














２００２００８８年度年度２２学期学期木曜１木曜１時限時限
「哲学基礎「哲学基礎BB」」

「認識するとはどういうことか？」「認識するとはどういうことか？」

第第第第第第第第８８８８８８８８回講義回講義回講義回講義（（（（２００２００２００２００回講義回講義回講義回講義（（（（２００２００２００２００８８８８８８８８年年年年年年年年１１１１１１１１１１１１１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日））））月月月月２７２７２７２７日日日日））））

§§§§§§§§７７７７７７７７ 心身問題心身問題心身問題心身問題心身問題心身問題心身問題心身問題 そのそのそのその２２２２そのそのそのその２２２２

唯物論唯物論唯物論唯物論はははは志向性志向性志向性志向性をををを説明説明説明説明できるかできるかできるかできるか？？？？唯物論唯物論唯物論唯物論はははは志向性志向性志向性志向性をををを説明説明説明説明できるかできるかできるかできるか？？？？



３、心身問題における中心問題：３、心身問題における中心問題：
「同一説はただしいのか？」「同一説はただしいのか？」

�� 物理主義物理主義物理主義物理主義物理主義物理主義物理主義物理主義PhysicalismPhysicalismがががが有力有力有力有力でありでありでありであり、、、、がががが有力有力有力有力でありでありでありであり、、、、

同一説同一説同一説同一説同一説同一説同一説同一説やややややややや機能主義機能主義機能主義機能主義がががが主流主流主流主流であるとおもわれますであるとおもわれますであるとおもわれますであるとおもわれます。。。。機能主義機能主義機能主義機能主義がががが主流主流主流主流であるとおもわれますであるとおもわれますであるとおもわれますであるとおもわれます。。。。

それらはそれらはそれらはそれらは、、、、心心心心をををを物理現象物理現象物理現象物理現象にににに還元還元還元還元しようとするしようとするしようとするしようとする。。。。それらはそれらはそれらはそれらは、、、、心心心心をををを物理現象物理現象物理現象物理現象にににに還元還元還元還元しようとするしようとするしようとするしようとする。。。。

そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、躓躓躓躓きのきのきのきの石石石石となるのがとなるのがとなるのがとなるのが、、、、そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、躓躓躓躓きのきのきのきの石石石石となるのがとなるのがとなるのがとなるのが、、、、

心心心心ののののクオリアクオリアクオリアクオリアとととと志向性志向性志向性志向性であるであるであるである。。。。心心心心ののののクオリアクオリアクオリアクオリアとととと志向性志向性志向性志向性であるであるであるである。。。。

（（（（１１１１））））クオリアクオリアクオリアクオリア（（（（１１１１））））クオリアクオリアクオリアクオリア

�� クオリアクオリアクオリアクオリアのののの物理現象物理現象物理現象物理現象へのへのへのへの還元還元還元還元のののの難難難難しさはしさはしさはしさはクオリアクオリアクオリアクオリアのののの物理現象物理現象物理現象物理現象へのへのへのへの還元還元還元還元のののの難難難難しさはしさはしさはしさは先週先週先週先週先週先週先週先週確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。確認確認確認確認しましたしましたしましたしました。。。。
それにそれにそれにそれに対対対対するするするする物理主義物理主義物理主義物理主義からのからのからのからの反応反応反応反応としてはとしてはとしてはとしては、、、、消去主義消去主義消去主義消去主義もももも考考考考それにそれにそれにそれに対対対対するするするする物理主義物理主義物理主義物理主義からのからのからのからの反応反応反応反応としてはとしてはとしてはとしては、、、、消去主義消去主義消去主義消去主義もももも考考考考
えられるとおもいますえられるとおもいますえられるとおもいますえられるとおもいます。。。。えられるとおもいますえられるとおもいますえられるとおもいますえられるとおもいます。。。。

