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1．イントロダクション

絵画や音楽作品，彫刻，文学作品などのさまざまな芸術作品はどのような

存在論的カテゴリーに位置づけられるのだろうか．物理的対象，抽象者，あ

るいは心的対象だろうか．また，それらはどのような存在条件や同一性条件

をもつのだろうか．たとえば，絵画「モナリザ」は，キャンバスに塗られた

絵の具の一部が剥げてしまっても同じ絵画だろうか．キャンバスが火事で消

失してしまったら存在しなくなるだろうか．芸術の存在論では，こういった

芸術作品の存在論に関わる問いが探求される．

こうした存在論的問題を探求する哲学者は，ときに，われわれが常識的に

信じていることの改訂を迫ることがある．たとえば，ジュリアン・ドッド

は，音楽作品の存在論的カテゴリーは音の連なりのタイプであると主張し

た．そして，標準的な存在論的理論によればタイプは抽象的対象であり，特

定の時点で存在し始めたり存在しなくなったりするものではないため，音楽
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Abstract

In series of her works, Amie Thomasson has claimed that the 

revisionary ontology about works of arts is methodologically un-

tenable. Interestingly, her conclusion is drawn from the reflection 

on the theory of reference of art kind terms. She argues that the 

“qua problem,” which is known as a problem for the causal theory 

of reference, undermine the possibility of revisionary ontology. 

The aim of this paper is to critically examine her argument. I ar-

gue that even if Thomasson’s view about the reference of our art 

kind terms is correct, revisionary metaphysics is still possible.



128

作品は作曲家の創造行為以前から存在する ─ したがって，作曲家は音楽作
品を創造しない ─ という驚くべき結論を導く2．

ドッドのように常識を改訂する結論を導く哲学者は，芸術作品の本当の
3 3 3

あ

り方を，われわれがそれらについて何を信じているかと独立の事実だと考え

ている3．そうした事実は，哲学的探求によって4発見されうる世界の特徴な

のであり，したがってわれわれの常識的信念は誤りだと判明することがあり

うるのである．

しかしエイミー・トマソンは，存在論的探求についてのこうした方法論を

「改訂主義 （revisionism）」，「発見説 （discovery view）」と呼び，一連の著作
で批判している5．トマソンによれば，芸術作品が何であるかはそれについ

て語るわれわれの言語実践と不可分ではない．したがって，その存在論的な

あり方は，われわれが用いる概念の分析を通じて明らかにされるべきもので

あり，それ以上に哲学的探求によって発見される「本当のあり方」など存在

しない．われわれの常識的信念が誤りだと判明することがありうると考える

改訂主義は，方法論的に間違っているというのである．

注目すべきなのは，トマソンがこうした結論を，種名（「絵画」や「音楽

作品」のような芸術作品種名を含む）に関する言語哲学的考察から
3 3 3 3 3 3 3 3 3

引き出そ

うとしている点にある．具体的には，芸術作品の存在論について改訂主義が

間違っていることは，種名の指示に関する一般的問題 ― 以下で「として問
題 （qua problem）」と呼ばれる問題 ― の帰結だとされる．この点は，言語
哲学と形而上学的方法論の間の関係を考える上で興味深い．

本稿の目的は，このトマソンの議論を検討することである．結論から先に

述べるならば，私はその議論には批判的であり，改訂主義が不可能であるこ

とを示すものとしては不十分だと考えている．以下ではこのことを示すこと

を試みるが，その前に一点付け加えておきたい．以下の議論は，主に芸術作

品の存在論を中心に論じられるが，それは，トマソン （およびその批判者）
が芸術作品を主題に論じてきたからである．しかし以下で論じる実質的な論

点 （改訂主義が可能であるか） は，特別に芸術作品の存在論に固有の論点で
はなく，存在論一般についても当てはまると考えられる．

2．トマソンの「として問題」からの論証

2.1. 改訂主義

まず，本論文が考察する改訂主義 （「改訂的形而上学」とも呼ばれる） をも
う少し明確に特徴づけておこう．本論文で扱うのは，芸術作品をはじめとす
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るさまざまな対象の存在論的特徴
3 3 3 3 3 3

