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第Ⅰ部でやること

・第Ⅱ部では需要のありそうなフロリディ哲学を見ていくが、その準備段階として第Ⅰ部で大きな見取り図を提示しておきたい。

・まず、「情報の哲学というとフロリディでしょ？」的な見方は若干偏りがあることを見る（横の多様性）。

・次に、どこからどこまでを「情報の哲学」に含めるかは目的次第なので、歴史の語り方は複数あることを見る（縦の多様性）。
.

（1）フロリディが設定した土俵のみを「情報の哲学」とみなす立場

（2）現代的な意味での情報概念の起源から「情報の哲学」史を再構成する立場

（3）information概念史を手掛かりに哲学史全体を「情報の哲学」として再構成する立場
.

・最後に、情報の哲学は以下のことを行う分野であることを見る。
.

（a）情報の概念的性質や基本原理の批判的探究

（b）情報科学における方法論の哲学的問題への応用・精緻化

（c）情報科学における方法論の反省的考察
.
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第Ⅰ部 「情報の哲学」を鳥瞰する

1．「情報の哲学」の二義性 〜横の多様性〜



1．「情報の哲学」の二義性①
〜「情報の哲学」と⾔えば…〜

.

・90s後半までに情報・計算機・AI等に関する哲学分野創設の声が高まっていた

⇒On the Foundation of the Philosophy of Information(2000)、What is the Philosophy of Information？(2002)

・フロリディが90s後半から行っていたプロジェクトの集大成がThe Philosophy of Information（2011）

・急速に発展する情報社会において生じている概念的基盤の脆弱さを克服したい

・情報概念にまつわるものに関する哲学的考察

・情報科学の方法論を用いて世界を捉え直す「第一哲学」としての側面もある（Maximalist Approach）

・「The Philosophy of Information」という分野名を正式なものとして宣言したのは確かにフロリディだが、
情報にまつわる哲学的考察は当然もっと昔からある
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1．「情報の哲学」の二義性②
〜世間のイメージと少し違う「情報の哲学」〜

.

・アドリアーンス編著でHandbook of The Philosophy of Scienceシリーズから出版（2008）

・個別科学の哲学としての「情報の哲学」（つまり「情報科学の哲学」）の側面を強調

・メタ的ポジションをとり、情報科学における方法論などの反省的考察も行う
.

・「哲学は現実に対する特権的アクセスを持ちえない」と述べており、フロリディの第一哲学観と対立する

（フロリディ曰くMinimalist Approach）（お互いが「お前のやってることは狭い」と思っている節あり）

・もちろん重なるところも多いが、一致はしないので注意
フ ア
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第Ⅰ部 「情報の哲学」を鳥瞰する

2．「情報の哲学」史の語り方 〜縦の多様性〜



2．「情報の哲学」史の語り方①
〜情報の哲学ってことはフロリディやってるんでしょ？〜

唯一の「情報の哲学」史を語る方法は存在しないので、各々の目的に依存して語り方を選択することになる
.

（1）フロリディが設定した土俵のみを「情報の哲学」とみなす立場
.

・一番狭い（し、器の小さい）考え方

・90s後半〜2011で一旦完結し、これに対する批判的議論だけがいわゆる「情報の哲学」

・フロリディ自身もこんなに狭いアプローチはとっていない

・具体的にフロリディがどのような問題意識を持っているのかは最後のページに「参考」として記載

・フロリディが「情報の哲学」を創設した経緯はThe Philosophy of Information（2011）のChapter1で詳述されている
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2．「情報の哲学」の語り方②
〜もう少し広い見方をしてみよう〜

（2）現代的な意味での情報概念の起源から「情報の哲学」史を再構成する立場

・「情報information」という単語自体はもっと前からあるが、いわゆる情報社会（情報革命）が始まった頃を起点とする

・バベッジ、チューリング、シャノンを先駆者とみなすことが多い（少し単純化しすぎだが…）

・ポイントは「物理的特殊性から離れる」という発想

・以降、サイバネティクス、英米分析系、フランス学派などに分岐していく

・フロリディはこれらの溝を埋めようとしている（というか無駄な区別だと思っている）ので特殊

・英米圏の若手たちが書いた入門書 THE PHILOSOPHY OF INFORMATION: AN INTRODUCTION（2014）がこの構成を採用している