�� 心心心心をををを物理現象物理現象物理現象物理現象にににに還元還元還元還元しようとするときにはしようとするときにはしようとするときにはしようとするときには、、、、こころのこころのこころのこころの存在存在存在存在をををを認認認認心心心心をををを物理現象物理現象物理現象物理現象にににに還元還元還元還元しようとするときにはしようとするときにはしようとするときにはしようとするときには、、、、こころのこころのこころのこころの存在存在存在存在をををを認認認認
めているのですめているのですめているのですめているのです。。。。しかししかししかししかし、、、、心心心心のののの存在存在存在存在をををを認認認認めずめずめずめず、、、、こころについてこころについてこころについてこころについてめているのですめているのですめているのですめているのです。。。。しかししかししかししかし、、、、心心心心のののの存在存在存在存在をををを認認認認めずめずめずめず、、、、こころについてこころについてこころについてこころについて
語語語語るるるる必要必要必要必要がないというがないというがないというがないという立場立場立場立場もももも可能可能可能可能ですですですです。。。。語語語語るるるる必要必要必要必要がないというがないというがないというがないという立場立場立場立場もももも可能可能可能可能ですですですです。。。。



�� クオリアクオリアを含めてを含めて

�� 心の内容には、どのようなものがあるでしょう心の内容には、どのようなものがあるでしょう
かか??







心心心心のののの内容内容内容内容のののの区別区別区別区別心心心心のののの内容内容内容内容のののの区別区別区別区別

１、１、クオリアクオリア

２、２、志向性志向性

（１）（１）非言語的な志向性非言語的な志向性

（２）（２）言語的な志向性言語的な志向性



志向性とはなにか。志向性とはなにか。

（（（（サールサールサールサール（（（（サールサールサールサール『『『『『『『『心心心心のののの哲学哲学哲学哲学心心心心のののの哲学哲学哲学哲学』』』』』』』』山本貴光山本貴光山本貴光山本貴光、、、、吉川浩満訳吉川浩満訳吉川浩満訳吉川浩満訳、、、、朝日出朝日出朝日出朝日出山本貴光山本貴光山本貴光山本貴光、、、、吉川浩満訳吉川浩満訳吉川浩満訳吉川浩満訳、、、、朝日出朝日出朝日出朝日出
版社版社版社版社よりよりよりより））））版社版社版社版社よりよりよりより））））

�� 志向状態志向状態志向状態志向状態志向状態志向状態志向状態志向状態とはとはとはとは、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、とはとはとはとは、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、

信念信念信念信念、、、、欲求欲求欲求欲求、、、、希望希望希望希望、、、、恐恐恐恐れれれれ、、、、知覚知覚知覚知覚、、、、記憶記憶記憶記憶、、、、意図意図意図意図信念信念信念信念、、、、欲求欲求欲求欲求、、、、希望希望希望希望、、、、恐恐恐恐れれれれ、、、、知覚知覚知覚知覚、、、、記憶記憶記憶記憶、、、、意図意図意図意図、、、、、、、、
であるであるであるである。。。。であるであるであるである。。。。

�� 志向性志向性志向性志向性志向性志向性志向性志向性とはとはとはとは、、、、このようなこのようなこのようなこのような状態状態状態状態のののの心心心心のののの性質性質性質性質であであであであとはとはとはとは、、、、このようなこのようなこのようなこのような状態状態状態状態のののの心心心心のののの性質性質性質性質であであであであ
るるるる。。。。るるるる。。。。

�� 志向状態志向状態志向状態志向状態にはにはにはには、、、、自自自自らをらをらをらを超超超超えてえてえてえて世界世界世界世界のののの中中中中のののの対対対対志向状態志向状態志向状態志向状態にはにはにはには、、、、自自自自らをらをらをらを超超超超えてえてえてえて世界世界世界世界のののの中中中中のののの対対対対
象象象象とととと事態事態事態事態をををを指指指指しししし示示示示すすすす能力能力能力能力があるがあるがあるがある。。。。象象象象とととと事態事態事態事態をををを指指指指しししし示示示示すすすす能力能力能力能力があるがあるがあるがある。。。。



