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１．自己紹介 

 

【経歴】 

・1978年埼玉県出身 

・東京大学教養学部基礎科学科（科学史・科学哲学分科）いわゆる駒場の「科哲」卒 

・東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系（科学基礎論論大講座）博士課程修了 

・博士（学術）：主査：信原幸弘、副査：村田純一・野矢茂樹・廣野善幸・石原孝二 

・日本学術振興会特別研究員ＰＤ（日本大学文理学部、受け入れ指導者：丹治信春） 

・関西大学総合情報学部准教授 → 教授（2018年～） 

 

【専門領域】 

・哲学：自然主義哲学、認識論、科学哲学、道徳哲学、心の哲学、人工知能／ロボットの哲学…… 

 ・倫理学：脳神経倫理学、生命倫理学、メタ倫理学（道徳心理学）、ロボット倫理学… 

 ・批判的思考（クリティカルシンキング）、科学リテラシー… 

 

【主な著書】 

①単著（書籍） 

 ・『実在論と知識の自然化――自然種の一般理論とその応用』2013年 

 ・『自然主義入門――知識・道徳・人間本性をめぐる現代哲学ツアー』2017年 

 ・『思考力改善ドリル――批判的思考から科学的思考へ』2020年 

②共著（書籍） 

 ・『脳神経倫理学の展望』2008年 

 ・『脳神経科学リテラシー』2010年 

 ・『道徳の神経哲学』2012年 

③最近の論文 

 ・「制度的対象の特別視をやめる」2016年 

・「徳と人間本性――アリストテレス的主題を現代から吟味する」2018年 

・「作り物の徳認識論の規範性」2020年 

・「日本発の概念工学は実行に移せるか？」2021年 

 ④その他：『文部科学教育通信』の解説記事（2021年） 

・「人工知能（１）不気味さの諸相と「汝自身を知れ」499号 

・「人工知能（２）ＡＩと人間にとっての創造性の意味」500号 

・「陰謀論（１）社会への浸透にどう対処するか」507号 

・「陰謀論（２）「人に優しい」陰謀論」『文部科学教育通信』、508号 
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２．現在検討中の研究課題とそれに至る経緯 

 

【課題１：人工知能の哲学と徳認識論の架橋】 

・共同研究で JST/RISTEXの研究開発プロジェクト「人工知能の哲学 2.0の構築」に関わっている 

 

・背景Ａ：ＡＩないしロボットに関連する道徳・倫理的問題は、以前から議論されてきた 

 → ＡＩにどんな倫理的原則をどのように身につけさせるか 

   例）自動運転車とトロッコ問題 

 ＋ 徳倫理学の興隆（20世紀半ば以降） 

 ⇒ ＡＩの倫理的徳 moral/ethical virtueにまつわる問題 

 

・背景Ｂ：徳認識論 virtue epistemologyの興隆（21世紀に入ってから） 

 → 認識的／知的徳 epistemic intellectual virtue の検討 

   例）開かれた心、適度な懐疑的精神、知的勇気、知的謙遜、忍耐力、知的創造性 etc. 

 → 知的徳とは何か、それが知識の形成にどう関わるか 

 ＋ 知的創造性については認知科学（の哲学）で議論の蓄積あり 

 

・背景Ａ＋背景Ｂ 

 ⇒ ＡＩは知的創造性を発揮できるか？（意図や理解を伴っていないのに） 

   科学的研究ではＡＩは今後いっそう導入が進むはず 

 → 答の方向：人間の創造性も意識的なアクセスのできない（subpersonalな）過程を含む 

        ＡＩと人間の一体的なシステムで考えると創造性を帰属可能 

 ――創造性にまつわるロマン主義（人間の特別視）を脱神秘化／自然化したい 

 

⇒ さらなる課題 

①ＡＩやロボットの行為者性 agencyや責任の帰属可能性の問題へ 

  → 日本ロボット学会（9月）で発表予定 

②哲学の創造性とＡＩ：ＡＩに哲学はできるか？（自然主義哲学の課題） 

 

 

 

【課題２：認識論の応用的展開】 

・虚偽情報（esp. 陰謀論）の浸透をめぐって 

 

・背景Ａ：ポパーの提起した論点の現代的な動向 

90年代以降、とりわけここ数年の問題：Ｑアノン、反ワクチン論 

  → 陰謀論受容のメカニズムの解明 

    ――ポパーによれば素朴な有神論的世界観など 
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 ・背景Ｂ：徳認識論の興隆（上述） 

