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形而上学における理論的対象 

東京大学博士課程 3 年 野上志学（shigaku.nogami@gmail.com） 

 

概要 

形而上学においてその存在が論争となる対象のうち、理論的対象（e.g., 可能世界、可能者、普遍者、トロープ、事態）

に着目する。形而上学における理論的対象の導入は通常、説明力のある理論においてその理論的対象が役割を果たし

ていることによって正当化することが試みられる。そういった理論的対象を導入するためには、いかなる条件が満た

されなければならないかを、形而上学を科学や数学と比較するととともに、例を取り上げつつ検討する。結論は形而

上学における理論的対象の導入に否定的なものになる。 

 

1. 導入：形而上学における理論的対象 

形而上学、とくに存在論（「F が存在するか否かという問い」）においてその存在が論争となる対象を大まかな分類する 

１．常識的対象 

常識的存在論（common sense ontology）においてその存在が受け入れられている対象、多くはミドルサイズで観

察可能。 

例：（個々の）テーブル、犬、人 

常識的存在論に含まれる、個々のテーブルや人のような存在者を否定する哲学者（e.g. van Inwagen 1990, Material 

Being, Unger 1980, ‘There are no ordinary things’）もいるが、本発表では、常識的対象に関する論争には触れな

い。 

Cf. Hirsch 2003, ‘Against revisionary ontology’における改訂的存在論の特徴づけ 

改訂的存在論（Revisionary Ontology） 

非常に見えやすい物理的対象の存在ないし同一性についての多くの常識的判断はアプリオリかつ必然的に偽

である。（Hirsch 2003, p. 101） 

 

２．理論的対象 

日常的存在論がコミットしておらず（コミットしていることが明らかでなく）何らかの説明のために導入される対象 

例： 

✓ 可能世界、普遍者、トロープ（形而上学での理論的対象、本発表のターゲット） 

✓ 原子、電子、クォーク（科学での理論的対象）：科学的実在論(とくに対象実在論)を巡る論争で問題になる対象。

（科学的実在論を退けるにも関わらず形而上学において理論的対象を導入するモチヴェーションはほとんど存在

しないように思われるから、本発表では科学的実在論を前提としておく。） 

✓ 集合、関数、自然数（数学での理論的対象）：本発表では数学的対象もひとまず理論的対象に含めておく。（cf. Field 

1980）ただし、数学的対象は常識的対象に含まれているとする議論もある（cf. Schaffer 2009, ‘On what grounds 

what’, Fine 2009, ‘The question of ontology’）。（発表者は唯名論に魅力を感じるものの、本発表ではプラトニズム

を仮定しておく。） 

＊日常的存在論がコミットしているかどうかが不明のため、形而上学で問題となりうる対象のうち、上記の分類に含

まれないものもあるかもしれない。（無制限メレオロジー的和 unrestricted mereological sum、時間的部分 temporal 

part など。これらの例は以下では取り上げない。） 

＊＊常識的対象の存在をめぐる論争では、常識的対象が存在しない
．．．

と主張する側に証明責任がある。理論的対象に関
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しては逆に、理論的対象が存在する
．．

と主張する側に証明責任がある。常識的対象の存在をめぐる議論と理論的対象

の存在をめぐる議論では議論の方法が異なりうる1。本発表では理論的対象の存在をめぐる議論、とくに理論的対象

の存在を主張する議論に着目する。 

 

2. 理論的対象の導入の正当化 

一般に、理論的対象の導入は、それらが何らかの説明で役に立つ
．．．．．．．

ということによって正当化される。 

Hartry Field による理論的対象の効用の特徴づけ [Field 1980 (2nd ed. 2016), Science without Numbers, p. 8] 

「理論的対象の効用は二つのことにある： 

（a）そこから広い範囲の現象を導出することができるような強力な理論においてある役割を果たしていること、

そして、 

（b）類似の存在者なしにこれらの現象を説明する、いかなる代替の理論も知られていないか、まったくありそう

にない」 

条件（a）と（b）を満たす対象を、理論的に不可欠な対象と呼ぶ。何かが理論的に不可欠であるということは、その

存在を信じる良い理由を与える2。 

 

