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1. 「現代思想」（特集「分析哲学」、2017.12」）所収論文の要約、及び所見

1.0 飯田 隆： 「分析哲学は哲学になったか」

[0] 哲学一般の内での分析哲学の位置の、《この国に取っての》外在的な要因による変化：

[0.0] 1990 年代、大学教養部の廃止に伴う、哲学開講の非自明化、必要性《・意義》の問い、幾つかの基本的な哲

学的問題の導入という形に対する、《哲学史ではなく》問題中心の分析哲学の親和性、

[0.1] ロシア・東欧の社会主義体制の崩壊、Marxism 哲学《の絶対視》の信用失墜の結果、社会や歴史全体を相

手とする理論は知らず、自らの言葉で語る著者達の声が聴かれる可能性の開現、

[0.2] 米国の分析哲学の伝統に根差す、医療倫理を始め、様々な応用倫理の移入。

[1] 分析哲学的教養：

[1.0] 分析哲学的な問題設定を自ら引き受け、その態様で考えることが哲学の教養の一部になった、とは言えない。

例えば哲学史の研究は、専門家にしか理解できない態様で書かれていることが目立つ  ・・・ 専門家以外も理解し

得る仕方で表現するための枠組を、分析哲学は提供する ・・・ 狭い範囲の主題から、哲学全般に亙る語彙と議論

の蓄積を持つ哲学として、分析哲学以上に、これに適したものは無い。

[1.1] 言語哲学や科学哲学が分析哲学の領分だという印象が未だに強い ・・・ が、J. Rawls の‘Theory of Justice ’

（1971、「正義論」）以降、分析哲学的教養は、政治哲学、社会哲学に不可欠、美学も同様、欧州哲学史研究にも

浸透 ・・・ 1970 年代までの、専ら論証と概念分析に拘るものではなく、より広く柔軟な ・・・ 「分析哲学」から「分析」

という形容が未だ取れていないのが可笑しい。

[1.2] Post Quine の哲学、大きな影響力・没後の、論理や存在論に対する批判・新しい動向：

Wittgenstein と Pragmatism（H.W. Putnam、R.M. Rorty の予言）、哲学の一分野《丸々》ではなく、その内の個別の

問題に特化した形の専門化の進行、数学・物理学・生物学の哲学等々、個別科学の哲学は全て、対象とする科学

の部分を習得していなければ、哲学としても実りは無い ・・・ 「認識論の自然化」（Quine ）、広くは哲学の自然化。

　《「哲学は科学と地続きである」（Quine ）という言明は、両者が量子力学・物性物理学・材料力学・構造解析の如

き関係に在る、という意味か？ ここにはより微視的・基本的な水準の要素が、それらを支配する法則と数学的過程

（特に確率・統計的な）を経て、安定した巨視的な境界条件を形成し、その条件下の存在者が満たす、基本の水準

に於けるのとは一般に、全く異なる形の法則の探求・獲得を以て、一つの高位の学を構成する、構図が見られる。

例えば感覚質（qualia）を非物質的な存在者と見る知覚の哲学は、神経生理学と、上と同種の関係を結び得ない。

地続きどころか縁切りと言ってよい。 反対に未知なる一種の物質を措定する立場は、正に上と同じく、科学的心理

学の名に値するが、成功は信原 [3.2] の言うように絶望的に困難であろう。 第 3 の選択肢は、脳細胞の状態が、

「 ・・・ と感じる」ことを、その一側面として包摂している、即ち感覚は物質でも非物質的な「もの」でもなく、物質であ

る要素から成る「こと」と考えるのである。 それが正しければ、残る問題は、当該の部分状態を、脳細胞の網目構造

のどの部分が、如何なる状態に在ることか、最大限に局在化し、同定することであろう。 0.1 [7.2.4] 項を参照。》

1.１ 伊藤 邦武： 「ラッセルとポアンカレ  ─  一つの分析哲学前史」

「科学と仮説」を巡る Russell と Poincaré の対立、R の「幾何学の基礎を巡る試論」（1897）、「形而上学・倫理学評

論」、‘Monist ’に関する理論的応酬

[0] 「科学と仮説」（1902）の理論：

数学、力学、物理学に於いて、仮説の果たす役割を理解することの重要性、また３種類の仮説；

[0.0] 「実験によって検証可能な仮説、力学以外の物理学に於いて役割が大」、

[0.1] 「我々を誤謬に導くこと無く、我々自身の思惟を固定させるのに有用な道具、算術に於いて指導的」、

[0.2] 「見掛けに過ぎず、実際は偽装された定義や規約に帰着する類、幾何学と力学に於いて重要」。

　こうした相対主義的主張は「誇張」であるとする批判、R と共同、Leibniz 流の論理主義を主張した L. Couturat、

 ・・・ 科学の客観的真理を強く主張する理論家に対する、仮説的・規約的な理解を提起する必要性 ・・・ 逆向きの

批判・強い規約主義、「科学は純粋に人間精神が生み出した創造の産物、fiction」には賛同せず。

[0.3] 「常に雲に覆われ、他の天体を見ることの無い惑星の住人も、この惑星の扁平率の測定や Foucault 振子の

実験によって、その自転・絶対的回転を知る ・・・ Newton の、絶対空間存在の結論の基 ・・・ しかしこういう《幾何

学的空間の本性についての誤解に基づく》見方を採ることは、決してできない ・・・ 非 Euclid 幾何学を含む、形式

的体系としての幾何学によっては、空間の絶対性も、時間の反転可能性も、未決定である。」（1893）

[0.4] R の批判（書評、Monist、1905）： 

[0.4.0] P は数学的帰納法を、人間精神に特有な、先験的な推論能力（上記 [0.1]）とし、これを用いて算術の可能

性や無限量の形成を説明しようとするが、「精神の能力」とは曖昧、のみならずこの種の議論は、有限の数や量に

のみ適用可能、無限を扱うには、集合論を基礎にした数学の論理学への還元が必要。
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[0.4.1] 真理の観点からは、複数の空間の優劣は論じ得ず、判定は便益に基づく、とする。 この結論は、空間の３

