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最近の成果物（2020年）

どんな本か？
⇒ 今年出た書評



『赤旗』文化欄

• コロナとワクチン

–科学的知見にもとづく政策

–怪しい言説

• 科学／非科学を見分ける力

• まずは自分の「弱点」を知る

–人間の頭の弱点

–思い込みにとらわれやすい



『an.an』 【特集】
変動する
時代の必読書



Ａ子さん５０歳になって子育ても終わり、最近、勉強する

ことのおもしろさに気がついた。若い頃にはあまり勉強

しなかった自分を反省する思いも強く、たまたま出会っ

た心理学の本を読んで以来、学問の奥深さに引き込ま

れている。今後の人生を豊かにするために、もっとさま

ざまなことを学んでみたいと思っている。

【問】 Ａ子さんは、次のａとｂのどちらの人物である

可能性が高いと考えられるだろうか。

ａ： Ａ子さんは病院の受付で働いている。

ｂ： Ａ子さんは病院の受付で働いており、

通信制大学の受講を始めようと考えている

（菊池誠『錯覚の科学』、元々はカーネマン「リンダ問題」）



代表性バイアス：典型的なものとしてイメージし
やすい事柄を大きく見積もってしまう思考のクセ。
人物像などについては、実際の可能性よりも、
いかにも当てはまりそうなイメージの方を優先し
がちになる。

ａ：病院の受付で働いている

通信制大学の受講を
始めようと考えている

ｂ：病院の受付で働いていて、
通信制大学の受講を始めよう
と考えている



『図書新聞』書評：鈴木真さん（名古屋大）



『図書新聞』書評：鈴木真さん（名古屋大）

本書の特色としては、次のことが挙げられる。

（１）哲学者が書いたクリティカル・シンキングの

本にもかかわらず、認知心理学・行動経済学の

知見をふんだんに取り入れて、熟慮によって

人間の「頭の弱点」を克服する方向を示して

いる。



『図書新聞』書評：鈴木真さん（名古屋大）

（２）いわゆる文系の読者でも科学的思考の

初歩を身に着けるということを最終的な目標

にして、そのために必要なステップを踏む

という構成を貫いている。



『図書新聞』書評：鈴木真さん（名古屋大）

（３）一般の読者を対象にした啓蒙の書だという

ことを踏まえて、できるだけ単純明快に論述を

行っている。

これらの企図において本書は非常に成功して

いると思う。これで2000円（＋税）という値段は

安い買い物だろう。
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批判的思考（クリティカルシンキング）

