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えてゾンビの可能性を回避しようとしているが，この戦略が何の助けにもならないことは

これまで見てきたとおりである｡）
● ●■｡？■■●

35〉物刈i鱗的機能論。この人弧のある兄〃（たとえばＳｈ<》唖１１&lkcl･’982）では，怠烈

体験をもつという特性M上機能特1'kだが，特定の患紬体験（たとえば赤いという悠覚）をも

つという特性は神職生理学特怜である。この見方で1k，機能的Ｍ型休どうしでの逆転した

スペクトルは論理的に，そしておそらく経験的に可能であるが，完令に意識をもたない機
能的同型体はそ昂はならない。しかしここでも，逆転した機能的同型体が論理的に可能で

あることをひとたび塊めてしまえば，神経生理が特定の経験に与える概念的つながりはう

リコンのそれと変わら救いのだから，逆賑した物理的同型体も論理的に可能であると認め

蛾けれIﾛなら鮫い。そこでまたしても，物〕''1的1W火に,kってｿ･ぺての蛎突が決鵬ることは

なく，ある州の特性二元論に鞭為ように思える。そしてまた、物珊主誰は強い形liii上的必

然性という問題のある,暗え〃を奉じることによってしか,維持されえないのである。

この見方は往々にして，神経生理学特性をもつ現象特性のアポステリオリな同定として

持ち出される。そういう持ち出し刀をされる以上，上の議論で見たのと同じように，そう

いったアポステリオリな同定を伴う通常の問題には弱いところがある。while（1986）が

こうした線に沿っての批判でiidしたように，この兇ﾉ聡llH道する人は全体的M1能1葺推にし

がみついた脈うがよいのでは駁いか。

36）梢抑機能論。この見方では，成人の鮭験心理学にもとづき，心的特性は機能特性と

アポステリオリに同一視される〈B1ockl980参照)。もしこの見方を呪熱特性に適用すれ

ば，現象的概念は--次内包に違いがあるにもかかわらず，磯能的概念と同じ二次内包をも

つことになるだろう。この立場の問題点は，第２節で示唆した線に沿って、すなわち--次

内包に無点を合わせて分研するのが--瀞いい。もし現熟的慨念の･･次内包がそれ自体機能

的であれば，この.}X場は紬局ある靴の分析的機能主凝が引選受ける亀とに駁為。しかし、

もしそうで鞍いとしたら，一次内包が示す怖惟に無点を合わせｊしば，われｵ>れはどうして

もいろいろな二元論に導かれる。いずれにして６，この見方はそれ以.l:唯物論を救う働き

はしない。

この見方を唱道する人たちは往々にして，一次内包を介して指示対象を固定する概念の

役荊を無視してきた。純珊論用語としてのく伯念＞を使った科学理論を与えられたとして

も，そうした頬の状態が職ぜ願馴その他の全く角がう何かで1kなく，佃念としての資怖を

もてるのかを戦えてくれる概念的牧ストーリーがｲ河1割･るだろう。・肝ありそう鞭の'よ，

この指示対象を間定する内包そのものが機能的であり，〈(,j念らしきもの＞がこれまでの

概念によるとすり切れてしまうところで，その理論の範囲内でもっとも信念らしき役割を

演じる状態のよう液ものを採り上げる働きをするということだろう｡現象特性の一次内包

の本質が何であれ，そこで問題が生じる。二次内包に絞るのは、そこ催隠れてい為問題を

一掃する，まさにそのためである。

籾神機能勘のもう--つの間脳。それは,I|州111機能‘紺がたとえば何郷【i念と処厳すか決定

するのに，人ilIIの心理学にあまりに'ﾝエー|･を世ざすぎていることである。Ｓｈ()cmak('1.

1981に優れた批判があるので参照きれたい。もっとも，C1a】･kl986がこれに応じている。

心に関するほとんどの概念は．一次内包と二次内包が合致しているというのはもっともら

しい。さもなければ，われわれのそこまでの概念は同一であるにもかかわらず，われわれ

と地球上にいるわれわれの双子の片割れがく信念＞によって別なものを意味するという状

況に立ち至ってしまう。
●●●けg写

37）愛llll的一元紺。この1,:Lｿjで'よ．心的状伽'よそれぞれ物ﾖ1的状蝋と現わ』LのＭ－性を
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ＤＩＩ:IiIiしている間脳にU'〔接立ち向かってい駁い。

Ｓｈ()CmI1kurはさらに．然るべく緋びついた力がそ,11,にとって本質的な６のであると

き，問然渋則|:』勝然的にアポスラ．リイ・りであると紬じだ。〈Sw()ycI･[1982]，そしてKriI)‘

kG19801が何じょうに碗じている､）う・ポスプリオｌｊな必然桃の：次元的な分析は，こ

の捕価にどこかま.j，いところが』》るか，あるいは少茄<とも般制j思ったより限界があると

示唆している。世いぜいよくても，Ｖ雌る法川をもった世界は（たとえば）冠子掻包摂す
るｂのとして正しく妃述でさないといったところかもしれない。こうした砂崇では，その

ような世界を不可能と規定しえ紙い。さらには，電子と結びつくすべての力が電子らしき

転附戒．』・るとI{授すること肱で聾そうにﾉ１日い･それよりありそうなのは，ある実体捧瞳ｆ

であ‘R）しめるの+･必嬰炊のはこうした力の幾分かだけであり．近子を“ける枕えめな反

側然世界は可能であ論ということで‘もる。Ｓｈ()cmnk〔‘１．１，k本貿的なﾉJ“ド本質的なﾉJとⅨ

別する方法は絃いと勘じるが，：次元的な分U『は，砿予らしさという概念からこうした区

別は転がり出ると示唆する。

はっきり見きわめておかないといけない諭点がいくつもある。(1)物理特性との照合は

関係として硫定しているのか？（ShoemakeI･とChalmelrSの符えはイエス）(2)物理特性

ｉｔ（~:次内包I｡』jける）側係特仙とＩｉ１－なのか？㈱h()cmIlkcrはイエス，Ｃｈ組Imcr5の

答えはたぶんというも”で，ただ恩味諭的Ij1〔脱は出なる）(3)物珊特惟の1.然法則に則っ

た側係1‘tすべて，それIことうて本圃的厳ものなのか？（ShpemakcrIjkイエス，Chn1mc厩

はノー）(4)これら洲係特性を奥打ちゾ・る内花特惟が仔涯.ろのか？〈Sh〔)cmakcrはノ

ー．Chaime庵はイエス〉

30）この見方は近年に厳って!.()ckw()〔xｌ（l9S9）と:IIaxwGIl（1978）が唱道してきてお

り．一二人ともそれ砦同一性馴闘の非正統パージゴンとして持ち出している。むごいこと

に，（;r蝿ＭＲ(>“nburHI､噸､にこの見方を押し被せようとしてきた

31）とはいえ．１.Ｋ１ｈ６ｗｅａｎｄＳｌ,anksl992の逆の児方を参照。

32）“wiｓ（1990）が戒ったく進うやり方で間蝋の結盈に逸している。

33）これI‘t，笹が怠識について綱ろとき，あるいは別の機会にも折にふれて人に意見を

求めてきた論点である。結巣は一貫して．２：Ｉもしくは３ｚ１で二れらは説明が必要なさ

らなる何かであるというほうに側いてきた。もちろん、脚学は民主主義に則って行なうの

がベストではない。しかし，この手の搬紬でl聯決でさないlⅢ皿に血ち至ったときには，鍛

初の､!〔伽にある猟腹の11【みが出てくる｡
●●●●●｡0

34）生物学的蝋物鮒。恵諏が‘崎るというのは41;物的総こと殖というのが，一般､”兇ﾉｊ

(HillI991；Ｓ“1．Icl992)である。この見方では唯物繍は典だが，意臓をもつシステムと

磯能的に同じ雛櫛をもつ意撤をも上癒いシステムは論理的にｎJ能，老しておそらくは経験

的にさえ可能である。ところが，恵識鞍もたない私の機能的同型体をいったん溜めてしま

えば，ＷＷかに怠搬雀もたない私の生物的同剛体の可能性を‘昭めぷければ燕ら旅い。神経４４

Ｊ''1から窓撤休職へのＪ燕がりには，シリコンからのつjhGがり以｜の概念的つながりがない

からである。したが。てこの兇〃1.tたぶん，慰撤を物珊的Ｊ１峡とは別の'1桃と．』ろ雑性豊

元紬の一バジ，ンと見るのが一出いい。もしそうで牧かったら，それＩ上せいぜいよくて

も，そうした見方が抱えるMIj題をﾘ･べて受け継いで生化学と怠減のつながりを支持する点

で，強い形而上的必然性に訴え為ことと結びついていなければならない。

（g〔P;'１．k911992〕１kゾンビのI細''1的''1能代を,鯉めており，実際に、ミクロ物刈的なもの

と.撒揃休恥''|ⅡIにIxjllLlW姉'iび罰｣きがめるに１･ど敬いとＭ|(していあ。したがって，こと

によ為と脚.11|州｛：jCiMWfと1,,1,るのが一緋いいのである。IIilIll9911はll11班Ⅲ示子に‘Ｊｉ
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２１）この点に関する醗鴎について，FrmlkJncksonに感謝している。
２２）Kripke本人が，ただ同一性がまったくないというだけでは結冶として弱いかもし
れない，と腿めている（l972f7ｲ)。しかし彼は，唯物脇のより一般的な形式に対しては
橡柵的な曲旺もはめ込めるかもしれないと述ぺている。

２３）同じように｡肉体から切り鯉されているということによる狛証は，物理特性が物理
的対醗によってしか叩例化されえ雄い以上，心的特性と物理特性は同一でないと立庇で
き．たとえばＢ“ｌｅｒ（1994）にそうした箇旺が見られる。しかしここでもやはり，こう
した非同一性は結肋として卿い。というのは，それはまだ箇理的付随性と両立でき，した
がって唯物肋と両立できるからである。爽隙，同囲の非同一性による曲証は，ほとんどど
んな高レペルの特性にもはめ込むことができる。