次元性の判定等に於ける、感覚的経験の果たす役割についての、誤った理解に基づいている。

[0.4.2] 確率に関する議論は厳密でなく、不十分、科学的探究の重要部分が確率的推論に担われるが故に、科学

は事物自体ではなく、事物の間の関係の理論に留まるとの言い分は、科学の成果を「信念の度合」に帰着させ、科

学から客観的真理を奪う。

　論争の焦点として周知の R の論理主義と P の直観主義的算術論の対立（[0.4.0]、P の依拠する第 2種の仮説

は、算術の基礎については、先験的な総合判断（Kant）の如き性格を認め得るという、数学的真理を論理的・分析

的真理へと全面的に還元することで、Kant の数学論を廃棄したい R や Couturat に取り当然批判すべき考察。

 ・・・ P の、R、 Couturat、Peano、Hilbert を含む、「数学的推理から論理的要素を解き放ち、分離しようとする」全て

の試みに対する批判（「数学と論理」）、論理学への還元は、数学的推論を「生きている豚」から「腸詰」を作り出す

機械の作業として理解する企て、と見なす。

　実無限を認めず ・・・ 同時に逆理の原因が、集合の分類に於ける「可述性」の曖昧さに在ることを表明 ・・・ R 自

身の「悪循環原理」の形に移入、それに基づく型理論の構築に到る、両者の立場の重合。

[1] P の対応、R による、根本的な幾何学である「質的幾何学」を基礎に、如何に Euclid や非 Euclid 幾何学を構

築し得るか、の議論への。 問い： 計量的空間の構成と我々の知覚経験が実際に、如何に結び付いているのか？

[1.0] R は、問題は困難を孕み、複数の解答が可能であることを指摘しつつ、知覚経験を基に、空間の経験主義

的基礎付けが可能であろう、と論じる。

[1.1] P の主張； E. 幾何学と非 E. 幾何学は、形式的体系としては互いに翻訳可能であり、等価、夫々に関わる知

覚経験を通じた検証または反証は、原理的に不可能（理由は先ず知覚が、理想化された幾何学的対象を、正確

に捉え得ない、次に内的な感覚体験の過程と、外的な現象の変化の調整が、一意性を欠く、更に経験科学的な空

間概構成は、物理的な前提、例えば光の直進性等、を要請し、それらは空間概念自体に依存しているので、検証

は無意味であること）、それ故に、真偽の観点からも等価。

　幾何学的空間とは、固体の運動や変形の規則の束で定まる｛群｝の理論的対象であり、知性が形成する概念で

ある、とする。 例えば距離の把握は、知覚の対象、点としての事物、の時間の経過に伴う変化を、如何に計量的関

係として理解し得るか、の問題、Kant から継承した、知覚の対象を個物の同定として理解する、知覚の model。

[1.2] R の批判； 我々の知覚的経験が直接に把握するのは個別的対象ではなく、対象の間の関係ではないか？

[2] 確率の問題： 気体や液体の分子等、多数の微粒子の運動が如何なる力を生むか、を論じる統計力学や熱力

学は、決定論的世界を前提せず、しかも事象の蓋然性が、主観的と客観的両面を持つ。 ・・・ P の見解； Laplace

由来の、基本的に確率を人間精神・能力の有限性に帰着させる、「無知の度合」の視点からの分類が有効とする。

[2.0] 自然の内なる、法則からの逸脱（偶然）と、観察の誤差による拡散の混在 ・・・ 前者を複数の、互に独立な因

果系列の複合とする見方と、後者についての統計的な見方を、合体する必要 ・・・ 「科学と仮説」に於ける哲学者と

しての P の議論は問題提起に留まり、基本的に自然に於ける変化の「連続性｝の信念と、様々な事象の生起には、

必ず十分な理由が有るとの、Leibniz の「充足理由の原理」を前提に置く。 ・・・ 正に同書の出版と前後して登場し

た M. Planck の量子仮設によって破棄される。 ・・・ また同時期の C.S. Peirce や後の K.R. Popper のように、自

然に於ける客観的偶然の存在にまで、議論を進めなかった。

[2.1] R は、P が確率に関して、主観主義に傾き過ぎると批判 ・・・ 自身は J.M. Keynes の論理学的確率論  ─

「前提から帰結への部分的含意関係（真理の「不十全な保存」）」  ─  に拠る ・・・ が、後年、F.P. Ramsey によって、

根本から批判される。

1.2 入不二 基義： 「現実性と潜在性」

[0] 現実性について： 現筆性の、様相（可能性を基にした、必然、偶然、不可能の区分と相互連関）との関係の仕

方による、三つの水準　　(1) 様相と無関係に働く　　(2) 様相と外的に関係する　　(3) 様相と内的に関係する、

「可能世界」を援用する、現実性の、「現実世界」としての導入；

　それぞれの可能世界は、それ自身に取っての現実世界である。 即ち現実性は、諸可能世界に相対化され、そ

れぞれの内に、再帰的に埋め込まれている。 これが水準 (3)。

　だが《相対化された諸》現実世界の内で、現に現実世界であるのは、この現実のみではなかろうか。 斯く強調さ

れた「現実性」は、相対化されることの無い、絶対的現実性であり、《可能世界の概念に拠る》指標的分析では掬い

取れないのではないか。 かかる疑問が、水準 (2) を示唆する。 しかし如何なる可能世界にしても、ぞの世界のみ

が、それ自身に取っての「現に、この現実」である《と言える》のだから、「現に、この現実」を再び相対化し、水準 (3)