• 定義はいろいろあるが、その核心は…

• 見聞きしたことをうのみにせずによく考えること

• 直観的（反射的、自動的）に判断しない

• 適切なチェックを行いながら注意深く考えを進める

⇒ 熟慮する

• 非難やあらさがしのような否定的な意味はない



科学的思考について

• 科学において用いられる思考や概念

–位置エネルギー、加速度、円運動…

–化学平衡、ヘスの法則、共有結合…

–減数分裂、メンデルの法則…

• 科学の実践や方法についての思考や概念

– 因果関係、対照実験、無作為抽出

– 帰納、演繹

– 仮説、予測、検証、反証

– 学会制度、査読、疑似科学…



『思考力改善ドリル』の二大目標

１．人間に備わる頭の弱点に注意できるよう

になる。

２．思考ツール、つまり思考をきちんと進める

ための方法や道具を身につける。

批判的思考 ⇒ １と２の両方だが、１が中心
科学的思考 ⇒ １ができるようになりつつ、２



『ドリル』は全27章：各章の主な流れ

（１）解説パート
①例題とその解答・解説
②重要な概念の導入や知見の説明
・認知心理学、社会心理学など
・ 科学哲学、論理学など

（２）練習パート
①解説パートに対応した練習問題
②関連問題、類題



第1章の例題：お年寄りには席を譲ろう

• ある路線の電車の車両。

• かなりの高齢で足元がおぼつかない様子のやせた
おばあさんが杖を突きながら乗ってきた。

• ところがその車両に居合わせた乗客は、誰ひとりこ
のおばあさんに席を譲ろうとしない。

• 乗客たちはみな若く、身体に問題があるわけでもな
く、またおばあさんが乗車してきたことに気付かな
かったわけでもない。

• なぜ誰も席を譲ろうとしないのだろうか？

• 一番もっともな理由を考えよ。



第1章の例題：お年寄りには席を譲ろう

• ある路線の電車の車両。

• かなりの高齢で足元がおぼつかない様子のやせた
おばあさんが杖を突きながら乗ってきた。

• ところがその車両に居合わせた乗客は、誰ひとりこ
のおばあさんに席を譲ろうとしない。

• 乗客たちはみな若く、身体に問題があるわけでもな
く、またおばあさんが乗車してきたことに気付かな
かったわけでもない。

• なぜ誰も席を譲ろうとしないのだろうか？

• 一番もっともな理由を考えよ。

答え：すいていたから



• 物事を理解して適切に行動するための知識の構造
や認識の枠組みを「スキーマ」という

• レストランで食事をする、という課題が容易に解決で
きるのは、スキーマが自動的に働くおかげ

• しかしスキーマはありがたい反面、人の思考を縛り、
ものの見方を制限してしまう働きもする

【お年寄りに席を譲ろう】のケースでは、
スキーマが勝手に働き出して（直観的）、
混雑した電車内の状況を想像し始める

スキーマとその呪縛

頭の弱点



スキーマのない人生は、ウィリアム・ジェイムズの

有名な表現を借りれば「とてつもなくうるさい混乱」に

なるだろう。結婚式や葬式、あるいは医師の診察を

受けることについてのスキーマ、つまりは、これらの

状況のそれぞれにおいてどのようにふるまうべきか

という暗黙のルールがなければ、つねに物事を台無し

にしてしまうことだろう。

リチャード・Ｅ・ニスベット『世界で最も美しい問題解決方法』より

資料
スキーマとウィリアム・ジェイムズ



第1章の練習問題：会社の部長

• ある会社の昼休み。

• 女性社員たちが女子トイレで化粧直しをしていると、
部長が突然入ってきた。

• そして部長は平然と個室で用を足し、手を洗って何
食わぬ顔でトイレから出ていったのである。

• ところがトイレにいた女性社員たちはこの事態に戸
惑うどころか、まったく驚きもしない様子であった。

• さてなぜだろう？

• 一番もっともな理由を考えよ。



第1章の練習問題：会社の部長

• ある会社の昼休み。

• 女性社員たちが女子トイレで化粧直しをしていると、
部長が突然入ってきた。

• そして部長は平然と個室で用を足し、手を洗って何
食わぬ顔でトイレから出ていったのである。

• ところがトイレにいた女性社員たちはこの事態に戸
惑うどころか、まったく驚きもしない様子であった。

• さてなぜだろう？

• 一番もっともな理由を考えよ。

答え：部長も女性



第1章の練習問題：事例報告

スキーマの呪縛は日常のいろいろなところで

見られる現象である。

そこで、自分自身の体験や人から聞いた体験で、

スキーマの呪縛の具体例が見つかるか、検討せよ。

もし見つからなければ、

「個人的な恥ずかしい思い込みや勘違い」や

「うっかり体験」の例でもよい。

例：「台風一過」→「台風一家」

「家族間無料」→「家族感無量」



関連問題

下のような紙がある。
その上の２点を一筆書きで結んでほしい。
ただし、太い線は通ってはいけないものとする。
どうすればよいだろうか？
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関連問題
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『思考力改善ドリル』の二大目標

１．人間に備わる頭の弱点に注意できるよう

になる。

２．思考ツール、つまり思考をきちんと進める

ための方法や道具を身につける。



『思考力改善ドリル』の二大目標

１．人間に備わる頭の弱点に注意できるよう

になる。

• 直観システムの働きを知る

速い、自動的、無意識的、連想・パターン

• 各種の認知バイアス

代表性バイアス、利用可能性バイアス、

因果関係の把握の誤り（相関と因果など）、

基礎比率の無視、確証バイアス・・・



『思考力改善ドリル』の二大目標

２．思考ツール、つまり思考をきちんと進める

ための方法や道具を身につける。

• 熟慮システムを使う

遅い、意識的、努力が必要、順序立てた

• 科学の方法、科学哲学の考え方

対照実験、ランダム化、

推論（演繹、帰納、仮説演繹法）、

反証主義と非科学・疑似科学、制度・・・



二重プロセス理論
頭には二つのシステムがある

【システム１】
・直観
・速い
・パターン
・自動的
・無意識的

【システム２】
・熟慮
・遅い
・計算
・怠け者
⇒努力が必要

一般的解説：Ｄ・カーネマン 『ファスト＆スロー』
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日常生活の大部分
（自動操縦）
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・遅い
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（自動操縦）

