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知識論証と能力仮説の問題点

西川宏昌

HiroakiNishikawa

SomeProblemsoftheKnowledgeArgument

andtheAbilityHypothesis

フランク・ジャクソンはその知識論証において、今では周知の思考実験に

より物理主義が誤りである事を論証しようと試みた。それは多くの反響を呼

び、物理主義者からのさまざまな反論が提示されたが、その主なものの一つ

が「能力仮説」である。この小論ではこの仮説を批判しているマイケル・タ

イの議論を取り上げ、彼の批判の問題点を指摘することを通じて、タイとは

異なった論拠に基づいて能力仮説自体が誤りであると論じる。さらに、新た

な観点からジャクソンの知識論証がその意図に反して不成功に終わる理由を

提示する。

キーワード：知識論証、能力仮説、現象的特性、ｗｈａｔｉｔｉｓｌｉｋｅ

１ジャクソンの知識論証

我々の生きた身体はさまざまな物質から成る、あるいはそれらの物質の状

態やそれらの物質と状態が変化する過程から成る。このことは日ごとに進歩

してきた医学、生理学、神経科学、等によって裏づけられてきたし、今後ま

すますそうなるだろう。我々の身体をいくら詳細に調べようと物質以外のも

のが発見されることはなさそうである。そしてこのことの自然な帰結は、我々

は物質から成るということである。しかし、「我々の身体」という言い方は

－２６７－



琉球大学法文学部紀要人間科学第13号2004年３月

身体は我々に属している、あるいは身体は我々の所有物である、従って我々

には身体以外のものがある、という含みをもっている。つまり、我々イコー

ル身体ではないという強い直観がある。そうすると、我々は単なる物質から

成るとは思えなくなる。

このように一方では科学の進歩に伴って、我々は物質あるいは物質的状態、

さらにはそれらの機能的状態から成り、我々についての記述はすべて物質に

ついての記述であるに違いないという直観が強まるが、他方では我々は物質

的な状態とはまったく異質な状態をもっているという強い直観がある。物理

主義（あるいは機能主義と結びついた物理主義）として知られる唯物論は前

者の直観に基づいている。デカルトの実体二元論は後者の直観の極端な例で

あり、そこでの物質的状態と異質な状態とは、心（あるいは精神、魂）とい

う実体の状態である。しかし、実体としての心とか精神という概念は個別化

の問題や精神と身体の相互作用の問題など、よく知られた難問を抱えていて、

実体としての心の存在を肯定する説は維持しがたいと考えられる。そこで、

｢物質的状態とは異質な状態」を表す表現として、ともすれば実体としての

心を想定させる「心の状態」という表現はやめて、「心的状態」という表現

を用いることにしよう。すると、我々には心的状態があるということは明ら

かであるように思われる。

我々はいろいろなものを知覚し、いろいろなことを考え、信じ、欲求する。

しかし我々の身体をいくら詳細に調べても、そこにあるのはいくつかのタン

パク質分子の結合であったり、ニューロンの発火であったりと、すべて物質

の状態であり、考えや信念や欲求があるわけではないようにみえる。つまり、

それらは物質的状態とは異質な心的状態であるように思われる。特に、例え

ば針で刺された時の痛さ、チョコレートを食べた時の甘さ、熟したトマトを

見た時の赤さ等々の経験にはそれらに特有の本来的な質があり、それらは

まったく物質的、機能的状態とは異なっているようにみえる。そのような質

の存在を認める哲学者はそれを「現象的特性｣、「現象的質｣、「クオリア｣、
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等々と呼ぶ。フランク・ジャクソンは自分自身を含めてそのような哲学者を

