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人工物種名の指示と	  
人工物の実在性	

木下頌子	  
（慶應義塾大学・日本学術振興会）	
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背景（１）	

	  
	  
•  鉛筆やドライバーといった人工物（artefacts）は、われわれが

意図的に創りだした対象。	  

•  伝統的に、こうした対象はなんらかの仕方でわれわれの心
に依存した対象であり、本当のいみでは世界の中に実在し
ないとみなされてきた。	  
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背景（２）	

•  その理由のひとつは、人工物が属する種（人工物種 artefact	  
kinds）について、その「実在性」が疑われること。	  

–  鉛筆やドライバーが何であるかは、われわれの考えに依存し
ている。	

–  これらの対象が属する種（人工物種）は、単にわれわれの関心
に基づいてまとめられた規約的なまとまり（＝規約種）にすぎず、
実在的世界に備わった区分ではない。	

	

→人工物種が実在的な区分ではないことは、それに属する人工
物そのものの実在を疑う根拠になりうる。（cf.	  Soavi	  2009）	  
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背景（３）	

	  
•  そこで、人工物の実在性を擁護しようとする論者の一部は、個々

の鉛筆やドライバーが属する人工物種が、われわれのとりきめに
よる規約種にだという前提に反対する。	  

•  （多くの）人工物種は、むしろ規約種と対比される「自然種」として
実在的世界に位置づけられる。（cf.	  Elder	  1989,	  2014,	  植原	  2011,	  
2013）	  

–  自然種（水、金	  etc.）は、世界の構造に根拠をもつ実在的な種
だということが広く認められている。	  

–  ゆえに、鉛筆種やドライバー種が自然種であるならば、われわ
れは安心してそうした種が実在すると考えることができる。	  
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背景（４）	

	  
•  こうした実在論的試みは、そのプロジェクトの一部として人工

物種名の指示の理論についての次のような主張を含む。	  

(C)	  「鉛筆」や「ドライバー」といった多くの人工物種名の指示につ
いて、典型的な自然種名（「水」、「金」	  etc.）と同様に、「指示の因
果説 （causal	  theory	  of	  reference）」が成り立つ。	  
	  

　→しかし提題者の考えでは、この主張は十分に正当化されて
いない。このことを示すことが、本発表の目標。	  
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事前準備	

6	

	  人工物・人工物種・人工物種名	

•  人工物：「特定の目的のために製作されたり、特定の目的のため
に改造されてきた物理的対象」　（Hilpinen 1992）	

–  意図的に作るわけではない産業廃棄物や、国家のような社会
的対象も人工物と言われうるが、今回の考察の対象としない。	

•  人工物種：個々の人工物が属する種。	  
–  典型例：鉛筆、イス、ビン （Putnam 1975）、ドアストップ 

（Kornblith 1980）、スループ帆船、カヌー （Elder 1989）	

	  
•  人工物種名：人工物種を指示するためにわれわれが用いる名前。	  

–  「鉛筆」、「イス」、「ビン」、etc.	  

7	

問題の明確化	

•  本発表で考察の対象となる実在論的試みは、次を擁護する
もの。	  

(N)	  人工物種名でわれわれが指示している種は、規約種ではなく、
自然種（あるいはそれに準ずる自然的まとまり）である。	  

•  実在論者は (N)	  を主張するために、以下を主張する。	  
	  
(C)	  多くの人工物種名について、典型的な自然種名と同様の指示
の因果説が成り立つ。	
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問題の明確化	

•  本発表の目標は、(C)	  を主張する議論が十分に正当化され
ていないことを指摘すること。	  

•  その前に	  (N)	  と	  (C)	  のつながりをはっきりさせておきたい。そ
のためには、次の結びつきを確認することが有用。	  

–  自然種への指示ついて、一般に指示の因果説が成り立つ。	  
–  規約種への指示ついて、一般に指示の記述説が成り立つ。	  
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自然種	