２つの物体の遠さを比較
突然聞こえた音の方角を感知
九九の答えをいう
空いた道路で運転・・・



二重プロセス理論
頭には二つのシステムがある

【システム１】
・直観
・速い
・パターン
・自動的
・無意識的

【システム２】
・熟慮
・遅い
・計算
・怠け者
⇒努力が必要

日常生活の大部分
（自動操縦）

必要に応じて発動
（マニュアル）

制御



特色：二重プロセス理論の援用
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サプリメント飲み続けた 花粉症治った

どのような因果関係があるか？
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ＢＯＸ４．自然実験

第Ⅴ部 推論

１９ 演繹

２０ 帰納

２１ 仮説演繹法

ＢＯＸ５．推論や論証にまつわる誤りのいろいろ

第Ⅵ部 科学という営み

２２ 科学と反証可能性

２３ 非科学・疑似科学（１）予言

２４ 非科学・疑似科学（２）反証逃れの構造

２５ 非科学・疑似科学（３）態度の問題

２６ 共同事業としての科学

２７ 総合的・応用的な問題

ＢＯＸ６．知性的徳



第Ⅰ部 ウォーミングアップ

１ スキーマとその呪縛

２ 主張や言動の一貫性

ＢＯＸ１．４つのイドラ

第Ⅱ部 直観と熟慮

３ 二重プロセス理論

４ 人物像：代表性バイアス

５ 計算にまつわる直観と熟慮

６ ニュース性と利用可能性バイアス

７ メディアと情報

ＢＯＸ２．知覚：パレイドリア

第Ⅲ部 因果関係

８ 因果関係の基本

９ 因果関係を正しく把握する（１）別の原因

１０ 因果関係を正しく把握する（２）原因と結果が

逆

１１ 因果関係を正しく把握する（３）単なる相関関

係との混同

１２ 因果関係：まとめの問題

ＢＯＸ３．行動の原因をまちがう：他人と自分

メインは頭の弱点

思考ツールも

目次



第Ⅳ部 対照実験とその周辺

１３ 対照実験：条件をそろえる

１４ 対照実験の構造

１５ プラシーボ効果

１６ サンプルの偏りとランダム化対照実験

１７ 基礎比率を無視するな

１８ 対照実験とその周辺：まとめの問題

ＢＯＸ４．自然実験

第Ⅴ部 推論

１９ 演繹

２０ 帰納

２１ 仮説演繹法

ＢＯＸ５．推論や論証にまつわる誤りのいろいろ

第Ⅵ部 科学という営み

２２ 科学と反証可能性

２３ 非科学・疑似科学（１）予言

２４ 非科学・疑似科学（２）反証逃れの構造

２５ 非科学・疑似科学（３）態度の問題

２６ 共同事業としての科学

２７ 総合的・応用的な問題

ＢＯＸ６．知性的徳

思考ツール全面

頭の弱点も

目次



問題：体重とボキャブラリー

全人口において、各人の体重とその人のボ
キャブラリーの豊富さとの関連を調べてみた。
その結果、体重５０～６０キログラムまでなら、
体重が大きい人ほどボキャブラリーも豊富であ
ることが明らかになった。ここから、非常にやせ
ている人が食事量を増やすなどして体重を増
やせば、ボキャブラリーも増加するであろうとの
予測が導き出せる。