を、「相対的に絶対的な現実性」として、回収し得る。 この突出（絶対化）と回収（相対化）の循環は、原理的に、無

限に続く。 両水準は「一つの」運動の表裏、本質的に協働しているのである。
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　対して水準 (1) は何らの他者・対立をも伴わず、「現に」は世界ではなく、単に修飾句（副詞）として働く、唯只管

そうであるのみの現実性である。

《上の引用、特に「相対的に絶対的な現実性」の件は、分析哲学の言説と言うよりも、それ自体が分析されて雲散

霧消するような、詩的哲学または哲学風詩句の虚妄、自己陶酔的混濁の開陳である。 それぞれの世界の住人は

自分達の経験しつつある事柄は、紛うこと無く絶対に現実の事柄だ、と言うが、他の世界の住人も（一般に）相容れ

ぬ事柄について同様に主張するだろうから、諸世界を公平・平等に観る見地からは、それぞれの「絶対的現実性」

は、互に相対的な事柄に過ぎない、と言えば、これを超える如何なる内実が、何処に有るのか？ そもそも絶対・相

対を論じる時、論者は如何なる位置に立つのか？ 「相対的」あるいは「相対化」を言うには、彼（女）の視野は、全

ての世界を収めていなければならない。 「絶対」については、彼（女）自身の主張なのか、それとも他者の主張に言

及しているのか、によって異なるだろう。 こういう基本を曖昧にした儘で、他愛の無い虚仮脅しを、恰も思想的深層

に根差す逆理の如く装わせる、古典的詐術の一典型であろう。》

[1] 命題例、前節の水準 (1)、(2)、(3) に対応して：

(1) 現に釈迦（Gautama Śiddhārtha）は哲学者である。

(2) この現実世界に於いて、釈迦は哲学者である。

(3) 或る可能世界に於いて、釈迦は哲学者である。

《原文の「ソクラテス」を「釈迦」に替えた。 仏伝の多世界性、三時思想、原始仏教の反形而上学的傾向に照らして、

単なる例文に留まらない内容的興味を引く、と考えた故である。》

水準 (3) の現実世界は、命題が成立しさえすれば、何れでも可し。 現実性は存在に随い、内在するのである。

　(2) は、「他ならぬ、この」現実性が、確保された存在に対して、更に外側から賦与されるべきことを求める。 しかし

その現実性が、それぞれの現実世界に内在すると見て、(3) を (2) に回収し得ることは、既述の通り。

《「他ならぬ、この世界」は、一意に定まるのか？ 文面上は判然とせず、然否何れにせよ五月蠅い問題が生じること

は、前節末の所見に示唆した。》　

　永久機関の如き (2)、(3) の無限反復を、「様相」や「世界」の枠に収まらない、水準 (1) の「現に」に対応する現実

性（力）が、駆動している。 その力を無理矢理枠に押し込もうとする所に、溢れが生じ、無限反復に至るのである。

　《H. Reichenbach によって徹底的に解剖処理された、Hegel の大言壮語を思わせる、御伽噺。 形而上学の痴夢

を破る分析哲学ならぬ、ミイラに成ったミイラ捕り、と言うべきか。》　

　更に水準 (1) を (1.1) 純粋現実性と事実性 (1.2) に分ける：

(1.1) 全てのことは、「現に」の作用域で生じる　　(1.2) 「釈迦は哲学者である」は、端的に真である

水準 (1) の否定は常に、事実性を対象とし、現実性は温存される。 即ち：

(1.a) 釈迦が哲学者であるのは、現に、ではない。 ＝

(1.b) 釈迦が哲学者であるのは、現にではないことが、現実である。 ＝

(1.c) 釈迦は哲学者ではないという事実が、現に成立している。 ＝

(1.d) 現に釈迦は哲学者ではない。

純粋現実性の「現に」は否定されぬまま、最も外側で透明に、即ち内容とは無関係に、働き続ける。 この否定不可

能性を明示的に表し、次いで本当に消してしまうと：

(1) 現に釈迦は哲学者である。　→　φ釈迦は哲学者である。　→　(0) 釈迦は哲学者である。

(1)　→　(0) は純粋性の高まりと共に、単なる内容との区別の無化でもある。 埋もれた現実性の回収には、「現に」

の再示、即ち (0)　→　(1) と遡航することになる。 これらは複数の現実性の水準に亙る点で、 (2)　　(3) と同型、

更に、 (1.1)　　(1.2) とも同型である。 端的な事実性 (1.2) は、純粋現実性へ向かう vector と、様相へ向かうのと

の和として成立している。 《またもや荒唐無稽の比喩！》　

[2] 潜在性について、現実主義（Megara 派、存在するものは、全て現実に存在する）と可能主義（「現実に」とは別

の仕方での存在を認める）：

[2.0] Megara 派の主張から読み取った、「能力は、全く発現せずとも、それ自体で現実に存在し得る」を含む、強い

実在主義を支持。 同派の例示は「可能性」よりも、「潜在性」と呼ぶのが相応しい。 理由は：

[2.0.0] 論理的に矛盾が無い、というのみの「可能性」は、関心外、

[2.0.1] 上に例示した、「現前」に閉じ込め得ない、潜在的存在としての「能力」。

　現実性を「発現」や「現前」に限定するのは、現実を認識論的にしか捉えていないことになる。 存在論的には、

「既に現れている」ならば、それが現実であり、「未だ現れていない」ならば、それが現実である。 これは最も外側で

透明に働く、肯定と否定の相互排他性は働かない、「純粋現実性」（水準 (1.1)）に当たる。 純粋現実性無しに発現

は有り得ないが、逆は真ならず、存在論的水準が認識論的水準に《作用し、》優先するのである。 《「潜在的能力」

とは言えても、「可能的」という形容は、不適切だろう。 生命が地球外から齎された可能性は有るが、「或る特定の

天体から」に潜在性を求めるのは、難しい。》
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[2.1] 存在論的水準を「現実性 1」、認識論的水準を「現実性 2」と表し、また潜在性も発現（現実性 2）との結合が強