  → 最近はさらに進んで「悪徳認識論 vice epistemology」も論じられている 

 

・背景Ｃ：社会認識論と脱個人主義 

  → 集団を単位とした認識のあり方への着目 

  ＋ 自然化された認識論の方向性 

  ⇒ 集団的営為としての認識・知的探究 

進化論的・自然人類学的考察も Cf. ヘンリック、ボイド＆リチャーソン、トマセロの影響 

  

・背景Ａ＋背景Ｂ＋背景Ｃ 

⇒ ①知的悪徳が陰謀論の受容や拡散とどう関わるか？ 

    知的徳／悪徳と認識の集団性・共同性との関係 

    例）共同体内の権威者のいうことを鵜呑みにするのは集団的認識の成功にとって必須かも？ 

  ②陰謀論への制度的・技術的な対応 

 

⇒ さらなる課題 

 ①批判的思考や科学リテラシー教育との関連 

   → 疑似科学とは異なるアプローチが必要かもしれない 

 ②宗教の自然化？ 

   Cf. デネット『解明される宗教』 

   陰謀論もある種の超越的エージェントを想定する点で類似性あり？ 

   （ミーム論は復活するか？） 

 

 

【課題３：その他】 

 ・人間の特別視を支えていそうな現象への自然主義的アプローチ 

   例）宗教（上述）、美、愛、制度 

     Cf. 道徳認識論との結びつき 

 ・思考や認識・知識のもつ価値 

   ウェルビーイング、開花繁栄（flourishing）、徳の発揮を通じて？ 

 ・自然種論の展開 

   生物学（の哲学）における相同の概念 → 8月に生物学の基礎論研究会で発表 

   制度論や社会存在論との関係：ある種の規範は自然種か？ → 制度構築の基礎へ 

 ・脳神経倫理学 neuroethics 

   情動の操作技術がもたらす問題（科研分担者：進捗なし） 

 ・『思考力改善ドリル』以後 

   一般向け、高校生向けなどへの展開 
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３．自然主義にまつわるＱ＆Ａ 

 

Ｑ１：人文科学としての現在の哲学全般の動向のなかで自然主義をどのように位置付けるのか。 

Ａ１：英語圏ではクーンの言う意味での通常科学（ノーマルサイエンス）化を果たしたといえる。 

  ①ハンドブックないしはコンパニオンの出版 

  ②科学哲学者はふつう自然主義者だし、心の哲学の議論も物的一元論がベース 

                      ↑意識と志向性（意味）がメイン 

  ③自然主義にメタ的な検討を加える場面では反自然主義の立場からの議論もないではない 

    → 逆に捉えると、わざわざメタ的検討をしない場合は自然主義が前提 

  ④研究者は哲学科所属のこともあれば、認知科学センターのような部署に所属ということも 

    → 代表的なのがデネット（タフツ大学） 

 

Ａ１続き：日本では、英米哲学をやっている人たちには明示的な自然主義者と潜在的予備軍が存在。 

  ①ただし分析哲学をどう捉えるかにより、内部には温度差あり（Ｑ２へ） 

  ②アリストテレス研究者は、わりと自然主義に友好的（プラトン研究者は） 

  ③超越論的な傾向の哲学者にはおおむね受けが悪い 

  ④なお、中国ではものすごい勢いで哲学が研究されており、その一部として、また唯物論との関連

でも注目 

 

 

Ｑ２：自然主義を分析哲学の一部門として考えてよいか？ 

Ａ２：分析哲学を以下の①②に場合わけしたうえで解答。 

 

①【狭義の分析哲学】 

言語実践や概念の分析を通じて哲学的な問題を解決・解消 

     → 手法：文の論理形式や語・概念の定義（必要十分条件）を取り出す 

ときに現実の事例や仮想的事例の検討ないし思考実験を通じて 

 ⇒【答え】この意味では NO 

  ・概念についての研究が、その概念の指す対象の本性を明らかにするとの前提を共有しない 

   例）「痛み」「色」といった語や概念の分析により、痛みや色覚にまつわる問題が解決できるとは

思えない → 認知科学や脳科学の知見が必要 

  ・概念が必要十分条件の形で定義できるとは限らない cf. プロトタイプ説 

・クワインの分析／総合の区別への攻撃以来、「純粋な言語的意味の領域」を想定しがたくなった 

  → それでも狭義の分析哲学はしばらく続いたけれども 

    （パラダイムの転換には 30年かかる） 

    まぎらわしいことに、分析哲学の親分の１人が狭義の分析哲学を終わらせる契機を作った 

・思考実験で惹起される直観（哲学的ゾンビについての思考可能性）が論証の根拠として弱い 

    → 実験哲学などの知見が出てきている 
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 ②【広義の分析哲学／分析的伝統】 