｢クオリア・フリーク」と呼んでいる。

この現象的特性あるいはクオリアという概念は物理主義／機能主義に反対

する多くの議論の中核を成している。そこでは「不在のクオリア｣、「逆転ク

オリア｣、「哲学的ゾンビー｣、等のさまざまな思考実験が考えられ、クオリ

アは物理主義/機能主義では捉えきれない、あるいは説明できないと主張さ

れる。特に、ジャクソンはその「知識論証｣’（しばしば「メアリーの部屋

の思考実験」と呼ばれる）によって物理主義、機能主義の問題点を鮮明に描

き出したと見られ、それによって現在まで長年に渡って物理主義者と反物理

主義者の間に論争が巻き起こされることとなった。

この知識論証は設定や用語などの細かい点では人により幾分異なって表現

されているが、おおよそ次のような内容である。メアリーは生まれた時から

白と黒（および灰色）のものしかない部屋で育てられた。壁も天井も床もす

べて白いし、ベッドは黒く、家具もすべて白か黒である。本はいくらでも読

むことができるが、もち論それらは表紙を含めすべて白い紙に黒い文字で書

かれ、図表や写真もすべて白黒である。テレビも白黒のテレビであり、パソ

コンのモニターや家の外を映し出すモニターの映像もすべて白黒である。ま

た彼女の身につけているものもすべて曰か黒である。さらに、彼女の肌も白

く着色されているとか、モニターの見過ぎで目が充血した場合を考えて、鏡

や顔を写すことのできる金属類は一切置いてない、等々と仮定してもよい。

要するに、メアリーが色のついたものを見ることのないように想定されてい

る。その上で、成人して彼女は物理学、化学、神経生理学、光学、分子生物

学、脳科学、等による我々の世界と我々自身についてのすべての知識をもつ

ようになるとする。特に色覚についての物理的知識（神経システムの状態の

機能的、因果的役割に関する知識も含む）は完壁であると仮定する。つまり、

彼女は人々が色を経験している時に彼らの身体、特に脳で起きている物理的

な事実をすべて知っている.彼らが熟したトマトや快晴の日の空を見て「赤」
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や「青」の色彩語を使う時に彼らに起きている物理的な事実はすべて知って

いる。例えば、彼女はトマトからどんな波長の光が網膜に達し、主に３種類

の錐体細胞がどのように反応し、その情報がどのようにして一次視覚野およ

びさまざまな高次の視覚野に伝わり、どのように処理されるか、そしてそれ

によってどのような変化が言語野で起き、さらにどのように声帯の収縮が生

じて「それは赤い」という言葉が発せられるか、をすべて知っている。

さて、このメアリーが部屋の外に出て初めて熟したトマトを見る時、何が

起きるだろうか。その時彼女がそれまでにしたことのない経験、即ち、赤の

経験をし、赤を見るとはどんなであるかを知ること、言い換えれば彼女が赤

の経験についてのある新しい事実を学ぶことは明らかであるようにみえる

(思考実験としてはメアリーの色覚は退化しないと仮定してよい)。ところで、

仮定によりメアリーはトマトを見る前にすべての物理的事実を知っていた。

故に、彼女は物理的でない新しい事実を知る。従って、すべての事実は物理

的事実であると主張する物理主義は誤りである。

ジャクソンの知識論証の前提はこれまで人によって（ジャクソン自身によっ

てすら）異なった用語で表現されているが、ここでは次のような表現をとる

ことにする｡２

前提

Ｐ１メアリーは部屋を出る前、赤を見ること（一般的には色覚）に

ついての物理的事実をすべて知っている。

Ｐ２メアリーは部屋を出た後で、赤を見ること（一般的には色覚）

についての新しい事実を知る。

結論

Ｃ物理主義は誤りである（物理的でない事実があるから)。

ジャクソンによれば、赤の経験のような知覚経験にはそれ特有の現象的特

性、あるいはクオリアが内在するが、上の論証はそのような現象的特性、あ
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るいはクオリアをもつと言われるさまざまな心的状態について成り立つ。従っ

て、知識論証の結論は、クオリアは物理主義者の話から抜け落ちている、即

ち、物理主義はクオリアのような経験の現象的な面を捉えきれないというこ

とである。

ところで、クオリア・フリークにとって、物理的な話だけで、例えばチョ

コレートの甘さを捉えることができないことは直観的に明らかである。しか

しそれだけを前提にして、つまりその直観だけに基づいて物理主義を否定す

るのでは論争に耐える力が弱すぎるとジャクソンは考える。そこで彼は「前

提がすべての人、少なくともできるだけ多くの人にとって明白であるような

論証を提示する｣３ことを意図して、上のような思考実験に基づく論証を提

示したのである。この意図が実現したかどうかについては最後に考察するこ

とにして、まずはこの論証に対する有力な反論の一つである「能力仮説」に

ついて検討していくことにする。

２ルイスの能力仮説

当然ながら物理主義者はこの知識論証を認めない。しかし、この論証自体

は妥当である（もち論、「物理主義」の定義を前提とした上で）ので、彼ら

の反論は上の２つの前提が成り立たないことを示すことにある。だがＰ１は

極端な仮定で、一人の人間が実際にそのような物理的事実についてのすべて

の知識をもち得るかは大いに疑問であるが、思考実験の仮定としては問題が

ない。そこでほとんどの批判はＰ２に向けられる。メアリーが部屋を出て、

初めて熟したトマトを見た時、有名なネーゲル流の表現をすると、彼女は

｢赤を経験するとはどんなであるか」を知るだろう。問題はそれが新しい事

実知識なのかどうかという点である。新しい事実知識であれば、それは非物

理的知識でなければならない。

メアリーが初めてトマトを見て何かを学ぶことを否定することは難しい。
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すると物理主義者の選択肢は、その学ぶことが新しいことではないと主張す