バベッジ : 自動計算機の先駆けとなる階差機関を構想し、「計算calculation」という抽象概念を現実世界に持ち込んだ

チューリング : 情報を処理する「計算機computer」という概念を発明し、「機械」と「実行されるプロセス」を分離して考えた

シャノン : 計算機を動作させるのに必要な言語を発明し、「現に処理しているもの」と「情報の言語」を分離して考えた
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2．「情報の哲学」史の語り方②10



2．「情報の哲学」史の語り方③
〜いっそのこと哲学史を丸ごと「情報の哲学」に〜

（3）information概念史を手掛かりに哲学史全体を「情報の哲学」として再構成する立場

・日本語の「情報」はまた違う歴史を持つので、あくまでも「information」の歴史

・15c頃にはすでに日常的に使用されていたというのが定説

・どこまで起源を遡るかは論者によるが、古代のプラトンやアリストテレスまで遡れるとする説もある（Capurro説）

・プラトンやアリストテレスのtheory of “form”（イデア・形相）をキケロやアウグスティヌスがラテン語で解釈
⇒ 「formを流し込む（in）」でin-form  ⇒  ラテン語のinformare

・その後、form（イデア・形相）としての意味合いは薄れるが、デカルト、ロック、ヒューム、バークリーなどによって言及され続ける

・体系的な研究は進んでいないが、アドリアーンスの「information」（SEP）やグリックの『インフォメーション』が良いサーベイ
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第Ⅰ部 「情報の哲学」を鳥瞰する

3．「情報の哲学」の定義



3．「情報の哲学」の定義①
〜で、結局「情報の哲学」って何やってるの〜

・フロリディによる定義（Floridi 2002, p.137; 2011, p.14）
.

（a）情報の概念的性質や基本原理の批判的探究

（b）情報理論や計算機的な方法論の哲学的問題への応用・精緻化

・アドリアーンスが意図している個別科学の哲学的要素も考慮すると…

・（a）はどちらにも共通する課題

・（b）に「方法論自体の反省的考察」は含まれているか？

⇒2000年時点では含まれていたが、なぜか2002年以降のフロリディの文章からはそのニュアンスは読み取れない

（c）情報科学における方法論の反省的考察 も加えたほうがよさそう

13



3．「情報の哲学」の定義②
〜⼤事だがみんなやりたがらない基礎研究〜

（a）情報の概念的性質や基本原理の批判的探究
.

・これが核となる仕事で、情報の哲学のアイデンティティ
・多義的な情報概念を見取り図で整理したり、意味論的情報の情報量に関する理論を構築したり…

.

.

関連する問題群の例（Floridi 2004 Open problems in the Philosophy of Information; 2011 Chapter 2）

P1 : 情報とは何か？

P2 : 情報のダイナミクスとは何か？

P3 : 情報の大統一理論は可能か？

P4 : データはどのようにして意味を獲得するのか？

P5 : 意味を持つデータはどのようにして真理値を獲得するのか？

P6 : 情報は真理を説明できるのか？

P7 : 情報は意味を説明できるのか？

P15 : 情報の存在論的地位は何か？

P16 : 情報は自然化できるのか？

など…
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3．「情報の哲学」の定義②

情報概念の見取り図 意味論的情報の量理論
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3．「情報の哲学」の定義③
〜濫⽤に注意せよ〜

（b）情報科学における方法論の哲学的問題への応用・精緻化
.

・新たな方法論を用いることで、伝統的な哲学的問題（認識論、心の哲学etc...）をより良く捉え直す
・狭義の「情報の哲学」には含まれないが、広く捉えると、社会や倫理に関する問題への応用もこれに含まれる

⇒情報倫理（e-環境倫理）などで注目されているのはこの意味での「情報の哲学」
.

ただし、（b）は以下の点に注意！

・第Ⅱ部でLoAについて解説するが、その手法を用いると任意のxについて「xは情報的である」と記述できる

・何でもかんでも情報的に捉えることは確かに可能だが、汎情報的（pan-informational）に陥る危険性が高い

・「情報的に捉えられたから、これも情報の哲学だ！ｷｬｯｷｬｯ」などと喜んでいるだけの研究が年々増えている

・あくまで（b）の目的は伝統的な問題に革新をもたらすことにある
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3．「情報の哲学」の定義④
〜ザ・科学哲学〜

（c）情報科学における方法論の反省的考察
.

