなり密接な繋がりを持っているこ

概念が単独で実現されている︑ということを言いたいわけ

とは想像に難くない︒

)
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ちろんここで私は直接実在論を前提している︒これについ

の誤りを示すギブソニアンの異体的な議論についてはへ

H a r m a n 1 9 9 0 , p . 3 4 , S e a r l e 1 9 9 1 , p . 2 3 9 な ど ︒

Rowlands(1995)が参考になる︒

経験内容が存在依存的かどうか

がまさしくそれゆえに'マリーは同じ概念の一人称的側面

概念に対する一人称的概念であるとする (pp.112‑豊︒だ

指標的構築に還元Lへ マリーが得たのはすでに持っていた

きていない︒彼は経験を ﹁あの経験は鮮やかだ﹂ といった

あると正しく認識しているにも拘わらず︑この点を理解で

(30 Papineau 1993は︑これがフレーゲのSinnの問題で

ineau1993pp.112‑4'信原l九九九へ第七章三等O

(3) Churchland1995Ch.8︑Dennett1991,Ch.12.5'Pap‑

1991) を参照︒

についてのサールとマクドゥェルの間の論争(Searle

これについては特にも

(3) Searle1983,p.230︑邦訳三l九頁O

( 8 )

ては以下の節参照︒) 従って︑シ‑ユレーション (これは
人間以外の動物や言語以前の子供も行っている可能性が高

い) や思考等の自発的文脈以外では︑概念は﹁表象﹂しな

(邦訳三l九

叫と考えるべきであろうLへ上に論じたようにそれが表象
するのは﹁人﹂がそれを持つ限りである︒
Dretske1995,p.35'Searle1983,p.230

‑
H
i等
.
I

(55)

Churchland1995Ch.5参照︒

Ken) 注 (9)参照︒
(﹂)

このようなウィトゲンシュタインのアスペクトと取り

yen) このような考えについては︑水本(二〇〇一)参照︒
vco)

囲みの考えについては拙論i‑¥CDCDCDc"3参照︒
(8) またこうした概念の構成する事実認識能力のダイナ︑︑,
ズムは︑信念のダイナ‑ズムとも直接に結びついていよう︒

を ﹁知った﹂ のではないか?いずれにしてもこのような認

識価値の無視は︑Sinnと共に経験内容そのものの消去を

この考え方に抵抗を覚える者は︑環境についての情報
が同時に認識者自身(の運動等) についての情報でもあるへ

ちろんこれはデーヴィッドソンによる出来事の同1性の規

これはメラー (Mellor1995) の定式化であるが'も

二〇〇二参照︒

事実因果を支持する議論としてはう 水本一九九九Cへ

導くだろう︒

(邦訳l〇二

というモフソニアンのよく知られた主張を想起せよ (例え

Harman1990'またSearle1983,p.74

ば G i b s o n 1 9 7 9 , 1 0 , l l . 8 ) ‑

(SS)

百)も見よ︒
Ico) 特に全てを ﹁頭の中﹂ に還元する ﹁方法論的独我論﹂
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準の借用である︒
(5?) ドレツケ (Dretske,1995) は︑能力の意味の ﹁知る﹂

するものではない'ということである︒

AllenC,andHauser,M.D., "ConceptAttributioninNon‑
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