に関する改訂主義である．すなわち，芸術

作品が属する存在論的カテゴリー （具体者，抽象者，出来事等々） や，その
存在条件・同一性条件についてのわれわれの常識的信念が，哲学的探求に

よって訂正されうると考える立場である．たとえば，われわれは日常的には

「絵画は，見たり触ったりできるもの （物理的対象） である」と信じていると
思われるが，それに反してグレゴリー・カリーのような改訂主義者は，「絵

画は，本当は行為タイプである」という結論を導く6．このように人々の通

常の理解と衝突するような改訂主義の主張一般を「改訂的主張」と呼ぼう7．

こうした改訂的主張が，芸術作品の本当の
3 3 3

あり方についての発見
3 3

として提示

されていることも，改訂主義の内実を捉えるうえで重要なポイントである．

さて，ごく自然な考え方に従えば，改訂的主張が芸術作品の本当の
3 3 3

あり方

についての発見を提示しているということは，次のように理解されるだろ

う．すなわち，改訂的主張は，われわれが日常的に「絵画」や「音楽作品」

で指示している対象が本当はどんな存在論的特徴をもつのかを明らかにする

ものである．つまり，改訂主義者は，「絵画」や「音楽作品」によって日常

的に指示されているものと同じものを指示しながら，それが実際にはわれわ

れの信じている通りのものではなかったということを述べているのである．

こうした理解を改訂的主張の「典型的理解」と呼ぼう．トマソンの議論は，

この典型的理解を前提として，改訂的主張が不可能であることを言語哲学的

考察から導くものである．

2.2. 指示の因果説と「として問題」

トマソンが改訂主義を否定するうえで重要な役割を果たすのは，われわれ

が使う「音楽作品」や「絵画」という語の指示の決まり方についての考察で

ある．トマソンは，種名の指示に関して「指示の因果説」と呼ばれる立場を

採用する8．これは，種名の指示を，指示対象との因果的な結びつきによっ

て説明する理論である．しかし，トマソンによれば，通常の因果説は，指示

の決定に関して「として問題」と呼ばれる問題に直面してしまう．そして，

として問題を解決するためには，因果説は「指示の記述説」と呼ばれる立場

の要素を一部受け入れなければならない．つまり，種名が何を指示するのか

は，その語の指示対象がどんな基本的特徴をもつ ― より正確には，どのよ
うな存在論的カテゴリーに属する ― と人々が考えているかによって部分的
に決定されると考える必要がある．トマソンによれば，このことが改訂主義

者の試みに深刻な困難をもたらすことになる．本節では，まずトマソンが提

示した言語哲学的な議論を説明しよう．
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まず，「水」 のような自然種名を例に，指示の因果説の基本的な描像を確認
しよう．一般に，指示の因果説においては，ある人が使う「水」が水分子の

集まりを指示することは二段階のステップによって説明される．第一に，初

めて「水」という語が特定の種（水）の名前として導入される「指示の基づ

け」のステップである．この場面では，語を導入する人（指示の基づけ者 9）

が，指示対象となるものとの知覚的な因果関係
3 3 3 3 3 3 3 3

に立つことによって，指示の

基づけが成立する．たとえば基づけ者は，雨水や水たまりを目の前にし，そ

れらサンプルと同じ種類のもの
3 3 3 3 3 3 3

を指示することを意図して「水」という語を

用いる．このことによって基づけ者は，「水」という種名の指示を目の前の

サンプルを含むものの集まり （今日ではH2Oとして知られる物質の集まり）
へと基づけることができる．続いて第二のステップとして，基づけ者の指示

が，コミュニケーションの連鎖を通じて他の人々に受け渡される「指示の借

用」と呼ばれるステップがある．すなわち，基づけ者以外の人々は，基づけ

者と「水」という語を用いたコミュニケーションを行なうことで，水を指示

するものとして「水」を使えるようになる．したがって，ある人が「水」で

H2O分子の集まりを指示することは，当人と「水」の基づけ者にまでさかの
ぼるコミュニケーションの因果関係が成立していること，そして基づけ者と

サンプルとの知覚的因果関係が成立していることによって説明されるのであ

る．

こうした指示の因果説のポイントは，話者（基づけ者であれ借用者であ

れ）が「水」の指示対象をどんなものと考えているかと関係なく，指示の成

立を説明できる点にある．つまり，人々は，「水」が指示するものの集まり

をまとめる性質が何か知らなかったり，「水」が指示する種は分子ではなく

元素だという信念をもっていたりしても（つまり，「水」にH2Oであるとい
う記述を結びつけていないとしても），H2Oを指示することができる．それ
は，「水」の基づけ者が因果関係をもったサンプルが実際にH2Oという特徴
をもつものだったからである．このように，指示の因果説は，人々が結びつ

