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１．はじめに

戸田山和久・唐沢かおり編 （2019） 『〈概念工学〉 宣言！』 （以下「本書」と
記し章番号と頁数で参照を行う） は，そのタイトルが示す通り，近年脚光を
浴びつつある概念工学についての論文集であり，同時に国外の概念工学の動

向とも異なる方向をも示している野心的な書である．以下では，本書の目的

や内容を概観したうえで，本書の議論を，とくに全体の企図の実行可能性と

そこから派生する論点を軸に検討していく．それを通じて本書の意義や概念

工学今後の課題を明確化するのが私の目標である．

２．本書の目的と方針

本書の全体的な企図の検討に先立って，それに必要な範囲で本書の概要を

示しておくのが適当であろう．まず本節では，本書の目的と方針を確認し，
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次節でその内容を本書の構成に沿って具体的に押さえることにしたい （それ
ぞれ若干の評価も適宜交えていく）．

本書によれば，概念工学とは，概念を人工物の一種と捉えたうえで，人類

の幸福な生存をはじめとする目標の実現に関わる有用な概念の創造や改定を

行うエンジニアリングのことを言う （第 1章）．たとえば，我々の幸福に大
きく寄与している人権の概念は，歴史のある時点で生み出され，洗練を施さ

れながら現代まで引き継がれてきたという意味で，概念工学の産物だと見な

すことができる．言うまでもなく，哲学は歴史的に概念の創造や改定に絶え

ず携わってきたわけだから，概念工学とはそうした作業にあらためて自覚的

になるというスタンスのもとで構想される新たな研究プログラムだと言える．

このような概念工学の土台を築く，あるいはまさにマニフェストとしてそ

れへの参加を呼びかけることが，本書の主要な目的にほかならない．そのた

めに採られる方針に，本書の際立った独自性が見られる．第一に，概念工学

と言えそうな試みをまずは実際にやってみてから反省し，その内実と課題を

検討することを通じて，この分野を切り開いていこうという方針である．こ

の点は，同じく概念工学を主題とするH・カッペレンの著作『言語を修理す
る』 （Cappelen 2018） とはきわめて対照的であり，本書の試みを興味深いも
のにしている．カッペレン著やそれをめぐる議論では，概念工学がごく最近

になって提唱され始めたがゆえに，それがいったい何であるかについての合

意が定まっていないという現状が反映されている．そしてそこでは，どちら

かと言えばアームチェアな仕方で概念工学の定義や理論化，その限界画定と

いった作業が行われているが，これに対し本書の方針はアポステリオリズム

ないし方法論的自然主義の色彩を濃厚に帯びているのである．

第二に，本書では，まずはやってみようというこの方針を実行に移すに際

して，哲学と同じく概念を研究対象とする心理学 （とりわけ社会心理学） と
の協働が図られている．何らかの現行の概念をターゲットに工学を試みるに

は，その概念を人々が現にどう捉えているのかに関する理解が前提となるた

め，心理学上の知見が大きな手助けとなる．本書で扱われるのは，我々に

とって非常に重要な，心・自由意志・自己という三つの概念であり，それら

は哲学だけでなく心理学においても盛んに研究されてきただけに，両者の協

働による概念工学の試みにとって格好の対象となる．また，そうした協働の

試み自体がこれまで稀であったという意味では，本書自体が学際研究の実践

の貴重な記録であるとともに，海外の議論には見られない独自性が発揮され

ているところでもある．
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３．本書の構成と内容

本書は三つのパートからなる．はじめの「Ⅰ．原理編」では，概念工学を

実践するための予備的考察として，編者の戸田山と唐沢がそれぞれ哲学と心

理学の観点から，概念工学なる企図について解説する．戸田山は，知識の定

義という認識論上の課題への取り組みが知識概念の概念工学として捉えられ

ることや，道徳的責任なしの倫理体系 ― 自動運転車を社会が受容する際に
求められるかもしれない ― の構築が概念工学の実践例として挙げられるこ
とを説明したあとで，概念工学の方法論的な特質や，それが概念を研究する

