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主題と背景
主題
・Gabrielのメタ存在論と分析的メタ形而上学の位置関係．

背景
・近年における分析的メタ形而上学の興隆．
・Gabrielから分析形而上学領域へのチャレンジ．
－分析形而上学側での検討／批評が(ほぼ)なされていない．



目的と意義
目的
・分析形而上学におけるメタ存在論的主張群を整理し，
そこにGabrielのメタ存在論を配置し批判的検討に開く．

意義
・現代哲学と哲学史研究との新しい関連づけの端緒となる．
・分析形而上学の理論的検討に対する新奇な刺激の模索．



目次
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1. メタ存在論の配置図



1.1. 存在論上の問題
[例] 日常的対象をめぐる論争．
・テーブルは存在する．
・テーブルは存在しない．
テーブル状に配列された単純者があるだけ．

他にも数・性質・命題・虚構的人物などの
存在／非存在をめぐる議論が行なわれている．



1.2. メタ存在論
存在論の問い「何が存在するのか」

メタ存在論の問い「存在論の問いにどんな答えがあるのか」

メタ存在論上の立場の典型的な分類法は実在論／反実在論．

realism anti-realismvs



1.3. 存在論的実在論

[確定テーゼ] 存在問題の答えは明確かつ1つに確定する.
[独立テーゼ] 世界の存在者は精神独立的に実在する.

・2つの特徴づけは別々のことを意味している．
したがって，実在論の内実は2つ分岐し得る．



1.4. 存在論的反実在論

[反確定テーゼ] 存在問題の答えは明確かつ1つに確定しない.
[反独立テーゼ] 世界の存在者は精神独立的に実在しない.

・実在論の定義に対応して反実在論の内実も変動する．



1.5. 実在／反実在という構図の問題
主要論者たちの立場をうまく良く切り分けられない．

Hirsch ：反確定テーゼ支持かつ独立テーゼ支持
の実在論者(自称)．

Chalmers ：反確定テーゼ支持の反実在論者(自称)．

或る種の実在論と反実在論は実質上かなり近い．

・Hirsch 2009, 2011; Chalmers 2009．



1.6. インフレ主義／デフレ主義
・現代メタ存在論の構図を適切に描くには
インフレ主義／デフレ主義という区別を用いるのがよい．

世界の基礎構造を本当に捉えることができるか否か．

・「深い／浅い」「重い／軽い」．Carnap的か否かの区別に近い．

defletionisminflationism vs



1.7. インフレ主義①：主流派
客観的量化構造に基づく実在論 (Sider)

・Quine的な量化論的存在論．

・世界を継ぎ目で切り分ける唯一最良の量化子がある．
－実在世界には客観的な基礎的量化構造がある．

・Chalmers & Manley 2009; Sider 2009, 2012



1.8. インフレ主義②：改革派
根源的実体と基礎づけ関係に基づく実在論 (Schaffer, Fine)

・Aristotle的な存在論．

・本当に存在する根源的なモノ／依存的に存在するモノ
の区別を用いた存在論的階層関係の探求．
－単に存在するか否かということには強い関心を向けない．

・Fine 2009; Schaffer 2009



1.9. デフレ主義①：Hirsch
量化子不和に基づく多元主義的実在論 (Hirsch)

・存在論争の多くは異なる量化言語間の単なる言葉上の争い．
－量化子の意味論を確定すれば答えは定まる．

・Sider的な客観的量化構造論と対立．

・なお世界は精神独立的に実在している．

・Hirsch 2009, 2011



1.10. デフレ主義②：Thomasson
概念分析に基づく浅い実在論 (Thomasson)

・存在問題は当該概念の適用条件(使用規則)を明らかにして
その条件の充足／非充足を調べることで解決される．

・モノ概念の分析によるインフレ主義批判(非量化子論)．

・Thomasson 2009, 2015



1.11. デフレ主義③：Hofweber
量化子の複義性分析に基づく実在論 (Hofweber)

・量化子の内的解釈／外的解釈を区別．
－言説領域毎の量化子解釈を分析することで，
あらゆる存在問題は解決される．

・インフレ主義的実在論は秘儀的形而上学であると批判．

・Hofweber 2009, 2016



1.12. デフレ主義④：最大主義
言語的考察に基づく非多元主義実在論 (Eklund)

・多元主義が言語／枠組み相対的に存在を認めるすべての
モノについて非相対的な意味で存在すると考える．
－最大主義は多元主義と同程度にはデフレ主義的とする．
－新Frege主義は最大主義の一種とされる．

・Eklund 2006, 2009



1.13. デフレ主義⑤：反実在論
多元的量化構造論に基づく反実在論 (Chalmers)