�� 志向状態志向状態志向状態志向状態がががが、、、、命題命題命題命題をををを内容内容内容内容とするとするとするとする志向状態志向状態志向状態志向状態がががが、、、、命題命題命題命題をををを内容内容内容内容とするとするとするとすることがあることがあることがあることがある。。。。ことがあることがあることがあることがある。。。。
SS（ｐ）（ｐ）（ｐ）（ｐ）（ｐ）（ｐ）（ｐ）（ｐ） （（（（（（（（SSはははは命題的態度命題的態度命題的態度命題的態度とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる））））はははは命題的態度命題的態度命題的態度命題的態度とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる））））

「「「「私私私私はははは「「「「私私私私はははは『『『『『『『『ｐｐｐｐｐｐｐｐ』』』』』』』』をををを知知知知っているっているっているっている」」」」をををを知知知知っているっているっているっている」」」」
「「「「私私私私はははは「「「「私私私私はははは『『『『『『『『ｐｐｐｐｐｐｐｐ』』』』』』』』をををを欲欲欲欲するするするする」」」」をををを欲欲欲欲するするするする」」」」
「「「「私私私私はははは「「「「私私私私はははは『『『『『『『『ｐｐｐｐｐｐｐｐ』』』』』』』』をををを約束約束約束約束するするするする」」」」をををを約束約束約束約束するするするする」」」」
「「「「私私私私はははは「「「「私私私私はははは『『『『『『『『ｐｐｐｐｐｐｐｐ』』』』』』』』をををを質問質問質問質問するするするする」」」」をををを質問質問質問質問するするするする」」」」
「「「「私私私私はははは「「「「私私私私はははは『『『『『『『『ｐｐｐｐｐｐｐｐ』』』』』』』』をををを命令命令命令命令するするするする」」」」をををを命令命令命令命令するするするする」」」」 などなどなどなど。。。。などなどなどなど。。。。

�� 志向状態志向状態志向状態志向状態志向状態志向状態志向状態志向状態がががががががが単単単単にににに対象対象対象対象をををを単単単単にににに対象対象対象対象をををを内容内容内容内容とすることがあるとすることがあるとすることがあるとすることがある。。。。内容内容内容内容とすることがあるとすることがあるとすることがあるとすることがある。。。。
SS（ｎ）（ｎ）（ｎ）（ｎ）（ｎ）（ｎ）（ｎ）（ｎ） ((非言語的非言語的非言語的非言語的なななな志向性志向性志向性志向性））））非言語的非言語的非言語的非言語的なななな志向性志向性志向性志向性））））

「「「「私私私私はははは紅葉紅葉紅葉紅葉をををを見見見見ているているているている」」」」「「「「私私私私はははは紅葉紅葉紅葉紅葉をををを見見見見ているているているている」」」」 （（（（知覚知覚知覚知覚））））（（（（知覚知覚知覚知覚））））
「「「「私私私私ははははベジマイトベジマイトベジマイトベジマイトのののの味味味味をををを覚覚覚覚えているえているえているえている」」」」「「「「私私私私ははははベジマイトベジマイトベジマイトベジマイトのののの味味味味をををを覚覚覚覚えているえているえているえている」」」」 （（（（記憶記憶記憶記憶））））（（（（記憶記憶記憶記憶））））
「「「「私私私私ははははマリリンマリリンマリリンマリリンをををを愛愛愛愛するするするする」」」」「「「「私私私私ははははマリリンマリリンマリリンマリリンをををを愛愛愛愛するするするする」」」」 （（（（意図意図意図意図））））（（（（意図意図意図意図））））
「「「「私私私私ははははコーラコーラコーラコーラをををを飲飲飲飲みたいみたいみたいみたい」」」」「「「「私私私私ははははコーラコーラコーラコーラをををを飲飲飲飲みたいみたいみたいみたい」」」」 （（（（欲求欲求欲求欲求））））（（（（欲求欲求欲求欲求））））





intentionality(intentionality(志向性志向性))とと
intensionalityintensionality((内包性）の内包性）の区別区別