分野である心理学との協働を必要とする理由を述べている（第１章）．唐沢

は，人間の行動を生み出すメカニズムの説明を目指す心理学が，素朴心理学

に由来する概念を加工することで探究の進展を図ってきたという意味で，概

念工学の実践という側面を有しているということを，作り出した概念とその

操作・測定との関係をめぐって生じうる問題とともに明らかにし，哲学との

協働による概念工学を進めるにあたっても心理学の蓄積が大きく貢献できる

と主張している （第 2章）．
次の「Ⅱ．実践篇」では，心・自由意志・自己という個別の概念に関し

て，それぞれ心理学の側からの問題提起と哲学の側からの応答とのペアから

なる三つの章が設けられている．ともかくまずは実践してみる，という本書

の方針が実行されるのはここである．

「心の概念を工学する」と題された第 3章では，はじめに心理学の側から
橋本剛明が心の知覚についての社会心理学の知見を概観する．ここでの心の

知覚とは，何かを「する心」と主観的に「感じる心」の二つの性質 ― それ
ぞれ「行為者性」と「経験性」と呼ばれる ― を備えた存在として他者を捉
える認知の働きを指す．橋本は，擬人化や非人間化（対立する外集団の成員

を人間的な性質に劣る存在と見る傾向）といった現象の解説も挟みつつ，心

の知覚が道徳性とも密接に関係することを論じている．

これを受けて哲学の側からは鈴木貴之が，心の知覚をめぐって概念工学が

要請されうる状況（上述の非人間化など）を一般化して整理し，そこからも

う一歩踏み込んで，心概念の概念工学の可能性と潜在的な問題点を検討して

いる．すなわち，概念工学には探究対象の正確な把握を目指す「記述的な活

動」と社会的な目的の実現などを目指す「実践的な活動」の二種類が含まれ

るが，両者がときに齟齬を起こしかねない点を考慮する必要があるし，ま

た，心の知覚のように無意識的で自動的な心的過程によって生じるものにつ

いては，工学的介入の実現方法 ― たとえば環境設計ないしナッジ的な手法
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― やその有効性の限界などが吟味されねばならない，というのである．
第 4章の主題は自由意志の概念工学である．ここではまず，心理学の側か

ら渡辺匠が，人々が有する自由意志概念の内実に，自由記述や質問紙などの

手法を用いて迫ることを目指した研究の知見を紹介し，それと決定論との両

立可能性といった哲学的な論点との関連を明らかにする．そのうえで，すで

に日本で行われている実験哲学の成果をも織り交ぜながら，自由意志が存在

するという信念をもつことが主体に与える影響 （社会への適合の促進など）
とその概念工学的な含意について論じている．

哲学の側からは太田紘史が，哲学的自由意志論が道徳的責任にまつわる実

践を支えるに足るものとして自由意志概念を作り直すことを目標に含んでい

る点で，もともと概念工学的な性格を色濃く有しているということを明快か

つ説得的に主張している．哲学的自由意志論では，心理学によって明らかに

される自由と責任についての現行の概念が，たとえ部分的に決定論によって

否定されてもなお責任帰属の実践が存続可能となるように自由の概念に修正

を加える，という作業が行われているからである．太田はその論考を，こう

した自由意志概念の工学に見られる，あくまでもこの自然的な世界の中で可

能な自由を確保しようとする自然主義的な志向を，自由に関するカントの超

越論的な議論との比較において浮き彫りにし，さらにそれが責任概念自体の

修正さえ視野に収めた倫理学的な考察をも要請しうることを指摘して締めく

くっている．

第 5章「自己の概念を工学する」に見られるのは，心理学側 （遠藤由
美）・哲学側 （島村修平） 双方からの果敢な試みである．遠藤は，日常的に
我々が自己なるものに慣れ親しんでいるにもかかわらず，心理学においては

統一された理論的な自己概念を確立するに至っていない現状について，W・
ジェームズ以降の19世紀から現代までの自己に関する学説や研究法 （神経科
学的なアプローチも含む） などの発展の歴史を辿ることで，その原因を明ら
かにしている．遠藤によれば，それは自己の概念を正面から考察することな

