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色の哲学

美　濃　　　正

色とは何か？本稿はこの問題について哲学的観点から再考察する。まず、色が物体の性
質であることを否定しそれを私たち自身の経験に帰属させるガリレオ-ロック的色理論の
基本的正しさを二つの論証を通じて再確認する。続いて、私たちの色経験の原因である一
定の物理的性質の存否について検討し、それを傾向性と考えても傾向性の因果的基盤と捉
えてもそのような一定の物理的性質の存在を認めることはできないことを示す。本稿の後
半部では、私たちの経験に帰属する性質としての色とはどのようなものかについて考察さ
れる。まず、経験の性質としての色はたとえば ｢赤く感じるsensing redly」といった形で
表わされるが、このような概念は私たちの世界理解の枠組みのうちに理論的概念として導
入されたものであり、物体に適用される色概念によっては分析不可能であると論じられる。
続いて、知覚に関する表象説（志向説）は、まさにこのような仕方で経験の性質としての
色概念の分析を行おうとしている点で誤っていることが示される。最後に、ガリレオ-ロッ
ク的色理論の存在論的含意が検討され、経験の性質としての色が非物理的性質であるか否
かについてそれはいかなる含意ももたないと結論される。

０ 　はじめに

　本稿において私は、色とは何かについて再考したい。ここで「色」というのは、もちろん、

赤や青や黄といった、あの色のことである。私たちの生きるこの世界は、色とりどりのカラフ

ルな世界であると、多くの人が信じていることであろう。つまり、この世界に存在する多くの

事物は現実にそれぞれ多様な色をもつ、言い換えれば、色をもつということはこの世界の（諸

事物の）リアルなあり方（性質）の一つであると信じていることだろう。だが、本当にそうな

のだろうか？色は、実際にそのような世界のリアルなあり方の一つと言えるのだろうか？色と

は何かについて考えることは、このように、この世界が現実にどのようなあり方をしているの

かについて（部分的にではあれ）考えることにほかならない。したがって、本稿における探究

は、すぐれて存在論的な探究であると言ってよいだろう。

　本稿の議論は、大略、次のような順序で進められる。まず、色に関するガリレオ-ロック的

理論の基本的正しさを再確認し、それをとおして物体のもつ性質としての色（もしそのような

ものがあるとすれば）とは何かという問題について考察する（第 1 節～第 4 節）。以下により

詳しく述べるが、色に関するガリレオ-ロック的理論とは、要するに、私たちに見えている（と

思われる）色が物体のもつ性質の一つであることを否定し、それをむしろ私たちの経験に帰属

させる立場である。しかし、私たちに見えている色を物体そのものの性質の一つとして当の物
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体に帰属させることはできないにしても、私たちに見えている色にいわば対応する何らかのリ