�� Intentionality(Intentionality(志向性志向性志向性志向性志向性志向性志向性志向性))はははは、、、、世界世界世界世界のののの中中中中のののの対象対象対象対象ととととはははは、、、、世界世界世界世界のののの中中中中のののの対象対象対象対象とととと

事態事態事態事態へとへとへとへと方向付方向付方向付方向付けられけられけられけられ、、、、関与関与関与関与しししし、、、、そのそのそのその一部一部一部一部とととと事態事態事態事態へとへとへとへと方向付方向付方向付方向付けられけられけられけられ、、、、関与関与関与関与しししし、、、、そのそのそのその一部一部一部一部とととと
なるなるなるなる。。。。なるなるなるなる。。。。

�� IntensionalityIntensionality（（（（内包性内包性内包性内包性））））とはとはとはとは、、、、外延性外延性外延性外延性（（（（内包性内包性内包性内包性））））とはとはとはとは、、、、外延性外延性外延性外延性
（（（（（（（（extensionalityextensionality））））にににに対立対立対立対立するものでするものでするものでするもので、、、、））））にににに対立対立対立対立するものでするものでするものでするもので、、、、

通常通常通常通常、、、、文文文文やややや言明言明言明言明のののの意味意味意味意味通常通常通常通常、、、、文文文文やややや言明言明言明言明のののの意味意味意味意味SinnSinn（（（（指示指示指示指示（（（（指示指示指示指示BedeutungBedeutung

とととと区別区別区別区別されてされてされてされて））））とととと呼呼呼呼ばれているものであるばれているものであるばれているものであるばれているものである。。。。とととと区別区別区別区別されてされてされてされて））））とととと呼呼呼呼ばれているものであるばれているものであるばれているものであるばれているものである。。。。



�� このような志向性を、物理主義は説明できるこのような志向性を、物理主義は説明できる
だろうか？だろうか？



Figure 1Figure 1
““How can How can II be hungry or thirsty?be hungry or thirsty?”” 115115

the angiotensin2 gets inside the hypothalamus (the angiotensin2 gets inside the hypothalamus (視床下部視床下部視床下部視床下部視床下部視床下部視床下部視床下部) ) 

①↓①↓①↓①↓①↓①↓①↓①↓triggertrigger

�� ②②②②②②②②a certain neuron activitya certain neuron activity ＝＝＝＝＝＝＝＝③③③③③③③③ a feeling of thirst a feeling of thirst 

((qualiaqualia))

④④④④④④④④↓↓↓↓↓↓↓↓ ⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤↓↓↓↓↓↓↓↓

�� ⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥a certain neuron activitya certain neuron activity ＝＝＝＝＝＝＝＝⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦a intentional feeing i.e. a a intentional feeing i.e. a 
desire to drink a waterdesire to drink a water (nonlinguistic intentionality)(nonlinguistic intentionality)

⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧↓↓↓↓↓↓↓↓ ⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨↓↓↓↓↓↓↓↓ ((欲求欲求欲求欲求））））欲求欲求欲求欲求））））

�� ⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩a certain neuron activity a certain neuron activity ＝＝＝＝＝＝＝＝⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪ ““I want to drink waterI want to drink water””

(linguistic (linguistic intentionalitintentionalitｙ）ｙ）ｙ）ｙ）ｙ）ｙ）ｙ）ｙ）

④④④④とととと⑧⑧⑧⑧はははは因果関係因果関係因果関係因果関係であるであるであるである。。。。⑤⑤⑤⑤とととと⑦⑦⑦⑦もももも因果関係因果関係因果関係因果関係だろうかだろうかだろうかだろうか。。。。④④④④とととと⑧⑧⑧⑧はははは因果関係因果関係因果関係因果関係であるであるであるである。。。。⑤⑤⑤⑤とととと⑦⑦⑦⑦もももも因果関係因果関係因果関係因果関係だろうかだろうかだろうかだろうか。。。。