⇒ 他に考えられる仮説を提出せよ



【仮説】 真の共通原因として子供の成長があるので
はないか？

体重

語彙力

原因

結果

因果関係

×

体重 語彙力

成長

因果関係
因果関係

○

相関関係
因果と単なる相関の
混同を避けよ！



『思考力改善ドリル』の二大目標

１．人間に備わる頭の弱点に注意できるよう

になる。

２．思考ツール、つまり思考をきちんと進める

ための方法や道具を身につける。

批判的思考 ⇒ １と２の両方だが、１が中心
科学的思考 ⇒ １ができるようになりつつ、２

この目標や流れは何に由来するのか？



概要

1. 自己紹介

2. 『思考力改善ドリル』①導入部分

3. 『思考力改善ドリル』②全体像

4. 自己紹介（続）と思考力改善への道

5. 哲学的背景①自然主義※

6. 哲学的背景②知性改善論の古典から

7. 残る課題と今後の展望

※時間が許せば



自己紹介（続）

• 名前の読み：うえはらりょう

• 埼玉県⇒東京都⇒大阪府

• 研究分野

–現代の哲学：科学哲学や認識論など

– とくに「自然主義」と呼ばれる立場

–応用倫理学：脳神経倫理学、ロボット倫理学も

–思考関連では：

–批判的思考（クリティカルシンキング）

–科学リテラシー



自己紹介（続）

• 大学院修士課程（2003-4）

–修士論文「認識的規範性」

–知識を生み出すにはどうするべきか

• 博士課程（2005-7）

–自然主義的な認識論と存在論の体系化

–脳神経倫理学→ 脳科学リテラシー

• ポスドク（2008-11）

–脳科学リテラシー

–博士論文『実在論と知識の自然化』



自己紹介（続）

• ポスドク（2008-11）

–現勤務先の公募条件：

–科学哲学・応用倫理学・科学リテラシー

• 関西大学総合情報学部（2012-）

–担当授業の例：

–導入ゼミ

–情報と倫理

–科学倫理・科学哲学

–科学リテラシー実習



Johansson et al., Science (2005) 57

初期の資料：「意思決定」の回
講義 ⇒ レポート課題 という構成だった



刺激
呈示

遅延期間
前半の呈示

後半の呈示

決定
（ボタン押し）

意思決定における意識的判断の意
味を問い直す実験（２）：脳科学実験

58



側坐核→無意識の選択
前頭前野→意識的理由付け Kim et al., 2007より改変

前半 後半

側坐核 内側前頭眼窩野

島 側坐核
内側前頭眼窩野
島

選
ん
だ
顔
ー
選
ば
な
か
っ
た
顔
の
呈
示
時
の
脳
活
動

脳科学実験結果
選好課題遂行中の脳活動

59



意思決定のプロセス

顕在（意識）的
脳プロセス

潜在（無意識）的
脳プロセス

前頭葉前野

刺激呈示
（A or B どちらがいい？） 結果を決めた理由付け

決定プロセス（AかBを決める）
皮質下 （大脳基底核の側坐核）

結果のモニター

反応（Aがいい！）

＝ or ≠

薬物を意識的にはやめなくては
ならないと自分で思う

無意識的に
体が薬物を求めてしまっている

葛藤 60



思考力改善への道

–科学リテラシー実習

初期に私が得た教訓

• 学生の背景は実にさまざま

• 文理融合学部 ⇒ 共通の基盤なし （esp.理科）

• 脳の話には馴染みがない

• 一定量以上の内容は消化しきれない

• 実験の記述を理解するのが難しい

⇒ 一般的な科学リテラシーでも難しい

• （文章は書けない）



【再掲】科学的思考について

• 科学において用いられる思考や概念

–位置エネルギー、加速度、円運動…

–化学平衡、ヘスの法則、共有結合…

–減数分裂、メンデルの法則…

• 科学の実践や方法についての思考や概念

– 因果関係、対照実験、無作為抽出

– 帰納、演繹

– 仮説、予測、検証、反証

– 学会制度、査読、疑似科学…

本当はこっちも
身につけてほしい
リテラシーに含む？

現実的にはこちらのみ



思考力改善への道

–科学リテラシー実習

次年度からの方針

• 批判的思考からスタート

• 日常的で小規模な題材から

例：お年寄りには席を譲ろう

• 意識的に注意を払い続ける訓練：直観→熟慮

• 講義中心から課題中心に

• ステップを踏んで最終的に科学リテラシーへ

×
『ドリル』の
ブックガイドへ



ボツ問題１

モーセは方舟に何組の動物を

乗せただろうか？



ボツ問題１

モーセは方舟に何組の動物を

乗せただろうか？

【日本の学生向け改変版】

ヤマトタケルはヤマタノオロチの首を

何本切り落としただろうか？



ボツ問題２ 乳がん検査

乳がんの早期発見のため、あなた（４５歳女性）
は自覚症状こそありませんが、乳房Ｘ線検査を受
けることにしました。この検査に関して、次のことが
わかっています。まず、４０～５０代の女性が乳が
んである確率は0.8％です。また乳がんであれば、
この検査の結果が陽性と出る確率は90％です。た
だし、乳がんでなくても陽性と出る確率は10％あり
ます。

