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背景と前提

背景

・(個別的)対象一般に関するFrege的メタ存在論は，

Frege自身によって充分に展開されなかった．

・Brandomは推論主義を(メタ)存在論まで深めていない．

前提

・(新)Frege的なメタ存在論は展開に値する魅力を持つ．

・Brandomの推論主義は存在論までカバーすべきである．



目的とRQ 

目的

・Frege的メタ存在論を推論主義的に補完・展開する．

・推論主義の企てを(メタ)存在論の方へ一歩進める．

RQ

「MIE の単称名辞論からメタ存在論は引き出され得るか？」

➡ 引き出され得るとすればどのようなメタ存在論か？



今回の流れ

§1 推論主義的アプローチの輪郭

§2 Brandomの単称名辞論

§3 単称名辞論からの対象導出

§4 対象のメタ存在論



推論主義的アプローチの輪郭
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1.1 推論主義の概要

推論主義(inferentialism)

・アメリカの哲学者Robert B. Brandom(1950-)が主唱者．

・推論実践を起点に広範な哲学的課題にアプローチ．

‐言語，行為，心，知識，様相など．

・言語哲学に関する反表象主義的な見解が着想の中心．

・Wittgenstein(1889-1951)やSellars(1912-89)の影響大．

・主著はMaking It Explicit (MIE, 1994)．

‐Brandom以外による擁護や発展もいくらか展開中．

‐本節では主にPeregrin(2014)に依拠．



1.2 使用・役割・規則

・推論主義の中心的着想は言葉の意味に関する使用説．

‐Wittgensteinが代表者とされるメタ意味論的立場．

‐言葉の意味は言葉の使われ方に存する，という見解．

・推論主義では特に言葉に役割を与える規則に注目．

‐言葉の意味は推論実践の中でそれが果たす役割．

‐言葉の役割は推論に関する規則(推論規則)が構成．

‐推論規則の解明を通して言葉の意味にアプローチ．



1.3  実践としての推論

・推論主義が着目する推論は，形式的な論証ではなく，

言葉を介して展開される実践的活動としての推論．

‐信念や行為の理由を明示的にやりとりする実践．

・推論にはコミットメントとエンタイトルメントが関わる．

‐[コ] どんな立場を引き受けているか．

‐[エ] どんな立場を引き受けられるか．

‐これらは含意や両立不可能性によって間接的に波及．

➡ コミットメントとエンタイトルメントのスコアリング．



1.4  スコアキーピング

・話者Sが対話者Tに対し「p」と主張．

➡ Sはpへのコミットメントを承認．

➡ TはSにpへのコミットメントを帰属．

➡ Tはpが含意するrについてもSにコミットメントを帰属．

➡ Tはpと両立可能な内容についてSをエンタイトル．

➡ Tはpと両立不能な内容についてSをディスエンタイトル．

➡ SはTに対しpへのコミットメントをエンタイトル．



1.5  因果的推論主義と規範的推論主義

✕因果的推論主義

・個人が実際に遂行する(傾向を持つ)推論に着目．

‐推論役割意味論(Peacocke, Boghossianなど)．

○規範的推論主義

・社会的‐制度的な推論規則に着目．

‐個人が示す因果的な規則性ではない．

‐従わないことも可能だが従うのが適切であるような規則．

‐因果的ではなく規範的な規則が意味の源泉．



Brandomの単称名辞論
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2.1  単称名辞をめぐるBrandomの問い

・MIE 第6章「置換(Substitution)」における2つの問い：

[Q1] 単称名辞とは何か？

[Q2] なぜ単称名辞はあるのか？

・本節ではQ1に対する推論主義的アプローチを整理する．

➡ 次節でメタ存在論的インプリケーションを引き出す．

※Q2は本発表では基本的に扱わない．



2.2  単称名辞と指示概念

・単称名辞(singular term)という言語的カテゴリーは，

個別的対象を指示するものとして特徴づけられてきた．

・推論主義は指示概念を前提にすることができない．

➡ むしろ指示という概念を推論実践から説明したい．

[Q] 単称名辞は推論の中でどんな役割を果たすのか？



2.3  基本動作としての主張

・理由のやりとりにおける最も基本的な動作(move)は主張．

‐主張(assertion)が推論実践における基本単位．

➡ 主張という言語行為の推論主義的分析を前提に

単称名辞という言語的カテゴリーを分析する方針．

＊この方針をBrandomはKant-Frege的な戦略と呼ぶ．

‐悟性的把握の基本単位は判断．(Kant) 