るか、それが事実知識でないと主張する力】のいずれかである。前者を取る人

は、例えばチャーチランドのように、メアリーが学んだのは既に知っている

事実の新しい知り方にすぎないと主張する｡劇後者を取る人は、ネミロウや

ルイスのように、メアリーが学ぶのはある種の能力をもつことであると主張

する。これは一般に「能力仮説」と呼ばれるが、特にデヴイッド・ルイスの

説は有力と見られ支持者が多いだけでなく、反対の立場からの批判の的にな

ることも多いので、ここではルイスの能力仮説について検討したい。

ルイスによれば「…ある経験がどんなであるかを知ることはまさしく、思

いだし、想像し、再認する能力をもつことである。それは普通であれ、特別

であれ何らかの種類の情報をもつことではない｡」５「それは、ということを

知ること（knowing-that）ではない。それは、いかにしてを知ること

(knowing-how）である｡｣‘例えば、チョコレートを食べてその味（甘さ）

を知り、それがどんなであるかを学んだら、その経験を後で思い出すことが

できる。また、後でそのような経験を想像することができる。さらに、もう

一度その経験をした時に前のと同じ経験だと認識できる。

「ということを知る」知識を命題知識、「いかにしてを知る」知識を方法知

識と呼ぶことにすると、チョコレートの甘さがどんなであるかを知ることは

命題知識ではなく、方法知識である。

ところで、能力にはいくつかの面がある。多額の貯金をもっていることは

一種の能力であるが、これは明らかに知識ではない。金庫の組み合わせ番号

を知っていることはその金庫の開け方を知っているという点で一種の能力で

あるが、これはある情報の知識である。それに対して、自転車の乗り方を知っ

ているというのは能力であるが、自転車についての命題知識、あるいは事実

知識、あるいは情報知識ではない。自転車の構造についての豊富な知識やサ

ドルにまたがって右手で右ハンドル、左手で左ハンドルを握り、ペダルを踏

めば動く、といった知識をいくら学んでも自転車に乗れるわけではない。っ
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まり、能力には、単なる情報の所有ではないが、それでも我々が知識と呼ぶ

ものがある。赤や甘さを経験するとはどんなであるかという知識はそのよう

な種類の知識であり、能力なのである。

ルイスによれば、知識論証は命題知識の意味での知識と方法知識の意味で

の知識を混同している。我々が命題知識と方法知識、即ち情報と能力の両方

を一緒に得ることはよくある。そのような場合に我々はそれらの混ざったも

のをひとまとめにして知識と呼ぶ。このように異なる種類の知識を区別しな

いことが多いため、情報だけを得るケースや能力だけを得るケースにも同じ

｢知る」という語を適用してしまうのである。故に、知識論証のＰ２でメア

リーが学ぶと言われる知識は世界についての情報でも事実知識でもなく、能

力のセットなのであり、従って結論Ｃは帰結しない。

３Ｍタイの能力仮説批判

タイはこのような能力仮説について、それはそのままの形では正しくない

と論じる｡ア既に見たように、ルイスはある経験がどんなであるかを知るこ

とは思いだし、想像し、再認する能力をもつことであると主張するが、タイ

はこれは経験がどんなであるかを知ることの一般的な説明としては不十分で

あると言う。

彼が反論として挙げるのは、どんなであるかを知っているがルイスの言う

諸能力はもっていないケースである。我々は無数の色を経験できるが、名前

がついているのはその内のほんのわずかである。記憶に蓄えられた表象をもっ

ているのはごく一部の色についてだけである。例えば、私は「赤」という語

を知っているし、赤一般の概念ももっているが、特定の色合い、例えば赤,，

を経験する時、その概念はもっていない。つまり、私は現象的に異なるさま

ざまな色合いを経験するが、そのほとんどの概念をもっていない。同様のこ

とは他の種類の感覚経験についても言える。私は壁の複雑なシミの形を経験
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する時、その形の概念をもっていない。私は現象的に異なるさまざまな形、