David Lewis による集合論と可能世界論のアナロジー（Lewis 1986, On the Plurality of Worlds,邦訳 p. 4） 

「なぜ世界の複数性テーゼを信じるべきなのか。なぜなら、この仮説は役に立ち、そのことは、それが真だと考え

る理由になるからである。 

［…］ 

ヒルベルトはかつて、集合論の宇宙を数学者の楽園と称した。そして、彼は正しかったのである。集合には広大な

階層があることを信じさえすればよく、そこにおいてわれわれは、数学の諸部門すべての要求を満たすに足るもろ

もろの存在者を見いだす。そして、集合論の非常に貧弱な原始的語彙が定義により拡張されるにしたがって、それ

が様々な数学的述語に必要とされるものを満たすに十分であることをわれわれは理解する。そしてまた、集合論の

貧弱な諸公理は、このテーマの中身となる諸定理を生み出すのに十分な最初の原理になっていることも理解するの

である。数学者は集合論により、ジャワ原人には未知であったような相当数の存在者を受け入れることと引き換え

に、もろもろの原始概念や前提の多くを節約することができる。集合論は、存在論において代価を払いながらも、

クワインがアイデオロジー（ideology）と呼んだものにおいてひとつの改善を与えた。こんなありがたいものを断る

わけにはいかない。その代償は正当なものであり、理論の統一性と経済性に関して多くの利点があるので、集合論

に必要とされる存在者を認めることは十分に価値がある。 

［…］ 

集合の領域が数学者にとっての楽園であるように、論理空間は哲学者にとっての楽園である。われわれは可能者か

らなる広大な領域を信じさえすればよく、そこにおいて、自分たちの帰途を推し進めるために何が必要かを見いだ

す。原始概念として受け入れなければならない多様な概念を還元し、それにより、われわれの専らの関心であると

ころの理論——真と考えられるものの全部、その完全な理論——の統一性と経済性における改善に必要な手段を見

いだすのである。［…］これを受け入れることの利点は、その存在論的なコストを補うだけの価値がある。様相実在

                                                      
1 例えば、Hirsch 2003, ‘Against revisionary ontology’における、改訂的存在論に反対する argument from charity は理論的対象の存

在に関する議論には適用できない。 

2 よく知られているように、Field 1980 は（b）を否定することによって数学的対象は理論的に不可欠ではないということを示そ

うとした。（これが成功すると、いわゆる Quine-Putnam の不可欠性論証に応答できた、ということになる。） 
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論は実り豊かなものであり、そのことにより、このテーゼが真であることを信じるもっともな理由が与えられる。」 

諸々の数学理論の集合論への還元 

集合論に（例えば）数論を還元できるというのは次のことによる。 

（A）ひとつひとつの自然数と同一視される集合の存在が、集合論の公理によって保証されている。 

（B）数論の公理（例えば、ペアノ算術の公理）が集合論から導出可能である。 

数論を集合論に還元できるというのは、ひとつひとつの自然数を（例えばノイマン流の定義3によって）ある集合と同

一視し、ペアノ算術の公理に相当するものを、集合論の公理から導出できるということである。 

 

Field の特徴づけや Lewis のアナロジーから理論的対象の導入についての次のような条件が抽出できる。 

理論的対象の導入が正当化されるための条件 

（α）様々な被説明項を導出できるような理論が存在し、理論的対象がその理論において役割を果たしている。 

（β）そういった理論的対象を用いずに、同じ被説明項を説明するような代替理論が存在しない。 

 

形而上学における理論的対象の場合、科学や数学での場合と似たようなことが成り立つか？ 

形而上学において理論的対象の導入が正当化されるためには、それが科学や数学における理論的対象の導入と十分に

似ていなければならない。そのようなアナロジーが本当になりたっているのか、という問いを次節以降で検討してい

く。 

 