	  
•  自然種の例：水、金、マグネシウム、トラ、ダイコン	  

•  自然種：そのメンバーは、帰納や因果的説明を支える「実在的本
質」（基底的メカニズム）を共有することでまとめられている。	  

–  金は、〈原子番号79の元素である〉という本質によってまとめら
れた種。	  

–  この本質は、金のメンバーについての帰納や因果的説明を可
能にする。	  

•  帰納や因果的説明が成り立つ自然種は、まさに世界の接目を反
映するまとまり（実在的な種）であると広く認められている。	  

10	

自然種への指示	

	  
	  
•  自然種は、われわれと独立の世界の側のまとまりであるの

で、われわれはかならずしも、その種の正確な境界や、メン
バーシップ条件（本質）を知らない。	  

	  
•  こうした自然種を指示する「水」や「金」のような種名には、指

示の因果説が成り立つことが広く受けいれられている。	

11	

指示の因果説	

•  指示の因果説：種名の指示メカニズムを、話者とその種のサ
ンプルとの因果的接触および、そのサンプルがもつ実在的
本質に訴えて説明する。	  

•  因果説による指示の説明	  
–  話者（命名者）は、サンプルと因果的に（e.	  g.	  知覚的に）接触し、

ある種名を、「そのサンプルが属する種」を指すために導入。	  

–  その種名は、そのサンプルが共有する実在的本質によってま
とめられた種を指示するするようになる。	  

–  他の話者も、命名者からの因果連鎖によって、同じものを指示
できる。	  
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指示の因果説と自然種名	

•  自然種名「水」についての因果説	  

–  命名者はサンプルとの因果的接触を通じて、「水」によって、
H2Oであるという実在的本質をもつもののまとまりを指示する。	  

–  他の話者は、命名者との因果的接触によって、同じものを指示
できる。	  
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H2O	

水	

水	

規約種	

•  規約種の例：独身者、日本国民	  

•  規約種：そのメンバーは、われわれの関心を反映した名目的本質
を共有することでまとめられている。	  

–  独身者種は、〈結婚していない人である〉という名目的本質によってま
とめられた種。	  

–  この名目的本質は、それを共有するメンバーについての帰納や因果
的推論を支えない。	  

•  規約種は、われわれの認識や関心の投影にすぎず、世界には実
在しないとされる。	  
	  

	   14	

規約種への指示	

•  規約種は、われわれがとりきめたものであるので、その種を
特定する本質的特徴についてわれわれは十分に知っている。	  
–  規約種の種のメンバーシップ条件は、経験的発見に開かれて

いない。	  
	  
•  また、規約種には実在的まとまりがないので、サンプルに依

拠して指示することはできない。	  

•  こうした規約種への指示には、指示の記述説が成り立つ。	  

15	

指示の記述説	

•  記述説：語の指示メカニズムを、話者がその語に結びつけて
いる定義的記述の（大部分の）充足によって説明する。	  

–  「独身者」：「結婚していない人」という記述（独身者という種に属する
ための条件を述べる記述）が結びつけられ、独身者は、この条件を満
たすものとなる。	

16	

「結婚していない」	

「独身者」	
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実在性と指示の理論（１）	

•  このように、自然種と規約種の存在論的ちがいは、一般にそれを
指示する種名のメカニズムのちがいにも結びつく。　	  

•  そのため、人工物種名について指示の因果説が成り立つと示すこ
とは、それが指示する種が自然種だと主張するための重要な作業
とみなされている。(cf.	  Elder	  1989,	  Soavi	  2009,	  植原	  2011）	  

–  「ある対象にこれら［指示の因果説が成り立つという意味論的
特徴］が見いだされるならば、その対象が世界の因果的構造
において成立している実在的対象であると判断すべきもっとも
な理由となる。」（植原	  2011,	  p.	  160）	  
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実在性と指示の理論（２）	