ける記述との合致に基づく指示の記述説とは違う仕方で語の指示を説明でき

る理論として広く知られている．以上が指示の因果説の基本的な枠組みであ

る．

しかし，デイヴィド・パピノーや，マイケル・デヴィットとキム・ステレ

ルニーが指摘するように，上で説明したかぎりの指示の因果説では，特定の

対象への指示が成立しないという問題が生じる10．この問題を確認するため

に「犬」という種名を基づける場面を考えよう．先の説明によれば，基づけ

者は特定のサンプル （一匹の犬や犬の集団） を目の前にしつつ，それと同じ
3 3
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種類のもの
3 3 3 3 3

を「犬」と呼ぶことを意図することで指示を確立するとされる．

しかし実際にはこうした意図だけでは，無数にある指示対象の候補のうちで

「犬」が何を指示するのかが定まらない．たとえば，基づけ者の目の前にあ

るサンプルは，犬という生物のサンプルとも，犬の時間的部分のサンプルと

も，原子の集まりのサンプルともみなすことができる．すると，どの種類の

サンプルとして
3 3 3

把握するかに対応して，「犬」の指示対象の候補 （このサン
3 3 3

プルと同じ種類のもの
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

） は複数あることになる．したがって，単に「サンプ
ルと同じ種類のものを指示する」という意図だけでは，サンプルがどの種類

のものとして
3 3 3

捉えられているかが不明であるために「犬」の指示を確定でき

ないのである．これが，指示の因果説 （の基づけの場面） に生じる「として
問題」である．

デヴィットとステレルニーは，この「として問題」を解決し，特定の対象

に指示を基づけるためには，指示の候補を絞るための最低限の記述が必要だ

と示唆している11．具体的には，基づけ者は，サンプルが属する種類 ― そ
れが属する存在論的カテゴリー ― を明確にした上で，それと同じ種類のも
のを指示するという意図をもたねばならない．たとえば「犬」の場合には，

基づけ者は目の前の対象を生物種のサンプルとして
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

選び出した上で，それと

同じ種類のものを指示することを意図しなければ，「犬」の指示は確定しな

い．要するに，因果関係だけでは複数の対象が指示の候補となってしまうた

めに，存在論的カテゴリーに関する記述によって，指示対象を確定させる必

要があるのである．

トマソンは，こうしたデヴィット＆ステレルニーの洞察が，改訂主義を否

定する自らの議論に重要な役割を果たすと考える．トマソンは，デヴィット

＆ステレルニーに依拠し，「音楽作品」や「絵画」の指示が確定されるとき

にも，存在論的カテゴリーについての記述が必要となることを指摘する．た

とえば，「絵画」という語の指示が基づけられるような場面を考えよう．そ

れはギャラリーのような場所であるかもしれない．このとき，

ギャラリーでわれわれが導入する語は，原子の物理的配置，それらの原

子によって構成される人工物，その表面の絵具のタイプ，それを作るた

めに使用された技法，それがたどっているプロセス，それが属するスタ

イルの種類などを名指しうる12．

つまり，「絵画」の指示についても，因果関係だけでは指示対象が確定しな

いという「として問題」が生じる．そして，この「として問題」を解決する
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ためには，先の「犬」の場合と同じく，語の基づけ者が「絵画」が指示する