く，人々が自分のことをどう思っているかということと，自己なるもの一般

をどんなものとして捉えているかということ，すなわち「自己概念」と「自

己という概念」の区別を曖昧にしたまま研究が進んできたことにより引き起

こされた困難であると言う （しかも素朴心理学の悪しき混入の危険も招いて
しまっている）．そこで遠藤は，今後の自己研究の課題として，心理学領域

内の議論・対話を通じた各知見の統合と哲学を含む心理学外の領域との接合

によって自己という概念を構築する必要性を訴えている．

島村は，我々のもつ自己という概念が現に果たしている機能に「私」とい
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う語の考察を通じて迫ろうとするが，その際に採られるのは「私」の用法に

人為的に介入することで生じる言語実践の変化を ― 分析哲学者らしいとも
言うべき少々奇抜な思考実験を通じて ― 見きわめるという手法である．そ
うして自己という概念のポイントがつかめれば，望ましい工学的改良の方向

が見えてくるというわけだ．そのポイントとは，たとえば集団的な実践の中

で約束や決意の遂行が「私次第」であるとするコミットメントを引き受ける

といった点であり，自己の概念工学はそこでの「私次第」の範囲の改変，ひ

いては自由の領域の拡張を目指すものとなりうる．島村の力のこもった議論

は，語の使用への着目や思考実験といった分析的伝統の手法を概念工学に適

用してみせた実例としても興味深いものだ．

「Ⅲ．展望編」では，編者の唐沢と戸田山が第Ⅱ部実践篇の各章をそれぞ

れの立場から丹念にレビューし，そのうえで各自の立場から今後の課題を提

示している （第 6章・第 7章）．この第Ⅲ部とくに戸田山の論考について
は，次節以降での検討に関わる内容が多いのでこれ以上は立ち入らないが，

本稿では触れられない論点にも検討が加えられているので，本書に関心を

持った方はぜひ参照されたい．

４．検討のための準備 ― 概念工学の諸段階

第Ⅱ部の実践篇の各章については編者らが的確にレビューしてくれている

ので，以下ではそれをなぞることは控えて，本書で提唱されている概念工学

の構想に私なりの観点から検討と評価を加えることを目指したい．それは何

よりもまず概念工学が工学の一種であるという点に関わっているのだが，本

節はその準備作業にあてることにしよう．

私が本書全体から読みとった限りでは，概念工学には大きく以下の三つの

段階ないしは作業が含まれている （Cappelen and Plunkett 2020にも同様の段
階分けが示されている）．

①分析と評価：現行の概念の仕様・機能の分析や特定，および評価・査定

②改定：設定された目的に応じての概念の改定や加工

③社会実装：改定した概念の人々による受容と継続的使用を目指す取り組み

これに照らすと，本書第Ⅱ部の哲学者サイドでは，島村が自己という概念

について主に①を，太田が自由意志の概念について①と②を，鈴木が心の概

念について①②に加えて③もある程度まで視野に収めた議論をそれぞれ行っ

ている，と見ることができるだろう （ただし①から③のどれを概念工学の中
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心的な段階と見るかは執筆者により異なっている）．モノづくり工学で言え