•  しかし、ある種名に指示の因果説が成り立つとしても、その
種名が自然種を指示していることがただちに示されるわけで
はない。	  

–  ある種名に指示の因果説が成り立つとは、われわれがその種名を自
然的なまとまりを指示することを意図して用いているということ。	  

–  サンプルの大部分に自然的まとまりが見出されなければ、その種名
は自然種を指示するのに成功しない。（e.g.	  「ヒスイ」）	  

–  人工種名について指示の因果説が成り立つことは、人工種に実在的
なまとまりがなく指示に失敗することと整合的。この点で、指示の因
果説は、指示される種の実在性に対する間接的な証拠。	  

	  
18	

実在性と指示の理論（３）	

	  
•  実在論者が、人工物種名に指示の因果説が成り立つことを

示す必要があるのは、実在論者が「われわれが現に指示し
ている人工物種」の実在性を擁護しているから。	  

•  もしわれわれが現実に人工物種名を用いて規約種を指示し
ようとしているならば、実在論者はわれわれが指示している
ものとは関係ないものの実在性を擁護しているにすぎない。	  

→実在論者が、人工物種名について指示の因果説を擁護しな
ければならないのは、主にこの理由からだと理解するべき。	  

19	

ここまでのまとめ	

•  実在論者は、次の主張する。	  
	  
(N)	  人工物種名でわれわれが指示している種は、規約種ではなく、
自然種（あるいはそれに準ずる自然的まとまり）である。	  
(C)	  多くの人工物種名について、典型的な自然種名と同様の指示
の因果説が成り立つ。	  
	  
実在論者はわれわれが現に指示している人工物種の実在
性を擁護するために（C）を擁護する必要がある。	  

20	
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人工物種名に指示の因果説が成り立つか	

21	

ここからの課題	

•  人工物種名について指示の因果説が成り立つと主張する論
者が挙げる論拠は、おおむね次の二点にまとめられる。	  

	  
(i)  十分な記述をもたない話者も人工物種を指示できる。	  
(ii)  人工物種の本質についての発見の可能性がある。	  

→どちらも、典型的な自然種名について因果説が成り立つこと
を示す際に持ちだされる根拠。	  

	  
	  

22	

(a)	  十分な記述をもたない話者の指示	

•  「トカマク」の事例（植原 2011, 2013）	

–  普通の話者が「トカマク」という語に結びつけうる記述はせいぜ
い「核融合に使用される装置」といった程度。この記述は、トカ
マクを選出できる定義的性質とは言えない。	

–  しかし、そうした話者が「トカマク」でトカマクを指示できないと考
えるのは不合理	

→「トカマク」については指示の因果説が成り立つと考えるべき。	

　　（Cf. Kornblith 2007, 「チッペンデール家具」）	

23	

(i)	  についての考察	

•  たしかに、われわれは多くの（とくに身近でない）人工物種につい
て十分な知識をもっていないが、それでもそうした人工物種名で適
切な種を指示できていると考えたくなる。	

•  指示の因果説は、話者が十分な記述をもたずに指示に成功する
ことを説明できるので、この事例は指示の因果説が成り立つと考
える理由を与えるように思われる。	

•  しかし、この事例によって示されるのは、人工物種名について指示
の因果説の一部分が成り立つこと。	

•  この点の確認のために、指示の因果説に関する重要な区別を導
入する。	

	  
24	
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指示の基づけと借用	

•  指示の因果説は、ふたつの部分に分離できる。	  

25	

H2O	

水	

水	

(a)基づけの因果説	

(b)借用の因果説	  

指示の基づけと借用の区別	

•  指示の理論のふたつの側面	

(a) 話者が、語を指示対象に結びつけるメカニズムを説明す
る「指示の基づけ（grounding)」の理論。	

(b) 指示の基づけを行なった者（以下「基づけ者」）に依存し
て、他の話者がその語を使用できるようになることを説明す
る「指示の借用(borrowing)」の理論。	
	

（cf.	  DeviL	  &	  Sterelny	  1999)	