別）Ｂ⑨y。（1980.ｐ,98）はその仙皿な分析で，ゾンビの可能性は肉体から切り瞳されて

いるという可能性と遮って，唯物随が映りであることを内含すると指価している。そこで

彼は，この可能性に対する別偶の箇証を持ち出すの麓が，その酋証は不完全で説糾力に欠
けていろ。ポイドは特定の関数を演算するコンピュータとのアナロジーを行ない，こう茜

じろ。（１）われわれには，人はただ演算を行なっているその閲散がないというところが違
う澄けで,そのコンピュータの全回路をもつ邑とができるように血えきかもしれないが，
それにもかかわらずこれは不可能である。そして，（２）ゾンビが見かけは可能であるとい

うのは．これと似通っている．と。ところが，このアナロジーは成り立たない。コンピュ

ータに関する状況が似通っているのは。私が身につけていることを身につけてい』hRい，あ
るいは私が鼠別することをEii別し厳い私の物理的複製が存在するかもしれないという〈非
常に希薄鞍）〈見かけの可能性＞である。このアナロジーには何ひとつとして，意議体験
をもたない複製というはるかに晩冊力のある見かけの可能性を洲しうるものは存在しな
い②

25）唯物勘者は「われわれに想倣できるこうした111物が火はわれわれに想像できる耶物
ではない」ことを示さなければならない，というKripkeの州摘（Kripkcl971の終わり

から二番目の段落で）もまた，弱い望じ方を示唆している。Kripkeは，見かけの可能性
が水かＨ２０かという標姻的な例とはまったく違う何らかの方法で説明しつくされるかも
しれないという問皿に，答えを出さないままにしているが．「それは私には最り知れない

ほど深く醗解な職曲にならざるをえないはずiR』し，秘が暁んできたどんな唯物圏文献に現
われていたものより難解にならざるをえないだろう」と訂っている。

26〉この猫強はよく，Kripkeの固定指示子脱の逸川と取られているが，その一つのバ
ージョンは原理的にクリプキの脱が出される以前，すでに１０年IMIから行なわれてきてい

る。脳の状態に関する物理的耶実は揃みがあることを必然化しないように見えるのだか

ら，元々の同一性理圏に，なぜＨ８０に関する物理的耶実はそれが水（あるいは水らしき

もの）であることを必然化するのか，とⅢいを立ててもよい。

27）Ｈ⑨rgml（1987）はByr“（1993）と同じように，この文脈で「形而上的」付随性に
触れている。しかし，もし（世界の）形而上的可能性と曲理的可能性が一致するという私
が正しければ，曲珊的付随性がそれに従うことになる。

28〉この点に関する他のバージョンについては，B1nckbuml990，Fei窟１１９５８，Lock・
ｗｏｏｄ1989,Maxwe1I1978，Robinsonl982を参照。

29）世界を純紳な因采の減れとする見方は，Ｓｈ“mnkCr（1980）が持ち出したものであ

る。彼は，あらゆる可能性は「力」であって，その力を喪打ちするそれ以上のものは何も

ないと脇じた。SI1oemnkcrの蹴脇は主として敵肥していく形を取っており，その見方が
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るかもしれない。指標性一般の存在論的地位の場合とＭ様，，仏にはこうした問蝋はまった

く明快でぱい。本文での搬諭は，指標性は存在論的ギャップに導くことは牡いという反対
将の仮定に京って仮定されており，たとえそうであっても、現狼的な叩例でのギャップと
の撒i比はうまくいかないことに注患するためのものでJ〕為。

17）さらに，維験に側する．vえが水'11に術ⅢのようＩＥ厳っていける班が一つある。ヅな
わち，われわれが継験をくこの経験＞として取り出すと善である。倒的に同じ二つの繊峨
のうち一つに冨及するとき（Austinl990の「二つのジーユープ」でのように)，〈客観的＞
蝋実をすべて知っていても，どちらの経験Iこ言及しているのか決定できないという問題が
残るとも考えられるかもしれない。（ここで問題にしているのは，タイプでなくトークン
への静及についてであることに波怠｡）唯物節.蘭がこの１K例密使って知撤強への手掛かり
を１１ﾄたくなる勘合には，松'よ以ドの点に瀧撤する。(1)この助合，，偲撤的にどら厳るりI狸
は現象的な'1f火から独虻している（現触的なﾘ『喪をすべて知っていても．この総験という

●●●Ca､●

のがどちらかわからない)。(2)この世界とは拠なjる中心をもたない思惟可能な111:界が存代

するという状況を導けないから？本文にあるような存在論的議論を辿設するのに用いるこ
とはできない。(3)さらなる耶実がせいぜい役に立つのは，指標的な耶実がどの爽休が私
か教えるようにどの文体がこれであるか遊牧えて，世界の'''心で超こっていること企突き
q●●

I|:めるくらいなことである。

ここでの本当の教iVllは，湖合によっては，１１k界の'''心にもっと制鞭をiMiめ込む必拠があ

る，ということである。個と時を（<私＞とくここ＞として）マークナろだけでなく，経

験も（<この＞として）マークしなければ鞍ら救い。同じようなことが，たとえばく左＞

とく右>といった方向を示す胃葉にも当てはまる（世界に関する方向的な濡災を知ってい

ても，どちらが左でどららがｲ『かということはわからjhwい)。これらはすべて，認識のギ

ャップの比校的怖がら厳くていい脂開的なｳMに締びついているｕこうした賜合のどれ御iL
g●□■●●

ても．ｌｊ５本的駁r}【狸は成り立ちながらどら癒る'1(災は成り血た験いような，’''心をもたﾉ)Ｆ

い世界は存在しない。

18）ChurcI11alld（1985）はこれと関巡する反諭で，jackso11の誰薗ではく知る＞という

言葉が媛昧に使われていると指摘している。メアリーは物理的事実の命題的な知識，すな
巳●●●●●●

わち文の形をとった知識を完成はしていても，彼女には赤の経験とllql〔接接して(¥た知諏が

欠けている。群えば同槻に鞍る･メァリーの赤の紐験に側する知識が1M:界のあり方也絞り

込んでいくかぎり．それはり雌にしとづく知繍であって肺HI1Hは成功する（ﾘ峡にもとづく

知識はく文の形をとって＞いなければならないという主拙iJkいつ菖い必嬰ない)。そこで
ChurchlandはLewiBとNemirowのように，メアリーの赤の経験に関ケる知識は世界の

あり方について何も語らないという，もっともらしくない主張に与するのである。

19）Lycan（1995）は，メアリーの知識が新たな情報を含むという結果に対し，九つの
（１）論証を与えている。

20）知職に側J,る誰胸への答えで私が蔚じなかったものも他Iこたくさんあるが，こ』Lら

に対.る仏の答えは楽していただけるはずだ。一つだけ触れてキガーう。Ｄｒ銚ske（i995）

は，メアリーに欠けている知諏は彼女の職境に関する知識だと強じている。もし彼女が亦
いものの成り立ちについてもっと知っていたら．彼女は赤の経験が炎わすものがわかった

はずであり，したがって（Dretskcの説によれば）赤の経験がどのようなものかわかった

はずである。奇妙なことに，DrGtskeは明らかに出てくるはずの反論に目醤向けていな

い。すなわち，メア.リーがたとえ赤いものの成り血らについて何もかも知って.'たとして
も．それでも“彼女Iこは，脈を見ると肱どういうことかわからないという反,肺である！
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９）ＪｏｌｍＯ･Leary-IIawthomeとBarryLocwGrはそれぞれ別の機会に，精神物理的付
随性と複雑な数学的真理のアナロジーを会船のなかで示唆している。
１０）この講証が，きわめて深通であるがゆえにどんな存在にもアプリオリに知ることが
できない故学的真理があるという強い”“取る人に対してさえ．政争的其理とのアゾ･ロ
ジーの不可能性をもたらすことに注慰。

１１）この立場は妙な形で，たとえぽデネットのような還元主義者の立場にきわめて近接
している。結局はどちらも，側”､ろ11K綱{‘k認知の障害から生じるというのである。定な
違いは，還元主義者がわれわれの厳かにこの陣筈を乗り越えられる者がいると芯えるのに
対し，目下の反対意見は碓にも栗り越えられないとしている点である。しかし，こうした
反対智たちは知っているだろうが，．ｊ・でに他の人たちによって（ひ.kつとするとI〕LPI1nt,ｕ
によってさえ）啓発が成し逆げられているかもしれ欣い、いずれにしても，陳flfのある人
は啓発された人が出す杵え醤NWMルないはずでめあ1

12）論理的可能性によるi倫証でもっともあからさ鵬なバージョンが，Ｋｉｒｋ（1974）によ
って与えられていぉ。それはまた．ＣａｍI〕I)CII（1970)．NageI（197‘l)．Ｒ(》binsoll<1976)，
その他至るところに見られる。私の諭脈の,し〃は主に，統一化する枠組みを提供するの
に付随性の概念を用いている点，フ’ポステリイリ肢必然性の役剖を．け虚している点がⅢ鞭
っている。逆賑したスペクトルによる､二‘i1,と1111班した淑諭については．Ｓ“HGrl991も併
せて参照。

13）その問題が「水はⅡ』Ｏである」と１１』()ＩｋＩＩ｡()である」を炎わすかぎりにおい

て，「水は濡れる」と「１１２０は添れるｌが災なる１冊笑を表わすことになる，理屈に合った
意味がありそうだ。この意味で，われわれはそれらを表わす語の二次内包よりもむしろ，
一次内包によって事実を個別化するのである。

14）Lockwood（1989,1〕1)１３６７）が，本WI的にこうした_I§張を行雄-'ている。彼が両う
ように，いかなる提示の仕ﾉjのもとでも，それぞれの提,旗のｌｌ:方に対応しているのが同じ
事実であると知らずにいるのは，何かさらなる実体的耶災，塔合によっては捜致の事実を
知らずにいるせいであるにちがい御,｡これと関迎する指摘がConee（l9S5a〉によって
葱されている。

'5）Loarは,現敷的概念は両紬廠蛎念であると示唆し,再認的な概念Ｒが理鰭的に
特定される特性I)とｌｌＩＩじ神性を｜持ち川ﾂ゙ ｌと101符１．るのは刑に適っていると鮒じる．
彼は，カリフ》Ｉルーフ'の砂浜のあるり･‘Kｿー ﾝ盆，そｲIについての珊論的知撒なしに認める
ことがでざる人の例を与えている。しかしこれはⅢ雌-'ているようだ。もし1.体がアプリ