味、音、手触りを経験するが、そのほとんどの概念をもっていない。

メアリーが初めて見た熟したトマトの色は赤,7だとしよう。彼女は「トマ

トは赤い」という知識はもっているが、そのトマトの色合いが赤１７だとは知

らない。ただそれについて、あの赤と考えるだけである。この時メアリーは

ルイスの挙げたような能力を獲得するだろうか。タイはそうではないと考え

る。後でそのトマトの色を思い出そうとしても、あの色がどんな色だったか

を思い出すことはできないだろう。また、その色を想像しようとしてもでき

ないだろうし、できたと思ったとしてもそれが赤,5でも赤１９でもないとは確信

できないだろう。さらに、後でもう一度赤17のトマトを見た時、それが前に

見たトマトの色だと再認できないだろう。彼女はその経験を同定できるだけ

の、言わば心的鋳型をもっていない。つまり、メアリーはルイスの挙げた重

要な能力をもっていないのである。

にもかかわらず、メアリーは初めて熟したトマトを見るその時には赤,了と

いう特定の色合いの経験をするとはどんなであるかを知っているに違いない。

確かにメアリーがそのトマトから目を離したり、そのトマトが見えない場所

へ移動したら、彼女はその色を経験するとはどんなであるかを知らないと言

える。しかし、彼女がそのトマトを見ているまさにその時には、彼女がその

色を経験するとはどんなであるかを知っているに違いない。

そうすると、このケースはある経験がどんなであるかを知っているが、ル

イスの言う諸能力はもっていないケースである。ルイスはある経験がどんな

であるかを知ることを彼の言う諸能力をもつことと同一視しているのだから、

これはある経験がどんなであるかを知ることのルイスの説明が誤りであるこ

とを示している。

タイはメアリーがルイスの言う諸能力をもつことを全く否定しているわけ

ではなく、通常の多くの場合にそのような能力をもつことを認めている。た

だ彼はメアリーがそのほかにもっと基本的な能力をもつと言う。それはメア
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リーが「ある経験のある間中その経験を認知する（cugｿljze）能力｣８である。

彼女はルイスの言う諸能力をもたない上述のケースですら、その能力をもっ

ているだろう。それは初めて熟したトマトを見る時、メアリーが「その時そ

の場所で自分の経験をあの現象的特性をもった経験として認知する能力｣９

である。タイはそれを「内観によってその経験に指標的概念を適用する能

力｣'Ⅱと表現し、どんなであるかを知ることはルイスの言う諸能力とではな

く、その基本的能力と同定されるべきであるという、ルイスの能力仮説の改

訂版を提案し、検討する。

この仮説も能力仮説の改訂版である以上、一種の能力仮説であるが、タイ

自身もこれによって（どんなであるかを知ることを何らかの能力をもつこと

と同定する）能力仮説を維持できるとは考えない。彼はこの能力仮説に対す

る反論として、上述の能力はもっているが、どんなであるかを知らないケー

スを挙げている。例えば、メアリーは部屋を出てトマトを見る時、部屋の中

で考えていたことに気をとられていて、気の散った状態にあるとする．しか

し、だからと言って彼女が何の視覚経験もしていないということにはならな

い。考え事をしながら車を運転している時は前方の道路や車を見ていない、

とは言えないのと同様である。トマトはメアリーの目の前にあり、彼女の視

覚経験を妨害するどんな物理的、心理的障害もない。彼女はその経験を内観

することができる。トマトの色の経験がどんなであるかは、内観によって気

づくことのできるものである。確かに彼女は指標的概念を用いて、自分の経

験をあの現象的特性をもった経験として認知する能力をもつ。即ち、自分の

経験の現象的特性を内観的に指す能力をもつ。しかし、明らかにメアリーは

気が散っていてトマトの色の経験がどんなであるかを知らないだろう。彼女

は自分の現象的状態にはっきりとは気づいておらず、それについてどんな考

えや概念ももたないに違いない。従って、この例はメアリーがタイの言う能

力はもつが、どんなであるかは知らないケースであり、タイの想定する能力

仮説に反する例である。
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結局、タイによれば、どんなであるかを知ることをルイスの言う諸能力の

セットと同定することも、タイの言う１つの能力と同定することもできない

のである。

４メアリーは能力を獲得するか

しかし、上のようなタイの議論にはいくつかの問題がある。ルイスの能力

仮説はある経験がどんなであるかを知ることをいくつかの能力のセットと同

定するものであった。タイはそのような同定が誤りであるケースのあること

を指摘する。それは微妙な色調の赤（例えば、赤,7）を感覚するケースで、

その時メアリーは（もち論我々も）その経験をすることによって、それを思

い出す事ができるようにも、それを想像することができるようにも、それを

再認することができるようにもならない。彼女は赤,7を見た後でそれから目

を離すとそれを正確に思い出せないし、その経験をしていない時にその経験

を想像できないし、またそれが再び現れた時にそれを前の経験と同じだと認

識できない。しかし、彼女は少なくとも赤17を見ているまさにその時には赤１７

を見るとはどんなであるかを知っている。従って、どんなであるかを知るこ

とはルイスの言う諸能力と同定することはできない、とタイは言う。

だが、このようなことは色調の微妙な違いを問題にしない赤の経験の場合

にも言えるのではないか。私はカレンダーの休日の赤い数字を見て、それか

ら別の方を向いてその赤の経験を思い出そうとしても、成功した試しがない。

目の前の空間に何とか赤さ、あるいは赤い数字を思い浮かべようとしても全

く思い浮かばない。一般に、色を思い出したり、想像したりすることができ

ると言われることが多いし、ルイスの能力仮説に関して書かれた多くの論文

でも我々がそのような能力をもつことを認めている１１゜異なるのはそれがメ

アリーの得るすべてであるかどうか、それが事実的知識であるかどうか、等

に関してだけである。確かに、赤が再び現れた時にそれを赤だと認識する能
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力をもつようにはみえる。しかしその場合も、前に見た赤を思い出した上で