・存在論の主張には絶対的存在量化が伴うことを認める．
－ただし空虚または不完全な概念を表現している．

・デフレ主義的実在論は絶対的量化を認めないので分岐．
－しかし量化構造の多元性を認めるので実質は一致．

・Chalmers 2009



1.14. 諸陣営の配置図
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2. Gabrielを配置する



2.1. M. Gabriel
M. Gabriel (1980‒)

・ドイツ観念論の専門家(特にSchelling)．
－分析哲学や現代思想を用いてドイツ観念論を整理．

・ポスドク時代にNYCでC. Wrightに師事．
－NSSRでテニュアトラック．
－28歳でボン大学教授(ドイツ史上最年少哲学正教授)．



2.2. Gabrielのメタ存在論
ドイツ観念論から分析形而上学へアプローチ．
新しい実在論：存在論的実在論 & 存在論的多元主義

I defend a new realist ontology insofar as I commit both to 
ontological realism and to ontological pluralism without inflating this 
into a metaphysical view of the fundamental nature of reality. (278)

ここではメタ存在論上の主著 Fields of Sense に焦点化．

•ドイツ語版はSinn und Existenz (2016)．



2.3. メタ形而上学的ニヒリズム
メタ形而上学的ニヒリズム (無世界観)

In this book, I defend meta-metaphysical nihilism, that is, the view 
that metaphysics literally talks about nothing, that there is no object or 
domain it refers to. I will also call this the no-world-view,[…]. (7)

・インフレ主義的実在論が想定するような
すべてを包括する存在論的ドメインはない．

・ここで「形而上学」とはインフレ主義的実在論と(ほぼ)等価．



2.4. 認識論的インフレ主義批判
インフレ主義的実在論を認識論的観点からも批判．

Any explanation according to which there are epistemic intermediaries 
between us and how things are needs to account for our access to 
the alleged interface. (14)

・仮に世界(包括的ドメイン)が存在するとしても
認識論的にアクセスすることができない．



2.5. 存在論的実在論
インフレ主義的実在論は拒否しつつ反実在論も採らない．

I believe that the view defended in this book deserves the label of 
‘ontological realism’. (13)

・したがって，まずはデフレ主義的実在論の一種として
Gabrielのメタ存在論的立場を位置づけることができる．



2.6. Gabrielを配置する
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3. FSによるメタ存在論



3.1. 意義の場(FS)
1. To exist is to appear in a field of sense.
2. If there is any object whatsoever, it appears in a field of sense. (188)

[FS]存在主張の真理値を確定するためのドメイン的なもの．
あらゆる存在者は必ずいずれかのFSにおいて存在する．
－FregeのSinn概念に由来する．
－FSそれ自体も対象になり得る．

・量化子のドメインとは厳密には異なるものとされる．(177)



3.2. FS論からのメタ存在論的帰結
存在論的多元主義 (デフレ主義)

・あらゆる存在問題はFS相対的にしか答えられない．
・FSは複数あって究極の包括的FSはない(無世界観)．
There are unicorns (for instance, in The Last Unicorn), and there are 
no unicorns (for instance, in Milwaukee). There are witches (for 
instance, in Faust), and there are no witches (for instance, in Portugal 
or Norway).(p. 178)

・Hirschの量化子不和とは異なる．(17)



3.3. 不可能者について
・FS存在論においては不可能者も存在し得る．
－丸い四角が存在するようなFSもある．
たとえばSF小説や哲学のFSに現れるかもしれない．

－不可能者の存在／非存在もFS相対的．

To say that round squares are impossible is thus not to say that they 
are impossible tout court, but that they are impossible in some field or 
other. (234)



3.4. 世界は不可能者か
Q： 不可能者が存在し得るなら世界についても同様では？

A： 不可能者に関する存在主張には真理条件があるが，
世界に関する存在主張には真理条件自体がない．

世界は定義上それが現れるFSを持ち得ないので，
存在するか否かを問うことすらできない．

・Gabriel 2015: 203



3.5. 最大主義？
Everything exists, but in different fields of sense. (178)

・すべて(世界以外)は存在するという．
－すると最大主義を採っているようにも見える．
－しかし最大主義は多元主義とは両立しない．

・一貫性を保つには明確化が必要．



3.6. 世界は「存在しない」のか？
また「世界は存在しない」というのもミスリーディング．

世界が「存在する」といえないのは
存在を問題にできないから．
ならば「存在する／存在しない」は
どちらもいえないはず．

ユニコーンは存在するが
世界は存在しない



総括
総括
・Gabrielのメタ存在論はデフレ主義的実在論の一種．
－実在論といっても理論的には反実在論と近い立場．
－思われているほどには過激なものではない．
－思われているほどには独自のものではない．
・議論上の一貫性や概念的な明晰性に欠けるように見える．
－類似の立場との理論的比較による洗練が期待される．
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