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発表の流れ

1．自然主義論争とは何か

→自然主義論争を手短に整理する．

2．Steelによる再図式化

→Steel(2010)の議論を紹介・検討する．

3．より精確な図式化へ

→Steelへの批判を通して，新しい別の図式を提示する．



目的

自然主義論争をめぐる諸見解をより明晰に図式化する

不必要な対立の解消→ 生産的な議論フレームの構築



1.1 自然主義論争とは①

本発表で扱われる「自然主義論争」とは，

社会科学の哲学における自然主義論争である．

「自然主義」という表現は色々な分野で使われている．

・文学，演劇，絵画，認識論，etc．

これらの自然主義とは原則別のものとして理解されたし



1.2 自然主義論争とは②

•ラフな標準的理解

・社会科学を自然科学に近づけられるか．

・社会科学を自然科学に近づけるべきか．

これらの問いをめぐる論争．

Yes → 自然主義者(naturalist)

No → 反自然主義者(anti-naturalist)

≒解釈主義者(interpretivist)



1.3 自然主義論争とは③

•社会科学の哲学における自然主義論争とは，

自然主義と解釈主義とが対立する

社会科学の方針に関する論争である．

自然主義：自然科学と同じ方法や規準を用いて社会を研究

することは可能であり，またそうすべきである．

解釈主義：社会現象には固有の特徴があるため

自然科学と同じ仕方では研究できない．



小括：自然主義論争のラフな見取り図

naturalism interpretivism

自然科学の方法と規準
科学的な説明や予測力

社会現象の有意味性
理解や解釈の重要性



2.1 Steelの議論の概要

•Daniel Steel, 2010, ‘Naturalism and the Enlightenment Ideal’.

（「自然主義と啓蒙主義的精神」）

•主な論点は2つ．

自然科学の規準・方法という観点から
自然主義論争を特徴づけるべきでない

啓蒙主義的精神という概念を利用して
自然主義論争を再図式化した方がよい



2.2 旧来的図式の困難①

•旧来的な図式化は科学的方法に関する強いテーゼを

暗黙裡に前提している．(227)

•問題点：自然科学全体に共通するような規則群は，

社会科学の方法に関する論争を扱うには

あまりに曖昧かつミニマルである．(227)

全自然科学領域の方法を構成する
均一かつ特有の規則群が存在する



2.3 旧来的図式の困難②

•自然科学の規準(natural science standards, NSS)

という表現は，少なくとも2通りに解釈し得る．(228)

(1)各領域特有の(domain-specific)規準

(2)自然諸科学全般が共有する一般規則

自然主義者は(2)の意味で， 解釈主義者は(1)の意味で，
それぞれが異なった仕方でこの表現を捉える傾向がある



2.4 旧来的図式の困難③

•NSSを解釈(1)で捉えた場合の問題点．(232)

・たしかに，自然科学の規準の多くは社会科学に適用不可能．

・しかし，自然科学の諸分野間でも通用しない場合が多くある．

e.g.) 法則 → 分子生物学においては求められない．(Craver 2007)

統制実験 → 天文学，地質学，進化生物学ではしばしば不可能．

自然科学の各領域を統制している規則群は，
それぞれ大なり小なり異なっているため，
NSSは内容の曖昧な表現だということになる



2.5 旧来的図式の困難④

•NSSを解釈(2)で捉えた場合の問題点．(229-32)

・たしかに，自然科学全体を統制する一般規則は存在する．

・しかし，それらは解釈主義者も同意するであろうものである．

e.g.) Kincaid(1996)が挙げる基本的な科学的徳目．

（independent test, fair test, cross test）

→ Geertz(1973, 1983)の方針と相反するものではない．

NSSは，研究を客観的なものにしようと考えるものならば
誰もが同意するようなミニマルな表現だということになる



2.6 旧来的図式の困難⑤

•解釈(1)：NSSは曖昧でまともな議論を構成できない．

•解釈(2)：NSSはミニマルで論争の対立点を構成できない．

いずれにせよNSSで自然主義論争を
図式化することに大きな問題がある

別の観点から論争を図式化する必要



2.7 EI図式の構成①

•自然主義を究極的に動機づけているのは，

啓蒙主義的精神(EI)である．(233)

社会科学は，社会現象の原因や結果を見出すことにより，
重要な社会問題に対処するための合理的政策の基礎として
社会に役立つことができるはずである，という精神・理想

失業，貧困，犯罪，etc．



2.8 EI図式の構成②

•EIの実行可能性

→ 社会現象の原因や結果を見出すための

信頼可能な方法の存否にかかっている．(234)

e.g.) 連邦予算の赤字は経済成長を妨げるか．

銃規制法は強力犯を減少させるか．

貿易自由化はグローバルな貧困にどんな影響を及ぼすか．

これらのような問題に答えられなければならない



2.9 EI図式の構成③

•EIの実行可能性：一般的因果関係の発見可能性

→ 解釈主義者はこの可能性を否定する．(235-6)

•解釈主義者全員が社会現象間に因果関係が存在することや，

それを発見できる可能性を全否定するわけではない．

(cf. Geertz 1983: 34)

•解釈主義者が一様に否定するのは，因果関係に関する命題の

一般化可能性．→ Geertzは文脈的局所性を強調．

※Winchは社会現象の因果的探求それ自体を批判．



2.10 EI図式の構成④

•EIの規範的側面

→ 社会科学が求める知識が重要なのは，

それが社会的病理を緩和・軽減するための政策に

基礎を提供するポテンシャルを持つからである．(234)

（合理的政策の基礎にならなければならない）

•従来の自然主義者たちは概してこの規範的側面に

注意を向けてこなかった．

→ 価値／方法の分離可能性を暗黙裡に前提してきた．(234)