それらを並べて比較することによって認識するのではない。脳の中に前に経

験した赤さがそのまま保存されているわけではない。おそらくその経験は別

の形に（例えば、あるニューロンのセットの発火パターンとして）記号化さ

れ、再び赤を経験した時に何らかの仕方でその記号が呼び出される事によっ

て同じ経験であると判断されるのであろう。我々は一度見た赤を思い出した

り、想像したりすることができると言うが、実はそうできると単に思い違い

をしているだけなのではないだろうか。例えば、前に見た赤いポストの絵を

描こうとした時、我々はその色を思い出して赤い絵の具を塗っているのだろ

うか。そうではない。そのポストは赤かったという記憶に基づいて「赤」と

書いてある絵の具を選んだり、絵の具から出ている色を見てそれが前に見た

色と同じであると認識したりしてその絵の具を塗るのである。そこではどん

な赤も思い出されたり、想像されたりしてはいない。我々は前に見たポスト

とほぼ同じ色の絵を描くことができるので、そのポストの色を思い出すこと

ができたと勘違いするだけなのである。思い出すことのできるのはそのポス

トは赤かったという記憶だけであり、赤の現象的特性ではない。

同様なことは形についても言える。我々は前に見た複雑な形はもち論、三

角や四角などの単純な形のものでも思い出したり、想像するのは難しい。そ

もそも形らしきものすら思い浮かべるのが困難である。

視覚以外の感覚についても同様で、音を思い出そうとしても頭の中のどこ

にも音は鳴らないし、傷の痛みを思い出したり、想像したつもりでも身体の

どこも痛みはしない。

もしこれが正しければ、感覚経験を思い出したり、想像したりすることは

それらの現象的状態の再現ではない。我々はそのような再現能力をもってい

ない。もっているように思うのは、ほぼ同じ色の絵を描いたり、ほぼ同じ音

を出したり、ほぼ同じ味の料理を作ることができるからである。だがそのよ

うな能力は思い出す能力や想像する能力とは別物なのである。
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だとすると、ルイスがメアリーは初めて赤を経験した時に思い出し、想像

する能力を獲得すると言うのは誤りである。また、多くのケースでその主張

を認めるタイも誤っている。

そもそもメアリーは初めて赤を経験する時に何らかの新しい能力を獲得す

るのだろうか。ルイスはメアリーが赤を経験するとはどんなであるかを知る

が、それを知ることは、まさしく、思い出し、想像し、再認する能力をもつ

事であると言う。最初の２つの能力についてはそもそも現象的状態あるいは

現象的特性を思い出す能力や想像する能力が存在するかどうかも疑わしいと

指摘したが、ここでは仮にそのような能力があることを前提として話を進め

よう。だが、その能力とは、一般的な思い出す能力、想像する能力、再認す

る能力なのか、それともその特殊な経験を思い出す能力、その特殊な経験を

想像する能力、その特殊な経験を再認する能力なのだろうか。もち論、ルイ

スが（そしてタイも）考えているのは前者ではあるまい。それだったらメア

リーは部屋にいた時に既にもっている。彼女は前に見た本の中の図の黒さを

思い出すことや、それを想像したり、後で別の黒い図を見た時にそれを黒い

と認識できたに違いない。だとすると、メアリーが獲得したのは赤を思い出

す能力、赤を想像する能力、赤を再認する能力だということになる。これを

拡張していくと、メアリーは異なる色を経験するたびに新しい能力を獲得す

ることになる。さらに、色だけでなく、音についても（メアリーが音に関す

るすべての物理的事実を知っているとすると）同じ事が言える。ピアノの音

を聞くと、ピアノの音を思い出し、想像し、再認する能力を獲得し、ガラス

を叩く音を聞くと、ガラスを叩く音を思い出し、想像し、再認する能力を獲

得する、等々。このように感覚の対象が変わるたびに新しい能力を獲得する

というのは「能力」という語の乱用ではないか。例えば、人間の脳は光が目

に入ってくるとそれを別の形の情報に変換して低次の視覚野から高次の視覚

野へと送ることによって、例えば色の感覚をもつ（色覚には様々な要因があ

り、これでは説明として簡単すぎるが、ここでの議論のためにはこれで十分
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だろう)。これが色を感覚するという能力である。つまり、色を感覚する能