オリにＲがＰであると知ることがでさなければ．Ｒとl》への描示は出なる形で固定‘き
れ，指示を固定する内包が思柵可能なああ状況でばらばらになることがありうるからであ
る｡強い形而上的必然性という付加的な{|:細みに訴えるのでないかぎり,一次内包の相述
は指示を固定する特性の柵述に対応-J･ろだろう。

【,Carはある箇所で，１１蝿的概念は術示を側淀する特性（一次内包〉の助けを階り．J'111［
接揃示すると示唆しているが↑これもやはり11M遡っている.kう澱。ある概念が思惟可能な
異なる状況下で何か他のものを摘り･ことができるというまさにその事実が，実体のある一
次内包が絡んでいると救えている。したがって，ここで問題にしている意味では，指示は
真に<直接的〉ではありえない。

16）指標性の問題に非常にこだわる人が，中心をもつ世界の中心の位置が存在鐘的な砿
要性をもちうるとか，ことによると、符通の可能'1上界のiHlで指標的ﾘ『実に相違がありうる
(ひょっとして．もしＮ奴心lの『秤脱的厳向己」のよう綻ものがあるとしたら）とＩ型'す
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描掴をしている。

5）BeKlIer（1994）もまた，自然な結随に至るまで読証をやり遂げていないとはいえ，こ
こでの峨略として物理用語で決することを示唆している｡

6）文献であからさまにこの血場奄取-』ている人l‘上ばとんどいない。アポステIルIリな必
然'|'kに,昨えて唯物紬を擁識する人のほとんどは，Ｋｌ･il)kc流の．if嬢にI脈えており（たとえ

I‘lIill】991,Ｌｙ“、1995.Tyel995)，このために(》つと強力な部煎の形iiIj上的必然性陸
炎立･』て猟護する人はほとんどいない。ところが，BiRclowaIldPar“lcl.（】990)．

Byl･】1０（1993)．Levillc（1993)，Loal-〈1990）は，暗にこうした立場に与していると統む
のが''１然である。Byrne・Lcvine，そして'1,erryH()rg;ｍは，私的遡侭でこの立湘をI】１１鮒
している。

7）故峨的Ｘ叩は形而上的必然であ，て概念的必然でLtないとﾕにすることが，ilIrにめる

かもしれない。これは，数学的捜念と疑念的必然性の分析Iこ関する微妙な間脳に瀧‘(iされ
るが，それでもやはり、故学的真理はアプリオリであ為ということで広く意見の一致を見

ている（本文次節で言及する微々たる藤止め願いはあるが)。最も決定的なのは，故学的

其肌が偽であるような思惟可能な世界でさえ存征しないことである。したがってこれらの

岬111.k，思惟''1能な世界の雌合より少しでも小ご雄可能世界が存在する余地燈いえ猶い‘，

lW1jlil的付伽u‘'4kはﾌ'ブ'リオリ鞭つながり雄もた敬い形而ｋ的付随性の一つの例とj戊唯きｲ’
為かｲJしれないが，強い必然'|:のり(例I‘lここで｛よ，継験の‘Iｉ例でより“らにﾘｵい.Lうで

あお・ここには，意識体験に対し，吋応する避択肢よりずっと収まりのいい111ﾊﾘ可能歴逆

択肢がある。さらに,物質的にも心的にもわれわれのものと同一でありながら,伽理的に
ははっきり分かれる思惟可能な世界ですらありそうにない。そこでやはり，倫理的付随姓

はiﾘ能世界の場にそれ以上の制約条件を課してこない。

8）jIlckson（1995）は，物理的なものから心理的雄ものへのアプリオリなつ歴がりをⅢ｜
いき辿鞭いという．物珊主義の奇妙さを柵滴する簡Iﾘlな議馳造与えている（これは側じよ
うに．〈強い形IIT上的必然性＞の迩嶋にｂ〈縄知の限界＞の立場にも当ては艇るかもしれ
芯い)金

その物理的性質と，物理的に記述ざれた珊塊との相互作用の仕方にⅢける十分駁

ｌｌＩｉ+Mが‘偽っても，そこか”'プ､リイ･リに聯ざ出せないきわめて''１純な:｢峨休につ
いての'１１火が存ｲ1劃･るというのは，ありそうにないことである。フ'メーパにlMlJ
るストーリーは，アメーバとその蝋境との柵ﾉ作川に関する物理的駁ストリ

で尽くされていろ｡〈中略>しかし唯物鮒によると,われわれはその椛成嬰索の

複雑さと配置においてしか，アメーパと本質的に異ならない。そのような魁異

が，人ilIjに関する孟要な事実で．原則としてわれわれの推理力を寄せつけないよ

う荻ものをどうして生み出せるのかは瓢解しがたい。〈中略＞生物の敦寵胆ある，

/餅M1こ爪細胞生物がいて〈i制に糊辱震災噸と人IIIlがいる，進化の総過参示したチ
1.-1.を思い出してみよう。物珊l縦荷i,ｔその維過のどこを術して．ｊ)れ』jれに

関する虹凹厳砺実のｱプﾘｵﾘな惟闘､I能性が成.立しなくなると‘もっともらし

くｉ{腰でざるのか。あるいはそれを!iい出したら，唯物論省はわｵｕ､》れ金幽がそ
れぞれ菌類から進化してきた過侃のい-)たいどこに，われわれについての物理仏

欣ストーリーからは導くことのでき航いわれわれに側する砿要な蛎爽が生Jもれる
珊所を,もっともらしく位悩づりられるのだろうか。



る反蓋。しかしここでの経験的不可能性は，非還元的立場と両立する。(2)Jacksonの知
識の議論に対する反誼。(3)クオリアに間する随伴蛸はぱかげているという主扱。これは

私が第４章および第５章で強じている。DcnnctIの蹴瞳ではしばしば，自然的可能性の問

皿と酋馴的可能性の間理が-.縮くたになっている。Dmnetlはたとえば．「クオリアの好

きな人」は計算槻械は粍験をもたないと上弧するだろうと仮定し、そしてそのような槻械

がわれわれと同じように意識をもつことはありうると強じることに，多大なスペースを荊

いている。しかしこれは，非還元的立場と完全に間立するのである。私自身も．あとの章

でこれと同じ主張に賛同する。

10）さらに最近になって．CIickとＫｏｃｈが愈戴のための神経墓盤を探求するなかで四

○ヘルツから先の摂動を兇飴めたが．Ⅲじような啄琳を通川している。振動には，倣純明
快な例を提供するという災所がある。

11）、雌””,Novemberl992,ｐ､96に引川。Crick（1994‘ｐ‘258）も，彼自身はもっと
憤堕だとはいえ，科学にはクオリアを脱明でさないかもしれない可能性を認めている。

12〉EdeIman(1989,p,168）はこの点についてはっきりしている。「その区別，バリエー

ション，帰結を説明するモデルを川怠すればそれで足りる。科学者であるわれわれには，
■● 白●

なぜ何にもないのでなくて何かがあるのか，あるいは厳ぜiiAかいというのは温かく感じる

のかといったことに関わる存在蛸的な謎に関わることはできない｡｜彼はこれを蹴子場馴

鯛と畑比するが，敵子嶋理勘はわれわれにエネルギーと物質の状恕を区別する基盤は与え

ても，そもそもなぜ物問が存在するのかは教えてくれない。このアナロジーは，私が後の

章で展開する非還元的見方と．大いに両立できるのである。

13）実際，もし意識が物理的なものに強理的に付随するとしたら．法則で意識を特別扱

いすることの正当性は失われてしまうので．これらの<崩壊＞解釈がうまく軌道に乗るこ

とはできなくなる。

１
Ｉ
Ｉ
Ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
ｉ
ｌ
Ｊ

４

１）Edelman（1992）もまた同様に，（唯物瞳肴と噂の）その著書に「心は脳のなかでい

かに生まれるか」という副皿をつけている。

2）私が銃んだところでは．Sear此の見解は本人の見方はともかく．唯物論というより

特性二元蛸と解釈するほうがはるかに凹然である。脳の状腫が現欺状態とゾンビ随の使用

の元になっているという主幾は，「脳で進行しているのは神継生理学的プロセスと意識で

あって，それ以上の何ものでもない」という雄弧がそうであるように．この読みを支持し

ている。Searleの第８章での志向性に関する臓捕もまた，この読みを支持している。彼

は，志向性は現実である（pl56）が，志向的耶実は神継生瑚学的耶実によっては梢成さ

れえない（”､157-8）と勘じる。この難川への恥一の答えは．脳の存在にあって意翻だ

けが別物であるので．意識があるP,1血眼で志向性の木簡をなすにちがいないとすること
●●●●●③岳●●

通，と彼は鋪じる。この臓紬は愈蹴に閲する特性写息元論をまず仙提にしているようであ

る。

3）唯物論者がなぜアポステリオリな必然性に訴えることができないのかを支える，これ

と密接な関係にある議鎗をJackson（1980.1994)．Ｌｃｗｉｓ（1994)．White（1986）が与え

ている。
●○

4）JaCkson（1980）は，たとえ痛み特性の吻閲的厳状感をアポステリオリ鞍考察で確立
◆●０●●

できたとしても．揃みの現前特性からま館唯物猫に対.るIMI題が生じると瞳じて，同棟の

４６７－註
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立たない（LGwisl973には失礼ながら)。世界の空間的時間的履歴に関する特定の蛎災
は．ありとあらゆる棚頬の異なる反不実の真と両立する。

‘19）ヒユーム流の法IⅢと閃果作用の見方をLcwisl986b，Ｍ利ckiel974，Skyrmsl980
に鮒めることができる。その‘ｋうな兇方に対する反謹は、Armslr〔mH1982、Carr〔)11
1994．DrGstkc19770MoIlw･1969,′roolcyI977参照。

50）対照的に，蕊理的付随性は例外ではなくむしろ規則であるとｋ張しているように見
える人たちとしては，Ａ１－ｍｇｔｍｎｇ（1982)．Ｈorgan（l984c)，Jackson（1993)，Lewi帰