ば，①は既存の製品の分析と評価を行い，問題点を見つける段階であり，

②はその改善のために実際に手を加える段階である．③は社会に送り出す製

品を人々が受け入れて使い続けてもらえるようにする段階であり，その達成

も含めて工学の課題と捉えるわけだ．概念工学もまた，②で改定・加工した

概念というプロダクトが③の社会実装の段階を経て現実に普及して初めて，

工学としての使命を全うしたことになると考えられる．そうして当初の目的

の達成と，それを通じてさらに上位の目的 ― 人類の幸福な生存など ― の
実現が可能になるからである．

もちろん以上は大雑把な整理にすぎず，詰めるべき細部は残されているけ

れども，検討のための準備としては十分だ．しかし，②についてはもう少し

補足しておきたい．概念工学の任務を考えると，本来この段階には有用な概

念を新しく創造する作業も含まれていてしかるべきだが，本書ではそれは扱

われていない．本書で試みられているのは，自由意志や自己といった，あく

までも既存の素朴概念の改定・加工であり，だからこそ人々が現に持つ概念

を研究対象とする心理学との効果的な協働が図れるのだとも言える．その意

味では，本書に新概念の創造をも扱うことを望むのは無い物ねだりでしかな

い．とはいえ，科学でも哲学でも量子やスーパーヴィーニエンスといった新

概念の創造が大事なのは間違いないから，本書で示された概念工学という構

想の可能性を示すためにも，この点については今後の議論に期待したいと思

う1．

さて，いずれも概念工学にとって重要な①②③のうち，以下で私がとくに

検討したいのは，まず③の中身およびそれと②の間にある懸隔，次いでいっ

そう根本的な②そのものの内実である．出発点となる問いはこうだ．かりに

②をうまく突破できたとして，③を成功させるにはどうすればよいのだろう

か．この問いに答えることは「改定した概念を社会実装するには，しかじか

の方法を用いるべし」という形の規範の中身を特定することにほかならな

い．ここで重要なのは，その規範が現実に実行できるのかどうかが常に考慮

されねばならないという点だ．次節ではこの点から検討を始めたい．そし

て，第 6節で論じるように，それは②の内実とも深く関わってくる．

５．実行可能性

一般に，工学を謳う哲学上のアプローチの特徴のひとつは「実行可能性」

の要請にある．典型的には，認識論や倫理学上の規範を工学的観点から自然

化しようとする試みに，提出される規範が現実に実行可能であることが求め
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られる （「べし」は「できる」を含意する）．すなわち，我々の生物学的な特
性や手持ちの資源により課される制約を考慮し，その制約内で目標を効率的

に達成するのに適した解を特定せねばならないのである．ここで，そうした

制約を明らかにするには自然科学が提供する経験的知見の参照が欠かせず，

したがって自然主義の選択は不可避となる （e.g. 戸田山 2002: ch.9，植原 
2017: ch.7）．それでは，工学が満たすべき実行可能性というこの要請に，本
書が標榜する概念工学は ― とくに改定した概念の社会実装を目指す③の段
階に関して ― どう応じているだろうか．
これは本書のみならず，およそ概念工学なる企図全般について回る問題

だ．そのことは先述のカッペレン著 （Cappelen 2018） をめぐる議論からも分
かるので，比較のためにも一瞥しておこう．

カッペレンの見方では，概念工学とは言語をはじめとするさまざまな表象

デバイスの評価と改良の営みのことである．そこでは「信念」や「女性」と

いった語の意味ないしは指示の仕方を変化させる試みが例として取り上げら

れ，パトナムやクリプキに代表されるタイプの指示の外在主義がその理論的

基礎に置かれる．語の指示を変化させることを概念工学と呼ぶべきなのかは

別途検討を要する点だが （ややこしいことに概念工学の対象は概念ではない
ともカッペレンは言うのだが），カッペレンの主張をめぐっては，とくに指

示変化のコントロール可能性が先鋭的な争点となっている．指示の外在主義

を採る限り，ある語の指示対象を決定するのは，その語の使用の歴史や世界

自体のありようなど，総じて使用者にとっては外的な要因であって，その語

に関する信念をはじめとする使用者の心的態度ではないことになる．だがも

し語の指示の決定が使用者の手の届く範囲を超えていてコントロールできな

いなら，指示のあり方を意図的に変化させることを目指す概念工学という企

てが一体いかにして可能だというのか．前節での整理を使うなら，かりに②

の段階で概念の改定案が首尾よく提出できたとしても，では概念の受容と継

続的使用を目指す③における実行可能性の要請はどうやって満たせばよいの

か，という問題に突き当たってしまうのである．

この問題についてカッペレン自身は「概念工学に要請される過程は，大部

分が不可測であり （inscrutable），我々はそのコントロールを欠いているが，
しかしそれを試み続けるであろうし，またそうするべきだ」 （ibid.: 72） と述
べている．けれども，概念工学におけるコントロールの欠如とその試みの継

続とを同時に主張することの緊張は明らかであり，実際どうやって概念工学

を実行に移せばよいかはカッペレン著では明確ではない．この問題を引き継

いだS・コッホは，指示の外在主義をエヴァンズやデヴィットらの議論を援
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用して補強したうえで，長期にわたる集団的なコントロールを通じてなら言

語共同体における指示変化をもたらすことができると説いている （Koch 
2018）．しかし，M・ドイチュが批判するように，ではそのためには具体的
に何をどのようなステップで実行するべきか ― ドイチュは「実装問題」と
呼ぶ ― についてはなお判然としないままだし，またドイチュによると，か
りに内在主義的な指示理論を採用してもそれと同種の問題が生じてしまうと