力は既に我々に備わっていて、その能力を適用する対象が変わるだけなので

ある。脳には赤を感覚する能力、青を感覚する能力、等々が個々別々にある

わけではない。別の例で言えば、我々は指を動かす能力をもっており、その

能力があってはじめて小さなゴミをつまんだり、野球のボールを掴んだりで

きる。ゴミをつまむことは指を動かす能力の１つの適用であり、ボールを掴

むことは指を動かす能力の別の１つの適用である。指を動かす能力を新しい

ことに適用するたびに新しい能力が１つずつ増えていくわけではない。同様

に、メアリーは熟したトマトを見る前に、思いだし、想像し、再認する一般

的能力をもっており、それを新しい感覚経験に適用するだけなのである。

５タイの反論の問題点

従って、メアリーが初めて熟したトマトを見て、赤を経験するとはどんな

であるかを知るということを、新しい事実を知ることではなく、ある方法知

識、即ちある能力（のセット）を獲得することだと説明するのは、知識論証

に対する自然で正当な反駁にはならない。さらに、ある経験がどんなである

かを知ることを、「ある経験のある間中その経験を認知する能力」と同定す

るタイの改訂版も同じ理由でうまくいかない。なぜなら、メアリーは部屋に

いて白や黒の経験をしている時にはいつでもその経験を認知できたはずだか

らである。そして彼女が部屋を出た時には新しい対象にその能力を適用した

にすぎないのである。

既に見たように、タイはこれとは異なる理由で自らこの改訂版に反論した

が、仮にメアリーがタイの言う基本的な能力を猶得するとしても、その反論

には疑問の点がある。

その反論のためにタイが挙げたのは、気が散っているためメアリーが目の

前の熟したトマトに注意を向けていないケースであった。そして、その場合
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メアリーはそのトマトの色を経験するとはどんなであるかを知らないにもか

かわらず、その基本的能力をもっているから、改訂版は誤りであると論じた。

しかし、このような特殊なケースに訴えることは、果たして知識論証を反

駁するという趣旨に添うのだろうか。もともと知識論証の反駁に関しては、

どんなであるかを定義するのが問題ではない。どんなであるかを知ることが、

物理主義に反するのか、つまりそれが事実知識なのかということが問題なの

である。どんなであるかの知識が事実知識なら、それは新しい物理的事実の

知識でなければならない。そして、そのことが物理主義を偽にするのである。

ルイスの反論はそれが事実知識ではなく、方法知識であり、それを獲得す

ることはある能力のセットを獲得することであるというものであった。ここ

でルイスは確かに、どんなであるかを知ることの一般的説明を与えている。

しかし、それはその説明によってメアリーが獲得するものが事実知識ではな

いことを示すためであり、その説明自体を目的としたものではなかった。従っ

て、ルイスにとって、メアリーがある経験がどんなであるかを知らないケー

ス、あるいはそれを知るかどうかが疑わしいケースは問題ではない。

その意味でタイが微妙な色調の赤,7を経験するケースを挙げてルイスの説

を反駁したのは正当である。だが、ルイスの能力仮説の可能な改訂版として

自ら提起した能力仮説を反駁するのに、メアリーがトマトに注意を向けてい

ないケースを挙げたのは、私の理解するところでは、ジャクソンの知識論証

を反駁するというルイスの趣旨に反している。彼はそのケースを、ある色経

験をしているが、にもかかわらずその経験がどんなであるかを知らないケー

スだととっている。しかし、どんなであるかを知ることによって何を得るか

を問題にしている時に、どんなであるかを知らないケースを挙げても役には

立たない。

メアリーの気が散っているケースは知識論証の反駁のためには不必要だが、

もち論、どんなであるかを知ることの一般的定義を与える試みが無駄である

わけではない。だが、その観点から見てもタイの議論には問題がある。
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気が散っている時のメアリーについてタイはまず、メアリーは何らかの色

経験をしているし、さらに、そのつもりになればその経験を内観できると言

う。また、彼女にとってどんなであるかは内観によって気づくことのできる

ものであると考えている。そして、その議論の結論の直前で次のように述べ

ている。

「気が散っているので、実際に彼女は自分の経験にどんな概念も適用しな

い。明らかに、彼女は問題の経験をもつとはどんなであるかを知らない。

というのは、自分の現象的状態についてどんな考えももたないし、どん

な認知的気づきももたないからである。しかし、彼女は確かに、内観に

よって指標的概念を用いて自分の経験の現象的特性を心的に指す能力を

もつ｡」腿

メアリーが問題の経験をもつとはどんなであるかを知らないという事は、

直観的に明らかであるようにみえる。しかし、気が散っているケースにメア

リーが内観によって指す現象的特性とは何だろうか。その時指すものはトマ

トのぼんやりとしたあの色なのだろうか。おそらくそういう場合の赤は視野

の端にある場合と同様、色がついて見えるかどうかも定かではないが、黒ず

んで見えるだろう。タイの言う基本的能力とは要するに、それが見えている

間中、いつでも、今見えているのはあの色だと認識する能力であるが、その

時指されている現象的特性はあの黒ずんだ赤さとでも言うべきものであろう。

しかし、赤いものを目の前にして、注意を向けている時の経験（赤さの経験）

をもたないまま、注意を向けていない時の視覚経験（黒ずんだ赤さの経験）

に注意を向けることができるだろうか。赤いものから目を離して、さっき見

ていたものはどんな色だったかを思い出し、その思い出した視覚経験の現象

的特性を指すことはできるかもしれない。だがタイの問題にしているのはあ

る経験を思い出すケースではなく、その経験をしているまさにその時にその

経験を内観するケースである。すると、気の散っているケースでは、黒ずん

だ赤を経験している時に、赤を経験せずに黒ずんだ赤の経験を内観しなけれ
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ぱならない。しかし、赤いトマトを目の前にして、黒ずんだ赤の経験に注意