アルな性質（「物体のもつ性質としての色」）が当の物体のうちにあるのではないか？もしある

とすれば、それはどんな性質だろうか？

　次に、ガリレオ-ロック的理論にもとづきつつ、この理論によって物体への帰属が否定され

るところの、私たちに見えている（と思われる）色とは結局何であるのかについて少し立ち入っ

て検討し、その検討結果がもつ哲学的含意はどのようなものであるのかに関しても考えること

にしたい（第 5 節～第 7 節）。結論的には、私は次のように論じることになる。私たちに見え

ている色とは、「ある一定の仕方で感じる」という、私たちの視覚経験それ自体の性質である。

この性質を何かを表象する性質として捉えることはできない（知覚に関する表象説の誤り）。

だが、以上のことは私たちに見えている色が何らかの非物理的性質であることを含意しない。

１ 　色に関するガリレオ-ロック的理論

　色に関するガリレオ-ロック的理論⑴とはどのようなものか、彼ら自身のことばによって確

認しよう。まず、ガリレオによれば、

　　 私が、ある質料とか物体を考えるとき、ただちにイメージとしてえがく必要にかられるの

は、つぎのようなものだと考えます。つまり、そのものが、しかじかの形をして境界と形

態とをもっており、他のものと比べて大きいか小さいか、また、しかじかの場所に、しか

じかの時刻に存在し、運動しているか静止しているか、．．．ということなのです。いかな

るイメージをつくる場合も、物質をこれらの条件から切り離して考えることはできませ

ん。しかし、その物質が、白いか赤いか、苦いか甘いか、．．というこういった条件をかな

らず含めて、その物質を理解しなければならぬとは考えません。それどころか、もし諸感

覚がわたしたちにともなっていなければ、理性や想像力それ自身だけでは、それらの性質

にまでは到達しないはずなのです。したがって、これら味や匂いや色彩などは、それがそ

こに内在しているかにみえる主体の側からみると、たんなる名辞にすぎないのであり、た

んに感覚主体のなかにそれらの所在があるにすぎない、とわたしは思うのです。⑵

次に、ロックの論じるところでは、

　　 火や雪の諸部分の特定のかさ・数・形・運動は、だれかの感官が火や雪を知覚すると否と

にかかわらず、火や雪に真実にある。したがって、それらの物体に実在するから、実在的

性質と呼んでよい。が、明るさ、熱さ、白さ、冷たさは火や雪になく、その点は、吐き気

や痛みがマナ⑶にないのと同じだ。そうした［明るさや熱さなどの］感覚を取り去ろう。
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……そうすれば、色も味も香も音もすべて、そうした特定の観念としては消えてなくなり、

それらの原因に、すなわち［観念を産む物体の］部分のかさ・形・運動に還元されるので

ある。⑷

　ガリレオとロックの色（や味や匂いなど）についての考え方が基本的に同じであることは、

特に説明するまでもなく明らかであろう。すでに述べたように、彼らの基本主張は次の二つで

あると言えるだろう。

　（ 1 ） 　私たちが感覚する色（や味や匂いなど）は、（私たちの通念に反して）じつは物体に

は帰属しない。つまり、色（など）は、大きさ・形・運動などとは異なり、物体が実際

にもつ性質ではない。

　（ 2 ） 　色（など）が実際に帰属するのは、感覚主体としての私たち自身、ないしは、私たち

の感覚経験にである。つまり、それらはむしろ私たち自身の、ないしは、私たちの感覚

経験がもつ性質である。

　以上のように、ガリレオ、ロックともに色だけではなく、味や匂いなど他の性質についても

まとめて論じているが、本稿では、彼らの主張をあくまでも色に関する理論として扱ってゆく

ことにする。次に考えたいのは、以上のような彼らの色理論が正しい（真である）かどうかに

ついてである。

２ 　色に関するガリレオ-ロック的理論は正しい

　この節では、ガリレオ-ロック的色理論が基本的に正しいことを、その論拠⑸を提示するこ

とによって再確認したい。第一の論拠（論証）は次のとおりである。

　［論証 １ ］

　　 　たとえば、私が電車に乗っているとしよう。私の目の前の席には青いセーターを着た人

が座っている。やがて、電車はトンネルに入る。すると、たちまち私の眼前の席にいる人

のセーターは、その色合いを変え、さきほどよりももっと暗く沈んだ色合いになる。しば

らくして電車はトンネルの外に出る。そこはトンネルに入る前よりもずっと明るい陽射し

がさしている。眼前の人のセーターは、ふたたびその色合いを明るく変えるだけでなく、

トンネルに入る前よりもさらに明るくきらめくような青になる。件のセーターの（私に見

えている）色は、なぜこのように変化するのだろうか？もし色がそのセーターという物体

それ自身の（物理的）性質の一つであるとしたら、今の問題についての説明がつかないこ
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とだろう。なぜなら、私の乗る電車が陽光のもとを走り、やがてトンネルに入り、ふたた