3. 形而上学において理論的対象の導入は正当化されるのか？ 

形而上学における一般的な原理の説明？ 

一般的な原理を、ある理論的対象を用いることによってのみ説明できるのであれば、その理論的対象の導入は正当化

されるだろう。 

例：様相論理における公理 

「P→♢P」、「□P→□□P」など 

真理に関する法則（タルスキ双条件文） 

「＜P＞が真であるのは、P であるときであり、そのときに限る」（タルスキ双条件文）など 

因果に関する原理 

「C が E の原因であり、E が F の原因であるならば、C は F の原因である」 

可能世界に関する原理＊ 

「可能的に P であるのは、P が真であるような可能世界が存在するときであり、そのときに限る」 

普遍に関する法則＊ 

「x とｙが類似しているのは、ｘとｙが普遍者を共有しているときであり、そのときに限る」 

真理メイカー原理＊ 

「必然的に（<P>が真である→それによって<P>が真になるような何らかの存在者が存在する）」 

これらの一般的な被説明項は理論的対象を導入することによってのみ
．．

説明できるものなのか？（＊を付けた原理につ

いては）あるいはそもそも説明すべきものなのか？ 

問題１：一般原理を説明するのに理論的対象は必要か？（条件（β）に関する問題） 

                                                      

3 自然数０を∅に、１を{∅}に、２を{∅,{∅}}に対応させるといったような対応。  
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✓ 様相論理やタルスキ双条件文などの理論は、（可能世界や事実、トロープなどの）理論的対象を用いずとも定式化

できる。例えば、様相に関する原理は様相論理そのものによって十分に単純に理論化される。タルスキ双条件文

など真理についての原理も同様に、何らかの公理的真理理論（cf. Halbach 2011, Axiomatic Theory of Truth, 

Hosrten 2012, Tarskian Turn）で十分理論化でき、事態やトロープを持ち込む必要がない4,5。 

✓ 因果の推移性を説明するのにも理論的対象は導入しなくてよい。例えば、推移性は因果の反事実条件分析の帰結

であるが、反事実条件分析自体は理論的対象にコミットするものではない6。 

 

問題２：そもそも説明すべきことなのか？（＊のついた原理について。条件（α）に関する問題） 

✓ 「真理メイカー原理」や「普遍者に関する原理」と理論的対象の関係について考えよう。「普遍者に関する原理」

や「真理メイカー原理」からは、通常の個別的事実と合わせると、理論的対象の存在が導出できる。<この薔薇は

白い>が真であるとき、＜この薔薇は白い＞の真理メイカーの存在が導出される7。「普遍者に関する原理」からは、

この薔薇とあの椿が似ているのであれば、この薔薇とあの椿に共有される普遍者の存在が導出される。このよう

に、ある原理（と通常の個別的な事実）から理論的対象の存在が導出できるとき、理論的対象の存在がこれらの

原理を説明するというよりは、逆に一般的な原理が理論的対象の存在を説明している。（「可能世界に関する原理」

についても同じことが言える。） 

✓ したがって、これらの理論的対象の存在を争っているときには、これらの原理を（すでに受け入れられている）

他の一般的な原理から導出しなければならない。（そうでなければ、これらの原理を主張するのは論点先取になっ

てしまう。）だが、どうやったらこれらの原理を他の原理から導出できるのかは明らかではない8,9。 

                                                      