Figure Figure ２（推論）２（推論）
�� ①①①①①①①①あるあるあるある脳過程脳過程脳過程脳過程あるあるあるある脳過程脳過程脳過程脳過程 = = ②②②②②②②② 「「「「私私私私はははは水水水水がががが飲飲飲飲みたいみたいみたいみたい」」」」「「「「私私私私はははは水水水水がががが飲飲飲飲みたいみたいみたいみたい」」」」（（（（欲望欲望欲望欲望））））（（（（欲望欲望欲望欲望））））

＋（＋（＋（＋（あるあるあるある脳過程脳過程脳過程脳過程））））＋（＋（＋（＋（あるあるあるある脳過程脳過程脳過程脳過程）））） ＋（「＋（「＋（「＋（「水道水道水道水道のののの水水水水ををををコップコップコップコップにににに＋（「＋（「＋（「＋（「水道水道水道水道のののの水水水水ををををコップコップコップコップにににに
入入入入れればれればれればれれば、、、、水水水水をををを飲飲飲飲むことがむことがむことがむことが入入入入れればれればれればれれば、、、、水水水水をををを飲飲飲飲むことがむことがむことがむことが
出来出来出来出来るるるる。」。」。」。」などのなどのなどのなどの様様様様々々々々なななな信念信念信念信念））））出来出来出来出来るるるる。」。」。」。」などのなどのなどのなどの様様様様々々々々なななな信念信念信念信念））））

③③③③③③③③↓↓↓↓↓↓↓↓ ④④④④④④④④↓↓↓↓↓↓↓↓

�� ⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤あるあるあるある脳過程脳過程脳過程脳過程あるあるあるある脳過程脳過程脳過程脳過程 = = ⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥ 「「「「私私私私はそのためにはそのためにはそのためにはそのために、、、、コップコップコップコップ「「「「私私私私はそのためにはそのためにはそのためにはそのために、、、、コップコップコップコップ

をとろうをとろうをとろうをとろう」」」」をとろうをとろうをとろうをとろう」」」」
⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦↓↓↓↓↓↓↓↓ ⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧↓↓↓↓↓↓↓↓（（（（事前事前事前事前のののの意図意図意図意図））））（（（（事前事前事前事前のののの意図意図意図意図））））

�� ⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨⑨あるあるあるある脳過程脳過程脳過程脳過程あるあるあるある脳過程脳過程脳過程脳過程 = = ⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩ 「「「「私私私私はそのためにはそのためにはそのためにはそのために、、、、手手手手をををを「「「「私私私私はそのためにはそのためにはそのためにはそのために、、、、手手手手をををを

上上上上げようげようげようげよう」」」」上上上上げようげようげようげよう」」」」（（（（行為中行為中行為中行為中のののの意図意図意図意図））））（（（（行為中行為中行為中行為中のののの意図意図意図意図））））

③③③③とととと⑦⑦⑦⑦はははは因果関係因果関係因果関係因果関係、、、、③③③③とととと⑦⑦⑦⑦はははは因果関係因果関係因果関係因果関係、、、、 ④④④④とととと⑧⑧⑧⑧はははは実践的実践的実践的実践的なななな推論関係推論関係推論関係推論関係④④④④とととと⑧⑧⑧⑧はははは実践的実践的実践的実践的なななな推論関係推論関係推論関係推論関係
仮仮仮仮にににに①①①①＝＝＝＝②②②②、、、、⑤⑤⑤⑤＝＝＝＝⑥⑥⑥⑥、、、、⑨⑨⑨⑨＝＝＝＝⑩⑩⑩⑩だとするとだとするとだとするとだとすると、、、、③③③③仮仮仮仮にににに①①①①＝＝＝＝②②②②、、、、⑤⑤⑤⑤＝＝＝＝⑥⑥⑥⑥、、、、⑨⑨⑨⑨＝＝＝＝⑩⑩⑩⑩だとするとだとするとだとするとだとすると、、、、③③③③==④④④④④④④④、、、、⑦⑦⑦⑦＝＝＝＝⑧⑧⑧⑧とならとならとならとなら、、、、⑦⑦⑦⑦＝＝＝＝⑧⑧⑧⑧とならとならとならとなら
なければならないがなければならないがなければならないがなければならないが、、、、そうはなっていないそうはなっていないそうはなっていないそうはなっていない。。。。なければならないがなければならないがなければならないがなければならないが、、、、そうはなっていないそうはなっていないそうはなっていないそうはなっていない。。。。