びトンネルの外に出る間に、そのセーターに対してその性質を大きく変化させるような物

理的作用が働いたとはまず考えられないからである。この間に生じたはっきりとした変化

は、電車内の照明条件（セーターに対する光の照射量や強度）の変化だけである。では、

光の照射にセーターの色性質を変化させる働きがあるのだろうか？もしそうだとすれば、

すでにトンネルに入るまでの走行区間で、セーターはその色を変え続けたはずである。な

ぜなら、その間、セーターには一定量の光が照射し続けていたからである。しかし、この

走行区間ではセーターのそのような色変化は生じなかった。したがって、もし色がセー

ター自体の物理的性質であるとしたら、電車がトンネルに入ったとき、そしてそこから出

たときに私が確認したセーターの色変化が光の照射量の変化によって引き起こされたと言

うことはできない。

　　 　要するに一般化して言えば、私たちに見えている色というものは、もしそれが物体自体

がもつ物理的性質だとすれば説明がつかないような仕方で変化するものであることが、私

たちの日常経験をとおしてよく知られているのである。したがって、私たちに見えている

色は物体自体の物理的性質の一つであると考えることはできない。むしろ、それは知覚者

としての私たち自身、ないし、私たちの知覚経験の性質だと考えるほうが、はるかにもっ

ともらしい。

　［論証 1 ］は私には説得的な議論であると思われるが、これに対してなお次のように反論す

る人がいるかもしれない。

　［反論 1 ］

　　 　［論証 1 ］の事例において、セーターの、私に見えている色は、たしかに電車がトンネ

ルに入るときそしてそこから出るときに変化し、そして、その変化は、そのつど私に見え

ている色がセーター自体の物理的性質だと考えると、説明できない。しかしだからといっ

て、セーターが色性質をもたないということにはならない。実際、それは一つの色性質を

もっている。それはいわばセーターの「本当の色」である。そして、それは標準的な環境

条件（その中でもっとも主要なものは照明条件だが）において私に見えている色にほかな

らない（おそらく今の事例では、電車がトンネルに入る前の走行区間において私に見えて

いた色がセーターの本当の色であることになるだろう）。セーターの本当の色は、もちろ

ん、電車がトンネルに入ろうが、そこから出ようが変化しない。つまり、物体の本当の色

について、説明されるべき変化が生じていることを［論証 1 ］の事例は何ら示していない。

したがって、［論証 1 ］は、物体そのものが一つの色性質（それの「本当の色」）をもつこ

とを否定する論証たりえていないのである。
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　［反論 1 ］は、たしかに［論証 1 ］の論理的不十分さを的確に指摘しているとは言えるだろう。

しかし、［反論 1 ］に対しては、さらに別の論証（［論証 2 ］）をもって答えることができる。

　［論証 2 ］

　　 　同じ事例に即して述べれば、私の前の席にいる人が着ているセーターはたとえば電車が

トンネルに入る前に、そもそもなぜ私にある一定の青色⑹に見えたのだろうか？今日の科

学的知見では、それはおおよそ次のように説明される（そして、少なくとも今のところこ

れよりもすぐれた説明を私たちはもちあわせていない）。セーターはその表面の（微視的

な）物理的特性により、ある一定の波長の光を多く反射する性質をもっていた。セーター

からのその波長の反射光が私の眼の網膜に照射し、そこに分布している錐体細胞のうちに

ある一定のパターンの興奮（発火）を生じさせた。この網膜の変化が、脳神経系における

電気化学的プロセスをとおして、脳内部の視覚中枢にまで伝えられ、そこにある一定の種

類の新しい状態を生み出した。この種の状態が視覚中枢に生じるとき、人は一般に（私に

見えたのと同じ色合いの）青の視覚経験をもつ。それゆえ、トンネルに入る前の時点にお

いて、セーターはその色合いの青に私には見えたのだ。

　　 　問題は、今の説明において、［反論 1 ］において想定されているセーターの「本当の色」

なるものは、いかなる役割も果たしていないということである。同様に、たとえば電車が

トンネルに入る前と入った後で、なぜ私に見えているセーターの色に変化が生じたのかに

ついて説明する場合にも、私たちが現在もちあわせている最良の説明においては、セー

ターの本当の色への言及がなされることはけっしてないだろう⑺。総じて言えば、ある事

物が（ある状況においては）なぜ私たちにある色に見えるのか、あるいは、同じ事物が別

の状況においてはなぜ私たちに別の色（合い）に見えるのか（なぜ私たちに見えている色

に変化が生じるのか）といった、色に関わる諸現象についての説明において、想定上の、

事物の本当の色はいかなる役割も果たさず、いかなる貢献をなすこともないだろう。

　　 　したがって、事物の「本当の色」なるものの存在を認める必要はない。したがってまた、

事物は、さまざまの条件下でそのつど私たちに見えている色も、本当の色もどちらももた

ない。つまり、私たちが経験しうるかぎりでの色は事物自体がもつ性質ではないのである。

それはむしろ知覚者としての私たち自身ないし私たちの知覚経験に帰属する性質だと考え

るのがもっとももっともらしい。

　［論証 1 ］に［論証 2 ］を加えることによって、ガリレオーロック的な色理論の基本的正し

さを確立するには十分であると私には考えられる。しかし、私たちが経験しうるかぎりでの色

が物体そのものに帰属する性質ではないとしても、そのような色のおのおのに対応する何らか
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の物理的性質、いわば色の物理的受け皿ないし「事物のもつ性質としての色」⑻が物体の側に