を向けようとすると、トマトに注意が向いて赤の経験が生じてしまうのでは

ないだろうか。赤､のケースでは、メアリーはその色経験がどんなであるか

を知っているだけでなく、それを見ている間はいつでも、今見えているのは

あの色（赤励のあの赤さ）だと認識できる。つまり、そのケースはタイの改

訂版が成り立つことを確認できるケースである。だが、微妙なケースという

点では同様の、気が散っているケースはその能力仮説が成り立たないことを

確認できるケースではない。

６知識論証に対するタイの反駁

以上のように、タイのとは異なったいくつかの理由で能力仮説は誤りであ

り、それによってジャクソンの知識論証が反駁されることはない。

では、知識論証が能力仮説によって反駁されないのであれば、知識論証は

有効だと言えるだろうか。そう言えるのは、能力仮説が知識論証に対する唯

一の有力な反論である時に限られる。しかし、知識論証に対する反論にはい

くつかの種類があり、以下のようなタイの議論もその内の有力な種類の反論

の一つである｡!，

タイによれば、部屋にいる間メアリーは赤経験の現象的特性についての概

念、即ち現象的概念赤をもたない。もち論、彼女は「赤」という語を使って

さまざまな知識を表現できるし、その語が使われている多くの文を理解でき

る。しかし、彼女は赤を経験するとはどんなであるかを知らないのだから、

そこで彼女が用いている赤の概念は非現象的である。従って、彼女は部屋の

中で「これが赤の経験である」という考えをもつことができない。そして、

部屋を出て熟したトマトを見て、初めて「これが赤の経験である」という考

えをもち、その考えの、部屋の中では知ることのできなかった内容を知るの

である。つまり、メアリーは新たに何かを発見したと言えよう。
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ところで、「これが赤の経験である」という考えの内容を新しいと考える

際にタイが用いている思考内容の個別化は、概念とフレーゲの意味での「提

示様式」に基づく個別化である。例えば、そのコップの中のものは水である

という考えの内容とそのコップの中のものはＩＬＣであるという考えの内容

とは真理条件のレベルでは同じだが、概念と提示様式のレベルでは異なる。

そこでは同じ指示体をもつ水という概念とＨ２０という概念によって、その

指示体を異なった提示様式のもとで指示している。

また、思考内容の区別と同じように、タイは事実をきめの粗い個別化条件

のもとでの事実ときめの細かい個別化条件のもとでの事実とを区別する｡川

前者は客観的世界で成り立つ事態であり、それらの事態がどのように概念化

されるかとは無関係である。その意味では、そのコップの中のものは水であ

るという事実はそのコップの中のものはＨ２○であるという事実と同一であ

る。後者はある概念化のもとでの事態であり、この意味では、そのコップの

中のものは水であるという事実はそのコップの中のものはＨ２０であるとい

う事実と同じではない。外的、客観的事態は同じだが、それらの概念化のさ

れ方が異なっているからである。

このような観点からメアリーのケースを見ると、彼女が部屋を出て何か新

しいことを知ると認めても、それによって物理主義が否定されることにはな

らない。確かに、メアリーは部屋を出て「これが赤の経験である」と知る。

これは新しい命題知識である。しかし、これはメアリーが部屋の中で既にもっ

ていた物理的事実についての知識を、新しく猶得した現象的概念を使って異

なる提示様式のもとで表したものにすぎないのである。彼女は既に知ってい

た物理的事実を新しい知り方で知るだけであり、新しい非物理的事実を知る

わけではない。従って、ジャクソンの知識論証は物理主義を反駁しない。
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７知識論証の再検討