いう （Deutsch 2020）．このように，カッペレン流の概念工学が③の段階に
おける実行可能性の要請を満たせるかの議論は決着を見ていない．

実は本書に対しても，以上に関連する問いが山口尚 （2019） によって発せ
られている．山口は，第 5章での太田の議論に，実行可能性に関わる次のよ
うな疑義を呈している．自由意志や責任にまつわる概念 ― あるいはそれと
深く関係する責任帰属・非難・刑罰の実践 ― の枠組みは非常に堅固なの
で，人為的・意図的にその変化を引き起こすことは困難であり，たとえ変化

するにしても個々人の思惑の範囲を超えた変化にしかならないのであるか

ら，設計や改良といった概念工学的な発想には馴染まないのではないか，

と．山口の疑義は，概念工学の三段階のうち主に②の改定に携わる太田に対

し，③の社会実装の段階をどう捉え，両者の間にある懸隔をどう考えるの

か，と問うものとして読める2．

これに対する太田自身の応答は今後に期待するほかないものの，概念工学

における社会実装の段階をどう実行するかについては，本書の他の執筆者が

解答の方向を部分的に示しており，しかもそれはカッペレン著よりも実践的

な示唆に富んでいて有益と思われる．第Ⅱ部の哲学側では，鈴木がこの問題

に自覚的だ．すでに触れたように，鈴木は心概念の工学を進めるうえで考察

すべき点として，その実現方法と有効性を取り上げている．かりに心の知覚

が生得的で自動的なメカニズム （二重過程理論におけるシステム 1） による
ものだとすると，その制約のもとで可能な手立てを探らねばならない．鈴木

が提案するのは，我々の知覚メカニズムに直接介入するのではなく，それを

取り巻く外的な環境の加工を通じて変化をもたらす環境工学的な手法と，反

省的な高次の認知メカニズム （システム 2） に働きかける合理的説得の手法
だが，それはまさに心概念の工学が満たすべき実行可能性の要請に応じるた

めの提案として位置づけることができる．

これを受けて唐沢はおおよそ次のように述べている （224）．概念工学が鈴
木の言うように環境設計をも含む営みであるとするなら，その実現のための

社会制度 ― たとえば新たな教育システム ― の構築について検討すること
まで必要かもしれない．したがって，哲学と心理学の協働の先には，社会科
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学や環境設計に携わる工学分野との連携も構想されねばならないかもしれな

い．そうして概念工学を拡大していく可能性については，今後のさらなる検

討と模索が望まれる．

戸田山も第 7章で，鈴木の議論と自由意志に関する太田の議論とを結びつ
ける形で，概念工学は様々な制約群の充足を目指す営みとして捉えられると

主張し，その制約のひとつとして，生み出される概念が社会実装できること

を挙げている．ここにも実行可能性への志向が見られるが，戸田山はさら

に，個別の概念工学の企図において設定されている目的を実現する手立てが

存在せず，それゆえ実行可能性が満たされない場合についても論じていて興

味深い．戸田山によれば，そうした条件下ではむしろ目的の方の変更を試み

る仕方で概念工学が進められる．たとえば，科学的知見とマッチしてしかも

道徳的責任を支えるに足る自由意志の概念を作ることが現実には不可能だと

判明したのであれば，道徳的責任の概念の方を工学して目的を変更する （科
学的世界像との整合性という制約は外せない） という具合である3．本書の

意義は，こうした踏み込んだ考察やラディカルな提言が見られる点にもある

と言える．

６．概念の連続性・機能・本性

ここまで論じてきた③の社会実装の段階における実行可能性の要請は，そ

の前の②の段階にも制約を課すと考えるのが自然だ．すなわち，改定後の概

念は実際に社会実装できる ― 現実に受容され継続的に使用してもらえる
― ものでなければならない （ある種の理念の提案を目指すゆえに社会実装
の可能性が度外視される場合を除く）．本書第Ⅱ部での哲学者たちの提案に