狭義の分析哲学が徐々に解体して今残っているもの 

   

・言語哲学を第一哲学とするような分析哲学は 70年代がピーク（クリプキの議論など） 

  ・現在は、狭義の分析哲学から受け継いだ道具立てや課題に取り組む伝統のもとでの研究 

    → 歴史性が希薄で、問題解決中心、明晰さを尊重（読解が難しいものも多いが） 

  ・概念的考察はどの部門でもあるので、概念の分析はしなくなったわけではない 

  → 概念分析がもたらすのは問題の解答ではなく、探究の出発点 

・科学哲学、心の哲学、認識論などの自然主義は、分析系の／分析的伝統のものでの議論 

・言語哲学も、経験科学としての言語学との連携を図っている 

  → 哲学的考察が貢献しやすい場面として言語哲学の倫理学化も進む 

                     ↑ハラスメント、差別語など 

・形而上学（存在論）は狭義の分析哲学色が色濃く残ってはいるが… 

  → 経験的な検証が直接できないので、形而上学的な学説同士の優劣を比較する際には、 

    科学哲学由来の理論の長所（整合性、単純性など）を基準に用いる 

 

 

Ｑ３：思弁的実在論との関係は？ 

Ａ３：わかりませんでした。  

   さかのぼるとカントの解釈の仕方が理解しがたさの大きな要因に見える 

   

 

Ｑ４：海外の代表的な研究者や研究動向？ 

Ａ４： 

①代表的な研究者 

思いつくままあげると以下の通り 

   書籍の邦訳があるものは一部を挙げた 

 

デネット（Daniel Dennett）： 

『解明される意識』『ダーウィンの危険な思想』 

スティッチ（Stephen Stich）： 

『断片化する理性』、心の哲学、認識論、実験哲学 

コーンブリス（Hilary Kornblith）： 

自然主義的認識論 

キッチャー（Philipp Kitcher）： 

認識論、科学哲学、プラグマティズム 

チャーチランド夫妻（Paul/Patricia Churchland）： 

『認知哲学』『物質と意識』『脳がつくる倫理』 
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ステレルニー（Kim Sterelny）： 

『進化の弟子』、生物学の哲学 

アルファノ（Mark Alfano）： 

徳認識論 

クラーク（Andy Clark）： 

『現れる存在』『生まれながらのサイボーグ』 

グリーン（Joshua Greene）： 

『モラル・トライブズ』、道徳哲学、脳神経倫理学、実験哲学 

プリンツ（Jesse Prinz）： 

『はらわたが煮えくりかえる』、心の哲学、情動の哲学、道徳哲学 

ミリカン（Ruth Millikan）： 

『意味と目的の世界』 

ヒース（Joseph Heath）： 

『啓蒙思想２．０』、社会哲学、 

リーヴィ（レヴィ）（Neil Levy）： 

脳神経倫理学、心の哲学、認識論、責任論 

フランチェスコ・グァラ（Francesco Guala）： 

『制度とは何か』、社会の哲学 

 ゴドフリー-スミス（Peter Godfrey-Smith）： 

『タコの心身問題』、心の哲学、生物学の哲学、科学哲学 

 

②海外の研究動向や傾向 

 ・英語圏のトップジャーナルにもしばしば登場 

 ・Brain and Behavioral Science, Philosophical Psychology, Biology and Philosophy といった 

  領域横断的な雑誌でも活発 

 ・Cognition のような認知科学のジャーナルにも掲載 

 ・共同研究、多数著者による共著論文も増えている 

――自然科学化の特徴ともいえる 

 ・オンラインジャーナルが増加した影響で論文数も追い切れないほど増大 

  → 日本人の投稿も今後は増える見込み 

    とくに実験哲学では哲学的直観の文化差を明らかにするのが課題なので、アジアでの調査など

が求められる（鈴木貴之『実験哲学入門』） 
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４．自然主義の解説（方法論的自然主義を中心に） 