存在するのではないだろうか？この点について、次の二つの節で少し考察しておきたい。

３ 　物体がもつ性質としての色は存在するか：その １ ⑼

　もし「物体がもつ性質としての色」と呼べるもの、すなわち、物体に対して私たちが日常的

に（誤って）帰属させているそれぞれの色に対応する（当の物体がもつ）何らかの物理的性質（た

とえば上の事例で言えば、セーターの青さに対応するセーターの何らかの物理的性質）がある

とすれば、それは少なくとも次の条件（DSP）を満たす必要があるだろう。たとえば赤色を例

にとれば、

　（D SPr）　 物体Xは赤い iff　標準的ないし正常な視覚条件⑽のもとで、Xは知覚者に赤経験

（赤く見える経験）を生じさせる傾向的性質ないし傾向性dispositionをもっている。

もし（DSPr）によって「物体がもつ性質としての赤色」が十全に特定される（（DSPr）がそ

れを定義づける）と考えるならば、物体の赤さとは、それがもつ一定の条件のもとで知覚者に

赤経験を生じさせる傾向性にほかならないことになるだろう⑾。これは、次のように述べると

きのロックの考えに一致する⑿。

　　．．物体にある性質は，正しく考察すると三種である。

　　　．．．．．．．．．．．　［中略］　．．．．．．．．．．．．．．．．

　　 第二に、ある物体にあり、その物体の感知できない一次性質によって、ある特定の仕方で

私たちの感官のどれかに作用し、これによって私たちのうちにいろいろな色・音・匂い・

味などのさまざまな観念を産む力能。⒀

つまり、もし（DSP）は物体がもつ性質としての色を定義づけるのだとすれば、この意味での

色とは、物体の傾向性の一つであり、ロックの有名な「二次性質secondary qualities」の一つ

であることになる。

　しかし、このような「役割機能主義」（注⑾を参照）的立場は採用しがたい。なぜなら、こ

の立場が物体のもつ性質としての色と同一視する傾向性というものは、一般に、リアルな（実

在的な）性質ではない、もっとはっきり言えば、存在しない、と考えるべき有力な根拠がある

からである⒁。

　たとえば塩は、その水溶性（という傾向性）のゆえに水に溶けるのだろうか？塩を構成して

いる塩化ナトリウムなどの諸分子それ自体の性質、それら分子の配列の仕方といった、塩のも
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つ微視的・構造的な物理的性質（上の引用文中のロックのことばを借りれば、「物体の感知で