(1994)．蔚沌Cｌ（197‘l）らがいる。

訓）さらにこの点についてはIlOrHanand'1,immonsl992b参照。

３

１）Ｋｉｒｋ（197‘I）はゾンビの生彩あふれる記述を提供し，遥切な中間的蛎例を明らかにす
ることにより，われわれを現実世界の誰かがゾンビに転じたと信じるように導いてさえい

る。CamPbCll（1970）も同様に．普通の人と物理的に同一でありながら経裟をまったく
欠いた「換造人ilIIを紬じている

2）Ｋi３．ｋ（】97倉I）Ｉ‘kこの､〔接的でないやり方でゾンビの醗理的州継をlMiじている。

１１）ｊｉｌｃ()1)ｙ（1990）は，思惟可能性に関する狼鎗は一般に意撤の椴能主接的税明に対し，
唯物鮒的説明に対する以上の問題は生じさせないという催れた指摘を行なっている。

‘l）赤と賀色がそれぞれの紬の正の極であるから，結局これは実際には，赤を青でなく黄
色と入れ件えることになるだろう。しかし，細部は本質的でない。人間の色彩空'1Mの複雑
さに1Mける明快な搬諭については．Ⅲ剛rdi11（1988）参照。

5）’11災，Ｉ【:'【‘〔liI1（1987,1).138）はこの点御惚めている。彼は，この、の逆il砿はただ
奇慨なｌ肥りで｜慨念的腫縦合'|'唾もた厳い｣ので'よないと櫛う。

0）《;u'１<Iers《)1１（197{〕）（Jk，一人称の主扱と三人称のi{張の''11での｜研究iMl代の非対称ｌ

について''１１じようなことを,↑っている。

7）Ｔｈ()ｍＩ〕s()、（1992）は，メアリーは白肌の部屋で，たとえば目をこすったようなとき
にやはI〕色彩体験をするかｂしれない，と指摘している。これをうまく避けるために，わ

れ』j札１１kことに.l:ると，メアリーは生機れつきI]が兇えないということにすべきかもしれ

厳いｕ

ｓ）ChuI･chI狐】。(1995,1〕193）とDellnelt(1991,1〕､2S1）は，この文脈で４１郵諭銅|さ合
いに出している｡

9）Ｉ)enneltIiﾐ著書第２部の終わりで，彼の機能的巻説明は意識について説明が必要なす

べて醤脱明できることを第３部で示すと約束しているが，その謙譲がどこにあるのか兇極

めにくい。偽鎚の多くは,罷知プロセスについての,私のような人間が洲足して同意でき

そう絞脱粥にある。ここでのIIlIいは，彼の説明が正しいかどうかについてでなく、それが
膨験を脱明するかどうかについてである。決定的な議箇は362ページから３６８ベージにあ

るようで，そこで彼は．説明が必要なのは物事がどう見えるか説明することでめろと，そ

して彼の魂騎は物耶がどう見えるかを説明すると（実際に）述べている。しかし秘が節５

京で鐙じたように，これはく見える＞の心理学的意味と現象的意味を謹昧にしている。こ

の理曲に鋭明できそうなのは，刺激'二関して一定の判断を下す捕えであって，ところがそ

うした判断は，脱明胆刺を悩ます対雛にはけっしてならないのである。

称１２歳でもいくつか識酋はなされている。(1)反転したクオリアの凝験的可雌性に対，
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耶災への内合はありえないと蓋じている。その臓証（とりわけ機能分析に対する反証）は

議論を呼ぷところだが，いずれにしろ前に指摘したように論証の結諸は，志向的那爽がさ

ら駈る'11災であるということでなく、それらは厳幣にはまるで砺実ではないということで

ある。

もしｸﾘブｷヅｲi､ｹﾝｼｴﾀｲﾝの内合に対するｊ史,術を愛け容れれば，志向性'.1k愉

珊性がその下にくるのと似たような位股に立つことになる。どちらの場合にも，（')リド‘兆

八によるＷ火Ｂの概念的な内合がないと論じら』Lるが，(2)もしわれわれの世』ALにﾘ『火Ｈ

があれば，それは思惟可能巷あらゆる八識別不能1M:界で成り立つことになる。厳密に肺

って耶火BIt炊く、屈性Ｂは何か拡大した形で披わなければならないというのが，唯--.

nMに適った結麓になる。耶爽Ｂがさらなる根本的ﾘ蝶である可能性は，思惟ilI能性を仙

討することで排除され，そもそも』IF火Ｂが11『例化されるのであれば，’1『災Ａから'1『ｘｌＩ

へのアプリオリ牡つながりがなければなら雄いということがそれによって示されるのであ

る。

．ｌl）もし主観的な倫毅的事実があれば，倫理的屈性には明確な真理条件があることにな

るが，これらはその帰屈先に依存する。もしそうなら，倫理的慨念は指標的な一次内包を

もち．州捌性含除いて論理的付随性がある。この分析は、〈主観主義的倫理リブリズノ､＞

の文1,州（S【'y1℃ＭＣＣ()【．。】989）にJ:って打ﾉ&付き婚'jえられ，彼らはく神＞齢，〈|･I分

にとって郷ｵ'?るもの〉あるいは<私のコミューフィーにJ;札I:曙なるもの＞というよう戦

{''1かと解釈している。ところが．ここに合出』'るl《剛性がこれを，リアリズムとしてはJ1Ｉ

常に刺いものにしている。たとえば，この見方に}Zてぱ何がく善＞であるかを論じている

二人の人IIIlは，全然意見が一致しないことは敏いのかもしれない。

i5）き*ざまな状況での<グーデル文＞の揃砺に関する識論のよう鞍Ｋ,ripkeの踊箇
(1972）は，和脚の使〃１１こ結びついた-.次内包は手短な拠述で要約することI;tでさない．

と示唆している。それらは農た．この点について仏はあ膜り確仙がもてないとはいえ，、

次内包Iよいか絞る何駅の記述によっても要約されえない，と示唆しているかもしれない

(それらは確かに，そのような記述はどれもメタ曾脇的要索と．それを行なう人との然る

べき閃果的つながりを要するという条件を含まなければ燕ら厳いことを確証している)。

しかし，これら談論の何一つとして．名1W(jL1kつたく一次内包を欠いていると示唆しては

いjhcい。１１峡，出ざにそのＫＩ･ipkcの拙,愉が，名１Wの柵ボが現実仙界の判明の(|:ﾉjにいか

に依Y“てい鞠か雀.り察することに.ｋり，鵬lIllしていく11.J･戦‘|｣心，，|,心迩もつさ鵬X,l６

な世界での名I1iIの・次内包を呼定していくこと腿よって。

‘16〉この{'i:に脱げる明快な議論はNagel1986零照。
47）否定的耶爽はいかにして上記の麓理的付随性に側する議論を免れるか。天使の例が

示すように，思惟可能性による議論は成り此たない。露議論による議論は，制約のない令

鏡的狸弧をどうやって知りうるのかという紹識闘的IHI組が存在することが明白なので,成

り立た雄い（ﾉﾐ便がいないという砿個はもてない）分腕可能性による識諭は，（それ以

外に何らないという２階の耶火を持ち込出癒いかぎり）もつばも尚定的耶突によるこれ

ら否定的耶災の分析はできないから，成り逆た唯い･

48）法則はいかにして上記の謹理的付随性に関する縦論を免れるか。上記の例が示すよ

うに，思惟可能枕による議雪は成り立たない。秘識諭による議論は，ヒユームの懐疑的縦

1,1蝿iIIし立てが証明するように，明らかに洗則と間Ⅱ↓作川の認識論に間脳があるので成り

１N《たない。分研による駁論は，法ⅡﾘであるにM:Ⅸ'|雌にJ:って喪神さされる杵ju的川IIIll'ｋ

醤'瓜し，当の腿Ｗ刈よ'Ｉ上界の股鵬に側する特定の'1『'ｊｆにJ;.』て1.k分析でき厭いので，成り
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れている。もちろん，それは一見したところ思惟切能と兜めら拠るものと本当に思惟可能

であるものとのさらに大きなギャップしたがって思惟可能性について判断を下すに

は．より内禰老凝らきなければ厳ら症いという形で．秤び盗増してくる。

:１３）デカルトの，幽分にIﾕ爽伸金６たないものを思州できるからI:1分が火体をもたない

ということはありえ，しﾒ｡がってl:1分が非物刈的であるということはありうるくいかなる

物理的実体にも実体はあるので）という狼絢に．‐の批判建設証の形で適用できる。息

に実体はないというのは思惟可能ｌと目ってよく，よって可能性１であるが，そこから

思惟可能２あるいは可能性２は出てこ雄い。それと対照的に．もし彼が物理的実体であれ

ば乱に実体はない」が必然的になるというの1.k必然性２であって，必然性ｌではない。

(彼の概念<私＞の一次内包は，いかなる１１郷でｂその['1心Iこある刑を選び取るから，一二

次内包はどの世界でもデ〃ルト瞥避び収ろ.）

3.1）人は，形lili上的必然1'kについてlff別<形Iml;的な＞ところ'よ何も戦い，と言うかも

しれない。この見方をすると，そ』LIkただ，γボスナリオリな怠味論的ねじれがある概念

的必然性の一品種でしかなく，わ』Lわれの概念の-~次元的性格から派生したものである。

アポステリオリな必然性が形而上学とlIijじくらい約撫Ifを反映･j-るというテーマについて

は，Ｉ〕utI1rlml983とＳｉ〔Mlel989，１９９２磁公照。

妬）１１《)'･樺ｌＩ１（19脚1ぐ）Ｉ;1．商レベルの１眺IJL-J･ぺてミグ１J物Ｊ１|(のり峡に論珊的に付随す
るという1X場を詳述し，それ壁,愉ilI1:している。彼が述べているように，それらの!Ⅱ笈は