い潜在性 2 と、緩く、より大なる「深度」の潜在性 1 を《措定する》と、次の作用図式が成立する：

[2.1.a]　現実性 1 ＞ [現実性 2 vs 潜在性 2] ＜潜在性 1 　

最も外側の現実性こそ内容化・様相化から退避《脱受肉化》し、最も潜在的に働く。 また如何に深度の大きい潜在

性も、発現から退き、《最も純粋に》　現実性の内で働く。 即ち現実性と潜在性は、純粋であればある程、深くなれ

ばなる程、接近し、互いに似て来る。 《この事情も》図式化して：　

[2.1.b]　潜在性 1　← ・・・ 現実性 1 ＞ [現実性 2 vs 潜在性 2] ＜潜在性 1 ・・・ →　現実性 1 

純粋現実性と最深潜在性は、共に否定不可能、しかし前者が絶対肯定的であるのに対し、後者は肯定・否定が未

生、しかも何れかが出現するので、肯定でもあり、否定でも《肯定または否定で》ある。 また前者は無内包の「力」と

して後者は無限《定》内包の「マテリアル」として働く。、

[2.2] 前項の図式の、論理式による表現《釈義》：

　　 純粋現実性　→　（区別有る）可能性　→　最深潜在性

　（同一率； P＝P）　　（排中律； P∨￢P）　　（矛盾： P∧￢P）

[3] Megara 派的現実主義、現実性の発現への過度の限定、及び複数の可能世界からの選択的現実化の放棄：

現実性 1 と潜在性 1 の水準で考えれば、「現実ではない可能（潜在）性などは、存在しない」は、「如何に深い潜在

性も、最も外側で透明に働く現実性の作用域の内に在る」ことを、「現実的なもののみが、可能（潜在）的である」は、

「最も外側で透明に働く現実性は、潜在的であり続ける」を、そうして「可能（潜在）性は現実性と一致する」は、「現

実性と潜在性は、純粋であればある程、深くなればなる程、接近し、互いに似て来る」を表す。 アリストテレス流に

言えば、「現実態はそのままで潜在態であり、潜在態はそのままで現実態である」、汎現実主義＝汎潜在主義。

[3.0] 限定 (0)： 特定命題、個物、発現による端的な事実、現実世界、「正に今」としての受肉化。

「正に今」の場合の、 純粋現実性の二重の限定； 無内包的・時間限定的と、内容的限定

　　現実性 1 ＞ [発現（内容＋今性） vs 潜在能力] ＜潜在性 1 　

[3.1] 限定 (1)：「正に今」、《内容の》可能・現実・必然が重なる、「様相の潰れ」（Megara 派現実主義の主張）

1.3 青山 拓央： 「原因または錯覚としての行為者」

行為者因果説； 行為者を因果系列の出発点（第 1 原因）と見なし、更に、自然科学的な因果の理解が、行為に於

けるそれに依存する、との説。

[0] 出来事が出来事を惹き起す、自然科学的な「出来事因果」に加えて、行為者が出来事を惹き起す、人間の自

由な行為に関する「行為者因果」、主張の動機：

「出来事因果」のみでは、人間の全ての行為も（また、出来事であるから）何らかの出来事によって惹き起こされた、

あるいは偶然（原因無し）に、生じたものとなる ・・・ 自由と責任の問題

[1] 出来事としての行為を惹き起こす機構： 自然科学に於ける、因果関係の《》自己》完結性故に、行為も、他の物

理的出来事により、そうしてそれのみにより、惹き起こされている筈。 疑問： 行為者の《行為者そのものに非ざる》

欲求、思考等、心の活動（心理的出来事）は、行為に関わっていないのか？

[2] 因果の原型である行為者因果の、比喩的な拡張（擬人化）としての出来事因果、出来事の間の因果作用（原因

から結果に向かう、何らかの力）の、直なる認識の不在、対して行為者因果の「端的な知覚」： 《その知覚に於いて

出来事に非ざる》行為者そのものを、如何に認識するのか？

　認識論上の価値； あらゆる出来事は、《あらゆる》物理学の法則の網目の中に組み込まれ《成立に関わっ》ており、

或る特定の出来事の間に、因果作用を認める必然性が無い。 その意味で、物理学的世界には、法則性は有るが

因果作用は無い。 《因果性についての、物理学者の典型的な見解の一つは、Minkowski 空間の原点に生じた事

象は、　t ＞0　なる時間領域内の、任意の時空点に於ける事象に、因果的に関係する、ということである。 この定

義は一般的に過ぎ、それぞれの法則、例えば運動の法則や Maxwell の法則、に固有な因果性を示さない。 逆に

本論の見方は狭きに失し、複雑な原因の集積が、時間を経て、やはり複雑な結果を齎す、というような、豊かな内

実の有る場合を忘れている。》

　更に、物理学の基本法則が時間対称的である  ─  その法則下で生じる現象は、逆の時間方向にも生じ得る  ─

ことを考慮すると、過去の出来事を原因、未来の出来事を結果と呼ぶ必要も無い。 行為者因果は、物理学的世界

に「原因」を見出す我々の傾向を、出来事の擬人化の観点から説明する。 人間の認識は、出来事の連鎖の内にも、

「行為」を読み取ってしまうのである。 ・・・行為者因果に於ける「行為者」が公共的な錯覚だとしても、誰もが「行為

者」を語るならば公共性は強く、出来事因果も、その錯覚の上で語られていると考える余地が有り、強く拒まれれば 、

公共性は《やはり》堅固なのではないか。 《物理学の基本法則の時間対称性云々は、誤解。 隕石の落下が恐竜

絶滅の原因だったというのも、擬人的な言い方に過ぎないのか？》
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1.4 秋葉 剛史： 「形而上学の目的をどう捉えるか」