26	

指示の基づけと借用の因果説	

	  
•  一般的な　「指示の因果説」は、次の二つの理論を合わせたもの	

(a)  指示の基づけの因果説・・・サンプルと因果的に接触している話者（基
づけ者）が、それらのサンプルが属する自然種を指示するためにある
種名を導入することで、その種名はそれらのサンプルが属する自然種
を指示する語となる。	  

(b)  指示の借用の因果説・・・基づけ者からコミュニケーションの因果連鎖
によって、指示対象と直接接していない話者にも指示が受け継がれる。	

•  指示の基づけと借用の因果説は独立。	  
–  たとえば、借用に関しては因果説が成り立つが、基づけについては

記述説が成り立つという理論的組み合わせも可能。	  

27	

「トカマク」事例の分析	

•  トカマク事例は、借用の因果説が成り立つことを示すかもしれない。	  
•  しかし、このことは基づけのレベルでは、定義的記述を介した指示

が成立している可能性を排除しない。	  

	  

28	

トカマク	

核融合炉の
ドーナッツ状

の・・・	

トカマク	  

？	

因果連鎖による借用	

定義的記述による指示	

規約的な種	
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トカマク事例の評価	

•  実際、「トカマク」の指示を決めるのは、おそらくトカマクの専
門家ないし専門家集団が「トカマク」に結びつけている記述。	  

–  そうした記述が表すのは、機能や表面的特徴といった性
質であり、実在的本質ではないだろう。	  

	  
→したがって、こうした事例は基づけの因果説が成り立つことを
示さない。	

29	

指示の基づけの因果説の重要性	

	  
•  われわれの人工物種名が自然種を指示するという主張に

とって重要なのは、指示の基づけの因果説が成り立つかどう
かということ。	  

–  ある人工物種名が自然的まとまりを指示するために用い
られているかどうかに関係するのは、基づけの部分。	  

•  指示の基づけの因果説が成り立つことの根拠になりうるの
が、次に挙げる(ii)	  「人工物種の本質についての発見の可能
性」。	  

30	

(ii)	  発見の可能性	

•  (ii)	  種の本質についての発見の可能性	  

–  人工物種名によってわれわれが指示している人工物種について、そ
の本質が新たに判明することがありうる。	  

　（e.g.	  Putnam	  1975,	  Elder	  1989,	  2014,	  Soavi	  2009,	  植原2011）。	  

•  本質についての発見：ある種に属するためにもたねばならな
い性質（本質）について、われわれの認識が改訂されうること。	  

31	

本質についての発見（１）	

	  
•  種の本質についての発見を整合的に理解するには、当該の

種名に指示の基づけの因果説が成り立つ必要がある。	  

–  基づけの因果説によれば、われわれは「水」によって、〈H2Oで
ある〉という本質によってまとめられた実在的な種を指示する。	  

–  後の経験的探求によって、水であるものを選び出すために用
いてきた考え（「水は透明で飲料可能な液体である」）が、誤り
であったことが判明しうる（飲料可能でないもの（D2O）も水）。	  

	  
	  

32	
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本質についての発見（２）	

	  
•  （基づけに関する）記述説は、本質についての発見と不整合。	  

–  「独身者」は、「結婚していない」という記述に当てはまるものが
属する種。記述（認識）を改定してしまうと、もはや別の種。	  

–  「独身者」によって指示している種について何が発見されようと
も、独身者であることの本質についての認識は改定されない。	  

→われわれが用いる人工物種名が指示する種について、その本
質についての発見がありうると言えるならば、人工物種名につい
て（基づけに関する）因果説が成り立つと考える理由になる。	  

33	

エルダーの「固有機能」	

	  
•  エルダーは、自然種と同様に、人工物種の本質についても

経験的発見がありうると主張。（Elder	  1989,	  2014）	  
	  
•  エルダーが考える人工物種の本質：固有機能、形態、歴史

的に固有の配置。	  
	  
•  固有機能：その種のものの再生産プロセスの原因として働い

てきた機能のこと。	  
–  ドライバーのネジを締めるという機能は、同種のものの再生産

に因果的に寄与する。	  

34	

固有機能についての発見	

•  固有機能は、われわれが人工物を作るときに意図した機能
と一致するとは限らない。	  

–  ゴルフクラブ　(Elder	  2014)	  