 

４．１．導入 

４．１．１ 現代の自然主義のヴィジョン 

  ①ノイラートの船（Quine） 

・哲学と科学の連続性：対等の身分～緊密に結び付けよ、哲学に特権性なし 

認識論的に強い意味での「基礎づけ」は×、弱い意味でなら○ 

・知の歴史的継承性 

 

②異星人の科学者の視点（Dennettなど） 

・超自然的なものの拒否 → 二元論の拒否 → 典型的には物理主義 

      【物理主義】この世界は原理的には物理学で理解可能なものからのみなる 

   ・人間についての非例外主義：固有の特徴に見えるものもまた自然現象 

                  ↑理性、言語、知識・科学、道徳、宗教、芸術、意識… 

――生物進化の産物としての人間、人間本性への注目（Human Naturalism） 

 

 

４．１．２ 「自然化」のふたつの用法 

  ①分野の自然科学化 

「自然化された認識論」「メタ倫理学の自然化」など 

   

②対象を自然現象として位置づける試み 

「意識の自然化」「道徳の自然化」「宗教の自然化」など 

 

 

４．１．３ 自然主義の二大柱（Papineauによる） 

  ①【存在論的自然主義 ontological naturalism】：世界はどうなっているか 

   ・万物は自然現象である 

   ・世界の因果的閉包性：因果関係の網目をすり抜けるものは端的に存在しない 

      ⇒ ア・ポステリオリな主張、経験的仮説として提示される 

        例えば、エネルギー保存則の発見・普及から多元論的な見方が後退 

   ・何が存在するのかは現在最良の科学が告げる 

   

②【方法論的自然主義 methodological naturalism】：哲学とはどんな実践か 

・哲学と科学は本質的に同じ企てに従事 

   ・目的と方法を共有 

      → 人間の心を含むこの世界についての洗練された理論的知識を生み出すことを目指す 

        そのために世界を注意深く観察することから出発して体系的な理論の構築を行う 
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４．２．理論構築という方法 

４．２．１ 特徴づけ 

  ・当の対象を自然法則の支配する因果関係の織りなす閉じた網目に位置づける 

    → この世界の中に確かに存在する自然現象として捉えられる 

＝ 自然化の成功 

         

   ・哲学者の場合：理論構築の出発点で概略を描き出すという役目が多い 

・哲学者による試みの例： 

       言語生得説（Chomsky）をモデルにした道徳生得説（HauserやHarman…） 

       二重プロセス理論にもとづく人間理性についての説明枠組み（Heath） 

利他性の進化モデル（Stich et al.） などなど 

 

 

４．２．２ さらに進んで自然種論へ 

  ①【自然種 natural kind】 

・世界の側で固有のグループになっている対象  

例）電子や水（物質種）、トラやサクラ（生物種）、痛み（心理種）、 

   ・本質ないし何らかの基底的メカニズムが存在（ただし、Häggquist and Wikforss forthcoming） 

   ・自然種については帰納的一般化が成立 → 経験理論がつくれる 

     ⇒ 「自然種の探究としての科学」という科学観 

 

  ②上記の科学観にコミット ＋ 方法論的自然主義 

    ⇒ 哲学もまた自然種の探究である 

   

 例）知識を定義するには（古代以来の哲学的課題） 

   → 知識も自然種として世界に存在 → それについての理論構築を目指す 

     ――成熟した経験理論において知識は定義される 

他には、情動（cf.Prinz, Griffiths）；善（Boyd）；概念（Machery） etc. 