ものの存在論的カテゴリーについて特定の意図をもつ必要があるとトマソン

は主張する13．

したがって，指示の因果説のもとでも，「音楽作品」や「絵画」という語

の指示が確定的に何かを指示するとすれば，これらの語にはそれらが指示す

るものの基本的な存在論的特徴を規定するような記述が結びつけられていな

ければならない14．これが，「として問題」の考察からトマソンが引き出す

帰結である．この帰結は，次のテーゼにまとめられるだろう．

（#）「絵画」や「音楽作品」という語が特定の対象を指示するならば，
それはその語に結びつけられた基本的な存在論的特徴に関する記述に合

致するものを指示する15．

そして，この種名の指示に関するテーゼから，トマソンは，改訂主義が不可

能であるという帰結を導くことになる．

2.3. として問題と改訂主義の不可能性

ここで，先に述べた改訂主義の典型的理解を思い出そう．その理解によれ

ば，「絵画は行為タイプである」を主張する改訂主義者は，われわれが芸術

作品種名によって日常的に指示するものと同じものを指示しながら，その基

本的な存在論的特徴についてわれわれの信念を覆すようなことを述べようと

している．しかし，先のトマソンの議論が正しいならば，こうした試みは不

可能であるように思われる．（#） が正しければ，「絵画」は，基づけ者がそ
の語に結びつけた，存在論的特徴に関する記述に合致する対象を指示する．

その場合，（おそらく） 「絵画」は物理的対象であるようなものを指示するこ
とになるだろう．このとき改訂主義者が，「絵画」でわれわれと同じものを

指示しながら，実はそれが物理的対象ではなく行為タイプだと主張すること

はできない．なぜなら，われわれが「絵画」によって指示する対象は，物理

的対象でしかありえないからである．

そのため，トマソンは，芸術作品の基本的な存在論的身分を明らかにする

適切な方法は，われわれの芸術作品についての概念を分析すること以外には

ないと結論する．すなわち，基づけ者が導入し，われわれがそれを引き継い

できた「音楽作品」や「絵画」の概念を分析し明確にすることこそ，芸術作

品の存在論的身分を明らかにするために哲学者が従事するべき仕事なのであ

る16．
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つまり，一般的に言って，様々な種類の存在者の同一性条件についての

問いに答えることは，世界を深く覗き込んで取り組むような事柄ではな

く，概念分析に基づくべき事柄なのである17．

以上で説明してきたトマソンの論証を整理するならば，次のようにまとめ

られるだろう．

（1）改訂的主張は，芸術作品種名が日常的に指示しているものと同じものを
指示しながら，その本当の存在論的身分に関する新たな発見を述べるもので

ある．

（2）しかし，われわれが使う芸術作品種名は，なにかを確定的に指示するな
らば，その語に基づけ者が結びつけた，存在論的特徴に関する記述に合致す

るものを指示する．

（3）芸術作品種名によってわれわれと同じものを指示するかぎり，その指示
対象が属する存在論的カテゴリーは，本当は別のものであるという発見はで

きない．

（4）したがって，芸術作品の存在論的特徴について改訂的主張が正しいこと
はありえない．

（1）は先に「改訂的形而上学の典型的理解」と呼んだものであり，（2） は
「として問題」からトマソンが導く言語哲学的帰結であり，（3） は （2） に含ま
れる帰結を明確化したものである．そして，以上の前提から，（4） のような
改訂主義の否定が導かれる．この論証を，トマソンの「として問題からの論

証」と呼ぶことにしよう．

3．トマソンの議論の批判的検討

3.1. トマソンの議論に対する応答の道筋

トマソンの議論に対して改訂主義者から向けられた応答の多くは，前提

（2） に関するものである18．トマソンによれば，として問題の解決のために

は，種名の基づけ者があらかじめ指示対象の存在論的カテゴリーを確定して

おかなければならない．しかし，もし種名の指示が，こうした方法とは別の

仕方で確定的に基づけられることが示されるならば，（2） は導かれない．た
とえば先述のドッドは，まさにこうした路線を取り，ガレス・エヴァンスに

由来するアイディアを援用しつつ，として問題に対する新たな解決策（指示
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の基づけを記述的要素なしで説明する理論）を提案している．こうしたドッ