[0] 形而上学探究の方法  ─  性質論を範例として：

世界の基本的な特徴に関する、「性質」が不可欠に関わる事実　　a, 類似性　　b. 因果的力能　　c. 変化

　《目的・課題》； 「性質論」が埋めるべき「空白」の位置を、実在的世界の機構全体の内に見定める ・・・ 要求され

ているのは、通常「性質」に結び付けられる役割を果たす「何か」の存在

　候補； 普遍実在論、類似性唯名論、Trope 唯名論

　《方法論的特徴》；

　 「理論的同一視」 ・・・ 予め役割や振舞いを通して、同定されていたものの、「正体」を突き止める作業

《上記の、役割を定める事実の表は形式理論、役割を果たす「何か」やその「正体」は、 model に位置付けられる。

「理論的同一視」とは従って、一つの理論の、異なる modelの間の同値関係の成立を指す、と見てよい。》

　究明しようとする世界の構造の、経験的・実質的な在り方とは異なる、抽象性・形式性 ・・・ 

　ⅰ) 世界《を構成する》具体的な対象や性質の如何によって不変、

　ⅱ)  世界に於ける、全ての具体的な真理の確定によって不確定、その意味で、経験を超える。

[1] Canberra Plan （1998、豪州系哲学者による、様々な主題についての分析の一般的方針の策定）との比較：

[1.0] 定式化： 2段階より成る作業、第 1； 主題についての「常識的言い回し（Platitude）の収集、素朴理論（folk

theory）の獲得、主題の「理論的役割」の抽出、第 2； この世界で役割を実現するものを求める。 我々の既得の、

中でも科学の齎す様々な知見を前提し、活用し、その制約内で探究を進め、主題である現象の、統一的世界への

取り込み、「位置付け問題」の解決目指す。

[1.1] 《自然主義・物理主義的な前提、》基本的姿勢： 科学が描く自然的世界の内で、一見居場所の無さそうなも

の、典型的には価値や意味等をも、位置付けようとする試み。

[1.2] 形而上学の方法との比較； 経験的探究との関わりが《密接ではない》分野、取り分け性質、持続、自然法則、

個物等に関する「基礎形而上学」では ・・・ 構造を形作る《固有の》材料  ─  普遍者 Trope、時間的切片、法則的

必然化関係、裸の基体、具体的可能世界、等々  ─  を措定する。

[2] 形而上学的探究への批判： 経験的探求によって解明されないが、実在世界の内に、客観的なものとして備

わっている筈の、役割を実現する「形而上学的構造」に接近する、形而上学者の態度；

IM: 我々の言語・認識とは独立な、形而上学的構造の確定・存在

KM;形而上学的探究による、形而上学的構造についての、真なる理論の発見

　Canberra Plan   に於ける、実現構造の候補の、経験的探求によって信任された対象や過程への限定に対する、

特に世界の経験的な在り方から独立な主題を扱う、形而上学の場合の、理論選択の制約の過小・候補の過多； 形

而上学者による、科学に於けるのと同様の、単純性・広汎性・《一般性》等の「好ましさ」の評価基準への訴えにも拘

わらぬ、真理性についての疑惑。

[3] 「目的」の観点に基づく科学的反実在論： 直接的な知覚によっては「観察不可能」な対象についての知識を焦

点とする、「科学的実在論論争」《に於ける実在論者の見解》；

IS: 我々の言語・認識とは独立な、世界の観察不可能な部分の確定・存在

KS: 科学的探究による、世界の観察不可能な部分についての、（近似的に）真なる理論の発見

　２０ｃ後半の、科学的実在論論争の一つの重要な展開、科学の目的の観点の提示；

AS: 科学の目的とする、観察不可能な部分を含めて、世界についての、真なる理論の発見

AS＊: 科学の目的とする、経験的に十全な（即ち、観察可能な領域に関して真なる）理論の付与（B.A. Fraassen）

　AS＊ を支持すべき理由； 第 1 に AS の「観察不可能な部分を含めての真理」という「夢想的」な目的からの解放、

第 2 は「好ましさ」の基準で選ばれた理論が、観測可能な領域について、優れた道具であろうこと、である。

[4] 「目的」の観点に基づく形而上学への挑戦： IM と KM の根底に在る形而上学の目的；

AM: 形而上学の目的とする、形而上学的構造についての、真なる理論の発見

AM＊: 形而上学の目的とする、役割を定める事実の表を過不足無く導き、単純性・広汎性・《一般性》等の基準を

最もよく満たす、理論の発見

　要は、目的は可能な限り組織化され、秩序立てられた仕方で、問題の「現象を救う」理論の構成に尽きること、換

言すれば、形而上学者は、理論が実在に正確に対応しているか否かを、気に掛ける必要が無い。 AM＊ を支持す

べき二つの理由は、上の AS＊ についてのものと同様、更に第 3、AM に従い「真理の発見」を自分達の目的と考え、

困難な戦いに身を投じなくて済む。 行為者が公言する目的と、暗黙の《本音》には、頻々食い違いが有る。 実際、

標準的な形而上学者が、自分達の目的を具体的に述べる時、世界との対応という意味での「真理」は、殆ど登場し

ない。 例えば以下の引用の如くである：
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「見出したいのは、問題の現象を比較的単純な仕方で説明し、突飛な想定や ad hoc な仮説を要求しない理論で