•  ある人工物の固有機能が何であるのかは経験的探究によっ
て明らかになる。	  

	

35	

発見と基づけの因果説	

•  固有機能についての発見が、人工物種の本質についての発
見であるならば、（基づけの）因果説が成り立つと考える理由
になる。	  

–  因果説が成り立つと認めれば、「ゴルフクラブの本質は、ゴル
フボールを遠くへ飛ばす機能ではなく、サラリーマンの自尊心
を満たすという機能だった」と言える。	  

–  記述説が成り立ち、「ゴルフクラブ」には「ゴルフボールを遠くへ
飛ばす機能をもつ」という記述が結びつけられていると考える
ならば、「ゴルフクラブの本質はゴルフボールを遠くへ飛ばす機
能をもつことではない」という言明は矛盾。	  

36	
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エルダーの議論の評価（１）	

•  ある人工物種のメンバーについて、何らかの帰納や因果的
説明を可能にする性質が発見される可能性があることは認
めてよい。問題は、これを「本質についての発見」とみなして
よいか。	  

•  これが本質についての発見とみなされるためには、われわ
れがその発見された本質に従って人工物種の再分類を行な
う実践（e.g.	  「調べてみると実はこれはゴルフクラブではな
かった…」）が広範囲に認められなければならない。	  

→エルダーに欠けているのは、このことを示す議論。	  

	 37	

エルダーの議論の評価（２）	

•  自然種名の場合には、こうした事例は比較的豊富であるよう
に思われる。	  
–  自然種についての経験的探究は、生物種や物質種に属

する対象の再分類を促してきた。（cf.	  魚、水、金）	  
–  こうしたものは、自然種の本質の発見が広範に認められ

ることの証拠になりうる。	  
	  

•  エルダーの指摘するような人工物種の固有機能の発見が、
人工物種名に当てはまるものの再分類を促す事例は、ほと
んど見当たらない（想像もしにくい）。	  

	
38	

エルダーの議論の評価（３）	

•  エルダーの試みは、人工物であるいくつかの個物のうちに、帰納
や因果的説明を可能にする性質を見いだせることを示しているか
もしれない。	  

•  しかしこのことは、われわれが用いている人工物種名について因
果説が成り立つこととは別。われわれが用いる人工物種名の外延
の理解が、経験的探究によって改訂されると考える根拠は乏しい。	  

•  むしろ、経験的発見によってわれわれがその外延についての認識
を変化させる事例が見当たらないことは、人工物種名について記
述説が成り立つことを支持する。	  

39	

結論（１）	

	  
•  以上の議論より、人工物種の実在性を擁護する論者が、人

工物種名に指示の因果説が成り立つとする根拠は不十分。	  

–  「トカマク」事例は、基づけの因果説が成り立つことを示さない。	  
–  経験的発見によって人工物種名の外延の理解が改訂される事

例がないことは、基づけに関する記述説を支持する根拠になる。	  

•  このことは、われわれが人工物種名によって指示しようとし
ているのは、名目的本質によってまとめられた規約的な種で
あると考える根拠となる。	  

40	
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結論（２）	

	  
•  このことは、人工物種が、実在的本質によってまとめられた

実在的な種であることを疑わしくする。	  

•  ただし、注意が必要なのは、人工物種という区分が規約的な
ものであるとしても、それに属する個々の個物としての人工
物が実在することを疑う必要はないかもしれないこと。	  

	

41	

結論（３）	

•  鉛筆や机が規約種にすぎず、実在的なまとまりでないとして
も、われわれが鉛筆の条件だと思う条件を満たす対象が存
在することは、世界の側で成り立っていると言える。	  

　　（cf.	  Thomasson	  2007a）	  

•  鉛筆やイスが実在するという日常的描像を守りたい者にとっ
て、これで十分ではないか？	  

42	
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