実質をもたせるには，この制約を考慮に入れる必要があるだろう．そこでた

とえば，改定後でも概念の用途が使用者に見てとりやすいようにすることで

その充足を図るならば，現行の概念と加工後の概念との連続性を維持するこ

とが方針のひとつとなりうる．本書では戸田山がそうした意味での概念の連

続性が重要なポイントになると述べており （35），だからこそ概念工学の開
始にあたってまずはターゲットとなる改定前の素朴概念が現にどのように

（どのような目的で） 使用されているかを正確に把握・記述することが欠か
せないと主張している （258）．
ここで再びカッペレン著をめぐる議論に目を転じると，概念の連続性は概

念工学の実質的な意味を問う根本的な論点として大きく扱われている4．あ

る問題を概念工学で解決しようとしても，対象とする概念にその連続性が改

定の前後で途絶えてしまうほど大きく手を加えるのであれば，それは単に別
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の問題を論じ始めただけであって，元の問題の解決とはとても言えそうにな

い．したがって，どんな範囲の改定なら適切なのかが見きわめられない限

り，概念工学という企てそのものに疑いが差し挟まれざるをえない，という

わけである．第 4節でも述べたようにカッペレンは外在主義的な指示理論を
採るが，実はその狙いのひとつは，人々の態度とは独立に語の指示対象を固

定することを通じて概念の連続性を保ちたいというものなのであった （ただ
しかりにそれがうまく行っても，今度はコントロール可能性ないし実行可能

性の問題に突き当たってしまう）．

このように，概念の連続性の問題は，本書が描き出す概念工学の企てが実

行可能なのか，あるいはもっと一般的に，概念工学を用いた問題解決とはそ

もそも何をすることなのか，という問いと結びついている．では，この問題

にはどのような手立てで応じればよいのだろうか．ひとつ有効と思われるの

は機能に着目することだろう．元の概念の欠陥を補修し，目標達成の効率を

向上させるべく概念を大幅に変えても，それが果たす機能が同じままであれ

ば，改定を通じて概念の連続性は維持できると考えられるからである．

私の考えでは，機能という視点は，連続性の問題への対処に限らず本書に

とって重要である．というのも，機能の視点を取り入れることにより，本書

の議論は人工物の哲学との接合を果たし，その豊かな資源を利用した展開が

可能にもなるからだ．概念工学の実行可能性について本書がカッペレン著よ

りも掘り下げた検討を行っている理由は，通常のモノづくり工学とのアナロ

ジーを深める方向で構想されていること （第 1章） に部分的には由来する．
工学とは何よりも人工物に関わる学問であるから，機能に関する人工物の哲

学の蓄積を取り込むことで，本書の議論はさらなる前進が図れるであろう．

そうした展開の一端を私なりに描き出してみよう （概念の連続性の問題に
はすぐ後で戻ってくる）．まず，人工物のもつ機能としてここではR・ミリ
カンの固有機能の概念を援用する．ある人工物の固有機能は，一般にそれが

何であるかを，つまりその種属を決定する重要な要素とされる．たとえば，

特定のドライバーのトークンがまさにドライバーという種に属しているの

は，当該の種の過去の成員がネジを回すという機能を果たしてきたがゆえに

再生産されてきた，という複製の歴史に連なるものだからである．また，そ

うした複製の歴史は，ドライバーの安定的な供給や流通を可能にする体制が

整備され，それを取り巻く環境内にネジが存在していなければ成り立たな

い．したがって，ドライバーのような人工物の種は，適切な歴史的配置を与

えられて初めて固有機能を発揮しながら存続できるのである5．

次に，概念工学のプロダクトもまた人工物である限りは，概念の固有機能
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や歴史的配置といった観点から．本書の議論も明確化や検討が行えるはず