ドの試みがうまくいくならば，われわれの日常的な「絵画」は物理的対象以

外のものを指示しているという可能性が開かれる．その場合，改訂主義者が

改訂的主張で述べているのは，そうした日常的な「絵画」で指示されるもの

についての発見であると言うことができるだろう．

しかし，本稿の目的は，これとは違った仕方でトマソンの議論が不十分で

あることを示すことである．すなわち，私は以下で，われわれが用いる日常

的な芸術作品種名の指示が部分的に基づけ者の記述によって決まること（す

なわち前提 （2）） を受け入れたとしても，芸術作品の存在論的特徴を新たに
発見するという改訂主義のプロジェクトが損なわれない可能性を示したい．

より具体的には，私は以下で，改訂的主張についての典型的な理解（すなわ

ち前提 （1）） は，改訂主義を維持するために必要なものではないと論じる．
つまり，改訂主義者は，芸術作品の本当のあり方についての発見を提示する

ために，必ずしもわれわれと同じ意味で当該の語を用いる必要はない．この

ように考えられるならば，語の指示の決まり方についてトマソンの主張 （2）
に立ったうえでも，改訂主義の試みは否定されないと言うことができる．

こうした路線は，日常的に用いられる芸術作品種名がわれわれの常識的理

解に沿ったものを指示する19ことを認めたうえで，改訂的主張を，その語の

意味 （指示） を変える提案として理解するということである．つまり，「絵画
は本当は行為タイプである」 のような主張は，「絵画」で行為タイプであるよ
うな対象を指示すべきであるということを提案していると理解されるのであ

る．実のところ，改訂的主張をこうした新しい意味 （指示） の提案として再
解釈できる可能性については，トマソンも認めている20．ただし，ここで注

意しなければならないのは，トマソンは，改訂主義がこうした新たな意味の

提案を行なっているとすれば，彼らが「実在の本当のあり方」を発見してい

ると理解することはできないと考えている点である．語の意味を変えるとい

うことは，われわれが言語をどう使うかというプラグマティックな問題であっ

て，事実が本当にどうあるかについての発見ではありえないというのだ 21．

しかし，このトマソンの主張の根拠は不十分である．私は以下で，改訂主

義者の主張が新たな語の意味を提案しているとしても，そのことによって実

在の本当のあり方を明らかにするという改訂主義者の営みが損なわれるわけ

ではないと主張したい．そのためにまず，改訂主義者が「絵画」の用法につ

いての提案を行なっているという描像を，近年盛り上がりを見せている「メ

タ言語的交渉」という枠組みに沿って説明しよう．
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3.2. メタ言語的交渉

「メタ言語的交渉 （metalinguistic negotiation）」とは，哲学だけでなく他の
様々な領域で生じる論争についてのひとつの捉え方であり，近年，アレクシ

ス・バージェス，デイヴィド・プランケットらの一連の仕事によって注目を

集めているものである22．

メタ言語的交渉を理解するための例として，Aが同性婚は結婚であると主
張しており，それに対してBが同性婚は結婚ではないと反論している場面を
考えよう．こうした論争は，現実に生じているきわめて実質的な論争である

ように思われる．しかし，論争に関するひとつの理解に従うならば，両者の

対立は実質的なものではないとみなされてしまうことがありうる．というの

も，こうした論争においてAとBは，「結婚」を別の意味で用いているから
である．たとえば，Bは「結婚」を，現在の日本の法的な規定に従って理解
している．他方でAは明らかに「結婚」を，現在の日本の法的規定とは異な
る仕方で用いている．すると，Aの主張は，「結婚」をAの意味で理解する
限りで正しく，Bの主張は「結婚」をBの意味で理解すれば正しい．しかし
そうであるならば，両者は実は対立していないように見える．それはちょう

ど，「この人は （バスケットボールの選手としては） 小さい」という主張と，
「この人は （平均身長に比べて） 大きい」という主張が実は対立していない
― どちらも正しい ― と理解できるのと似ている．
しかし，この理解は，AとBの論争の理解としてはひどく不満足なもので
ある．実際，AとBにとって，互いに「結婚」が意味していることが異なる
ことはむしろ議論の前提でありうる （たとえばAは，自分の結婚の理解が日
本の法的規定に反することを十分承知しているかもしれない）．しかし，だ