ある。」（S. Mumford, 2012）； 「「最善」な形而上学理論の選択は、その理論が世界の全体  ─  日常的な経験から

科学的な経験や理論に至るまで  ─  を、どれ程理解可能にしてくれるか、に基づく。 」（L.A. Paul, 2012）； 「形而

上学理論に求められるのは、それが常識と科学の枠組として、しかも経験的・概念的の両面に於いて、適切である

こと、である。」（P. Simons, 2015）。

《「真理の発見」という「夢物語」から解放された形而上学者、という裁定は、学問としての形而上学の死の宣告にも

等しく響くが、反面、無数に繰り返されて来た陳腐な悪口を聞かされる疲労感・倦怠感も、否めない。 衝撃は何時

か薄れ、不死鳥は甦る。 だが今や、不死鳥も死を迎えるのであろうか。 BC5C の釈迦には、六師外道を批判し、

婆羅門のマーガンディヤに、哲学的見解に固執する愚を戒める元気は有ったが、般若大乗は Abhidharma に我慢

がならず、唯識派は一旦実在論的に傾いたが、禅は般若に戻り、その禅も公案禅と黙照禅（只管打坐）の両極化

に至る。 宗教ならぬ形而上学の命運が、経験的・科学的に確証された事柄・知見の、正確・透明な説明能力の獲

得に懸かっているとすれば、形而上学者とは、科学解説者・評論家・journalist 以外の何ものでもあるまい。》

1.5 加地 大介： 「穴の物象性と因果性」

[0] 「不在《板に空いた穴、密封容器の内部の真空等、物質の欠如の意》は無（nothing）、如何にして無が因果的

力能を持ち得ようか？ 力能は性質と同様、或るもの（something）によって例化されなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Mumford  S. & Anjym, R.L.）」