 

  ③概念的・直観的な定義の位置づけ 

   ・概念分析等で与えられる定義（Justified True Beliefとか）はさしあたりのもので可謬的 

   ・恒星のそれが「空にあいていて光の漏れ出ているあの穴」なのと同じ 

    ⇒ 探究の出発点では不可欠、理論構築の進展とともに修正・洗練を加えていけばよい 

 

  ・なお、指示は固定されているものとみる（Kripke-Putnam的） 

   ――対象についての認識や記述がまちがっていても同じ主題に関する探究が続く 
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４．２．３ 理論構築のサブタスク 

  ①思考ツールづくり 

   ・思考実験や比喩・ラベルの案出 

     無知のベール、洞窟の比喩、タブラ・ラサ、三権分立、「方法論的自然主義」など 

・論理地図の作成 

     競合する諸立場の布置を長所や弱点も含めて再構成・整理し、今後の展望を示す 

・概念の創造・改訂（概念工学） 

     モジュール、自然種、固有機能 proper function、権利… 

   

②理論評価 

   ・学説や理論ができあがってきたところで行う 

・以下に基準の例を示す：科学理論の評価と重なる 

・ただし、どの基準が重視されるかの程度差はあり（整合性などが重い） 

正確性 主題とする現象や対象に関するデータと合致する度合い 

単純性 基本的な仮定や必要な道具立ての少なさ 

包括性 扱える現象や対象の範囲の広さ 

整合性 理論の内部で矛盾がないこと、また理論の外部ですでに確立されている知見

や理論と衝突しないこと 

一貫性・ 

前進性 

理論の修正が場当たり的でないこと、そして問題解決を通じて実質のある新

たな進展が見られること 

     

  科学との関係 

   ・科学者も①②を行う 

   ・哲学の方が経験の直接的裁定からは遠いので、整合性や単純性などが重視される 

     ――扱うのが、真理、知識、同一性、人格、種、などなど一般性が高いため 

   ・ただし「実験哲学」ではやや異なる：経験的知見を直接生み出す 

    

４．２．４ 存在論的自然主義との関係 

  ①何らかの存在論的前提は必要 

   ・因果的閉包は共有されているといえそう 

・物理主義は有力だがオプションのひとつ（cf.井頭 2010） 

    

②うまくいかなければ「消去」――これはこれで自然化の達成「この世界にそんなものはなかった」 

 

③知識について：自然を超えた領域に関する知識へ至るチャネルは存在しない 

        ―― 知識を得る最良の方法は経験科学のそれ → 自然主義の正当化の話へ 
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４．３．方法論的自然主義の正当化に関わる話題 

 ４．３．１ 知識についての主張 

  ①世界の因果的閉包性からの帰結： 

★哲学が生み出す知識もこの世界についてのもの 

     ⇒ 哲学の目的は科学と同じ（主題の一般性・抽象性の差はありうる） 

 

  ②ア・プリオリな知識の存在の否定 

 ・「ア・プリオリ」なるものを積極的に特徴づけることは困難 

 ・ア・プリオリな見かけのものもあとから反証・改訂されるケースあり 

  例）できごとが継起する時間的な順序は、ひとつの数直線上に並ぶような絶対的な関係にある 

   → 相対論による改訂 

  ――われわれの無知によって、ア・プリオリな見かけが生じている可能性 

 ・クワインの全体論的知識観： 

    数学や論理学でさえ経験を契機に改訂可能 

 ⇒ 哲学的主張もまた反証可能なものに（経験による裁定から遠いものの免れはしない） 

 

 

４．３．２ 方法についての主張 

  ① ★ ＋ 「知識を得る最良の方法は経験科学のそれ」  

⇒ 哲学も経験科学と同じ方法で営むべし 

   

  ②正当化のアポステリオリ性 

   ・どんな方法が有効なのかは経験的探究を通じて徐々に明らかになってきたもの 

     ――暫定的な方法セットを手にして次なる探究へ 

   ・有効な方法を事前に網羅的に特定しておくことはできない 

     ――探究対象・領域に応じていろいろ試すべし（opportunisticでＯＫ） 

 ⇒ 哲学は特権的な立場から「ザ・探究の方法」を指定したりはできない 

    自然主義は方法論的には雑多か（科学の雑多さと同じ程度に） 

 

 

４．３．３ デフレ主義的な主張 

  ・いずれにせよ「哲学固有の方法」なるものはなさそう 

 ・Quine：哲学は科学の一部であり、科学の抽象的で理論的な極端に位置するものとして特徴づけら

れる。だがその一方で「哲学」というラベルそのものは、事務職員や司書が用いる、数ある漠然

とした総称語のひとつでしかない。それは、科学や学問上の多様な話題や問題を扱いやすい数の

見出しのもとに分類する、という職務のうえで役立っているラベルにすぎない。 
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４．４．疑問への解答 

 