だ．本書では第５章で島村が，自己という概念が果たす機能ないしはポイン

トの分析を試みているが （①の分析と評価に当たる），これはドライバーと
は異なり，自己という概念がそもそもどんな役割を担っているかが明らかで

はないからだ．島村は，自己という概念にはコミットメントの引き受けとい

う実践上の機能が見出されると論じ，その議論を受けて唐沢は，概念工学に

は「概念の機能に着目し，その機能が発揮されるのはどのような状況下であ

るかをも明らかにすることが必要なのだ」 （239） と述べている．こうした議
論については，たとえば，島村が自己という概念に見出した機能がいかなる

意味での機能として想定されているのかをあらためて問い，もしそれが固有

機能を意図しているのであれば，果たして本当にそのおかげで現行の自己と

いう概念が再生産され存続してきたのかが経験的に明らかにさればならな

い，という具合にいっそう精細な課題が立てられるようになる．あるいはま

た，唐沢の言う概念の機能が発揮される「状況」の探究は，当該の概念の歴

史的配置の側面をも捉えるものでなければならない，との指摘も可能にな

る．そのような探究を進めるためには，おそらく観念史や言語史に加えて法

制史や経済史などとも結びついた協働作業が要請されるであろう．本書での

島村の分析は，その出発点を与える発見法的な貢献として再定位されると思

われる6．

以上を踏まえて概念の連続性の問題に戻ると，さしあたり次のように主張

できる．概念の固有機能に着目し，固有機能の同一性を保つことで改定の前

後で概念の連続性を維持しようとするなら，その固有機能の発揮を支えてき

た歴史的配置を含む外的・環境的要因の影響まで考慮されねばならない．他

方で，外的要因に介入する環境工学タイプの概念工学は，概念の固有機能が

保たれる範囲内であれば有効に進められると見込まれる．こうして，固有機

能という視点からは，概念工学における制約の内実を明確化し，その実践が

社会・制度設計まで含むとする，本書における鈴木や唐沢の主張を補完する

ことができるのである．

だが，ここで直ちにこう問われるに違いない ― 固有機能を備えた概念と
は一体いかなる本性や構造を持つものとして捉えられているのか．言うまで

もなくこの問いは，分析や評価，改定や加工，そして社会実装のターゲット

である概念とは正確に言って何であり，したがって概念工学とはそもそもい

かなる営みなのかといった，概念工学という構想の理論的基盤に関わる根本

的な問題に直結している．

こうした問いに答えるにはどうすればよいだろうか．本書の終わり近くで
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戸田山は「概念そのものを科学し工学することを可能にする，『概念』とい

う理論的概念の構築，すなわち『概念』概念の概念工学が必要である」

（274） と述べている．この主張は，概念工学という企てについての吟味を徹
底した末に辿り着いた卓見というべきであり，うまく実現できれば上記の問

いにも答えられるようになるだろう．しかし，戸田山はそこで議論を切り上

げているので，私としては，今ある哲学の資源を使ってこの方向をもう少し

だけ先に進めるとどうなりそうかについて，ごく簡単に二点述べて本節を締

めくくりたいと思う．

第一に，概念の本性や構造と社会実装に関わる点として，Ｊ・プリンツの

概念経験論と道徳哲学が援用できると思われる （Prinz 2002; 2007）．プリン
ツは，徳や正義といった道徳概念には快や是認の感じのような情動が構成要

素として組み入れられている，と主張している．もしそれが正しく，一部の

概念の実現には情動が不可欠の役割を果たしているとしよう．この場合，そ

のような本性ないしは構造をもちうるものとして「概念」の概念が改定さ

れ，また，そうした改定が施された「概念」概念のもとで概念工学の特定の

プロダクトを社会実装するには，ある条件下では一種の感情教育が最も有効

な手立てとなる，という可能性が見えてくるだろう7．

第二に，「概念」という理論的概念の構築という点では，ミリカンの近年

の議論を参照することもできる （Millikan 2017）．それによると，「概念」概
念はあまりにも混乱を招くし，誤った理論によって措定された理論的対象で

あるため，消去されねばならない．その代わりにミリカンはuniceptなるも
のを提唱する．詳述は控えるが，ミリカンの見方によれば，多くの人々が共

通してもつことができるものという古典的な意味での概念の特徴は放棄さ

れ，個人ごとに異なるuniceptとともに，語 （名前） とそれが指示する対象が
存在するだけだという．もしこれが正しい見方なら，戸田山の言う，概念の

科学と工学を可能にすることを目指す「概念」概念の概念工学も，やがては

それと合流し，その意外な帰結として，現行の「概念」概念の消去とその後

継プロダクトの整備・構築・実装という課題を ― その実行可能性について
は別途検討する必要があるけれども ― 引き受けねばならなくなるかもしれ
ないのである．

７．おわりに

以上，本書が提示する概念工学の構想について，主として工学としての実

行可能性と，そこから派生する概念の連続性や固有機能などの観点から検討

を加えてきた．検討を通じて，本書の議論を補完し，今後取り組むべき課題
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をいくつか特定しつつ，概念工学という前進的な研究プログラムをアピール