‐語用論的な力を持つのは主張のみ．(Frege)



2.4  基本単位としての文

・主張という行為は文の発話によって遂行される．

➡ 推論主義における言語表現の基本単位は文．

・文(sentence)とは，それ単品での(非埋込の)発話が

主張を提示する，問いを提起する，命令を下す，といった

言語行為を遂行できるような言語表現上のカテゴリー．

➡ 文未満の表現は文の中でのみ役割を持つ．(文脈原理)



2.5  文未満表現の意味

・或る文の対は，あらゆる可能な文脈において

それらの発話が同じ語用論的意義を持つ言語行為

となるならば，同じ語用論的ポテンシャルを持つ．

‐語用論的意義(significance) ≒ 推論実践上の役割．

・文未満表現(subsentential expression)の意味は，

それが含まれる文の語用論的ポテンシャルに対する

貢献の仕方(役割)によって明確化される．

➡ 文に含まれる文未満表現を置換することで炙り出す．



2.6  置換による文未満表現の分析

・2つの文未満表現が同じ構文論的カテゴリーに属する条件．

‐一方が現れるいかなる(まもとな)文も，それを他方に

置換することで(まともな)文でなくなってしまわない．

・2つの(構文論的カテゴリーを共有する)文未満表現が

同じ意味論的内容を持つ条件．

‐一方を他方に置換しても，それらが現れる文が持つ

語用論的ポテンシャルが変わらない(保存される)．



2.7  構文論的基準①

・言語表現が置換において果たす3つの置換構造役割(SSR)．

[例]「ヴァイオラは女性だ」⇢「シザーリオは女性だ」

[SSR-1] substituted for ：「ヴァイオラ」「シザーリオ」

・合成表現(SSR-2)の構成要素となる役割．

[SSR-2] substituted in ：「Vは女性だ」「Cは女性だ」

・構成要素となる表現(SSR-1)が現れて合成表現となる役割．

[SSR-3] substitutional frame ：「αは女性だ」

・SSR-1表現を置換した2つのSSR-2表現の共通部分(残余)．



2.8  構文論的基準②

[例]

・「p → q」の「p」を「r」に置換して「r → q」を得る．

‐「p → q」と「r → q」がSSR-2を果たす表現．

‐「p」と「r」がSSR-1を果たす表現．

‐「α → q」がSSR-3を果たす表現．

・SSR-1を担うことは単称名辞であることの必要条件．

‐充分条件ではない(上の例のように文もSSR-1を担い得る)．

➡ これに加えて別の条件が特定されなければならない．



2.9  意味論的基準①

・文未満表現の意味論的内容は以下の点から定まる．

‐どんな置換が文の基本的特徴(真理等)を保存するのか．

・置換推論(substitution inference)を用いて考える．

‐置換推論とはSSR-1表現を置換した2つのSSR-2表現を

それぞれ前提と結論とする推論．



2.10  意味論的基準②

[例]

(A)「 Lewis Carroll は『不思議の国のアリス』を書いた」

(B)「Charles Dodgson は『不思議の国のアリス』を書いた」

・AからBへの置換推論は真理保存的．

・この推論は単称名辞を実質的に含む．

‐推論の真理保存性が述語に依存しておらず，

2つの単称名辞の関係にのみ依存している．

(述語が「～は歩いた」でも同様に真理保存的)