・（b）は他の問題に適用することが目的だが、（c）は方法論自体の性質、哲学的含意、限界などを吟味することが目的
・もちろん（b）と（c）は排他的な関係ではなく、相互扶助的な関係にある（が、目的は異なる）
・定義からして自明だが、話題としては完全に科学哲学
.

たとえば、以下のような話題が問題となる

・「モデル」「モデリング」「シミュレーション」とは何か？

・計算機を用いたシミュレーションで世界を「知る」とはどういうことで、その限界はどこにあるか？

・LoAを記述するための言語の性質はどのようなもので、どこまで適用可能か？

・アルゴリズム情報理論によって（日常的用法に近い意味での）「情報」「知識」周辺の概念はどのような影響を受けるか？
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第Ⅰ部のまとめ

・「情報の哲学というとフロリディでしょ？」的な見方は若干偏りがあることを見た（横の多様性）。

・どこからどこまでを「情報の哲学」に含めるかは目的次第なので、歴史の語り方は複数あることを見た（縦の多様性）。
.

（1）フロリディが設定した土俵のみを「情報の哲学」とみなす立場

（2）現代的な意味での情報概念の起源から「情報の哲学」史を再構成する立場

（3）information概念史を手掛かりに哲学史全体を「情報の哲学」として再構成する立場
.

・情報の哲学は以下のことを行う分野であることを見た。
.

（a）情報の概念的性質や基本原理の批判的探究

（b）情報科学における方法論の哲学的問題への応用・精緻化

（c）情報科学における方法論の反省的考察
.

・第Ⅱ部では、第Ⅰ部の見取り図を意識しながらフロリディに照準を定めて見ていく。
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第Ⅱ部でやること

・第Ⅰ部では、分野全体の大きな見取り図を確認した。第Ⅱ部では、この見取り図を意識しながらフロリディ哲学に照準を定める。

・フロリディ哲学の肝は、 LoAの手法 情報の真理性テーゼ 情報構造実在論を土台とした倫理 である。

・まず、主要な方法論である「LoAの手法」をごく簡単に見る。

・次に、あらゆる情報概念の基礎となるデータ概念を見る。

・次に、日常的な用法に近い2種類の意味論的な情報概念を見る。ここで「真理性テーゼ」が問題となる。

・次に、この意味論的情報によって知識がどのように説明されるのかを見る。実はこれが倫理に繋がる。

・最後に、知識を可能とする世界の構造として「情報構造実在論」が措定されており、それをもとに「倫理」思想が展開されることを見る。

・以上の作業を経ることで、一見するとバラバラに見える個々の考察が、実はすべて繋がっていることがわかる（と思う）。
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第Ⅱ部 フロリディ哲学に照準を定める

4．抽象化レベル

Floridi 2011, Chapter 3



4．抽象化レベル①
〜メタPI〜

・抽象化レベル（Level of Abstraction; LoA）の手法は、科学における「モデル」「シミュレーション」に由来する考え方

・要するに、対象システムを眺めるときに問題となる「どの側面に注目してどの側面を捨象するか」についての話

・これについては拙ブログ（情報の哲学における方法論LoAについて（誤植の指摘含む） -榎本の雑感 (hatenablog.com)）が詳しい

・LoAはn 個のobservableで構成される
.

���������	�
�� ＜�����	�� , ����� , �������������＞
.

����
�� � ��������	� �, ��������	� �… , ���������	�
��

.

・難しいことはさておき…
［社員番号］と［性別］という2つのobservableで対象を眺めることにすると、
桜井和寿は「社員番号と性別」という側面から眺められ、他の側面は捨象される
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4．抽象化レベル②

・「情報概念の見取り図」は、LoAを用いることで手に入る
.

・「情報とは何か？」という問いに対する一つの答え
⇒ ある側面に着目して、それ以外の側面は捨象するように記述できる
⇒ 情報は多義的な概念である！

・この見取り図は論争の整理やテキスト読解の際に役立つ

・以降、右図の赤いところを順番に見ていく
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第Ⅱ部 フロリディ哲学に照準を定める

5．データ

Floridi 2011, Chapter 4



5．データ
〜実はこれが⼀番難解〜

・フロリディによる定義（Floridi 2011, p.85）

. yとは異なるようなx

※ただし、xとyは解釈されていない2つの変数であり、これから解釈される可能性に開かれている
.