く意味論的制約条件＞によってミクロ物靭の剛災につながれ，１１t界にあるのはただミクロ

物理とく宇宙の解釈学＞だけというようになっている。ところが．彼は非常に目につく形

で．意識体験の問題を避けている。随理的付随性のバージョンを提唱している人として

は，JHCkson（1993)，Ｋｉｒｋ（197.1)，そしてLcwiS（1991）がいる。

36）抽離的な実体に関するり{災が拘加的なものに画理的に付閲しているという謡蓋につ

いては.ArmslronRl982塞照｡

37）もし水が，それが4膿じさせる藻験の飢畑によ．てある職腰剛性をもたされるのであ

れば，意識体験は一次内包に寄与すると鰍じることがでざる。確かに指標性は，われわ

れのまわり'二ある透明で飲用可能な液体」のなかのわれわれの」でわかるように，一助

となる。二れらの事実は，意識体験と揃側惟番除いて倫理的付剛性を損なわない。

38）学理的な用語の適用に対1.るクムゼイ命皿法でお縮じみのように。Lcw階1972参

照。

39）Ｎｅｄ剛()ｃｋが雌川馴例として′』〈唆した一つの例,，

‘I()）付随性にとっては，分りrが可能である必拠があるという二とについて，同様の指摘

がJackson（1993）とＬｅｗｉｓ（1994）によって駁されている。

‘11）これに代わるもっともらしい脱IﾘIは，あるものが赤であるためには，それが赤-判Ｗｉ

を引き起こす傾向にあるようなものでなＩＭＬば燕心ない，と1:張している。判断が物理的

なものに‘｝細l1的に付|Ｍ１するというの１．tも』とも'うしいのでＩこれ'1kここで勘じたlMl剛を除

去するだろう。

､12）息がピル・クリントンについてめる｛il念をもっているのに対し，仏の裡製がクリン

トンの複製についてある信念をもっている喝合'よ例外，と総じることがでぎる。例によっ

て，世界を超えたアイデンティティに関するこうした問題は，脇に置くことができる。

･13）このような議諭にもっとも近いのは．ヅイ1､ケンシュタインのKripke版（1982）

が与えるものであるKriI)keI1k実賑に，内禽1.k,６，向概念の物理的分析．機能的分析，あ
るいI‘t理熟的分折によ』て媒介されえないので．物刈的耶拠および現喰的１１f史かウ志向的
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れるアプリオリな概念的真のQuiI1eが言うような可能性を説明づけることはない。私に
は，そのような意味をもたされる概念的真は近似に近くはあっても，はっきりとまったく
摂念的真ではないと思える。

２９）忠孝の内容を捉えるのに二次元的な枠組みを使うとき出てくる微妙な点は．思哲が
中心をもつある世界を，たとえそこに思秒そのもののコピーが含まれていなくても澗在的
な環壇として裏御さする．ということである。たとえば．もし私が「凹分は件睡状態にあ

る」と考えれば．私は中心にいる佃が昏睡状態にあるような中心をもつ世界を喪書きする

ことになり．それらの個がそういう考えをもっているかいないかは関係ない。そこで，思

考の一次内包及び一次命MIIを定義するには．慎覗に歩を通ばればならない。私がここで討
葉を例に歩を地めた以上に．慨皿でなければならないのである。

３０）世界はI1mIVi的に見られるべきで，ことによるとそれは，麟本的な間の分布として．
●●ＣＯ

ということである。１１t界は坊そらく．汀明の集まりとして，１１t界を肥述する汀Iﾘjとして見

ないのが一掃よく，一つ以上のやり方でそうすることができるのをわれわれは見てきた。
世界を画明の典まりと見ると，この区別を失うことに厳るだろう。もし命題が然るべき形
で理解されれば，ことによると世界は命題の典まりと見ることができるかもしれない

（Adamsl974)。あるいは．岐大限の特性として（StnImkcrl976)，Ⅷの真相として

（PIantinRal976)．柳適的な形而I:の実体として（F⑪ITesll986)．われわれ同身の世界

に罰i比できる具体的対敢として（Lcwisl986a)。ことによると，その概念はあっさり飴
源にあるものと取れるかもしれない。いずれにしても、可能世界について細ることには，

可能性や必然性全般について謝ることと同じくらい，あるいはそれよりもう少し劣る形で

根拠がある。数学的概念がそうであるように，これらの様相概念は満足のいく存在論的分
析に先んじてでも．役に血つ形で展開させることができるのである。

私は世界をつねに<間として＞ザえており，〈個別性＞のl川剛からは身を引いている。
ということは．私はWI的に同一なI吐界は何一と見なし．それらの11t界における側が兇なる

<アイデンティティー＞をもちうるか否かという間剛は顧慮し厳いつもりでいる（もちう

ると槍じる人もいた)。世界を超えたアイデンティティーという問題は．数多くの興味深

い問題を提起するが．大体において私が使う可能世界の枠組みには縮んでこない。

31）とりわけ．散学朋鮒での意味と内包を等しく取ることを．否定する人があるかもし

れない。たとえば，「謂数は馬限にあるＩというような汀明は，可能なすべての世界で真

であるにもかかわらず，それが息味するところによって血なのではおいというキ脅弧がよく

鞍される。そういう主扱をする人はたぶん，怠味と内包を等しいとすることに抵抗するだ
ろう。

他に．たとえばく水＞というような語の一次内包は意味の一部であるという主扱に，抵

抗する人もいるかもしれない。ひょっとするとそういう人は．鮒の怠味はその揃示によっ
て峰くされており．一次内包は意味論より語用諭に属するものとりえているのだろう。さ

●■

らにまた，丘:次内包は恵味の-.部であるという求弧に批抗する人もあるかもしれ厳い。と

にかく，〈意味＞という汀菜を使うと何ごともそのままではす！fない。内包が窟味であろ
うがなかろうが．私が関心をもつのは内包による真なのである。

32）思惟可能性の定義はYablo（1993）が与えているものに近く．それによると，Ｐを
確かめるために持ち出す１１t界を想像できれば，Ｐは思惟可能である。迎いは．YabkDの

｢確かめるために持ち出す」という節には．思惟された状況の不肺な妃述が入り込む余地
があって．そのためこの柵の思惟可能性がせいぜいよくて可能性への取消し可能な術針に

なってし腹うところにある。胤の定義では．この取洲しいI能性の北に癒るものが取り除か

１
１
１
１

‐
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
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く頭上を飛ぶ飛行機を愚初に目にしたら．賎終的に飛行賎を<烏＞の仲iIIIに入れていたか

もしれないという仮脱的なケースを含め，このようなケースを論じている。これら二つの
出なるシナリジ1“峡'１t界の兇なる判明の11:ﾉﾉであり，したがづて【占I定した,|剛雌一次内

包は保~〕ているものとして分噸しようと,伏みてｂいい。あるいは，こうしたケースを核と
なる一次内包に側し決定でき厳いものと兇イルてもいい。いずれにしても，一次|ﾉﾘ包の蝋
のほうにあるささやかないい加減さは．私の枠組みの適用腿矛消を来さ倣いのである。

理）Ｆｉｅｌｄ１９７３審照。私は，一次内包による分析がく意味の変化＞を，しばしば芯えら
れているよりずっと頻唯の低いものと見る方法をいえると考えている。たとえば．相対性

の例は確かにわれわれの現実世界に関す.る伯念雀変化させたとはいえ．｜･ﾉ1.世紀から二十

i吐紀にかけて〈竹jTt》の．次内包を一変させたと(ij寸'べき恨拠を与えｵい。（これと同じ
ような】111山で，一次内包による分析魯思yに閲J・るく‘俄味の全体論＞に抵抗･)･るのに仙え

るかもしれない｡）一次内包缶どんなに〈ljlllIll＞しても，せいぜいWilH{〕111982の例が示

唆するようならつと微妙鞍ものになりそうで、そこでは核は固定された戚膿であっても．

歴史の偶然が端のほうの分類行為を異なるものにしてしまうことがありうる。しかしこう

したすべては．もっとずっと外延的に展開していく必要がある。

25）いくつかの述い(1)Ｋ”1ａｎの内審は二次内包にきわめて密接牝対応するが，彼は
．次内包を文脈からIﾉ端への鵬故であると.る・方で．性附か文脈から内容への側敗とし

て謎，爪している。ところが餓密化･』・れぱ，一次内包はそのまま性怖から郡くことができ．

またその逆もliI能である｡凪は対称であることとシンプルであることを鋤Iiに，１１１１者を用

いる。(2)Kal)Ｍｎはその説明を，〈私＞やくあれ＞のような指擬的な語や州,剛雑扱うの
に用いているが，彼はく水＞はすべての文脈でⅢ鞍()を選び取るとするから（地球の双生

児の片割れでの汗の似通った語はjli純に巡う撤購である)，そしてこ二での把示の問定を

意味論でなく<メタ郷味総＞と取るから．〈水＞のｋうな口然賊の開缶扱うところまで拡

張していないｕＩＷとI『１じょうに．乱のI-I的からすれば．それがメタ意味勘の一部であろう

が意味菌の一部で‘らろうが．ほとんど巡い肱郷､。問題になるの肱，揃示の固定が何らか

の形で世界がどうも､うものと判明するかに依存-j･ること．それだけである。

26）一次内包は，然るべき思考を行なっている，あるいは然るべき発話を行厳っている

佃を中心とした閲I能１１t界に関してのみよく定投される，と思われるかもしれない。私は，

一次内包はも‐'と広いクラスの世界に野然拡張可能だと-Wえている。．』な』》ﾉｳ，われわれ

の世界での概念にIkいくつかの世界で何掛liﾘ･か決定でき揃いところがあるとｌＪ.いえ，わ

れわれIよそ』唯似付して，現実のものとりえら』しる他のi1郷にそれ巻どう適川ﾂ･るか秒え

られるのである（Cllnlmersl994c参黙)。しかし、以ドの部分はこれによってさほど没

わることはないだろう。

27）厳帝に甘え瞳，一次内包はわれわれの雌史的畷境で選び取ることに注意。すなわち．

白し風が地球の双生児の片･荊れに旅してＩ水」と;『っても，私はやはりＩＩ２()鋤竹してい

るのである。

28）この節で行なった稲11の検肘と三締:Iの検肘の側係という．とは，Qui【１０の

経雌による'i『１１;ⅡIii上1jliとIく【・ipkeのう'ポステリオリな必然性の関係は，概維で典味深

い。Kripk(‘が易ﾘえたように，彼が鵬Ｉ)|lした枠組みはQuilleが提起した川辿のうちあるも
のの説明には猛っても．すべての説明には厳らない。K1ripkeの分析は，内包のアポステ