いま、あなたの検査結果が陽性だったとします。
あなたが実際に乳がんである確率はおおよそどの
くらいでしょうか？

偽陽性／偽陰性



いま、10000人中、陽性と出る人は、72＋992＝1064人
そのうち72人が実際に乳がんであるから、72÷1064＝約7％ ※おおよそわかればよい。

自然頻度を使う解法（Gigerenzer）を教えようとしたが…

10000人

実際に乳がん

10000×0.008

＝80人

陽性

80×0.9＝72人

陰性（偽陰性）

80×0.1＝8人

乳がんではない

10000－80

＝9920人

陽性（偽陽性）

9920×0.1

＝992人

陰性

・・・



思考力改善への道

他の授業は？

–導入ゼミ

–科学倫理・科学哲学

• 初期：宇宙論や物理学が題材

⇒ 共通の基盤なし（科学史は難しい）

• 次年度以降：

• 認知科学の哲学や脳神経倫理学が中心に

⇒ 疑似科学や反証主義は「科学リテラシー」へ

論理的思考（演繹）は
個人差が実に大きい
⇒ 「科学リテラシー」へ



完全な世界
球体・円運動・規則的

アリストテレス的

宇宙像

科倫哲：
初期の資料



反証の難しさ

メイン仮説
補助仮説１

補助仮説２
補助仮説３

補助仮説４
補助仮説５

理論

反証？

観察

目に見えない物質で
コーティング



補足論点
【観察の理論負荷性】

何が反証の事例になるか？

⇒ 観察や観測

× 純粋な観察

○ 理論を背景とした観察

観察や観測がどのような意味をもつかは、

どのような理論・知識をもっているかで変化



「科学リテラシー実習」：小括１

• 学生の現状と実行可能性を考慮

• 現代の標準的な学生が、なるべく少ない前提から

出発できる科目を目指す

–知識量 ⇒ 日常的な題材から

–注意力 ⇒ それ自体まずはトレーニング

（直観→ 熟慮）

–思考ツールの訓練は後回し

–科学リテラシーは中盤以降



「科学リテラシー実習」：小括２

冴えているところ

• 誰でも取り組めるスタート地点を設定

– 日常的な題材、クイズ的、あくまでも気楽に

– バイアスの存在に「優しく」気づかせる

• 二重プロセス理論の導入

– 「直観／熟慮」はキャッチ―で扱いやすい思考ツール

– 有名バイアスから学会制度まで

• 批判的思考から科学的思考へ

– 因果関係から対照実験への移行でスムーズに接続

– 推論（演繹・帰納）を挟んで、反証主義などの科学哲学
上のトピックを扱っている



概要

1. 自己紹介

2. 『思考力改善ドリル』①導入部分

3. 『思考力改善ドリル』②全体像

4. 自己紹介（続）と思考力改善への道

5. 哲学的背景①自然主義※

6. 哲学的背景②知性改善論の古典から

7. 残る課題と今後の展望

※時間が許せば



哲学的背景

• ポスドク（2008-11）

–脳科学リテラシー

–博士論文『実在論と知識の自然化』

• 関西大学総合情報学部（2012-）

– 2013年『実在論』刊行

– 2017年『自然主義入門』

準備中……



哲学的背景

• 研究分野

–現代の哲学：科学哲学や認識論など

– とくに「自然主義」と呼ばれる立場

科学的知見と科学的方法とを使いながら
哲学し、また、哲学説も科学的知見によって
反証されることを認める立場、言い換えれば、
科学の一部として哲学をやろうぜという立場
（戸田山和久『哲学入門』、34ページ）

Why be naturalistic?



哲学（認識論）
確実な基礎

科学

第一哲学
諸学の基礎づけ、科学とは独立した営み

デカルトや
論理実証主義 etc.



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

～1960: 言語論的転回
第一哲学としての言語哲学

認識論：

知識の概念分析、文法の明確化 etc.



1960後半～
心理主義的転回 psychological turn

実際の心理プロセスを見ましょう

心理学などの経験的知見を参照しましょう

“The Naturalists Return” （Kitcher 1992）

最大の影響力

“Epistemology Naturalized” （Quine 1969）

• 第一哲学の破綻

• 知の全体論

• 「認識論は自然化されて心理学の一章に」



認識論の自然化
知識の定義に見る心理主義

Ｑ１：知識とは何か？

Ａ１：信頼性主義 reliabilism

信頼のおけるプロセスで形成された真なる信念

Ｑ２：何が信頼のおける信念形成プロセスか？

Ａ２：経験的問題

実際の心理的プロセスを見ることでわかる

１９８０年代までに確立
代表的解答



科学

哲学（認識論）
確実な基礎

科学

第一哲学
諸学の基礎づけ

自然主義
連続的・協調的な営み

哲学
（認識論）

デカルトや
論理実証主義 etc.