きない一次性質」）があれば、それによって塩は水に溶けることになるのであって、このよう

な微視的・構造的な物理的性質とは別の性質としての塩の「水溶性」を塩が水に溶ける原因と

考える余地はないであろう。同様に、何度も使ってきた事例におけるセーターが私たちに青経

験を生じさせるのは、それの表面の微視的・構造的物理的性質のゆえにであって、この微視的・

構造的性質とは別の性質として考えられる「一定の条件のもとで知覚者に青経験を生じさせる

傾向性」なる性質のゆえにではないだろう。

　一般的に言えば、傾向性というものは、何らかの物理的な基盤（「傾向性の因果的基盤」な

どと呼ばれる）に支えられる必要があると考えられる。つまり、おのおのの物体それ自体の何

らかの物理的性質（微視的、構造的等々）にもとづいてはじめて、その物体は当該の傾向性を

もつ。だから逆に、傾向性の因果的基盤さえあれば、それぞれの傾向性の定義のうちに書き込

まれている因果関係は成立し、そこに「傾向性」そのものが関与する必要はないことになるの

である。言い換えれば、それぞれの因果関係を成立させる因果的効力は、もっぱら因果的基盤

のほうにあり、傾向性のうちにはない。傾向性は、世界のいかなる変化にも関与せず、いかな

る影響も与えない。しかし、世界のいかなる変化に対してもいかなる影響も及ぼさないような

ものが存在すると考えるべき根拠はない。それゆえ、傾向性は存在する（あるいはリアルな性

質である）と考えるべき根拠もない。⒂

　以上の議論が正しければ（実際に正しいと考えられるが）、役割機能主義が成り立たないこ

とは明白であろう。それは、存在しない性質を、物体がもつ性質の一つ（「色」）だと主張して

いるからである。

４ 　物体がもつ性質としての色は存在するか：その ２

　では、物体がもつ性質としての色とは、傾向性そのものではなく、その因果的基盤だと考

えてはどうだろうか？これは、篠原2011では、「実現基盤機能主義realizer functionalism」と

呼ばれている考え方である。この考え方では、物体がもつ性質としてのたとえば赤は、上の

（DSPr）ではなく、次の（CBr）によって定義されることになる。

　（C Br）  物体Xは赤い　iff　Xは標準的ないし正常な視覚条件のもとで知覚者に赤経験を生

じさせる傾向があり、かつ、Xはこの傾向を支える因果的基盤である、何らかのカテゴ

リカル⒃な物理的性質をもつ。

つまり、実現基盤機能主義では、物体がもつ性質としての色は、正常な条件のもとで対応する

色経験を生じさせる傾向性ではなく、それの因果的基盤となっている、当の物体のある物理的
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性質と同一視される。傾向性そのものは、リアルな性質としての存在を認められず、単なる（当

の物体にあてはまる）傾向性概念へと解消されることになる。

　しかしながら、実現基盤機能主義もまた厄介な問題に直面する。それは、篠原が論じてい

るとおり、おのおのの傾向性の多重実現可能性multiple-realizabilityという（ことから生じる）

問題である。色に関わるケースでは、たとえば正常な条件のもとで私たちに赤経験を生じさせ

る傾向性は、典型的には物体表面が一定の種類の分子・原子から成り、それら分子・原子が一

定のパターンに配列されていることによって実現される（このことによって、一定の波長の光

が多く反射されるという反射特性が実現される）。しかし、このような表面特性はただ一つし

かないわけではない。たとえば熟したリンゴもある人の着ているセーターも赤い（正常な条件

のもとで私たちに赤経験を生じさせる傾向性をもつ）。しかし、リンゴとセーターの表面を構

成する分子・原子は明らかにちがうものである。したがって、リンゴとセーターの表面特性は

物理的に異なっている。そればかりではない。「ベンハムの独楽」と呼ばれているものを例に

とれば、ある仕方で白黒に塗り分けられた独楽を適度な速度で回転させると、赤や緑などさま

ざまの（彩）色が見られるという。静止時においては、ベンハムの独楽の表面は無彩色なのだ

から、その表面特性はリンゴやセーターのそれとは大きく異なっているはずである。それにも

かかわらず、独楽を回転させれば、リンゴやセーターがもたらすのと同種の色経験を（同一の

視覚条件のもとで）もたらすのである。こういった事例を考察するだけでも、物理的にきわめ

て種々雑多な性質の数々が、正常な視覚条件のもとで私たちにたとえば赤経験を生じさせる傾

向性を実現することができることは明らかである。⒄

　逆に言えば、「正常な視覚条件のもとで知覚者にたとえば赤経験を生じさせる傾向性の因果的

基盤」という概念は、物理的に見れば互いにきわめて異質的で文字どおりに雑多な諸性質、い

わば物理的諸性質のゴタマゼを括り出すものでしかない。この概念は、物理的に単一の性質を

特定できないのはもちろんのこと、物理的に有意な性質集合を取り出してくることさえできな

いと言わざるをえないであろう。したがって、この概念によって、物体そのものがもつリアル

な性質としての色性質が与えられると言うことはできない。つまり、実現基盤機能主義もまた、

色が一つのリアルな性質として物理的世界に存在することを示すのに失敗しているのである。

　たしかに、個別的ケース、たとえば（熟したときに赤くなる種類の）リンゴのケースについ

ては、つねに同一の物理的表面特性が赤経験を生じさせる傾向性の基盤となっているかもしれ

ない。しかしひょっとすると、リンゴの品種がちがえば、基盤の役割を果たす表面特性も異な

るかもしれないし、同一品種の中でも個々のリンゴごとに表面特性が異なることさえありうる

かもしれない。いずれにせよ、一つ一つのリンゴをとれば、ある一つの特定の表面特性が赤経

験をもたらす傾向性の基盤になっているとは言えるだろう。たしかにその意味では、色の物理

的受け皿はどの個別的場合にも存在する。しかし、このことは、赤経験（仮にそれが単一の種

類のものであることを仮定して）に対応する単一の物理的性質が存在することを意味しない。
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そればかりではなく、この種の経験に対応する、物理的に有意な性質集合が存在することさえ