2.11  意味論的基準③

・単称名辞を実質的に含む置換推論の重要な特徴は，

それが常にリバーシブルであるということ．

‐述語の場合，真理保存性は一方通行．

・置換推論の真理保存関係は常に反射性と推移性を満たすが，

単称名辞を実質的に含む置換推論はさらに対称性も満たす．

＊[反射性] ∀x ∈ X, xRx

＊[推移性] ∀x, y, z ∈ X, xRy & yRz → xRz

＊[対称性] ∀x, y ∈ X, xRy → yRx



2.12  意味論的基準④

・単称名辞はそれらが実質的に含まれる真理保存的な

置換推論という関係によって同値類に類別される．

‐集合X上の関係Rが反射性‐推移性‐対称性を満たすとき，

XはRによって同値類に類別される．

・表現が置換推論に際して持つ意義(SIS)の対称性が，

それが単称名辞であるためのもう1つの必要条件となる．

‐[SIS] 置換推論の真理保存性に対する当該表現の貢献．



2.13  置換推論と単称名辞

・置換推論における構文論的役割と意味論的役割という

2つの役割から単称名辞を分析．

・語用論的意義⇒文の語用論的ポテンシャル⇒単称名辞

という説明の順序．



2.14  単純な実質的置換推論コミットメント

・単純な実質的置換推論コミットメント(SMSICs)：

‐或る表現と別の表現の置換推論における関係を規定．

‐多くの置換推論の正しさを決定するコミットメント．

＊命題的態度等の不透明な文脈では同様の決定をしない．

[例]「SはL.C.が『アリス』を書いたと信じている」から

「SはC.D.が『アリス』を書いたと信じている」への

置換推論の成否はSMSICでは決定されない．

➡ 表現が一次的置換意味論的出現を持つ場合のみ決定．



2.15  小括：推論主義的単称名辞論

単称名辞とは以下の条件を満たすような表現である．

[構文論的条件] SSR-1を果たす．
[意味論的条件] 一次的出現時に対称なSISを持つ．

単称名辞とは，
それが一次的置換意味論的出現を持つ文から別の文への
それを実質的に含む置換推論が真理保存的であるときには，
常に後者から前者への推論も真理保存的であるような
置換される当の部分という役割を担う文未満の表現である．



単称名辞からの対象導出
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3.1  存在論的観点から

・MIE では単称名辞という言語的カテゴリーを特徴づけ，

その言語実践上の存在理由を分析している．

・また，言語的カテゴリーである単称名辞が，

存在論的カテゴリーである(個別的)対象に先行することを

指示概念の非原初性に触れつつ指摘している．

・だが，存在論的な関心から議論を展開していない．

➡ 本発表では存在論な観点からもう少し追跡してみる．



3.2  単称名辞の同値類

・前節で見たように，単称名辞を実質的に含む置換推論は

単称名辞を同値類に類別する ➡ この点を少し詳しく再整理．

‐或る言語実践共同体cにおける単称名辞語彙の集合をScとする．

‐cにおけるSMSICs全体を表す規範的規則をRcとする．

‐RcによってScはi個の同値類に類別される．(商集合はSc/Rc)

‐これらの各同値類をそれぞれEc1, Ec2, ..., Eciとする．



3.3  置換可能関係による同値類

Sc/Rc

C. Dodgson

L. Carroll

『アリス』の著者

ヴァイオラ

シザーリオ

B. Franklin

米国初代郵政長官

遠近眼鏡の発明者

太陽系の惑星の数

8

工藤新一

江戸川コナン



3.4  単称名辞から対象へ

・Brandomは単称名辞の各同値類が1つずつの対象に該当する

という議論を展開している ➡ 額面通り受け取って整理．

‐Sc/Rcからの全単射fc. Sc/Rc → Ocが存在するような

集合Ocを考えることができる．

‐fcにてOcの元oc1, oc2, ..., ocjはEc1, Ec2, ..., Eciと一対一対応する．



3.5  単称名辞集合から対象集合への写像

Sc/Rc Ocfc



3.6  共同体と対象

・Ocはcにおいて対象として認められているもの全体の集合．

‐ただし，「対象として認める」の内容は未だ不明確．

・Ocはcにおける推論実践の規範的規則から捉えられている．

‐推論規則が異なる別の共同体dでは別のOdが得られる．

‐同一の共同体でも通時的に規則が変化することはある．

➡ (他との)差異や(他への)変化の可能性を含む．



3.7  ケース：東の高校生探偵

[例]

(α)「 工藤新一 は工藤優作の長男である」

(β)「江戸川コナンは工藤優作の長男である」

・αからβへの置換推論の評価は以下2つの共同体で異なる．

‐毛利探偵事務所「真理保存的でない」．(共同体m)

‐阿笠博士の邸宅「真理保存的である」．(共同体 a)