相互包摂



認識論の自然化

Ｑ：なぜまだ「認識論」？

『オルガノン』 『精神指導の規則』『ノヴム・オルガヌム』

Ａ：知性改善論の継承者だから



認識論の自然化

Ｑ：なぜまだ「認識論」？

【目標】

• 人間の認識の特性を把握したうえで、その改善の
ための方略 strategy を特定

• 信念形成プロセスの信頼性を向上させる方略は？

Ａ：知性改善論の継承者だから

認知心理学等の知見を参照して解答・構想

どれが信頼のおけるプロセスなのかは経験的問題だから



認識論の自然化

Ａ：知性改善論の継承者だから

認知心理学等の知見を参照して解答・構想

伝統的な知識観（内在主義）にもとづく

知性改善論の方向と対比して明確化



内在主義的な知性改善の限界

内在主義的な知識観

知識＝正当化された真なる信念

→ 信念の理由に内的にアクセス可能

直観：知っているからには、
理由を挙げることができる



内在主義的な知性改善の限界

内在主義的な知識観

知識＝正当化された真なる信念

→ 信念の理由に内的にアクセス可能

知性改善のための助言

なぜ自分がそう信じているのかについて、

自分の意識の中で「透明な」仕方で把握せよ

直観：知っているからには、
理由を挙げることができる



内在主義的な知性改善の限界

内在主義的な知識観

知識＝正当化された真なる信念

→ 信念の理由に内的にアクセス可能

知性改善のための助言

なぜ自分がそう信じているのかについて、

自分の意識の中で「透明な」仕方で把握せよ

直観：知っているからには、
理由を挙げることができる

現実には実行できない？



内在主義的な知性改善の限界

哲学的議論（Kornblith 2012）

信念１

H.Kornblith (2012)
On Reflection

地球は丸い



内在主義的な知性改善の限界

哲学的議論（Kornblith 2012）

信念１

信念２

：理由関係

地球は丸い

TVで見た



内在主義的な知性改善の限界

哲学的議論（Kornblith 2012）

信念１

信念２

信念３ ：理由関係

TVで見たから
地球は丸いと信じている



内在主義的な知性改善の限界

哲学的議論（Kornblith 2012）

信念１

信念２

信念３

信念４

：理由関係

TVで見たから
地球は丸いと信じている



内在主義的な知性改善の限界

哲学的議論（Kornblith 2012）

信念１

信念２

信念３

信念４

信念５

信念６

：理由関係



内在主義的な知性改善の限界

哲学的議論（Kornblith 2012）

①無限後退の懸念

信念１

信念２

信念３

信念４

信念５

信念６ 信念７

：理由関係



内在主義的な知性改善の限界

哲学的議論（Kornblith 2012）

①無限後退の懸念

②ホントに信頼性が
向上するのか？

③そもそも「その理由」
なのか？

信念１

信念２

信念３

信念４

信念５

信念６ 信念７

：理由関係



経験的知見

「内的にアクセスできる理由」は、そもそも

当の信念・判断の理由や原因として正しいか？

• 位置効果
(Nisbett＆Wilson 1977)

• 選択盲
(Johansson et al. 2005)