　「真空の周りの物ではなく、真空そのもの内部の故に《自分の生命を》心配する。 真空は大きさ、形、動きと強大

な因果的力能（causal power）を持つように、非常に物らしく（very things-like）思われる。 ・・・ 否定的存在命題に

対する『真』付与者（truth-maker）、肯定的存在命題に対する『偽』付与者（ false-maker）。 （C.B. Mzrtin） ・・・ 《し

かし》最終的に『因果的関連性』として『作用』と区別し、《力能》を否定。」

　「『因果の反実条件法分析（counter-factual analysis of causation）』　  ─  真空が死を引き超すのは、人が適切

な対象に囲まれていたならば、死ななかったであろう、ということ  ─  による不在因果の説明 （Lewis, D.）」

[1] 「不在因果を説明または消去する方法（M & A）：　A. 不在の物象化　　B. 力能の許容　　C. 因果《性》の否定

A は、『存在の分断』　  ─  不在は、普通に存在する他の全てとは違う意味で存在する  ─  という、存在の一義性

を中心とする実在論《に対する》代償を伴うが故に、退けられる。

B の問題点、第 1 は、如何なる実在的な何ものにも内在しない《が、それ自体は実在する》力能なるものの認容、

第 2、真空の力能の実在という主張は、真空の作用を、不在因果の一例ではなく、通常の因果作用ならしめる。

　M & A の選択は.C。.しかし否定戦略の課題は、『Pu の欠如が糖尿病を齎す』《の類の、馬鹿げた言明を否認し

て見せるのではなく》何故、合理的と思われる不在因果の例が有るのかを、悦明することである。 ・・・ 疑似的因果

として扱いつつ、反実条件法によって説明 ・・・ 反実条件的言明に対する真理付与者を巡る、Lewis との相異：

　Lewis； 現実世界に最近接的な可能世界に於いて、成立している事実、

　M & A； 不在因果《￢C  が ￢E  を引き起こす》に於いて、現前する物の、他の何らかの力能《C ´ 》、 ・・・ しかし

《同値関係》　『C ´ が E  を引き起こす ⇔ E  は C ´ に、反実条件的に依存する』は成立しない ・・・ 反実条件的に

表現される原因と結果の結合は、必然性を否定され、因果作用の生じたことの、兆候の一つに過ぎない故に。」

[2] 「M & A の、不在因果への対応による、因果の力能理論の弱体化：

[2.0] 非実在化； M & A によれば、『その植物が水を与えられていれば、枯れなかったであろう』と、『我々が考えて

いる』に過ぎない ・・・ 力能理論によれば、真理付与者は、ここに出る水と、相互的な植物の力能でなければならな

い ・・・ が、この『水』は特定の水である必要は無く、植物が枯れたという変化に対して、個体的な原因を割り当て得

ない、即ち因果関係は一般因果（general causation）であり、因果の実在論的観点には、歓迎し得ぬ帰結。

[2.1] 不合理・反直観性； 反実条件法『人が空気に包まれていたならば、死ななかったであろう』に対する真理付与

者は、生命を維持する空気の力能と、それを受け入れる、人の相互的力能である。 にも拘らず、死を引き起こすの

は、現実に存在する力能であり、不在の空気ではない。 《何の力能か？》 本当か？

[2.2] 力能理論の依存性； 因果的変化に関わる、実体的対象所有の力能の発現としての、因果作用の把捉、因果

の実在性の直接的確保、また《不在因果に応じる》反実条件的命題の真理付与者としての、現実に存在する力能

の割り当ての可能性、即ち、力能の存在論的先行による、当該命題成立の根拠付け。

　しかし不在因果は、そこで否定すべくも無い因果的変化が起きている以上、その変化に直接携わる力能の発現

でなければならない。 不在因果の説明に当たり、 反実条件法に救いを求めるのは、殆ど力能理論の魂を売り渡

すに等しい、力能理論を 反実条件法分析の単なる亜種としかねない選択である。」
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[3] 「選択肢 A、即ち『穴』全般に関する物象化：『穴とは、充填可能性という力能を有する無素材的な持続（連続）