リオリな訂正を脱明づけ，したがってある窓味でく意味＞の変化を挽明づけるところ

が，二次元的な分併は現災世界での莫珂1仙燈指定する＃ｉ‐内包の説明づけと合致.るか

ら，十分准総験的証拠燈的にして現災世界では偽であると判りける，一定の意味をもたき
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１９）IIorRan（1982）およびLewis（1983b）による定義とぼぽ同じことになるが、これ

らと逃ってエクトプラズマ世界を問題となる可能批界から締め出すのに．「エイリブン特
性」というどこか混昧な概念に頼ってはいない。

20）ＩＩｉ学文献では，〈週元＞への1§たる陳瞥として，現災化の多槻厳可能性が柵摘さｲ'る
が，Ｂ１．()(〕I鯛く199,1）が,倫じるように，それは大体において，科学での蝋元的脱|ﾘlの川い

られ〃については問題にならない。たとえば飛期能刀のような生物耶象はさ鵬ざH):に故多

くの爽叫Aのされ方雀するが，生物学肴はまったく変わりなく還元的説明を与える。’1『喪，

WilS〔)1１（1985）やChUrChIand（1986）が州価したように，往々 にして週元可能で‘らるこ

とのパラダイムとされる多くの物叫!的『I『娘（たとえば温庇）は，実際多械厳形で災現可能
である。

21）そもそもこの鴫合はく水＞のようにⅢl‐える汀共が述う言葉になるのだから．もし

ＸＹＺ世界が現爽のものと判明するのであれば．〈水という言葉が指すものについて淵

るぺさでないと宮う人もいるだろう！もしこの点が心配なら，われわれはただ同奇異凝

語が指す．ものについてだけ語ることもできる。あるいはもっといいのは，こうしてシヅ･リ

オを灘蹴に関する（広い意味での）可能1‘kとして．そして条件命題を認識に関する条件命

岨としてげえ．言艇の本質的符枕に側する心配が起こらないようにすることである．いず

れにしてｂ，〕M災11上界の指示玲照は'1柳がどの‘l;うに判Iﾘ1.Ｊるかに依・r御･るという・般的

な'111肌は，』』ｲlｲjれがこのシノ･リ１などう11Ｉ<かに側(“くはつきlｊしてい為．本文で

は，こうした細かな点は大体において無悦していく僅とにしよう。

22）水は必然的にＨ曾Ｏであり，ＸＹＺは水ではないと主張するKripkcやI》utnnmが正
しいと，みんながみんな確信している』〕けではない。いくつかの疑いについては，Lcwis

l99‘Ｉ参側。確かに，たとえわれわれが反り喋的世界で水らしきもの皆拾い出して<水＞

という棚を川いたとしてもなお、われわれの訂１m行為のほとんどはち.にうど今行なわれて

いるようなものになるだろう。この間靴についてはいとも而蝋にどちらの側にも傾けると

いうリド火は，水のよう姪馴難の説明で本里iに中心になるもののなかで，二次Iﾉｯ包の性jKi次

蛎で定願るものはそう多くない二とを示唆している。実際，こうした問題で<水＞という

膳のかわりに<水らしきもの＞というような冊をつねに自由に使えるという蔀災は，アポ

ステリオリな必然性は説明や物理1ﾓ義やそういった繭に関する問題の本２１１に中心にあるも

の御''1も斑えそうにない．という決めJ:になる。SiGweI‘t(1994)は，このやり〃でﾌ゙ １１《ス

テリオリな必然'l；の|川幽lfP‘1:けて通る。私(jそうしたい鉱に1W<ら』し為が，紺AI)のところ皇

次ﾉE的ﾄ州lみI.Lそ41,とまったく別に興味深いとりえるのである。

23）与えられた世界が現実のものと判明しても，‘らる概念が一定の対象を揃ボ．j~ろかど

うか決定できない．境界線上のケースももちろんありうる。だが，二れは問題に雄らな

い。というのは，われわれはわれわれの1M:界で指示が決まらないのを許すこともあるか

ら，一次内包で決定でき厳いことを許せるのである。ある世界で，．つ以上のものが郡し

くめる概念の揃示対熟の蟻捕になるという珊合もある（あるいは．禰止別最を術-j･ことも

あれば柵対舶的劉斌を指すこともある，州対諭的M郷でのく質扇＞の埋合のように)。そ

のような実際のケースでわれわれが撫示が鵬心腹らになるのを受け容れているのとちょう

ど何じょうに，われわれは時には，一次内包の伽における指示がまちまちになることもｙ

岨しなくてはならない。

境界線上にあるいくつかのケースでは．ある吋離がある概念の拡張に収まると|,11,るか件

か1J【，さまざまなHjf史的仙然の叫紫にぶｲiどれるということもあるかもしｵlない。Wil・

瓢),,に‘);る刺激的jhw諭文（1982）１．k．ドルイドイNがジ･Ｉ･ングルに曜落大破しているのでｵＩＦ
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かぎりでは，より弱い定義でもその効果が損なわれることはまったくない。

16）１－分論証できることだが，われわれの世界で特性の論珊的付随性は法に適った命巡
で炊ければならない。われ.bれの世界で物１１Fがほんの少しだけ蝿う形に癒っていたらくひ

ょっとしていくつかランダノ､姉|}らざがあったら)．卯物ﾉﾘ!的で/嬢ている天侠がｲＷＩ;し

たはずだというぬがししそのとおりであれば，たとえI‘1然法Ⅱﾘが守られていたとしても，

生物学特性が物理特性に論馴的に付随するのはたんなる雌史の偶然ということになる。締
理的付随性の定義にあるわれわれの世界と現実の個への飾及を、自然的に可能な世界と側

への差及に置き換えることによって，より強力かつより興味深い形而上的命題が手に入

る。これは上に述べたよう厳シナリオを排除する。それは思いがけない刷り物のように，

たとえ帳高さ１マイルの超商１ＷピルというようなﾘＩ例化されえない特性が論理的に付随す

るか否かを，決定すること錨汗してくれる。これ喉での旭挫では，そうした特性1.画.ぺて

ｼ)嘘に付随している。

ここから次のような定縦が生畿れる。すなわち，もし!‘l然的に可能鞍状況Ｘと諭蝿的

に可能な状況ＹがＡ識別不能なときＹがＸに対しＢ優似に厳れば（通常の制約条件

で)．状況Ｘが自然的にiﾘ11Eで状況Ｙが論理的に''1能であるMj合に限って，Ｂ特性は八

特性に諸理的に付随する。あるいはもっと簡潔+邑胃えば，いかなる自然的に可能燕状況に

対しても．その状況にＩＭ１するＢ耶災はＡリド火に内合される。このように改変しても本

文での巌鎗に並大雄迎いは生じないから，臆をjii純にｿ･るためにそれを除外する。本文全

休のくわれわれの世界＞への論及毎ただくすべての自然的にM1能歴世界＞への詰及に鯉さ

換えるだけで．たいていはそれに関連する主張のもっともらしざをいささかも損なうこと

なく，この論議はより厳帝な定義によって書き直すことができるのである。

その結果はく強い＞ﾉ棚f的付lMj性の概準的な定鵜に似ていて(ＫｉｍＩ９８‘l)，そこにI‘k-z

つの様相的展州がある。定縄に‘|､Iしば，もしどのｘ橘よびどのI；特'|'ｋＦについて１J．ｘ

にＦがあればそのときｘに(;がああよう絞Ａ排･'１;()が必然的に〃伍し，どのｙにも(；

があればそれには必然的にＦが〃在するのであれば，Ｉ）特性はＡ特性に付随する。（も

し必要なら，Ａ-特性Ｇを.ｋり単純なＡ－特性を合成したものと醤えることもできる｡）犬

使の問題は．たとえ第二の械相淡算子が詰理的必然であるときでも，第一の演算子はつね

に自然的必然として理解されるべきことを嘘らかにしている世界的付随性の標準的定義

(八隷別不能な世界は、識別不能である）はそこまでのゆとりが姪<，しかも乱が示唆

した線にそっての改変空必拠としている。もし必掛左ら，〈形Ihik的〉付随性のこれとよ

く似た淀羨をリえることもできる。もちろん，エクトプ､ジズ.fがF1然的に叫能であると畑

ずべさ班由は何もないので，天使問題は自然的付随性については生じ厳いから，自然的付

随性の定義はそのま農の形で満足できる。

17）次のように論じることがで善る。もしすべての口然的に可能鞍lItWLに関するすべて

の肘定的な事実がその１１t界に関する物理的事実に内含されていれば，唯物強が真となるよ

うに踊理的付随性の.kり強力燕定溌を剛いるべきである側エクi･プラズマが敬いにもかか

わらず．非物理的なエクI､ゾンズマが口然的に可能な1M:界奄取りＩけ・てみよう。ことによ

ると，もしランダム雄揺らぎがいくつか違う形になっていたら，エクトゾラズマが放出さ

れていたはずである。そのような世界では唯物論は偽である，あるいは少なくとも，弱い

意味でしか真でないというのが斑に適っているように思える。

18）評価になるためには，ｂし世界Ａが世界Ｂの固汀の一部であれば，そのときＡで

成り'Mた救いある1';定的な'１１'kがＢで成I)唯つことに戦る．Ｊ厳わち，Ｈおよびより大

＆な．』・ぺての|I|:界で成り噸ハ，八で成り立た厳いある１１‘ｋががｲI割る。
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（1990）が蕊じており，彼はそれを創発の種戚を解明するのIこ用いている。Sea蔦eｒ（1991）
は,彼が木釘的付随性と網関的付随性と呼ぶもののこれに頬するⅨ別を詳述している。
Ｓ“lMcrはまったく同じやり方でこうした概念を分|斤しているわけではないけれども，こ
れ1.tそっくりそ”鵬瀧鎗理的付随枕とrI然的付剛仙に対応する。

10）ｻﾙい{､llMI性に必嬰准のは，「川述八欣しの柵巡Ｂはない」がある世界で成り立つと
いうこと臆けで,どの世界でも成り流つというところまではいかない〈,罪しくはKi】11