2.11 EI図式の構成⑤

•古典的自然主義は非認識的価値を社会科学から

排除可能であると考え，また推奨した．(241)

•価値排除論は「発見の文脈／正当化の文脈」の区別に訴える．

→ 価値は，研究主題の選定や仮説構築のプロセスでは働くが，

仮説や理論の立証プロセスには関係しない．

社会的価値，道徳的価値，政治的価値，etc．

古い → 現在の科学哲学の議論水準においては維持困難



2.12 EI図式の構成⑥

•発見／正当化の二分法は，現在の科学哲学においては

疑わしいものとされている．

•一方で，科学と価値の関係に関する活発な議論がある．

(242-5)

自然主義から価値排除論は取り除いておいた方がよい

EI図式は，むしろ社会科学と社会改良への
コミットメントとの連関を明確に強調する



2.13 EI図式を評価する①

•成果

・旧来的図式に潜む強いテーゼを指摘し，

NSSによる不用意な図式化を批判した点．

・因果関係に関する一般命題の獲得可能性が

自然主義の核になっていることを明示化した点．

・方法と価値の分離不可能性を指摘し，

自然主義論争の図式化に取り入れた点．



2.14 EI図式を評価する②

•難点

・解釈主義＝反自然主義という図式を

充分な根拠抜きに前提してしまっている点．

→ 解釈主義の核を逸して因果命題の一般化不可能性で定義．

→ 自然主義や解釈主義の中でのバリエーション可能性を看過．

・一般的な「価値と科学」に関する議論を，

具体的な「EIと科学」の関係に限定して捉えている点．

→ 社会科学の目的の多様な可能性を黙殺．



小括：Steel(2010)の仕事

•旧来のNSSによる自然主義論争の図式化を批判．

•EI概念によって論争を再図式化．

EI

naturalism interpretivism

Yes No

改良の余地あり



3.1 解釈主義＝反自然主義？

•Steel(2010)では「解釈主義＝反自然主義」

という図式が前提になっている．

‘Whatever naturalism is, it should be something

that interpretivist would reject‘ (230)

•実際，多くの解釈主義者は反自然主義者であり，

多くの反自然主義者は解釈主義者であるだろう．

しかし，そうでなければならない確実な理由はない
→ 別の可能性を示唆する概念規定の仕方はあり得る



3.2 解釈主義の中心テーゼ①

•解釈主義の標準的理解には2つの内容が含まれている．

(a)社会現象には，自然現象にはない有意味性が

固有の特徴としてあり，そのため社会科学は

解釈・理解という方法を用いる必要がある．

(b)社会科学は因果的一般命題を発見することはできない．

・そして，(a)が(b)を含意しているとされることが多い．

→ 厳密に論証されない間は，2つの主張を切り離して

論じることは許されるはずである．



3.3 解釈主義の中心テーゼ②

•ここで，解釈主義という概念を明確化するために，

その中心テーゼを1つに定めておくことは有益である．

•すでに見たように，解釈主義の代表的論者である

GeertzとWinchの間に因果的探求の可能性に関する

見解の相違がある．

→ 両者を共通のフレームで括るなら(b)よりも(a)の方が自然．

解釈主義の中心テーゼを(a)と定めることにする



3.4 自然主義の中心テーゼ①

•次に，自然主義の中心テーゼを確定する．

•自然主義を特徴づけるEIには2つの側面がある．

(α)記述的側面：社会現象の原因や結果についての

一般命題を発見することができる．(feasibility)

(β)規範的側面：社会科学が探求する知識は合理的政策の

基礎になり得るものでなければならない．(desirability)

(β)は(α)に依存するが，(α)は(β)に依存しない



3.5 自然主義の中心テーゼ②

•価値の問題はどうなるのか？

・価値を科学研究から完全に分離する価値排除論は支持できない．

→ その意味で，自然主義から価値排除論を除去したのは賢明．

・しかし，メタ科学的議論としての自然主義論争が，

特定の価値観と結びついている必要はないはずである．

自然主義の中心テーゼを(α)と定めることにする



3.6 自然主義と解釈主義の両立可能性

•解釈主義の中心テーゼ(PI)

・社会科学は解釈・理解という方法を用いる必要がある．

•自然主義の中心テーゼ(PN)

・社会科学は因果的一般命題を発見することができる．

両テーゼは相補的(排他的かつ網羅的)ではないので，
それぞれに対してどのような立場を採るかによって，
計4つの異なる可能的な立場が構成されることになる



表1：因果と解釈をめぐる諸見解の整理

PN PI
second

naturalism
○ ○

bold

naturalism
○ ×

adamant

interpretivism
× ○

nonchalant

descriptivism
× ×



3.7 新しい図式の利点

•解釈主義の核を自然主義とは独立に規定することによって，

反自然主義と解釈主義との不必要な同一視を回避できる．

→ 見解的バリエーションのよりきめ細やかな把握．

争点の明瞭化

論争の解消可能性の提示



3.8 自然主義論争と社会科学の目的・方法

•自然主義論争に対して採用する見解と

社会科学の目的に関する見解とは直接連関しない．

•自然主義論争への見解は個別の方法選択に対して

直接的な関係は持たない．

→ 間接的な制約的見解は持つ．



総括

PN PI
second

naturalism
○ ○

bold

naturalism
○ ×

adamant

interpretivism
× ○

nonchalant

descriptivism
× ×

SteelのEI図式の成果を活かしつつ
よりよい図式化の方針を提案した

「自然主義 vs. 解釈主義」
という標準的枠組みを崩すことで
論争の解消可能性の方途を示した
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