体であり、その力能は、物体の形状と配置によって、それら物体の補空間中の〈物体に外的に連結した（穴と物体

の境界は、物体に属させる、の意）部分〉に創発する。』」。 《「穴」は曖昧な概念である。 例えば竿を立てるために

地面に掘った、細長い筒状の部分は「穴」だが、極く浅い凹みをそうは言わない。 隧道の天井が崩壊して無くなれ

ば、機能は同じだが、最早「穴」ではなく、「切り通し」と呼ばれるだろう。 逆に防災のため、橋に覆いを懸け、囲ん

でしまっても（covered bridge）、「穴」と成る訳ではない。 上の定義は、尤もらしく飾り立てているが、意味の明確化

に、少しも貢献しない。 寧ろ単純に、こう定義してはどうか； 二つの閉曲面の内部 A  、B  の共通部分 (A ∩ B ) を、

A  によって B  に開けられた穴、と定める。》

[3.0] 「存在依存性： 鼻の穴は肉質部無しに存在できないが、《逆に》穴が無ければ鼻とは言えず、存在依存性は、

相互的である。 また鼻が《大きく損傷しても》、境界の時空的連続性によって穴は。同一性を保ち、存在し続ける。

他の実体に依存しない同一性の保持が、実体性の要件の一つとすれば、それは満たされている。 《穴の同一性を

保証する、持続する境界は、前項に『物体に属する』と有る。 では同一性は、物体に依存するのではないか。》

[3.1.] 没個別性： 同じ大きさの二つの水泡  A  、B  が合体、直後にまた同じ大きさの D  、E  に分かれたとすると、

A  、B  の夫々は D  、E  の何れに同定されるのか？ この例は、2個の素粒子が衝突・合体・分裂する場合と同様

《また朝永振一郎氏は、電光掲示板の、二つの交差する点灯鎖に喩えた》。 しかし通時的同一性を曖昧にする、こ

の変則性は、少なくとも《それを共有する》素粒子《や点灯電球鎖》と同等の対象性・実在性・自然性を、穴に認め

ることを、妨げない。 《量子的対象の同一性は波動関数に基づくのであり、観測値によって定まるのではない。 観

測も、二粒子系については O0  O1 、 O0  I1   続いて I0  O1   の二種が有り、得られる値は一般に異なり、二つの

成分が入れ替わった場合も有り得る。 この事情は、衝突・合体・分裂の有無には関わらない。 従って同一性とその

不分明について、水泡と素粒子は全く異なっており、比較には何の意味も無い。》　

[3.2] 全体性： 境界の時空的連続性に拠るのでから、穴が通時的同一性を保つのは、その全体のみであり、真部

分の同一性を問うことはできない。 これに境界が穴には属さないことを加えると、穴は平行移動は可能だが、回転

は不可能という、別の変則性を生む。 物体の回転は、各部分の軌跡を追えば明らかだが、《穴の場合は、かかる

操作が、そもそもできないのである。》 これに相当する量子論に於ける事例として、微視的球対称対象、特に一原

子分子の回転不可能性が有る。 《恒星天に対して自転し、１周期内の進みが観測精度以下の平行移動を行う、且

つ、自転軸上の一点に向かう、総和が 0 である求心力のみが働く、従って全体としては無重力状態の宇宙船（近

似的には地球そのもの）を考える。 北極点から Foucault 振子を吊り下げ、直下に観測位置を配し、それを原点、

自転軸と振子の振動面と併せて、３ｄ座標軸を設定する。物象性を可視化するために、座標軸に沿って細糸を張ろ

う。 これらすべてを囲む閉室を、船の北半分内に設け、問題の穴と見なす。 観測者が振子と同じ自転を行えば、

彼（女）は自身、座標系と振子の振動を、慣性系に於ける静止体または運動として観測する。 上に可能と宣べられ

た穴の移動は、何によって確認されるのか？ 物体の回転の場合に準えれば、穴の（無素材的な）真部分、即ち座

標系の軌跡の他は無い、 その同一性と移動の可能性を認めるならば、宇宙船に対する回転も、許さない理由は

無い。 別の問題だが、宇宙船の本体部分と振子・座標系・観測者は、互いに回転しているから、[3.0] 項によって、

共に穴の（時空的に連続する）境界とはなり得ない。 だが穴の中に物質的な対象の存在を許して、何が不都合な

のか？ 隧道の雨漏り、洞窟への土砂の流入、鼻血等々も、「穴」性や同一性を損なわないだろう？ この、振子、座

標系と 観測者を包む室内空間（広義の穴）は、全体として恒星天（慣性系）に対して定速運動を、室壁（境界）に対

しては自転と逆向きに回転している、と見るのが自然・合理的だろう。》

[3.3] 選択肢 A  対 C  :　　a. P  は、地面の凸起に躓いて、転んだ。　　b. P  は、地面の凹みに躓いて、転んだ。

[3.3.0] a. の、因果の力能理論による説明： 反実条件文『凸起が無ければ、P  は転ばなかっただろう』が成立、そ

の真理付与者は、不可入性という凸起の力能、凸起は、因果的変化に於ける P  の足の、相互的同伴者である。

[3.3.1] b. の場合、 M & A の主張に従うならば、穴が P  を転ばせたという不在因果は実在せず、地面が P  を転

ばせた、と考えるべきである。 不可入性という地面の力能を真理付与者とする反実条件文『もしそこに平坦な地面

が有ったならば、P  は転ばなかっただろう』が成立する故に。 ・・・ しかし『平坦な地面が、不可入性という力能に

よって、P  を転ばせた』とは如何にも不合理である。 《そこまで突き進むのか？》  ・・・戦略 C  は暗黙裡に、非個別

性と規範性を紛れ込ませ《多少の凹みも可しとせず、穴を覆うことも無く》、因果の非実在論を招いているのである。

[3.3.2] 戦略 A  による説明： 反実条件文『穴が無ければ、P  は転ばなかっただろう』が成立、その真理付与者は、

充填可能性という穴の力能である。 これは、[3.3.0] の「凸起」と「不可入性」を、「穴」と「充填可能性」に置き換えた、

《同型》の説明である。 その際、『存在の分断』（[1]）は生じていない。 対立は「存在」と「無」ではなく、物体を撥ね

付けるか受け入れるか、という力能の対照性に過ぎない。 また穴の充填可能性は、「無素材性」という独特の性質

によって齎された力能であるという点に於いて、それが惹き起す因果的変化は、「不在因果」の名に値する。」
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《この論考の、ああでもない、こうでもないと迷走し、少なからぬ意味不明ないし不正確な文言や、不適切な比喩を

含む混濁には、二つの原因、第 1 に因果的変化の源としての、個別的対象（物的あるいは概念的個体）の力能の

措定、第 2 は、その個体の物象性の要求、が有る。 前者については先ず、原因としての変化（事象）の発生と、そ

の結果の生起の間は、必ず（微小であるにせよ）時間を要すること、従って、如何に強大な力能も、その現れである

（原因としての）変化の時系列の始端の到達以前と、終端の到達以後は、（結果としての）変化の生起・内容に、何

の影響も及ぼさない。 特に、穴の充填可能性は言うに及ばず、真空の殺傷能力、石の不可入性、注がれない水

の生命維持力等、静止状態に在る「力能」は、因果には決して関わらない。 因果は個体（「もの」）の間ではなく、事

象（「こと」）の間の関係なのである。 実際、我々は「巨大隕石の落下が、地球環境の激変、更には恐竜の絶滅を齎

した」、「石綿の吸入が、彼の中脾腫罹患を引き起こした」、「あの大歌手の急病と推薦が、彼女の代役起用とその

後の成功に導いた」等と語るが、それらの語りに現れるのは全て事象であり、事物ではない。 個体は他の個体との

特定の関わり、例えば吸入、衝突、接触等々に於いて、特定の効果を現出させる。 身体への吸入・発癌、燃焼物

に対する耐火、電導体の間の絶縁、石綿の働きは多様、その何れが発効するかは、関わりの仕方に依存する。関

わり方と、それが決め、現わす働きの組が、「事象」の謂いに他ならない。 事象を語ることにより始めて、力能を語り

得る。 事象を捨象した力能一般（あるいは全ての力能の総体）、個体の属性の如く位置付けられた力能（穴の充填

可能性、 ・・・ ）は、虚構に過ぎない。 悪しきアリストテレス的主語・述語的世界観への固執、と言うべきか。

　原因から結果に至る過程は、複雑、不明ないし不詳の場合が少なくない。 隕石との衝突は地球規模の大火災・

生態系の破壊、塵埃や煤煙による寒冷、日照の急減・光合成の低下等々を引き起こしたであろうが、恐竜の絶滅

に要した年月には異論が有り、その間の何処に、隕石の、例えば光合成を妨げる力能が発現した、と言える事態

が有ったのか？ 中脾腫発症も同様。 鉱物繊維は、主体的に作用するというよりも寧ろ、異物に対する攻撃を誘発

し、炎症性細胞から遊出する活性酸素種が DNA を損傷する、との報告が有る。 詳しく見れば見る程、発端に在っ

た個体に帰属する「力能」ならものは、姿を消して行く。 残るのは膨大な、一々は非固有・普遍的な、物理・化学・

生理学的要素事象の併行時系列である。

　第 2点は、（著者の）力能実在論と、《実在的な何ものにも内在しないが、それ自体は実在する力能』なるものを

拒む M & A （[1]）への賛同の帰結である。 選択肢 C は論外、B も、ここに述べた理由によって否定、残るのは A

のみ、という次第。

　事象の時系列としての因果的過程の構成要素は、最も単純な定言命題である。 この時、

　a. P  は、地面の凸起に躓き（C a : 原因事象）、転んだ（E a : 結果事象）　　　　　と

　b. P  は、地面の穴に空足を踏み（C b : 原因事象）、転んだ（E b : 結果事象）　　は、

実在（事実）性に於いて同等、構成要素  C a  と C b 、 E a  と E b も同様、これらに現れる個体（凸起や穴）の存在論

的身分の如何（存在か不在か）等という瑣事は雲散霧消し、何の問題も生じさせない。 一言で言えば、本論文の

論議は、事象と事物の取り違えに発した、塵の如き不毛の代物に過ぎない。》

（2019. 9.18）
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