19811参照)。この側係で橡相の強度を欠いていると，ほとんどの目的に弱すぎるものにな
ってし法うｎＩＩｏｌ･餌】l〈1993）が指摘するように．こうした制約条件でさえ間－１比界依存純
を含凹‘Lうに見えるけれども．せいぜいよくて，Ｊ|§耶火的論述に対-ｹる概念的制約条件婚
炎』ﾉﾘ･うえである役削醤もつかもしれたい（I【曲r(Pl993にあるように)，といったところ

である。Ｓ“fWeI､(1988）１k，弱い付随性にW『えて蛾密1昌諏えば必腿でないある伽の糸焼的
な内世界柵関川係を災わしているが,こうした凹的に1.t側然的付随性のほうがずっとよ
い働きをする

11）川所化された規則性をもたない世界的な自然的付随性というのは．あるいは法則の
ヒューム的な税明では無矛届でないにしても，非ヒューム的説明では無矛盾厳概念であ
る。しかし，非上:ユーム的な説明でさえ，その‘1.うな関係の証拠がどこにあるのか恥ﾙｌｉ(ず
るのが雌しい‘！

】2）１１(>r豚,,,（1982)，JIlckson（199.1)，Lcwis（19831)）が，唯物i愉を定義づける文脈で
こｨlに舶吟｣･るllIlM“扱っている。

13）この改訂された定義は，注４の線にそってもっとl庇確に詳しく述べることができる。
ある世界Ｗにおける特性Ｂをもつ価の嶋合を，Ｂ(Ｗ）としよう。もしすべてのａｅＢ

(Ｗ）に対し写仰ｆ：Ｒ(Ｗ)→Ｂ<Ｗ'）（寸・なわむＢ(Ｗ)から部分鯛介Ｂ<Ｗ)への・対一対
応）がｲ“I-j･れぱ，Ｗ′はＷに対しＢ脳位である荷うことができ，ｆ(a）はａが耶例化~j・
るあらゆる特性I)毎耶例化する。よって．もしＷとＡ減別不能な世界がどれもＷに対
し脇優位であ』ｕ，特注Ｂは特性Ａに菌理的に付随し，そこに関与するＢ対応づけI‘ｋ
またしても八対応づけの拡張であるという制約を受りる。

制約条件が必要である三とを理解するために．われわれの枇界には可算無限偶の心理学
的に同一な心があり，そのうちの一つはエクトプラズマで実現され，あとはすべて物叩的
に爽現きれていると想倣しよう。紅硯的に凡て，このIltVI1では心刈学的なものは物哩的駁
ものに{bllMIし厳いが，どの物叩的に縦別不能jfrlI州も心jl畔的に催航である。わｊＩｊＪれが

，クトプ,ラズ｡､'のない''1:界は付IIl性にｆ利になるとりえるとしても，その世界とわ,11‘ル肌

の１１上界の'111には一対・対応がある。問組は，この対応づけが物珊的実体をエクトプッズ．､′

の実体に対応させているように，物理的対応を尊'|Iしていないことであり，そこでわれわ
れには，さらjlrる制約条件が必典になる。

Ｍ）この定義の同的にとっては，世界'1Wの包含側係は般初からあると見ることができる。
Ｌｕｗ鵬（i983zl）とｊ孔ckson（1993）は．この、の慨念を分断しても永久に拠りがないと

術価したｕ何か醤職初からあると取る必嬰があり．包含側係は他の何Iこ比べても同じくら
いはっきりしているように思える。Ｗ唇間ｲjの部分として包含する11t界でなく，Ｗの質

的な複製を間何の部分として包含する世界について鮒ろばうを選ぶ人がいてもいい。これ
でも同じようにうまくいくのである。

”この疋提により，肯定的持性の聯例化でない糊定的耶兆が存在することに注意。た
とえば,子供がいないかｶﾝガﾙー であるという特'11壷Ｉfえてみ‘kう｡あるいは,ｉｉｉ定約
'1『刈JLIli定的1W性の耶例化としてより雌僻に泌侭さ』Lるべさかもしれ‘frいが，狐に'『える
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らない（同じ位置をもつただたんに可能なだけの対象を考えることによって,空側的に明

硫な対熱に訴える必要を何避できたとしても)。私はまたつねに，側靴の個が農るで低レ
ベルの符性と商レペルの特性を】１１馴化しているかのように贈り，たとえばテーブルは，ミ
ク'１物叩の特性分布で,1.述さ』Iることによってそうした特性種I1I例化していぉ,kうにして

いぁ。あるいは，ミク【』物jll1の特'ljkI‘|ヒミクTI物哩の実体によ-)てのみ1M例化されていると
柵るほうが，もっと厳密にi､i･』て11§しいのかもしれ駁いが，私のIHIりﾉjで'１１はIli純に絞
る。とにかく、真に並嬰な間蝋はことごとく，局所的付随性よりむしろ1M:外的付随性に絡
んでくるだろう。

卿l）一群の特性に関して同一であるとは，二つの世界にとってどういうことであるかを正
剛に述べるには，いろいろ燕やり〃がある。そのことは，この縦鯛にと学』てさほど問題に
なら雄いだろう。あるいは，二つの世jAlにおいて特性Ａをﾘ『例化する'1Mの典合川に一対
一対応があって，対応するどの二つの側も同じ特性Ａを馴例化.るよう１.おっていれば，

二つの世界はその特性Ａに関してＭ・である，と言うのが一番いいのかもしれない。そ

こで世界的付随性という目的に対し，二つの世界がともにＡ識別不能，Ｂ揃別不能に見
える.kうにしている対応がたがいにliIijlf可能，と規定する必典がある。ということは，対
応づりＡで一つの相手に対応づ(）ら』Ｍｒがら．対応づけＢで別榊|畔に対応づ+』られる

側がつもない、ということで‘“･’1堺的付随性の疋凝は次のようｵｆ形御kる。（対応

づけに.ｋり）ＡＩＩリーであも：つのlWI1はどれも，（その対応づけの砿張により）Ｂ同一

である。

このようにするもっと一散的なやり方は，Ａ-同一な世界はどれも．何じ特性を事例化

する正確に同じ個をもたなければならないが，これはMcLaughlin(1995)が指篠するよう

に，とんでも葱<強力である。す雄わら，それは世界の濃度や佃の本質的特性といったも

のが，どん鞍特性にでも付随j-ること魯慨師してしまう。風が提､l}す.ろ定獲は，特牲Ａ

のパターンだけが決定関係に入」てそれ以上何も入らないよう{､することにより，このIMI

MXlを切り抜けている。

5）・つ，次のよろな例外がある－たとえ，神に｣､って創造さｵl,厳い11州というのがた

ぶん倫珊的に可能であるにしても，神(‘１，神によって創造されないUi:界釧ﾘ造しょうがな

い！この手の面倒は無視することにしよう。

6〉形式システムでこのように澗脚IIJ能になりうるという関係は，微妙である特定の形
式シスソノ､の公理と推瞳“ﾘは，そ』Lに先立つ倫理的!Ｉ｢能性と必然性Iこ』:ってきちんと1Ｅ

当性を与えられているというのは．澱紬の余地がある。

7）口然的可能性の直製的な捉え方は，慨念としては自然法則による定義に先行する。規

則性は．それが自然の中に現われるあらゆる状況で成り立つ塔合にだけ，法則としての資
惜唇もつ。すなわち，直観的な意味でI‘1然的に可能なあらゆる状況で，ということであ

る。ときどき荷われるように，何かが法則と見なされるように葱るには，現災の状況で成
り虻つだけでなく，僻j峡的な状況でも鵬り工た聴ければな'P』ず，そして''1然的可能性の

さらに1,W水的な概念が，どの反り1兆的状UILが側係して<為かを決定j･為のに必叫になる。

8）物珊的必然性＞とく問果的必然性＞という冊もまた、火ざっ1tにこうした加矧の必
然性を指してよく用いられるが，仏としては，すべての自然法則が物理的もしくは因果的

であるか否かという問題を招来したくはない。

9）鮪理的付随性と自然的付測倣の厩別は噸要であるのに，文献ではしばしばいい加減に

されたり無視されたりして，付随性関係の様相性が突き止められ厳い＊まになっているこ

とが多い。箇瑚的付随性掻欠いた口然的（もしくは法則強的〉付IMI性1k，ｗｍＣｌｅｗ
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いう結瞳を出すIこは十分で鞍い。

1‘I）Ｊ副ckendoffは「精神現象的な心と「iW･算的な心ｌを区別している。この隠別は，
乱としては心理プrjセスカ群算的か祥かという疑IHIを捌来したくないけれども，ここで略
述した現欺心刈喉の区別と大体Ｍじに駈る。

15）Nclkil1（1989〉は，Ｃ】（－次の1州M処哩状1KM）やＣ２（他の意識状態への二次のl＃
論にJ:らない111接的燕アクセス）とＣＮ（<ネゲル＞の怠味での意織）を|X別している。
彼は別の駒文（Nclkinl993）で，現象'ドﾋ，；ぷlflI11k，内?↑可能性にこれに類する区別を行
なっている。Bisiach（1988）はＣｌ（現狼継験）をＣ２（あるンステムの部分やプロセス

の，他のシステムの部分やプロ.ヒスへのアク･ヒス）と区別している。NatsouIas（1978）

(1k，〈愈識〉というIMiがもつ非附にたくさんの通I！“区別している。DcnI1etl（1969）は．

そのどちらもIりいかに現蚊的疑念では厳いけれど６-二W１１の<鉦づき＞缶隠別しており，輔

一のものは爾於による報告と結びつくもの，輔一のものはさらに全践的な行動のコントロ

ールと結びつくものである。

16）RoSGnthalはあからさまに意識を「感覚的な質」から切り差し，自分は前荷につい
てだけの理臆をｊjえていると述べていて，これは現執的側面がその議諸からはずれている

と示唆しているように見える。しかし彼1.1,災た，その状鯉にあるというよう厳何かがある

と‘#，ある・つの状胆1t意識をもっとも述べていて，これは1.脳が緒周は現離的‘ば派で約

ること轡示唆していそうである。ところがR･瓢.1,,hK11の鋭ﾘlには,現離的意撤の細j-ケ
けと思わ'必ものは膿ずほとんどない。鞭ぜ，‘Ij》る状態に関す為1吋次の思聯が，その状仙

にあるというような何かがあるということに行き,iWかなければなら鞍いのか。災際の場で

は二つの現離が同時に起こるというのがありそうなことと論じているのを別にすれば，
R《》“nthI11はこの疑問iこ何も答えていない。

17）・つの例外が椅神物瑚の分野で，それはたとえ充全な説明は提供してくれ厳いにし

ても，恵搬体験のさまざまな特徴に総じるに価しそう厳光伝投げかけている。これについ

てはさらに，納６環で鰭じることにする。

２

１）付剛性という櫛え方はＭ〔〕(’1．どく1922）によって郷入された。この呼び方を文献で卿

介したのはIlrl'･《､（1952）である．この概念企心叫'111畑にjlｾ初に遇川したのは，【)avid瓢Ⅱ!