4 科学的実在論を巡る論争では、「比較的簡単に測定可能なマクロな量同士の間に成り立つ観察可能な関係を述べた法則」は現象論

的法則、「それらの現象論的法則の「根底にあって」それらを「導くことで説明する」より根本的な法則」は基本法則と呼ばれる（戸

田山 2015, p. 176）。形而上学における一般的な原理についてこの区別と類比的な区別をするとすれば、様相論理の公理やタルスキ

双条件文は、現象論的原理であり、可能世界理論や真理メイカー原理は基本原理だと言えるかもしれない。問題は、こういった形

而上学における現象論的原理をわざわざ基本原理に訴えて説明する必要がないということである。 

5 「様相論理のセマンティクスでは可能世界が用いられている、それゆえ、私たちは様相的な主張をするときに可能世界にコミッ

トしているではないか」と言われるかもしれない。この議論には二つの誤りがある。第一に、様相論理のセマンティクスは、集合

や関数のような数学的対象を用いれば（具体的であれ、抽象的であれ）形而上学者が言うような可能世界を用いずとも与えられる。

第二に、セマンティクスを与える際に必要な対象があるからと言って、（そのセマンティクスが与えられるところの言明を主張する

際に）われわれがその対象の存在にコミットしていることにはならない。例えば、一階述語論理のセマンティクスを与えるのには、

いくらかの数学的対象が必要になるかもしれないが、一階述語論理の言語で表された非数学的な言明を主張する際にわれわれが数

学的対象にコミットしていることにはならない。 

6 だだし、何らかの出来事の存在は必要である。 

7 この真理メイカーが事態なのかトロープなのかを決めるにはまた別の議論が必要である。 

8 秋葉 2014『真理から存在へ』は、（述定的真理についての）真理メイカー原理を「実在論的直観」に基づけようとしている。「実

在論的直観」とは、「一般に偶然的で事実的な真理は実在世界のうちに根拠づけられ、その真理性は実在世界のあり方によって説明

されるべきである」という直観である。この直観は見たところもっともらしい。そして、この直観から真理メイカー原理を導出で

きるなら、真理メイカー原理を受け入れるべきだということになるだろう。あるいは、この実在論的直観を被説明項とみなすので

あれば、この直観を導出できる真理メイカー原理を持ち出すことに一定の理由が与えられるだろう。だが、この実在論的直観から

どうやって真理メイカー原理を導出できるのか、あるいは真理メイカー原理からどうやって実在論的直観を導出できるのかは明ら

かではない。だが、より深刻な問題は、（この実在論的直観によると、個別の真理について「実在世界のあり方」による説明を与え

る必要があるということになるのだが）そもそも真理メイカーに訴えて個々の事実を説明できるのかが怪しいということである。

このことについては後に議論する。 

9 同様の議論は分子のような存在について争っている例においても成り立つ。「水は分子 H2O から構成されている」は、水の存在
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個別的な事実の説明？ 

われわれが受け入れている個別的な事実を、ある理論的対象を用いることによってのみ説明できるのであれば、その

理論的対象の導入は正当化かもしれない。 

例：個別的な様相 

  「赤いカラスが存在することだってありえた」 

「パトナムの思考実験に出てくる XYZ のような水と内部構造は異なるが似ている物質が存在することだってあ

りえた」10 

真理 

「＜この薔薇が赤い＞というのは真である」 

 

問題１：理論的対象を用いる形而上学理論によって個別的な事実は説明されているのか？11（条件（α）についての問

題） 

可能世界理論や真理メイカー理論において、可能世界や（事態やトロープなどの）真理メイカーは役割を果たしてい

る。したがって、それらの理論が個別的事実の説明に役立つならば、可能世界や真理メイカーといった理論的対象の

導入を正当化できるだろう。しかし、次のような問題がある。 

✓ 可能世界理論「可能的に P であるのは、P が真であるような可能世界が存在するときであり、そのときに限る」

が個別的な様相を説明するのか考えてみよう。明らかに、可能世界理論だけからは（われわれがすでに受け入れ
．．．．．．．．．．．．

ている
．．．

）個別的な様相言明「赤いカラスが存在することだってありえた」を導出することができない。そのため

                                                      

から分子の存在を導く。だが、これだけから分子の導入を正当化することはできない。ある理論 T が存在し、その理論はそのほか

の（必ずしも水分子の存在を主張するのではないような）言明を説明する理論であり、さらに T が「水は分子から構成されている」

を導出するとき、分子の存在は正当化される。 

10 このような「異世界的性質（alien property）」の例化されている可能世界の存在ないし可能性を導出できないということは、Lewis

の理論の致命的な欠陥のひとつである。（この問題については、Divers＆Melia 2002, ‘The analytic limit of genuine modal realism’及