主体にも「不透明な」領域での信念の形成・維持



ここまでの議論からの示唆

• 信念形成の全領域に内的アクセスの可能性

⇒ 現実には実行不可能

• 内的アクセスが及ばない領域を前提

⇒ 経験的に妥当

⇒ できれば整備された学説を参照したい

内在主義的な知性改善の限界



ここまでの議論からの示唆

• 信念形成の全領域に内的アクセスの可能性

⇒ 現実には実行不可能

• 内的アクセスが及ばない領域を前提

⇒ 経験的に妥当

⇒ できれば整備された学説を参照したい

二重プロセス理論に依拠した知性改善論

Dual-process Theory

内在主義的な知性改善の限界

自然化、心理主義



二重プロセス理論
頭には二つのシステムがある

【システム１】
・直観
・速い
・パターン
・自動的
・無意識的

【システム２】
・熟慮
・遅い
・計算
・怠け者
⇒努力が必要

哲学者も大いに注目するようになっていた：
• ジョシュア・グリーン『モラル・トライブズ』
• ジョセフ・ヒース『啓蒙思想２・０』 など



二重プロセス理論
頭には二つのシステムがある

【システム１】
・直観
・速い
・パターン
・自動的
・無意識的

内的アクセスが
及ばない領域

バイアスの発生源

知性改善論に関わるのは？



二重プロセス理論
頭には二つのシステムがある

【システム１】
・直観
・速い
・パターン
・自動的
・無意識的

内的アクセスが
及ばない領域

バイアスの発生源

知性改善論に関わるのは？

制御して誤信念を避け、
よい推論を行う
⇒ 信頼性の向上



知性改善を目指して

【システム１】
・直観
・速い
・パターン
・自動的
・無意識的

【システム２】
・熟慮
・遅い
・計算
・怠け者
⇒努力が必要

信頼性＝真なる信念を形成する見込み増大

しシステム２を働かせろ！

しバイアスを疑え！ し思考ツールを使え！



①誤信念の回避

各種バイアスの教示 • スキーマの呪縛
• 利用可能性バイアス
• 代表性バイアス
• 確証バイアス
• 基礎比率の無視
• 信念バイアス
• 基本的帰属錯誤
• ヴァン・ゴッホの誤り
• ・・・