Figure Figure ３（心的因果）３（心的因果）

�� あるあるあるある脳過程脳過程脳過程脳過程あるあるあるある脳過程脳過程脳過程脳過程 =  =  ①①①①①①①① ““I raise my armI raise my arm””

「「「「私私私私はははは腕腕腕腕をををを上上上上げるげるげるげる」」」」「「「「私私私私はははは腕腕腕腕をををを上上上上げるげるげるげる」」」」（（（（行為中行為中行為中行為中のののの意図意図意図意図））））（（（（行為中行為中行為中行為中のののの意図意図意図意図））））
②↓②↓②↓②↓②↓②↓②↓②↓

�� a neuron firing in the motor cortexa neuron firing in the motor cortex

((運動皮質運動皮質運動皮質運動皮質でのでのでのでのニューロンニューロンニューロンニューロンのののの発火発火発火発火運動皮質運動皮質運動皮質運動皮質でのでのでのでのニューロンニューロンニューロンニューロンのののの発火発火発火発火))

↓↓↓↓↓↓↓↓
�� the secretion of acetylcholine at the axon end plates of my motothe secretion of acetylcholine at the axon end plates of my motor r 

neuronsneurons

((運動運動運動運動ニューロンニューロンニューロンニューロンのののの軸策突起軸策突起軸策突起軸策突起のののの末端末端末端末端でのでのでのでのアセチルコリンアセチルコリンアセチルコリンアセチルコリンのののの分泌分泌分泌分泌運動運動運動運動ニューロンニューロンニューロンニューロンのののの軸策突起軸策突起軸策突起軸策突起のののの末端末端末端末端でのでのでのでのアセチルコリンアセチルコリンアセチルコリンアセチルコリンのののの分泌分泌分泌分泌))

↓↓↓↓↓↓↓↓
�� the stimulation of the ion channelsthe stimulation of the ion channels （（（（イオンイオンイオンイオン・・・・チャンネルチャンネルチャンネルチャンネルのののの刺激刺激刺激刺激））））（（（（イオンイオンイオンイオン・・・・チャンネルチャンネルチャンネルチャンネルのののの刺激刺激刺激刺激））））

↓↓↓↓↓↓↓↓
�� the attack on the the attack on the cyptoplasmcyptoplasm of the muscle fiberof the muscle fiber （（（（筋肉繊維筋肉繊維筋肉繊維筋肉繊維のののの細胞質細胞質細胞質細胞質（（（（筋肉繊維筋肉繊維筋肉繊維筋肉繊維のののの細胞質細胞質細胞質細胞質
へのへのへのへの作用作用作用作用））））へのへのへのへの作用作用作用作用））））,,

↓↓↓↓↓↓↓↓
�� the arm risesthe arm rises



小小小小レポートレポートレポートレポートのののの課題課題課題課題小小小小レポートレポートレポートレポートのののの課題課題課題課題

�� 志向性について我々が報告することが出来志向性について我々が報告することが出来
る。る。

�� もし志向性が、物理現象に付随するだけであもし志向性が、物理現象に付随するだけであ
るとすると、どうしてわれわれはそれについてるとすると、どうしてわれわれはそれについて
語ることが出来るのだろうか？語ることが出来るのだろうか？

�� ここに困難があるのではないだろうか。ここに困難があるのではないだろうか。

�� この困難について説明し、その解決を書いてこの困難について説明し、その解決を書いて
下さい。下さい。