び Divers & Melia 2006, ‘Modal realism still limited’を見よ。Divers & Melia の議論に対する応答としては、Bremer 2003, ‘Is there 

an analytic limit of genuine modal realism’及び Cameron 2012, ‘Why Leiws’s analysis of modality succeeds in its reductive ambitions’

を参照。Bremer と Cameron に対する反論は野上 2017「ルイス的実在論による様相の還元的説明の問題について」を参照。） 

11 私が形而上学者の言う「構成的依存」に訴える説明すべてを拒否しているわけではない、ということを強調しておきたい。秋葉

2014 は真理メイカーによる説明を「構成的依存に訴える説明」の一種としてとらえている。彼は次のように述べる。 

 

［「構成的依存に訴える説明」では］説明項の事実は、まさに因果的でない意味で、被説明項の事実がそれによって成り立つとこ

ろの事実として引き合いに出されている。そして世界に成り立つ諸事実のうちに、こうした依存関係があるということは、実際

に広く受け入れられているだろう。 

 

秋葉の挙げている例は、「このテーブルは五 kg である、なぜなら、その脚部は二 kg で天板は三 kg だから」や「このグラスは割れ

やすい、なぜなら、それは分子構造 S をもつから」といった説明を例に挙げている。私はこの例を否定するつもりはない。前者の

被説明項「このテーブルは五 kg である」は単純な足し算と「物体の全体の重さはオーバーラップしていない部分の重さの和であ

る」ということから導出可能であり、「その脚部は二 kg で天板は三 kg だ」という説明項はアドホックに仮定されているものではな

いし、独立に検証可能な事実である。また、後者の被説明項「このグラスは割れやすい」は、おそらく「一般的に分子構造 S をも

つ物体は壊れやすい」ということを導くことのできる物理理論と、「このグラスは分子構造をもつ」という独立に検証可能な事実か

らの帰結であろう。少なくとも「構成的依存に訴える説明」のこれらの例には、真理メイカー理論や可能世界理論による説明のよ

うなアドホックさは見当たらない。（後者では、分子構造という理論的対象が説明に使用されているが、そのような理論的対象の存

在があらかじめ受け入れられているのであれば、「構成的依存に訴える説明」において理論的対象を用いること自体は問題ない。） 
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には、われわれは「赤いカラスのいる可能世界が存在する」という（あらかじめわれわれが受け入れているわけ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ではない
．．．．

）ことを仮定しなければならない。一般に、「可能的に P である」という個別の様相を導出するためには、

いちいち「P が真である可能世界が存在する」というアドホックな仮定を持ち出さなければならなくなる。この

ように、可能世界理論による個別の様相の導出はアドホックでほとんど説明とは言えない12。 

✓ 真理メイカー理論「必然的に（<P>が真である→それによって<P>が真になるような何らかの存在者が存在する）」

が個別的な真理を説明するか考えてみよう。明らかに、真理メイカー理論だけからは（われわれがすでに受け入
．．．．．．．．．．．

れている
．．．．

）個別的な真理「＜この薔薇は白い＞は真である」を導出することはできない。そのためには、わらわ

れは「＜この薔薇は白い＞の真理メイカーが存在する」という（あらかじめわれわれが受け入れているわけでは
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ない
．．

）ことを仮定しなければならない。一般に、「＜P＞が真である」という個別の真理を説明するためには、い

ちいち「それによって<P>が真になるような何らかの存在者が存在する」というアドホックな仮定を持ち出さな

ければならなくなる。このように、真理メイカー理論による個別の真理の導出はアドホックでほとんど説明とは

言えない13。 

✓ 以上のように、形而上学における理論的対象を用いて個別の事実にアドホックでない説明を与えることはできな

い。これは、集合論は個別の数学的事実を導出することができることと対照的である。 

 

問題２：個別的な事実の説明に理論的対象は必要か？（条件（β）についての問題） 

                                                      