(197()）である．さらに鍛近になって．Ｋｉｍ（1978,198,1,1993)！ＩICT鯉、〈1982.19Ｍ〔．､

1993)，IIelII1I抑ｌｉｌｎ<lTh(〕mpso】l(1975)他が,付＃I'ｌＩｋの洗練さｲLた肌諭を鵬'１Mしている。

2）〈特仙の耶例化〉を縮めた形として「AJll｢刈鞍川いる。ヅド夷に訴えると議論は而僅

でなくなるけれども，結局のところ，１#喪とそ畑うの関係についての諾はすべて，特性の

鵬耶例化パターンによって清算されてしまう｡必拠に応じ，註にその詳細を記すことに

しよう。とりわけ，特性Ａを郡例化するIMIの7.イヂンフ・イフィーは，狸､の解W<でのＡＩＩ１

災Iこは絡んで塁ない。IIlj題になるのは、特性のＭ１「例化〃けである。もし個のアイアンァイ

ゾィーが一部，八耶突から成っていれば．そのときはとにかくＡ事実は個の本質的符性

に側する'1懐であり，その場合，付随性の定義は庇殴に反する帰結にたどり着くだろう。
3）たぶん不自然ではあろうが，個には明確な時空の境界があって．その時空の鋭域で耶

例化きれる特性にその物理特性があるように戦っていると仮定する。もしわれわれが，空

|川的にIﾘl碗厳対象を局所的付随性という[.1的にとって物珊的に同一と見なすつもり欲心．

時QjNにおりる絶対的な位悩に脱げる特性I‘1tど』[も，付仙|化の.ｊ‘#僻から除外ごれ駁ければな
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伸的範矯に帰属させている。したがあて，現象的状態（少なくとも皿､が理解している撰念
のような）の全部が全部，心的と見なされているわけではない。

7）Ｒｙｌｃの,k<あるこの解釈は，純の輔妙な見方に十分そのﾉJを発抑きせていぷいが，
少欺くとも役に１%つプイクシ’ンではある。

8）’’1,1,M１ｍ（196{)）が鵬Ⅲlした‘1.う＃f，別慰形の機能･I首綻がめあ。そｲ''男,｢､k心的概念の
分析としてよりむしろ継験仮脱として提ｊｕされたので，私はここでIikV雌しないことにす

る．

9）Ｎ“eIがArmstr()､Ｒに対し，他特の心の問題に関して同じよう綱1寸摘をしている。
10）ｓ唾,rIeの議諮は，以下の主弧に依仔している。すなわち，愈織がなければ志向性が
11M亦寸･るくある鋤燕から見た形＞醤説明し･kうが葱<，それは継かが宵の明''１》という
胆点でなく<明けのiﾘ岬＞という幽附で，金払について何ごとか側じているときのような

ものである，と。ある観点から見た形というのを、別なやり方で始永でさないというのが

仏に1k明快でない。今日のコンビ;ムータなら，他のでなくある一つの烈点による仏につい

ての情報（たとえば恩の社会保障番号でなく私の名前'二よる〉を需えて，それに似た何か

をINl示すると論じることだってでぎるかもしれない。ある観点から見た形で唯一典である
●●●●G

の1t，めるiM点から見た現軌的な形/gから，これはまるである1M点か肌,!’た形のようなも

のでしかない，と反,愉さ』lるかもし』し脆いI』しかしこれで{‘１，１隅諭雀嬢小化」あことにな

りそうである。

１１）私にはどちらがそういう鯉削にコミットするのかよくわからないが．Ｌ(》低kwood

(19s9）やNageI（1986）のいくつかの術摘でそのような立場が示唆された

12）たとえばKripke（1982）に見られるような議論に，信念の内容は心理学特性と現象
符使１－よっては決定されないという惣味合いで，注意を向けることができるかもしれな

い。そうした搬論には賛否両力あるが，いずれにしてもその結締が，内容は心のどらなる

jIMJu不能旅嬰粥ということになら『，ＩAI群そのものが決定できないということIこなるの

は，泣目に値する。’1(火，ここで何が起こっているかといえI‘，本文にあるよう牧醤察

が，心には第三の側lni，独'ルて変11ﾘﾉでどる側面はないと信ずべき｜･分な根拠を与えると

いう運とである。したが咳,て，とに力､<はじめの二つの典素で処理ど札'rいものは，まっ

たく処理されないことになる、

I（１）これ1.t･Ｐ１ａ“(1956〉やSmarl(1959）と変わらない，符定の現欺的概念のく謹題

''１Ｍ＞分りfである；Iレンジの維験であるということは，非術に大椛把に討って．・股に

ｲ‘レンジ'二よって引き超こＫれるような総験だということである’'１a“われわれ

が残仰をグリーンとして記述するときには……われわれが光のグリンの斑点を見てい

て，すでにそれをそのよう'二記述･↓･ることを学んでいるときに通常するような潮の謹験を

している．と言っているのである（１）..１９)。Ｓｍａｒｔ－「ある人が批色っぽいオレンジ
の磯倣念見ている＞と言うとき，彼1k何か次のようなことを行っているのである。すなわ

ら．〈ｲｿ,がＩＩ種lll1いていて．１１が1W;めていて，１１のI1iIのよく兇える所に光に照らさ#したオ
g o ● ● ◆ ⑦ ● ●●●●●●□●□●■●●

Ｌンジがあるときに起こる.1.うなIIlIごとかが超こっている＞’（１）､15()),』し"､し，１ｋだ分

ｲ雌れてい職いく経験＞という概念が出てくることから，Pli,“やS1mrlが,】：唆するよ

う欺形でそのまま現象的状鰹と物yll1的状態の何一化を確:iZするには，この分析は1-分でな

い。Smarlの説明は，「何ごとかが起こっている」とも｡う暖昧な言い方を採って〈経験＞

を分断から綴め出すことにより．この'111題を回避する。もし，Ｉ何ごとかが起こっている」

というのをどん転穂類の状態もカパク･るところまで広げて解釈すれば，その分断は不遇

‘８１になるもしある訊の状脳として快く解吹すれば．分断1k概的に近づくけれども．そう



１

１）Nagell97,1参照。この言い回し（s()ｍ(､【I1i雌iLisIiket｡beth弧Ｉ)ci雌）を哲学的文
脈で最初に仙』たのはFarrell（1950）とされている。Spriggel971も併せて参照
２）いろいろな祷必ｆがいろいろ鞭使い〃で<クオリブ＞という脇を鯉』ている。私はこ
の語を，狐が棚KI1的とけえる便い〃で川い，ある心的状態が，そういう心的状胆雀もつと
はどのようなことであるかによってその状態を縦微する，心的状態の特性燭附すことにす
る。私がこのi冊を川いるとき，たとえばクオリアは退っ引きならない形で知ることがでぎ
るのか否かとか．クオリアは志向特性であるのか秤か，等々 というようなさらにその先に
ある問題に，’１１〔揺側』〕り合っていくつｂりは雄い･クオリアは感覚の特性であるのとちJ：
うど同じように,<内なる>心的状蝿の符･峨でもありうる｡ｸｵﾘﾌ゙は.‘釣る1営休の心的
状態によってというよりはむしろ．‘らる主体によってば接聯例化さ』しる物性であるかのよ
うに言ったほうが，郁合がいいことが多い。爽際にこのようにしてもＷはなく．それはク
オリアがそれ自体，心的状態のタイプに対応しているという事実によって正当性を与えら
れるのである。

3）私は本縛のそこら中で，〈赤いという感覚>，〈緑色という経験＞とい〉た表現を用い
る．もちろんこう-jるからといって．その綴験が外部世界にある対娘（リンプとか木と
か）がＷ例化」るのとｌｌｉｊじ色特1'kをﾘ柵化している，と荷うつ６りIk歴い・こういったIWi
はつねに，〈赤い物毎児たときに通常（現進11郷で）するタイプの継験＞祁灯と前い換え
ることができるが，簡潔な荷い方のほうがより脚然である。

4）ササゲ１２カップに埋を大匙４杯加え，熱渦で瀬ろ。柔らかくなったところで，今度
は冷たい水にササゲを浸ける。赤唐辛子２本．ピーマン５個，大きめのタマネギ２個をサ
イの目に切り．それとレーズン３カッゾ．コリフ・ングーの千切り-111とサリゲ巻．ドレッ
シングでかぎ汎ぜる。ドレッシング１，kコーンオイル１．５カップ，ワインピヤ.ガ０．７５ｶ
ｯブ.．砂納大地,1杯,Ｍ１大地1杯,JM胡倣大地,I{ｨ:､ｶﾚ粉火此５作,そ』Iにr件火此
】/2で作る。冷たくしてよ;f{し.上がりください‘，リザ・Ｉ･マスとＴｈ(､Ｅ１１ぐ(j【'{､CflfeIこ想
謝。

5）特異鞍経験がどれぽどバラエティーに布んでいるかに関する豊かな.¥察は．Acker・
manのAjVIrﾉ"'"/恥ｊ”’q/艶"s“（1990）【｢感覚の博物誌Ｉ河出縛冴折祉１を参照。
自らの意識体験に吸い込まれて，何mもじっくりりえ込む材料を提供して<ｲLろ。
6）興味深いことI.,デカルト仕彼々 Iこして鵬覚を心的範窺から排除し､そのかわりに身

註
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