からといってAとBが互いに正しいことを述べているという結論で終わるわ
けではなく，両者は依然として対立し続けることが可能である．では，この

とき両者は何について対立していると理解すべきなのだろうか．それに対す

るひとつの自然な解答は，両者は「結婚」ということで何を意味するべきか
3 3 3

について対立していると理解するものである．たとえばAは，「結婚」は同
性婚を含む仕方で使われるべき

3 3

だと主張しており，Bは，「結婚」は同性婚
を含まない仕方で使われるべき

3 3

だと主張している ─ つまり，「結婚」がど
のように使われるべきかという点で対立している ─ と理解することが可能
である．

この現象をメタ言語的交渉というアイディアで説明すると以下のようにな

る．AとBは「結婚」を別の意味で使っており，それゆえ意味論的レベルで
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は対立しない内容を主張している．しかし，両者はそうした主張を行なうこ

とで，「結婚」を自分が擁護する意味で使うべき
3 3

だということを語用論的に

主張している．したがって，両者は，語用論的レベルでは「結婚」をどちら

の意味で使うべきかについて対立していると理解することができる．

メタ言語的交渉は，まさにこのような「語をどのような仕方で用いるべき

か」に関する論争のことを表している．このことが哲学において重要なの

は，実際に多くの哲学的論争が，こうしたメタ言語的交渉として捉えうるか

らである．こうした例として，たとえばプランケットは，知識，自己，自

由，道徳に関する論争を挙げている23．

3.3. メタ言語的交渉と改訂主義

このメタ言語的交渉というアイディアに則ると，芸術作品の存在論につい

ての改訂主義の主張を次のように理解することができるだろう．すなわち，

「絵画は本当の行為タイプである」のような主張は，われわれが「絵画」で

日常的に指示しているもの （たとえばある種の物理的対象） についてそれが
行為タイプだと述べているのではなく，語用論のレベルで，「絵画」は行為

タイプを指示するように用いられるべきだと述べているのである．（そして

もちろん意味論的レベルでは，この用法のもとで真であるような内容を主張

している．）

しかし，先にも述べたようにトマソンは，新たな意味を提案するものと理

解するかぎり，改訂主義者の主張を「実在の本当のあり方の発見」とはみな

せないと考えている．

最も重要なこととして，彼女［改訂主義者］は，自分が提示しているの

が，われわれが標準的にもつ絵画
3 3

，交響曲
3 3 3

等々の概念に重要な仕方で似

た概念をどう形作るかに関する提案であるということをはっきり認識し

ておくべきである．それは，絵画や交響曲等が本当は
3 3 3

どんなものであ

り，それらが本当は
3 3 3

どんなときに存続したり破壊されたりするのか，と

いったことについての驚くべき「発見」の報告ではない24．

トマソンの考えによれば，改訂主義者の「絵画は行為タイプである」が「絵

画」の新たな意味を提案するものであるとすれば，そうした提案のうちどれ

を採用すべきかは，事実が本当はどうであるか
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

の問題ではなく，われわれの

関心にとって有用な用法はどれかというプラグマティックな問題なのであ

る．このトマソンの考えは，トマソンが意味の改訂を，試合を面白くするた
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めにバスケットボールのルールを変更することになぞらえている点によく現

れている25．

しかし，改訂主義者が語の意味 （指示） の変更を提案しているならば，実
在についての発見にはならないというトマソンの主張には根拠がない．もち

ろん，語の意味を改訂することそのものが発見ではないのはたしかだ．ま

た，意味の改訂が，プラグマティックな目的でなされる場合が多いことも事

実である．たとえば，もとの語が社会的不正を助長するのでより公正さに資

するものに取り替えるべきという場合や，何らかの政治的目的のためにより

有用な集まりを指せるような語に改訂するという場合は，そこでの意味改訂

の基準はプラグマティックなものでありうるだろう．

しかし，こうした事実から，「絵画は行為タイプである」のような主張

が，プラグマティックな基準に基づく意味改訂の提案でしかありえないとい

うことにはならない．というのも，新たな意味の提案は，「実在の本当のあ

り方を捉える」という目的のためにもなされうるからだ．改訂主義者が改訂

的主張で行なっているのは，芸術作品の真のあり方を捉える目的のために
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