・要するに、⻫一性の⽋如があれば何でも「データ」で、意味などの性質をすべて捨象している
.

・全然違う2種類の「データ」が同じ「データ」という名前で括られている（！）のでややこしい

・実際に認識できるタイプの「データ」

信号のオン／オフ、文字AとB…

・認識できないタイプの「データ」：dedomena

カントやロックの「物自体」のように、世界の背後にそびえている構造。

LoAによって記述できるだけで、経験的には認識できない（⁉）。後々重要になるが、今はとりあえず放置。
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第Ⅱ部 フロリディ哲学に照準を定める

6．意味論的情報

Floridi 2011, Chapter 4



6．意味論的情報①
〜⼀見どうでもよさそうだが…〜

・「意味論的情報（semantic information）」とは、いわゆる日常的な情報概念
.

・伝統的には、右図で言うところの「意味論的内容」が意味論的情報として扱われてきた

・意味を持つデータ（data+meaning）であり、その他の性質はすべて捨象される

・真理値は真／偽どちらもとりうる（真理中立的）

・フロリディは「真理性テーゼ」を提唱し、「意味を持つデータ（data+meaning）」だけでは十分ではないと主張

・フロリディ曰く、「真なる意味論的内容」こそが本当の「意味論的情報」（data+meaning+true）

・「情報が真理と無関係であるとすれば、驚くべきことである」（Dretske 1981, p.46）

対立
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6．意味論的情報②
〜概念のインフラ整備〜

・そんなことを考えて何が嬉しいのか？
.

理由1 真理中立的な「意味論的内容」から「falseの情報」と「trueの情報」が対称的に分岐して嬉しい

理由2 「正しさ」を求める知識を説明するのに都合がよくて嬉しい

理由3 data+meaningだけだと「情報」と呼びたくないものが含まれていそう（直観） など…

・もちろん真理性テーゼに反対する理由もいろいろある（が、とりあえず無視）
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第Ⅱ部 フロリディ哲学に照準を定める

7．知識

Floridi 2011, Chapter 12



7．知識①
〜認識論に挑む〜

・直接的に「情報」が分析対象ではないものの、新たな道具立てで伝統的な哲学的問題に切り込む典型的な（b）の例

・「意味論的情報」はtrueな意味論的内容だが、これだけではまだ「知識」ではない

・「知識」は単独の言明だけで成立するのではなく、本質的にネットワークを形成しているはず（「知識の整合説」的発想）

・フロリディによる定義（Floridi 2011, p.85）

主体Sがt を知っているとは…

（ⅰ）t が意味論的情報（data+meaning+true）の要件を備えている

（ⅱ）A（t が属するネットワーク）がt を説明している

（ⅲ）主体Sがt だと知らされている（be informed）

（ⅳ）主体Sが「Aがt を説明している」と知らされている（be informed）
.

・当然の疑問：普通の「知識の整合説」と何が違うの？
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7．知識②
〜「データ」再訪〜

・意味論的情報は、「世界の背後にそびえている構造＝dedomena（！）」と繋がりを持っていなければならない

・源泉であるdedomena を常にモデリングし続けている統合ネットワーク

こいつの正体はなんだ⁉
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第Ⅱ部 フロリディ哲学に照準を定める

8．情報構造実在論、倫理

Floridi 2011, Chapter 15 & Floridi 2013



8．情報構造実在論、倫理①
〜出た！インフォスフィア！〜

・意味論的情報や知識は「dedomena としての世界」に依存しているのだった

認識できないタイプの「データ」：dedomena

カントやロックの「物自体」のように、世界の背後にそびえている構造。

LoAによって記述できるだけで、経験的には認識できない（⁉）。後々重要になるが、今はとりあえず放置。

・この世界は経験的には認識できない「世界の背後にそびえている構造」で、情報的レベルを採用したLoAによってのみ語ることができる

・この「情報的レベルで記述された構造」を用いた考えが情報構造実在論であり、倫理の土俵となるインフォスフィア（infosphere ）！

・「世界は情報的である」と言われるときの「情報」とはdedomena 的情報であり、決して意味論的情報のことではないことに注意

本スライドp.24
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8．情報構造実在論、倫理②
〜環境を⼤事にしよう〜

