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扱う分野・発表の方針

［分野］メタ形而上学，形而上学方法論
• 形而上学をどのような営為として理解すべきか．
• 形而上学に関する理に適った見方を提示する．

［方針］擁護したい見解の全体像の素描
• 詳細な論点を明確化したり擁護したりしない．
• 先行研究との細かい異同は論じない．



既発表内容との関連

本発表は過去の発表の続編ないし発展編．
• 内容の一部は既発表のものに基づく．(若干の変更点あり)
• 今回論じられない部分のいくつかは既発表資料で確認できる*．

n 「推論主義的メタ存在論の粗描」(哲学若手フォーラム，2016)
n 「因果性の哲学における経験的方法」(基礎論，2017)
n 「因果の概念工学へ̶̶規定的な概念研究の擁護」(応哲，2018)
n 「もう一つのデフレ主義̶̶Gabrielのメタ存在論」(応哲，2019)**

* Researchmapで発表スライドDL可能．** 上田尚徳との共同発表．



本発表の３つ部分（Q&A方式で）
[Q1] 形而上学を何だと考えるべきでないか？
[A1] 形而上学は実在の探求とも概念分析とも考えるべきでない．

[Q2] 形而上学を何だと考えるべきか？
[A2] 根底的な世界観を構成する概念に関する規定的研究(設計)．

[Q3] 根底的世界観の規定的研究(設計)とはどのような営為か？
[A3] 概念の可能的な接続的分析 ＋ 規範的目的設定

この見解提示はあくまでラフなもの．用語法も暫定的．



標準説から規定的概念研究説へ

Thomasson(2017‒2019)と多分に重なる見解．

記述的 規定的

精神独立な
根底的構造 標準説 －

概念・直観
言説・語法

(狭義の)
概念分析

規定的な
概念研究



標準的形而上学観

標準的な形而上学観
形而上学とは実在の根底的構造を解明する営為である．*

［領域］実在(世界)の根底的構造
［方法］解明的・発見的・記述的

* Mumford(2012=2017), 柏端(2017), 倉田(2017)など．

魅力的かもしれないが実態と合わないし実行不能．



領域の変更

根底的実在
(underlying reality)

精神独立的
(mind-independent)

重量級
(heavy-weight)

概念
(concept)*

精神依存的
(mind-dependent)

軽量級
(light-weight)

* 直観・言説・語法など「我々」が持つもの．



概念分析としての形而上学

概念分析的な形而上学観
形而上学は人々の(実際の)概念や直観を包括的に理解する．

［領域］人々の概念・直観・語法．
［方法］解明的・発見的・記述的．

* 言語・心理・社会科学の領分．

実行可能だが実感と合わないし哲学固有の領分でない*．



方法の変更

記述的(descriptive)

認知的(cognitive)

発見的(discovering)

適合方向 ↓

規定的(prescriptive)*

意欲的(conative)

発明的(inventive)

適合方向 ↑

* 修正的・改訂的・規範的・評価的とおおよそ同義と理解してよい．



標準説から規定的概念研究説へ

「因果の概念工学へ」「もう一つのデフレ主義」参照．

記述的 規定的

精神独立な
根底的構造 標準説 －

概念・直観
言説・語法

(狭義の)
概念分析

規定的な
概念研究



形而上学と経験的根拠①

形而上学は経験的な根拠に基づくことができるし，
そうすべきであるという見解には大きく２つの種類がある．

① 人々の概念や直観に関する経験的データ*
• 標準的形而上学観を採用するなら根拠にならない．
• 記述的な概念分析の根拠にはなるが形而上学的ではない．
• 規定的な概念研究の根拠にもなるが認知的な正当化ではない．

* たとえば実験哲学．(cf. 鈴木 2020)．



形而上学と経験的根拠②

② 科学的形而上学
• 標準的形而上学観を維持するサポートにはならない．
• デフレ主義的形而上学か規定的概念研究としてなら理解可能．

経験的データによる形而上学の記述的な正当化は不可能*．
Ø 正当化できるなら形而下(広義の科学)の問題．
Ø 最良の説明への推論(IBE)を持ち出しても同じこと．

* 単に認識論的な不可能性ではない．



デフレ主義的形而上学観

(最近の典型的な)デフレ主義的形而上学観
形而上学は(1)概念分析＋(2)経験的探求で答えを出す．
(Thomassonの簡単な形而上学，HirschやHofweberなど)