Ｑ１）哲学はやはりア・プリオリにやれるのでは？ 

①可能的な状況に関する直観などを用いた、知識や人格の同一性などの分析を見よ。 

②ア・プリオリな知識を生み出す生得的な認知プロセスがあるかも 

Ａ１）いずれもどれほど信頼できるかが経験的問題だし、認知心理学などの知見を見るかぎり実際のと

ころ微妙。結局、認識論の自然化を進めてみてはじめて分かることともいえる。 

 

Ｑ２）でも哲学の重要な仕事はア・プリオリに成し遂げられているように見える。たとえば、Kripkeの

指示の因果説に関する仕事がその例。そこでは直観が重視されている。 

 

もちろん、直観的内容をもつことは何かを支持するための証拠としてはおよそ決

定的ではない、と考える哲学者はいる。私自身は、それは何を支持するにも非常に

重い証拠だと考えている。究極的に言って、何についても、ある意味でそれ以上に

決定的などのような証拠がありうるのか、私には皆目見当がつかない。 

（クリプキ『名指しと必然性』、邦訳４８頁） 

 

Ａ２）Putnamの議論を参照せよ。 

後続の理論の増加する道具的成功についての最善の説明は、先行する見方の誤りを訂正する能力に

訴えねばならない。だとすると、ニュートンとアインシュタインの分断のような根本的な不一致に直

面してもなお指示の同一性を可能にするような理論が必要。 

パトナムは単に仮想的な事例についてのわれわれの直観を説明しようとしていただけではなく、最

善の説明への推論にもとづく（指示についての）経験理論を提示しているものとして見ていた。

（Kornblith 2017） 

  ――そもそも Kripkeの直観も経験のインプットのうえに成り立つものであろう（cf. Papineau 2014） 

 

 

Ｑ３）むしろトリビアルでは？探究するなら当然のことを述べているだけではないか？ 

Ａ３）その通りだが、分析的伝統のもとでは必ずしもそうではなかったので、強調の必要がある。 

  ――長くなるが背景を少し説明する。 

 

・Wittgensteinの『論考』に見る経験科学とは独立した営みとしての哲学 

4.111：哲学は自然科学ではない 

4.112：哲学の目的は思考の論理的明確化である 

4.1121：他の自然科学に比して心理学がより哲学に近いわけではない・・・

彼らはほとんどの場合、いたずらに非本質的な心理学研究にまきこまれ

ていたにすぎない 
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・Alston(1967)：「哲学者が何らかの主題に注意を向けるときにはいつも…、彼らがなそうとしているこ

とのひとつはその主題の概念を明確化することだ。」 

→ 哲学者の主要な仕事は「概念分析」に 

 

 ――Wittgensteinや Alstonが典型的な「狭義の分析哲学」の立場を示している 

 ⇒ 自然主義哲学者はこれをどう見るか？ 

 

・Millikan(2005)： 

合理論の終焉後もなおア・プリオリな分野たらんと頑張っている（第一哲学としての言語哲学）が、

ある対象の概念を分析して本当にその対象の本性が解明できるのか？ 

 ⇒ 概念分析の伝統を擁護するには、非常に強い前提が必要 

（概念と世界が構造的に対応） 

   ――こうした前提を維持できるとは考えにくい（少なくともそれ自体、経験的問題） 

 

・なお、概念分析した結果が正しいかどうかは直観によって判定されてきたが、直観に依拠するそうし

たやり方が疑わしくなってきているのは再三述べてきた。 

 

・「3:AM」によるインタビューにおける Kitcherの発言： 

直観への依拠が放棄されたなら、それは哲学の終焉だろうか。それはあるスタイル――哲学を、

人文学からのみならず、他のあらゆる探究や文化の分野から切り離すスタイル――の哲学の終焉

であるだろう。（私の見解では、現在の英語圏の哲学の大部分は、非常に奇妙な関心をもった非常

に賢い人たちによって追求される内向的な会話として見るのがきわめて理にかなっている。）だが

それは、過去の巨人たちが取り組んだような探究を終わらせるものではほとんどないだろう。私

の見るところ、われわれは分析哲学という観念を総合哲学 synthetic philosophy のそれに置き換

えるべきである。哲学者は、多くのさまざまな事物を知り、そして有益な総合的パースペクティ

ブを生み出したいと切望すべきである。（強調引用者） 

→ http://www.3ammagazine.com/3am/74992 

 