・フロリディの情報倫理（e-環境倫理）とは「インフォスフィアにおける存在はそれ自体価値があるから大事にしよう」というもの

・生物中心の倫理から、存在物中心の倫理へ…

・フロリディ曰く「情報的実体の破壊・腐敗＝エントロピー」で、エントロピーを増大させる行為は悪（evil）
（※「エントロピー」を普通と異なる意味で用いていることはフロリディ自身もわかっているので注意）

.

・フロリディによる4つの根本原理（Floridi 2013, p.71）
.

原理0：エントロピーは、インフォスフィアにおいてもたらされるべきではない

原理1：エントロピーは、インフォスフィアにおいて予防されなければならない

原理2：エントロピーは、インフォスフィアから取り除かれなければならない

原理3：インフォスフィア全体の繁栄と同じく、情報的実体の繁栄も促進されるべきである

重要度：高

重要度：低
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第Ⅱ部 フロリディ哲学に照準を定める

9．補足



9．補足

①フロリディ哲学は、情報の哲学において決して標準的見解ではない（というか、特殊すぎる）

・そのわりに自身の見解を「合意のとれた標準的見解です」と言うからタチが悪い

・Minimalistアプローチを採用する論者の方が多いのではないか？
.

②「任意のxを情報的に記述できる」と「任意のxの性質が実際に情報的である」は全然違う

・これはフロリディ自身も強調していることだが、あまり実践できているとは思えない箇所もある

・なぜ情報的LoAを採用しないといけないかよくわからない（物事にはそれぞれに適切なレベルがあると思う）
.

③アドリアーンスの悪口を紹介 （”A Critical Analysis of Floridi’s Theory of Semantic Information”（2010） p.55）

哲学者がそれを研究することを禁じることはできないが、
そのような研究を「The 情報の哲学」という野心的なラベルの下に提示するのは、いささか戯画的ではないだろうか。
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第Ⅱ部のまとめ

・フロリディ哲学の肝は、 LoAの手法 情報の真理性テーゼ 情報構造実在論を土台とした倫理 である。

・まず、主要な方法論である「LoAの手法」をごく簡単に見た。

・次に、あらゆる情報概念の基礎となるデータ概念を見た。

・次に、日常的な用法に近い2種類の意味論的な情報概念を見た。ここで「真理性テーゼ」が問題となった。

・次に、この意味論的情報によって知識がどのように説明されるのかを見た。実はこれが倫理に繋がっていた。

・最後に、知識を可能とする世界の構造は「情報構造実在論」であり、それをもとに倫理思想が展開されることを見た。

・以上の作業を経ることで、一見するとバラバラに見える個々の考察が、実はすべて繋がっていることがわかった（と願う）。
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参考：18個のオープン・プロブレム

.

.

.

.

※フロリディ本人も述べているが、この問題群リストは網羅的ではないことに注意

P1 : 情報とは何か？

P2 : 情報のダイナミクスとは何か？

P3 : 情報の大統一理論は可能か？

P4 : データはどのようにして意味を獲得するのか？

P5 : 意味を持つデータはどのようにして真理値を獲得するのか？

P6 : 情報は真理を説明できるのか？

P7 : 情報は意味を説明できるのか？

P8 : 認知は、何らかのLoAにおいて、情報処理という観点から完全かつ十分に分析できるのか？

P9 : 自然知能は、何らかのLoAにおいて、情報処理という観点から完全かつ十分に分析できるのか？

P10 : 自然知能は、非生物学的に、完全かつ十分に実装することができるのか？

P11 : 情報的アプローチは心身問題を解決できるのか？

P12 : 情報はどのように評価されうるのか？

P13 : 認識論は情報理論に基づきうるのか？

P14 : 科学は情報モデリングに還元できるのか？

P15 : 情報の存在論的地位は何か？

P16 : 情報は自然化できるのか？

P17 : 自然は情報化されうるのか？

P18 : コンピュータ倫理は哲学的基盤を持つのか？

分析に関する問題

意味論に関する問題

性質に関する問題

知能に関する問題

価値に関する問題
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