「もう一つのデフレ主義」「因果の概念工学へ」参照

・(1)だけなら概念分析的形而上学観．
・(2)まで含めるなら形而下的・内的・科学的な領分．



規定的な概念研究

様々な類義表現
• 概念工学，概念倫理学，メタ言語的交渉，解明など．
• 共通するのは「世界の側で答えが決まっているのではない」
また「私たちが何らかの価値観に基づいて決める」という見方．

形而上学は規定的概念研究の一部
• 法学的問題，「フィギュアスケートはスポーツか？」など*
• 形而上学的トピックは一般性などの基準で区別される．**

* Thomasson(2017=2019)．** Fine(2012=2015)参照．



根底的世界観の設計

規定的概念研究としての形而上学は世界観設計だと言える．
• 因果・同一性・変化など世界理解の前提となる概念を，
プラグマティック・評価的・規範的に設定していく営為．

• 世界観という表現だけでは，科学の領域や他の哲学領域から
区別がつきにくいため，根底的(underlying)とするのが適切．

形而上学とは根底的世界観の設計するような営為である．



基礎的と根底的

混乱を避けるために基礎的と根底的を区別するのがよい．
基礎的 …… 経験的に探求可能な領域内の最も低いレベル*．
根底的 …… 経験的探求の背景に(前もって)置かれるもの．
• 基礎的世界観は形而下の領域(の部分)であり科学の領分．
• 根底的世界観は形而上学の領分だが科学を超える能力や
方法によって記述的・発見的に解明されるものではない．
(形而上／形而下の区別はCarnap的な外的／内的の区別に相当)

* 基礎物理学の対象領域が想定されるのが通例．



形而上学の記述的側面

規定的概念研究では記述的な３種類の記述的作業が重要．

[1] 可能的接続的分析(非経験的)
[2] 実際の概念，実際の機能，実際に期待されている機能の

経験的研究*
[3] その他の性能判断のための経験的研究*

*「因果の概念工学へ」「因果性の哲学における経験的方法」．



可能的な接続的分析

根底的世界観設計：可能的接続分析 ＋ 規範的目的設定

可能的接続分析 (possible connective analysis)
• 特定の概念の特徴づけ・定義・定式化によって，
その概念と他の概念との接続関係はどうなるか？
というwhat-if疑問への答えを考察する．

• 周辺の概念を暫定的に固定しながら概念の依存関係を
したがって差異形成関係を反事実的に探求する．(因果と類同)

グラウンディングや新アリストテレス的形而上学の再解釈にもなる．



形而上学の規範的側面

可能的接続分析だけでは形而上学は形成されない．
• 形而上学における「Xとは何か」問題に対する答えは，
条件節を省略した仮言的当為言明として理解されるべき．

規範的目的設定
• その概念が他の概念との接続関係の中で果たすべき
機能ないし役割を設定する．

• これと接続分析の組み合わせで形而上学的主張は形成される．

概念は接続関係のネットワーク全体として実践に関わる．



形而上学と価値

目的となる機能の設定は価値的でプラグマティックな問題．
• 規定的概念研究(根底的世界観設計)としての形而上学には
必ず何らかの価値的な判断が入ることになる．

• 形而上学の方法が記述的であると考えることの別の問題は
価値的判断が入り込んでいることを見えなくさせること．
(たとえば，因果・予測可能性・責任・自由意志・人格など)

上述[3]においても価値が関わるが，ここでは割愛する．



科学と形而上学について

• 過去や現在において形而上学的とされている主題と
実際に形而上学的とすべき主題を区別することが重要．

• 科学の領分に属することがらについて形而上学は
主張すべきでない．

• 形而上学の領分に属することがらについて科学的な
方法だけで正当化された主張をすることはできない．

• 科学が形而上学に「とってかわる」ということはない．



根底的世界観設計としての形而上学

記述的 規定的

精神独立な
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概念・直観
言説・語法

(狭義の)
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本発表の３つ部分（Q&A方式で）
[Q1] 形而上学を何だと考えるべきでないか？
[A1] 形而上学は実在の探求とも概念分析とも考えるべきでない．

[Q2] 形而上学を何だと考えるべきか？
[A2] 根底的な世界観を構成する概念に関する規定的研究(設計)．

[Q3] 根底的世界観の規定的研究(設計)とはどのような営為か？
[A3] 概念の可能的な接続的分析 ＋ 規範的目的設定
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