12 ここでは詳論しないが、実を言うと Lewis の可能世界論ではこのような個別の様相の一部は彼の措定する「組み換え原理」（Lewis 

1986, p. 88）から導出できることがある。組み換え原理と個別的な様相の説明の問題については、野上 2017「ルイス的実在論によ

る様相の還元的説明の問題について」を参照。 

13 秋葉 2014 は「形而上学的説明」について、「形而上学的説明は他のタイプの説明（特に因果的説明）と同様、ある現象を理解可

能にするための仮説―つまり、それが成り立っていると仮定すれば問題の現象が驚きなく理解できるようになるところの命題―と

いう身分をもっており、そうした仮説としてわれわれの知的探求においてしかるべき役割を果たしている」と述べている（p. 95）。

真理メイカーによる説明を「形而上学的説明」として特徴づけることによって、ここでの議論を回避できるかを考えてみよう。 

ここで秋葉は、形而上学的説明において、説明項を「仮定する」ことには何の問題もないと考えているようにみえる。彼の議論

によると、形而上学的説明は、説明項を「仮定して」被説明項を「驚きなく理解できるように」するものであり、これは因果的説

明の場合も同じである。しかし、因果的説明において説明項（すなわち、原因）は「仮定」なのだろうか。通常の因果的説明の場

合は、すでに起こったと知られている（結果に先行する）出来事の中から、原因となる出来事がピックアップされる。仮にすでに

起こったと知られている出来事のうちに、原因とみられる出来事が見当たらない場合にのみ、原因となる出来事は「仮定」される。

ただし、この場合でも原因がいつまでも仮定のままであるとは限らない。なぜなら、通常一つの出来事は複数の結果をもつから、

その原因が起こったとすれば引き起こされるだろう出来事が実際に起こっているか調べることによってその原因が実際に起こった

のか調べることができるからである。（そんなに驚くべきことでもない結果を、驚くべき原因において説明しようとする場合を考え

ると、なぜ因果的説明は単に原因を仮定すると結果が驚くべきことではなくなるというだけでは認められえないかがわかる。例え

ば、私が「今日私が夜中に目が覚めた」ということを「火星人が私のベッドを揺さぶった」ことによって説明しようとしていると

しよう。あなたのなすべき反応は、「もし火星人がいて、君のベッドを揺さぶったならば、確かに君が夜中に目が覚めるだろう。だ

が、君はどうやって火星人が君の部屋に来たことを知ったんだ」というものだろう。それに対して、「もちろん、私が夜中に目覚め

たからさ」と答えても無駄である。私がやるべきなのは、（私が夜中に目覚めたという出来事を経由していない）火星人襲来の結果

を探し出してくることである。） 

真理メイカーによる説明の場合には、因果的説明の場合とは異なり、（ただ単に＜この薔薇は白い＞が真であるということを説明

するために必要であるということと）独立に説明項が実際に成り立っているかを調べる手段はないように思われる。このように考

えると、仮に真理メイカーによる説明を（因果的説明と同様）説明項が「成り立っていると仮定すれば」被説明項が「驚きなく理

解できるようになる」説明と特徴づけたとしても、それだけではそれがもっともらしい説明になるわけではない。 
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✓ そもそも個別的な真理「＜この薔薇は白い＞は真である」は、真理メイカー原理に訴えずとも、タルスキ双条件

文（あるいは何らかの公理的真理論）によって説明することができる。＜この薔薇は白い＞についてのタルスキ

双条件文「＜この薔薇は白い＞が真であるのは、この薔薇が白いときであり、そのときに限る」と「この薔薇は

白い」から、「＜この薔薇は白い＞は真である」を導出することができる。ここで、「この薔薇は白い」を持ち出す

ことは（およそ真であるならば）まったくアドホックでない。なぜなら、真理メイカーの存在と異なり、「この薔

薇は白い」はわれわれが観察などの手段であらかじめ受け入れているものでありうるからである。（「＜この薔薇

は白い＞の真理メイカーが存在する」ということは、「＜この薔薇は白い＞は真である」ことを知る前に知ること

はできないことと対照的である。） 

 

もちろん、以上で取り上げた例だけからは、形而上学において理論的対象の導入が常に失敗すると結論することはで

きない。しかし、以上の失敗の原因を探ることで、より一般的な教訓が得られるかもしれない。 

 