する本書の意義を明らかにすることができたのであれば，私の目標はひとま

ず達成されたことになる．本稿では私なりに本書の議論を展開させたところ

が何箇所かあるが，それもまた，そうしてみたくなるだけの魅力が本書には

あるということだと考えてもらいたい．

最後に付け加えるなら，概念工学としての哲学という見方を提示し，哲学

の自己像の変革を促すという意味で，実は本書は，哲学という概念をター

ゲットにした概念工学を目論んだものとも言える．ではその目論見はどのく

らい達成されているのか ― 自らの現行の哲学観と照らし合わせながらこの
問いに考えをめぐらせることも，刺激に満ちた本書を読み進める際の大きな

楽しみとなるだろう8．

注

 1．さらに，どこまでが現行の概念の改定でどこからが新概念の創造なのかとい
う問題も論じられねばならないだろう．また，改定や創造に加えて概念の消去

も我々の概念体系の変更という意味では概念工学に含まれうるし （cf. Nado 
2019），あるいは本書でも鈴木 （第 3章） や戸田山 （第 7章） が述べているよう
に，複数の関心や価値の間での調整や目的自体の変更もその一環として位置づ

けられうる．なお，改定を施した概念を既存の信念体系にどう位置づけるかも

概念工学上の課題になりうるが，それについては丹治信春1999が定式化した
「補償の原理」も参考になると思われる．

 2．山口が指摘するような実践上の困難とは別に，Chalmers 2011が指摘する，個
人の信念体系における岩盤概念 （bedrock concept） に手を加えることの困難も
想定できるが，検討は今後の課題としたい．

 3．だがこうした方向に対して，本文中で述べた山口の立場からは，自由意志の
概念のみならず道徳的責任の概念もまた容易な人為的改変を許さないため，道

徳的責任の概念工学は社会実装の段階において困難に直面するのではないか，

といった反論が可能だろう （この点を指摘してくれた匿名の査読者に感謝す
る）．この反論に応じるには，第 6節で述べるような法制史などの分野とも結
びついた協働作業を通じて，道徳的責任の概念が人為的に改変された実際の

ケースはあるのか，あったとすればそれはいかなる条件においてなのか，を明

らかにする課題にまずは取り組まねばならない，というのが私の暫定的な考え

である（ただしそれは経験的な探究であるから，最終的には反論の方が正し

かったということが判明する可能性は排除できない）．

 4．Cappelen 2018, Prinzing 2018, Nado 2019など．ただしこのうち J・ネイドー
は，概念工学の実践として，概念の創造や消去，別概念への置換といった作業

を重視することで，改定のような概念の連続性が問われる場面を限定しようと
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している．

 5．人工物と固有機能についてはElder 2004, 植原2013: ch.4, 倉田2019: ch4などを
参照．なお固有機能の視点からの概念工学に関する考察はThomasson 2020に
も見られる．

 6．ただし，ミリカン流の固有機能の見方をいっそう厳格に受け取るなら，思考
実験を駆使した島村の機能の分析は安全ではなくなるかもしれない．なぜな

ら，そこで想定されるような極端な状況では「私」という語を取り巻く歴史的

配置まで変更されてしまい，その語の使用の （ミリカンの意味での） 標準条件
が保たれなくなる結果として，分析の対象としている「私」の固有機能も発揮

されなくなってしまっているかもしれないという懸念があるからだ．

 7．かりに概念そのものに情動的な構成要素がないにしても，自分の現在の信念
体系には愛着があるものなので，概念変化を引き起こすには信念体系に対する

情動的な態度をも変化させる必要がある，と論じることも可能である （この点
に関連してThagard and Zhu 2003などをも参照）．

 8．貴重なコメントを寄せてくれた匿名の査読者 2名に感謝する．また本稿は，
関西大学2020年度学術研究員制度の成果の一部である．
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