②真なる信念の形成

思考ツールの習得

知性改善を目指して



• 論理学の規則
• 統計的手法
• 自然頻度の利用
• 反証可能性の吟味

内化して使用可能

外づけ？
②真なる信念の形成

思考ツールの習得

• 対照実験
• 査読制度…

知性改善を目指して

①誤信念の回避

各種バイアスの教示



内化して使用可能

外づけ？
②真なる信念の形成

思考ツールの習得

• 対照実験
• 査読制度…

背景となる主な論点：アンディ・クラークによる

①「生まれながらのサイボーグ」
⇒人工物と頭脳の共生体・融合体としての人間

外部からマインドウェアを取り込む

②「拡張する心」
⇒思考は頭蓋骨や身体を超えて環境に広がる



概要

1. 自己紹介

2. 『思考力改善ドリル』①導入部分

3. 『思考力改善ドリル』②全体像

4. 自己紹介（続）と思考力改善への道

5. 哲学的背景①自然主義※

6. 哲学的背景②知性改善論の古典から

7. 残る課題と今後の展望

※時間が許せば



哲学的背景

認識論における自然主義

• 科学と哲学の連続性

• 規範「べし」は「できる」を含意する

⇒ 実行可能性の考慮

知性改善は伝統的課題

• ベーコン『ノヴム・オルガヌム』： ４つのイドラ

• ロックやライプニッツも



心についての２つの比喩

白紙（タブラ・ラサ）
経験論
＝すべては経験から学ばれる

ジョン・ロック
17世紀イギリス



心についての２つの比喩

ライプニッツ
17世紀ドイツ

• 経験は「きっかけ」にすぎない
＝ノミを石理に沿って打つことで
彫刻が仕上がっていく

大理石（石理が走っている）
合理論的生得説
＝心の大部分は生得的



心についての２つの比喩

大理石（石理が走っている）
合理論的生得説
＝心の大部分は生得的

白紙（タブラ・ラサ）
経験論
＝すべては経験から学ばれる

二重プロセス理論は両者の
ハイブリッドモデルを考えるうえでも有効



ロック
『知性の正しい導き方』（下川潔訳）

この件については、わずかの論理学の規則が

あれば、最高の改善を目指す人たちにとって

それで十分である、と考えられています。

しかし私は、知性には、矯正できるような多くの

自然的な欠陥があり、それが見過ごされ、まったく

なおざりにされているのだと思います。しかも、

容易に看て取れることですが、人々は心のこの

能力を使用し改善するにあたって多くの過ちを犯し、

そのために自分の発展を阻害し、無知と誤謬の

なかで一生を過ごしています。 １８‐１９ページ



ロック
『知性の正しい導き方』（下川潔訳）

数学の勉強をすると、どれほど自分の知性が

優れていると考える人であっても、多くの事柄に、

しかも大変はっきりと看て取ることのできる事柄に、

自分の知性がつまづくかもしれないと思うようになります。

これは、たいていの人が自分の才能に関してもつ

思い上がりを取り去ってくれます。

自分の知性の鋭さと貫通力には付け加えるものなど

ありえない、などという考えはなくなります。

４９ページ



ライプニッツ
『人間知性新論』（米山優訳）

なぜならそれには精神のすることに対する

多大な注意を要するのですが、

省察することあまり慣れていない大部分の

人々はそういう注意力を殆ど持ち合わせて

いないのですから。

46ページ

文脈：本有（生得的）概念について



哲学的背景：小括

認識論における自然主義

• 科学と哲学の連続性

• 規範「べし」は「できる」を含意する

⇒ 実行可能性の考慮 ：

二重プロセス理論の援用、バイアスの是正

＋生まれながらのサイボーグ、拡張された心

知性改善論の伝統を継承

• ベーコン『ノヴム・オルガヌム』： ４つのイドラ

• ロックやライプニッツも注意（熟慮）を重視

• スピノザをもじった『知性改善ドリル』



新規問題

ギリシア神話の主神ゼウスは非常に好色

で、多くの人間の女性との間にも子をもう

けたという。その結果、古代ギリシアでは、

自分はゼウスの子孫だと称する者が大勢

いた。

【問】 実はこれは話があべこべなのだが、一体

どういうことだろうか。自分なりの仮説を示せ。

（文献：藤村シシン『古代ギリシアのリアル』）



概要

1. 自己紹介

2. 『思考力改善ドリル』①導入部分

3. 『思考力改善ドリル』②全体像

4. 自己紹介（続）と思考力改善への道

5. 哲学的背景①自然主義※

6. 哲学的背景②知性改善論の古典から

7. 残る課題と今後の展望

※時間が許せば



冴えていたところ

構成面

• 誰でも取り組めるスタート地点を設定

• 二重プロセス理論の導入

• 批判的思考から科学的思考へ

背景

• 認識論における自然主義

• 知性改善論の伝統を継承



「たったひとつの」冴えたやり方ではない

１．科学的思考を一貫して目指しているがゆえに

２．主に初学者が対象であるがゆえに

３．ドリル形式であるがゆえに

……生じる問題を考える必要がある

⇒ ご意見を賜りたい



「たったひとつの」冴えたやり方ではない

１．科学的思考を一貫して目指しているがゆえに

①哲学的思考ツールの扱いは少ない

例）多義性の回避、誤謬推論…

• （哲学は難しい）

• 伊勢田『哲学思考トレーニング』をブックガイドで

紹介（してお茶を濁している）

②推論も実践的推論などは扱っていない

⇒ 二重プロセス理論から切り込めるか？



「たったひとつの」冴えたやり方ではない

２．主に初学者が対象であるがゆえに

①科学哲学の話題は少ない

• 反証主義以降の扱いは限定的

⇒ ドリル化は可能か：今後の課題

②二重プロセス理論にもまだ話題は残っている

• バイアス逆用（bias jujutsu）はほぼ扱っていない

⇒ ナッジなどの利用法も扱うべきか？

• 実践的推論とも関係



「たったひとつの」冴えたやり方ではない

３．ドリル形式であるがゆえに

①動機づけの側面が弱いかもしれない

• 題材の面白さと「知性的徳」で少しカバーしたが…

⇒ 科学者の「偉人伝」を入れることも考えた

（人間の過剰な模倣傾向の逆用として）

②個人主義的な認識観を強める懸念

• 思考／探究は共同事業（26章のみの話題）

⇒ 専門家への適切に依存する能力の涵養



「たったひとつの」冴えたやり方ではない

３．ドリル形式であるがゆえに

①動機づけの側面が弱いかもしれない

• 題材の面白さと「知性的徳」で少しカバーしたが…

⇒ 科学者の「偉人伝」を入れることも考えた

（人間の過剰な模倣傾向の逆用として）

②個人主義的な認識観を強める懸念

• 思考／探究は共同事業（26章のみの話題）

⇒ 専門家への適切に依存する能力の涵養

両立を探る



展望：目標と相対的に課題を設定する
何のための思考力改善か？

例１：一般市民として陰謀論に対処する思考力

• ディープな（科学）哲学は不要

• 知的謙遜などの態度

• 専門家を適切に見分けて依存する力

例２：批判的思考としての哲学的思考力

• 明確な言葉づかい

• 論証構造の把握

• 前提を反省・検討する能力

⇒ 懐疑論や神の存在証明は必要か？



展望：目標と相対的に課題を設定する
何のための思考力改善か？

例１：一般市民として陰謀論に対処する思考力

• ディープな（科学）哲学は不要

• 知的謙遜などの態度

• 専門家を適切に見分けて依存する力

例２：批判的思考としての哲学的思考力

• 明確な言葉づかい

• 論証構造の把握

• 前提を反省・検討する能力

⇒ 懐疑論や神の存在証明は必要か？

いつ誰がどんな哲学をなぜ学ぶのか？
プラトン『国家』以来の問いへ



終わりに

• 質問やコメントを歓迎します。

• とくに、今後の課題や展望についてご意見を

賜れればありがたく思います。

• 時間の都合上、スキップした部分についても

あらためて説明できるかもしれません。

• 名古屋大学高等教育研究センター、

名古屋哲学教育研究会、

そして聴衆の皆様に心より感謝申し上げます。