４. 説明の失敗の原因についての考察 

形而上学における理論的対象は、説明に寄与するような性質を共通にもっているわけではない 

✓ 科学における理論的対象：科学理論において措定された、理論的対象の性質が説明に寄与している。電子を用い

た説明に使用されるのはそういった性質である。措定される電子は内在的性質を共有している。 

✓ しかし、可能世界や真理メイカー（トロープや事態）は、個々の様相や真理を説明する際に用いるのは、内在的

性質のまったく異なる諸対象である。（＜この薔薇が白い＞と＜あの紫陽花は青い＞の真理メイカーの内在的性質

はまったく異なる。例えば、真理メイカーがトロープだとすると、（薔薇の）白さトロープと（紫陽花の）青さト

ロープの性質はまったく異なる。同様に、「赤いカラスが存在することだってありえた」と「緑の月が存在するこ

とだってありえた」の説明に持ち出される可能世界（ないし可能者）の内在的性質はまったく異なる。 

✓ 個別的事実を説明しようとしてもアドホックな仮定を用いた説明しかできない理由の一つは、可能世界やトロー

プの内在的な性質が異なっており、説明の際にそのつど内在的な性質の異なる可能世界やトロープを持ち出さな

ければならないことに求められる。（もちろん、諸々の可能世界や真理メイカーは何らかの一般的性質はもってい

る（と理論によって主張されている。）例えば、どの可能世界も「何らかの様相命題が成り立つことをその存在が

導く」という性質をもっている（とされている）し14、どの真理メイカーも「何らかの命題を真にする」という性

質を共通してもっている。しかし、個々の事実の説明では、こういった共通の性質ではまったく役に立たない。） 

✓ このように、形而上学における理論的対象と科学における理論的対象にはアナロジーは成り立たない。 

 

形而上学における理論的対象は、数学的対象と異なり、理論によってその性質を十分に記述されていない 

✓ 数学的対象の場合は、その数学的対象を措定する理論によって、その対象が他の数学的対象とどのような関係に

あるかということが記述されている。例えば、集合論では、どのような集合が存在し、その集合がどのような性

質をもつか、他の集合とどのような関係にあるかということが十分に記述されている。それによって数論や実数

論を集合論に還元することが可能になる15。 

✓ 形而上学における理論的対象の場合はそうではない。例えば、どのような可能世界が存在し、その可能世界がど

                                                      
14 可能世界の具体的な理論によっては、可能世界が共通してもっている性質のリストは増やしていくことができる。例えば、ルイ

スによれば、可能世界は「時空的に関係する諸対象の極大のメレオロジー的和」であるが、このことは個々の様相の説明に寄与す

る性質ではない。 

15 もちろん、集合論も（すべての文についてその文かその否定が導出できるわけではないという意味で）不完全であるが。 
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のような性質をもつか、他の可能世界とどのような関係にあるかということは十分に記述されていない。あるい

は、どのような真理メイカーが存在し、その真理メイカーがどのような性質をもつかということが十分に記述さ

れていない。 

✓ このように、形而上学における理論的対象と数学的対象にはアナロジーは成り立たない。 

 

５．結論 

✓ 形而上学においてその存在が議論される対象のいくつかは理論的対象とみなすことができる。 

✓ 形而上学における理論的対象の導入の是非は、科学や数学における理論的対象の導入とアナロジーが成り立って

いるかということに依存する。科学や数学における理論的対象の導入は、それらが何らかの説明に不可欠である

ということによって正当化される。 

✓ いくつかの例を考えると、形而上学における理論的対象は説明に寄与しないのではないかとの疑いが出てくる。 

✓ 形而上学における理論的対象による説明が失敗する原因は次の二つのことに求められる。第一に、科学における

理論的対象と異なり、形而上学における理論的対象は共通の内在的な性質をもたない。第二に、数学的対象と異

なり、どのような対象が存在するか、それらの対象がどのような性質をもつかということが（説明に寄与するの

に十分なほど）理論によって記述されているわけではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