・そもそもクワインによる「分析／総合」の区別に対する徹底的な批判により、狭義の分析哲学は終わ

る運命にあった 

 

Ｑ４）それでも哲学にしか問えない固有の問いがあるのでは？ 

義務論と功利主義はどちらが正しいか、自由と決定論、グローバルな懐疑論からの挑戦… 

  ――こうした問いは経験的な探究・理論構築で解決しえないように見える長年の論争の焦点 

  

Ａ４）「哲学の科学」を構想すべし。どうして解けないような哲学的難問が生じてくるのか、その起源を

人間という生物の認知に関する経験的探究として行うべし。解決は不要かもしれない。 

とりわけ、二重プロセス理論が非常に示唆的：ふたつの認知神経科学的プロセスが競合する結果か 
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・倫理の場合：義務論がシステム１、功利主義がシステム２によって下される道徳的評価（cf. Greene） 

・意識の場合：脳などの物理的性質に関する認識が、意識に特有の現象的性質に関する認識を尽くさな

いという認識ギャップ（直観）をシステム１が生んで反物理主義の論拠に（太田 2017） 

・社会存在論ないし集団的志向説（Searle）：志向的スタンスその他の働き過ぎ？（植原 2016） 

 

⇒ 哲学もまたこの世界で生じる自然現象の一種として位置づけられる（自然主義の徹底） 

 

・哲学の位置づけについてもう少し： 

哲学が個別科学の前駆形だとすると、（自然化された）認識論は、やがて知識についての科学になっ

ていく。そこでは知識は自然現象として捉えられている。 

同様に、メタ哲学も（自然化されて）やがて哲学についての科学になっていくはず 

 

 

Ｑ５）（方法論的）自然主義を厳密に定義していないがそれでよいのか 

Ａ５）あまり厳密に規定することがそもそも有益なのかもわからない。以下のような態度で十分か。 

 

自然主義者が進めるべき正しいやり方は、よい理論に求めるものについてのラフ

なアイデアをもち（われわれの最良の科学理論と合致し、幅広い現象を説明する

――事例に関するわれわれ自身の直観だけよりも好ましい――といった、通常の

自然主義的な原則）、そのうえでそうした理論の構築の試みに進む、というもの

である。（Trout 2018: 42-3） 

 

・・・正しい応答は、「自然主義」とは何かという問いへ向けたいっそうの分析

的メタ哲学ではない。したがって、私は「自然主義」で何を意味しているかにつ

いて非常に明確であろうと試みることで出発するというやり方での自然主義の

擁護は、自然主義者が進めるには完全に間違ったやり方だ。それは密室のアプリ

オリストのやり方だ。同 43 

 

・ついつい「自然主義とは何か」についての分析哲学を始めてしまうけれども、それはあまり自然主義

的ではないかもしれない。 ――「うん、その規定なら、私の自然主義に関する直観ともぴったりだ」 

 ⇒ ある程度なら有意味だが、探究のゴールを与えてくれるわけではない。 

 

・「遺伝子」や「元素」などは、厳密な概念分析を経ず、あいまいな概念のままであっても、経験的探究

を前進的に導いた概念の例（Cowie 2009）。あいまいな概念が悪いのかどうかはケースバイケースで、

「方法論的自然主義」も、プラグマティックに役立つ概念であれば十分だろう。 
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５．情報社会学および文理融合と自然主義 

 

・情報社会学 → （とくにグローバルな近代化） → 共同的営為と制度構築への着目 

  

・社会システム論と制度論との関係 

サールの言語論的な議論とは異なる方向も 

例）フランチェスコ・グァラ『制度とは何か』、植原 2016 

     → （集団的）志向性という難物をどう扱うか、言語に力を与え過ぎないようにするには？ 

 

・情報社会学の文理融合 

 

・人間の知識獲得や認識的営為は、共同的・分散的であることが基本 

  → 誰が専門家なのか、専門家をどう見つけるか 

    情報の流れ、認識的依存の関係についての理解 

    思考や認識に関して生じる個人的・集団的なバイアスの存在 

 

・緩やかな意味での自然主義的な「基礎づけ」 

   → 科学的世界像の中に対象を位置づける 

     諸科学の知見と衝突しないように整合的な理論構築を心がける 

――世界の全体像を特定の視点から描こうという企図 

 