当

該の語が何を指示すべきかについての提案である．そして重要なのは，芸術
3 3

作品の真のあり方を捉えるという目的のもとでは
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

，「絵画」が何を指示すべ

きかは，世界の側の客観的事実でありうるという点である．たとえば，絵画

の本当のあり方を捉えるという目的のもとで，「絵画」の意味についての複

数の提案がなされたとしよう．このとき，どの提案が最もその目的に適って

いるかはわれわれの関心や約定の問題ではない．むしろその適切さは，実在

の構造によって決まっているという余地がある．改訂主義者は，芸術作品に

関わるさまざまな現象を最もよく説明できる理論の構築を通じてそうした実

在の構造を明らかにし，その結果として「絵画」が何を指示すべきかを発見

していると理解できる．「絵画は行為タイプである」という改訂的主張は，

こうした発見 （「絵画」が芸術作品の真のあり方を捉えるという目的のもと
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

で
3

何を指示すべきかについての発見） を （語用論的に） 主張しているのであ
る．

この指摘が正しいならば，「意味改訂の提案を含むかぎり，それはプラグ

マティックなものであり，したがって実在の本当のあり方の発見ではない」

という主張は誤りである．意味改訂の提案を含むとしても，実在の真のあり

方を捉えた提案がどれであるのかはプラグマティックな基準に決定されるも

のではなく，理論的探求によって発見される事柄でありうる．そして，トマ

ソンはこうした可能性を排除する議論を提示していない26．

以上の議論は，として問題に基づくトマソンの議論が，改訂主義の不可能
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性を示すものとしてどれほど有効なのかを疑わせるものである．トマソンの

議論は，もし改訂主義者が芸術作品種名によってわれわれと同じものを指示

しようとしているならば，改訂的主張に正しい余地はないことを示している

かもしれない．しかし，本論文の議論が正しいならば，改訂主義者は，われ

われと同じ意味で芸術作品種名を用いる必要はない．改訂的主張は，実在の

探求という目的にとって適切な新たな語の意味を提案する主張として理解で

きるのだ．

4．おわりに

本論文では，トマソンが「として問題」に基づいて改訂主義を否定する議

論を批判的に検討した．本論文で指摘した重要な点は，以下である．トマソ

ンが「として問題」の考察から導く言語哲学的主張 （「音楽作品」や「絵画」
の指示が部分的に記述によって決まるという主張） が正しいとしても，その
ことによって，改訂的形而上学の営みが妨げられるという結論が導かれるわ

けではない．改訂主義者は，芸術作品の本当のあり方を反映するような新た

な語の意味 （指示） を提案できるのであり，どの提案が正しいのかは発見の
問題でありうるのだ．

注

 1．本研究をご支援いただいたことに対し，故石本先生，ご遺族の方々，および
石本基金運営委員の皆様に深く感謝申し上げます．また本稿は，日本科学哲学

会第50回大会 （2017年，東京大学），およびWorkshop for Younger Philosophers 
with Adrian W. Moore （2018年，専修大学） での発表に基づくものであり，両発
表の際にコメントをくださった参加者の方々に御礼申し上げます．小草泰，鈴

木生郎の両氏にはとりわけ詳細な助言をいただいたことを感謝致します．

 2．Dodd （2007）．Wolterstorff （1980） も，音楽作品が作曲家によって創造される
ことを否定する．

 3．こうした「世界の本当のあり方」が存在し，それについて知ることができる
という考えは，一般に「メタ存在論的実在論」，「シリアスな形而上学」などと

呼ばれる．

 4．一般に，形而上学的発見の正しさは，様々な理論的考慮 ─ われわれが芸術
作品を鑑賞するあり方を全体としてよく説明するか，理論的に単純であるか，

広く支持された存在論的理論や科学理論と整合的か等々 ─によって評価され

る．

 5．代表的なものでは，Thomasson （2004, 2005, 2006, 2007） がある．
 6．Currie （1989 : 8）．さらに，カリーの立場では，絵画は行為タイプであるがゆ
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えに，キャンバスが焼失しても絵画は存続するという帰結も導かれる．なお，