事実についての知り方の違いに訴えて知識論証の前提Ｐ２は成り立たない

と論じる上のような議論は他にもいくつか見られるが、知識論証に対する有

力な反論であり、そこでの議論も多くの重要な論点を含んでいる事は間違い

ないのだが、もしこれが誤りだとしても、私は直接Ｐ２を否定することなく、

以下のように知識論証を反駁できると思う。

もう一度簡単に知識論証の設定を確認しておこう。メアリーはずっと白と

黒の世界（部屋）で過ごし、色を見たことがないが、人が色を見る時のすべ

ての（低次の）物理的、機能的事実を知っていると仮定された。従って、彼

女は部屋の中の白いものや黒いものを見る時の光の反射、その網膜への影響、

そこから外側膝状体やさまざまな視覚野への信号の伝達、等々をすべて知っ

ている。しかし、部屋の中でメアリーがもっていた知識は物理的、機能的事

実についての知識だけではあるまい。彼女は部屋の中で白い床や天井、黒い

ベッド、白い紙に書かれた黒い文字、等々、白と黒のさまざまなものを見る。

従って、彼女は「これが白（あるいは、黒）を経験するということだ」とい

う知識をもつことができる。言い換えると、「曰（あるいは、黒）を経験す

るとはどんなであるか」を知っているに違いない。つまり、メアリーは白と

黒に関する事実を物理的、機能的提示様式のもとで知っているだけではなく、

現象的提示様式のもとでも知っているのである。

ではジャクソンにこの知識は物理的事実についての知識なのかと間うてみ

よう。彼は「ノー」と答えなければならないだろう。なぜなら、「白（ある

いは、黒）を経験するとはどんなであるか」という、現象的提示様式のもと

での知識が物理的事実についての知識であると認めると、同じく現象的提示

様式のもとでの知識である「赤を見るとはどんなであるか」という知識も物

理的事実についての知識であると認めなければならないからである。すると、

ジャクソンは最初から物理的事実についての知識ではない事実知識があるこ
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とを前提していることになる。知識論証の前提Ｐ２は物理的でない事実があ

ることを導くための前提であった。ところがその働きをするものは既に知識

論証の設定条件の中に含まれていたのであり、従って、物理主義は偽である

という結論自体が既にその中に含まれていたのである。これは明らかに論点

先取であり、従って、ジャクソンの知識論証は無効である.

また、このような論点先取を避けるためには、ジャクソンはメアリーが何

も見ることのできない状態を設定しなければならない。だがそうすると、メ

アリーは本を読むことも、テレビを見ることもできないことになり、彼女が

色覚についての物理的、機能的事実をすべて知っている理想的な神経科学者

になるという想定は極めて困難になるだろう。知識論証を提示したジャクソ

ンの意図は第１節の最後で明示したように、できるだけ多くの人にとって明

白であるような前提をもった論証を提示する事であったが、このように設定

を修整できたとしても、それでは物理的な話だけでチョコレートの甘さを捉

えることができないという一部のクオリア・フリークの直観同様、論争に耐

えるには弱すぎる。従って、彼の意図は実現できないだろう。

ジャクソンは「知識論証は確かに実証可能ではないが、極めて理にかなっ

た前提から物理主義は誤りであるという結論への妥当な論証である｣'5と主張

しているが、結局その論証は不成功に終わったと言えよう。

注

1Ｆ・Jackson，‘`EpiphenominalQualia,”円MOS”〃ｊｃａノQzcajTwqbノ３２

（1982),ppl27-136参照

ただし、以下の引用は次のアンソロジー所収のものによる。

Ｗ,GLycan,（ed.)Ｍｉ"。α"ｄＣｑｇ"伽":α〃α"f〃Olbgy,２ｎｄｅｄ・Oxfbrd：

BlackwellPublishers，１９９９

２例えば、ジャクソン自身、ジャクソン（1982）では「情報」という語を

用いているが、次の論文では「事実」という語を使っている.
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Press，1997所収）

３Lycan（1999)，ｐ４４１

４例えば、Ｐ.Ｍ,Churchland,ＴＷｃＥ“"ｃｑ/Rcaso"，腕ｃＳｍｆ〃肋CSO"Ｌ

Cambridge:ＭＩＴPress，1995,pp200-202参照

５DavidLewis,`WhatExperienceTeaches,''PmceF`j蝉ｑ/肋ｅＲ"Sc/ｍ〃

SOCたり（ed，byCopley･Coltheart，Univ・ofSydney)、引用はLycan

（1999）所収のもののp、４５９

６同上ｐ４５９

７以下のタイの議論はＭ・Tye，CmscjmJs"BSS，Ｃｂｂ必α"ｄＣｂ"陀城

Cambridge：ＭＩＴPress，2000のＩ部第１章参照

８同上ｐｌ３

９同上ｐｌ３

１０同上ｐｌ４

１１例えば、Ｄ､Papineau,7Vｉｆ"侮噸a60zcrCmscm脚s"CSS,Oxfbrd:Clarendon

Press’2002では「…経験を想像において再生（re-create）できる…」と

述べられている。

1２タイ（2000)，ｐｌ４

１３例えば、パピノーもメアリーが獲得するのは新しい概念（現象的概念）

であると考えている。また、知識論証は唯物論の反駁には成功しなかっ

たが、現象的概念の存在を確立するすぐれた方法を示したものと評価し

ている。パピノー（2002)，2.2参照

1４タイ（2000)，ｐ，１８及びＭ・Tye，719〃Ｐｍ６陀蝿ｑ／ＣＤ”わ"s"CSS，

CambridgegMITPress，1995,6.3参照

ｌ５ジャクソン（1986)，引用はBlock他（1997）所収のもののｐ５６９
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