3.8  対象から存在へ

・或る共同体で〈対象として認められていること〉は，

それら対象が〈存在すること〉とは直接関連しない．

・或る共同体で〈対象として認められていること〉の理論から

それら対象が〈存在を認められていること〉の理論を

導くことはできるかもしれない．

・〈存在を認められていること〉について理論を確立すれば，

〈存在すること〉に関する理論と接続できる見込みはある．



3.9  存在とコミットメント

・現代(メタ)存在論では存在論的コミットメントの概念が

前述の〈存在を認めること〉に対応する理論的ツール．

・Quine的存在論が存在論的コミットメントに訴えるのと

似た仕方で推論主義的(メタ)存在論を構想してみたい．

➡ 次節では，MIEの第7章でBrandomが論じている

存在へのコミットメントに関する議論を検討する．



対象のメタ存在論
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4.1  存在的コミットメント

・推論実践の中で或る対象の存在が認められているか否かを

存在的コミットメント(existential commitment)の有無

という観点から理解することができる．

・存在的コミットメントは置換的コミットメントの一種．

‐推論の中で或る表現が持つ役割へのコミットメント．

‐SMSICsの特殊なケースと考えておいてよい．



4.2  正準指示詞

・存在的コミットメントは特殊な単称名辞群(正準指示詞)

との相互置換可能性に関するコミットメントである．

・正準指示詞(canonical designator)は，

或る対象を指示するための正準表現である．

[例] 数詞「8」は特定の自然数の正準指示詞だが

「太陽系の惑星の数」は正準指示詞ではない．



4.3  物理的存在と虚構的存在

・存在的コミットメントには種類がある．

‐物理的存在，虚構的存在，数的存在など．

‐[物理的存在] 我が家にはWii Uがある．

‐[虚構的存在] デズデモーナが不貞を働いた相手がいる．

・存在的コミットメントの種類の違いは，

それが関わる正準指示詞の種類の違いによる．



4.4  物理的存在の場合

・物理的な対象表現が指示に成功するというのは，

その対象が話者を中心とする構造化された時空間上に

所在場所を持つ(領域を占める)ということである．

・物理的対象の正準指示詞は話者を中心とする座標系上の

位置と種別概念を組み合わせた確定記述である．

‐「イマココから<x, y, z, t>にあるthe○○(種別概念)」



4.5  虚構的存在の場合

・虚構的な対象表現が指示に成功するというのは，

その表現が当の作品の中に実際に現れる単称名辞と

相互置換可能であるということである．

‐実際に現れる単称名辞が正準指示詞になる．

[例] 「デズデモーナの不貞相手」の存在／非存在は，

『オセロー』に出てくるいずれかの単称名辞と

相互置換可能か否かにかかっている．



4.6  存在の種類毎への類別

・Ocは相互置換可能な正準指示詞の種類毎に類別される．

‐関係Dc(相互置換可能な正準指示詞の種類が同じ)を

定めれば商集合Oc/Dcが得られる．

‐Oc/Dcの元の数kは存在の種類の数である．



4.7  否定的存在判断

・置換推論的に定められる存在的コミットメントの概念は

否定的存在判断の問題にストレートな答えを与える．

[例] 「ペガサスは存在しない」

‐話者から辿れるいかなる時空間座標<x, y, z, t>にも

そのような生き物は存在しない，ということ．

‐いかなる物理的正準指示詞とも相互置換できない．

➡ ペガサスが対象でないという必要はない．



4.8  存在論的‐実在論／反実在論

・推論主義的(メタ)存在論は実在論か反実在論か？

➡ 両者ともオプションとして開かれている．

・理想的共同体における推論実践が存在論を一意に定める

という路線は残されている．

・ただしドメインに依存しない絶対的存在論は選べない．

・推論主義的背景の下ではデフレ的実在論か反実在論が

最も相性のよい選択肢になるだろう．



まとめ

Brandomの推論主義的単称名辞論から
対象一般に関するメタ存在論的洞察を引き出した．

推論主義的メタ存在論は対象の存在／非存在を
推論における単称名辞同士の置換という観点から定める．

正準指示詞・存在的コミットメント・存在の種類という
着想によって対象と存在の関係を明確に捉えられる．



次なる課題

・存在論的実在論／反実在論との関係．

・推論主義的メタ存在論と客観性との関係．

・新フレーゲ主義への批判(最大主義等)との関係．

・存在の種類の数．

・標準理論たるQuine的メタ存在論との体系的比較．
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