カリーは，絵画だけでなくすべての芸術作品が芸術家の創作活動の行為タイプ

であるという立場をとっている．

 7．ドッド，カリー以外でよく挙げられる改訂主義者の例としてはマーク・セイ
ゴフがいる．セイゴフは，絵画や彫刻は，その一部分が入れ替えられれば存続

しなくなると主張した．したがって，作品の修復はむしろ作品を破壊すること

になる （Sagoff 1978 : 459）．
 8．ソール・クリプキやヒラリー・パトナムによって提示され，固有名や自然種
名の指示を説明する理論として広く受け入れられている （cf. Kripke 1980, Put-
nam 1975）．

 9．「指示の基づけ （grounding）」「基づけ者 （grounder）」，および以下で出てくる
「指示の借用 （borrowing）」という表現は，Devitt & Sterelny （1999） に従ったも
のである．

10．Papineau （1979）, Devitt & Sterelny （1999）．
11．Devitt & Sterelny （1999: 91－92）．
12．Thomasson 2006 : 248.
13．ここで付け加えておきたいのは，サンプルが属する存在論的カテゴリーを定
めるということは，そのサンプルがどのような場合に存在するのかの条件 （存
在条件） や，どのような場合に同一のものと言えるかの条件 （同一性条件） を
（少なくとも大まかなレベルで） 定めることと不可分ではないという点である．
あるものを生物種に属するものとみなすことは，それが生命活動を開始したと

きに存在し始めること （存在条件） や，それが生存している限り同一であるこ
と （同一性条件） を認めることと切り離せない．同様に，「絵画」の指示対象
を，原子によって構成される人工物に属するものとみなすことは，それが人に

作られることで存在すること （存在条件） や，一部の絵の具を構成する分子が
剥離しても同一のものであること （同一性条件） を認めることと切り離せない
のである．したがって，トマソンによれば，サンプルが属する存在論的カテゴ

リーだけでなく，こうした存在条件や同一性条件もまた，指示の確定のために

あらかじめ基づけ者によって決められていなければならないことに含まれる．

この点はトマソンの重要な論点だが，以下の議論では直接扱わない点であるた

めここで触れるに止める．

14．「われわれが指示する対象の最も基本的な，フレームレベルの同一性・存続条
件は，そうした問い［音楽作品の存在論的条件はなにかといった問い］を問う

ときに使っている当の語［「音楽作品」］の指示を固定するときに，分析的に固

定されている．」 （Thomasson 2007 : 189）
15．このテーゼは，トマソンが後に「お手軽存在論 （easy ontology）」と呼ぶ，デ
フレ的なメタ存在論的枠組みでも重要な役割を果たすものとなっている （cf. 
Thomasson 2009, 2015）．

16．注13でも述べたように，存在論的カテゴリーと存在条件・同一性条件の結び
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つきから，トマソンは，芸術作品の存在条件や同一性条件もまた概念分析を通

して明らかにされると考える．

17．Thomasson （2007 : 191）
18．Dodd （2012, 2013）．Schaffer （2009） も，として問題に関する議論から （2） が導
かれることを疑問視している．

19．もちろん，実際は何も指示できていなかったというケースもありうる．
20．たとえば，Thomasson （2007 : 192）．
21．「そうした問題への解決はすべて，そうした ［存在論的］ 事柄をどのように
（約定によって） 決定すべきかについての示唆ないし提案であって，実在的事実
についての発見として理解されてはならない．」 （Thomasson 2005 : 228）

22．Burgess and Plunkett （2013a, 2013b）, Plunkett （2015）. 「概念倫理学 （conceptu-
al ethics）」という呼称が用いられることもある．

23．Plunkett （2015）．
24．Thomasson （2006 : 252），傍点は原文イタリック．
25．Thomasson （2007 :  200）．
26．近年の著作 （たとえばThomasson 2017） では，トマソンは，メタ言語的交渉の
概念が必ずしも改訂主義を排除しないことを認めているように思われるが （p. 
15, n. 19），この点がトマソンの主張 （特に，語の用法の提案であるかぎりそれ
はプラグマティックなものであるという主張） の撤回を含むものであるのかは
はっきりしない．
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