意味しない。むしろ逆に、上で考察した事実を踏まえれば、そのような単一の物理的性質も、

有意な性質集合も存在しないと考えるべきなのである。つまり、物体がもつ性質としての色は

存在しない。あるいは、色は物体のもつ性質ではない。では、色とは何なのだろうか？

５ 　見え方としての色

　すでに見たとおり、ガリレオ-ロック的色理論は、色性質を物体にではなく、私たちの視覚

経験に帰属させるものであった。言い換えれば、色性質を視覚経験のもつ性質の一つとみなす

ものであった。しかし、色を視覚経験のもつ性質の一つとしてそこに帰属させるとは、どうい

うことなのだろうか？ガリレオ-ロック的色理論の主張が含意するところを、ある程度踏み込

んで詳しく確認する必要があるだろう。

　それはもちろん、私たちが日常的にさまざまの物体に対して適用している（さまざまの）色

概念⒅を、たとえば次のような仕方で、そのまま私たちのときどきの視覚経験に対してもあて

はめる、などということではない。

　（CM）　 現在の私の視覚経験は赤い。

（CM）は、ほとんどナンセンスな文としか思えないことだろう。それはある意味で当然である。

通常、私たちが色概念を適用するのは物体、つまり物質的実体に対してであるが、（CM）は「赤

（い）」という色概念（ないし色述語）を私の視覚経験、つまり私がときおりそうなることがあ

るところの状態の一つに対してあてはめているからである。実体と状態とは明らかに相異なる

カテゴリーである（少なくとも通常はそう考えられている）。そして、色概念（述語）は、お

そらくそうしたカテゴリーの相異を越えて適用することはできない概念（述語）であろう。つ

まり、（CM）はいわゆるカテゴリー・ミステイクを犯している疑いが濃厚である。⒆

　とにもかくにも、色性質を私たちの視覚経験に帰属させるとは、（CM）のような仕方で（た

とえば「赤い」という）色概念をある視覚経験に適用するということなどではない。そうでは

なく、私たちが日常的に物体にあてはめている（たとえば「赤」の）色概念と一定の関連をも

つだろうが、しかしはっきりと別の、したがって論理的に独立したある概念を、視覚経験の性

質の一つを表わすものとして、視覚経験に適用するということである。その概念を日常言語的

に表現すれば、おそらく次のように言い表されるだろう。

　（SPr） 　赤く感じる（sensing redly）
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　まず注意すべきことは、見かけに惑わされて、（SPr）は（物体に対して適用される）「赤」

概念と「感じる」という概念によって分析可能（あるいは定義可能）な概念だと考えてはなら

ないということである。もしそのように考えれば、（事物の一性質を表わすものとしての）「赤」

概念の定義とみなされた（DSPr）も（CBr）も明白な循環定義となり、その用をまったく果

たさないことになってしまうだろう。（DSPr）においても（CBr）においても、「赤」概念を

定義すべき右辺に現われている「赤経験」ということばは、上述のとおり、「赤く感じる経験」

を意味するものである。しかし、もし仮にここに含まれている「赤く」が「赤」概念にほかな

らないのだとすれば、定義されるべき概念が定義において使用されるというまさに循環となら

ざるをえないことは明白だろう。このように（SPr）は、（物体に対して適用される）「赤」概

念からはあくまでも独立の概念とみなされなければならない。

　次に注意すべきことは、（SPr）のような種類の概念（総じて「感覚概念」と呼べるだろう⒇）

の、いわば出自についてである。この種の概念は、いわゆるフォーク・サイコロジーにおける

理論化の産物とみなされるべきものである。つまり、フォーク・サイコロジーにおける理論的

概念の一つとして、私たちの（前科学的な）世界理解の枠組みのうちに導入されたものと捉え

られるべきである。�理論的概念というものは、一般に、説明されるべき何らかの現象を説明

するために導入される。感覚概念も、このような目的のために私たちの（前科学的な）世界理

解ないし世界認識の枠組みの中に導入されたものとみなすことができる。では、どのような現

象を説明するために、感覚概念の導入がなされたのだろうか？この点については、次節で触れ

ることにしたい。

　以上を要するに、それぞれの色性質を私たちの経験に帰属させるとは、それを私たちの視覚

経験のあり方ないし仕方の一つとして捉えるということにほかならない。篠原2010はこのよう

に捉えられた色性質を「見え方としての色」と呼んでいるが、言い得て妙な表現と言うべきで

ある。したがって、この意味での色性質を表わす、たとえば（SPr）のような概念は、物体に

適用される色概念からは論理的に独立したまったく別の概念である。そして、｢見え方として

の（それぞれの）色」の概念は、私たちが日常的に物体に対して適用している「（それぞれの）

色」概念によって分析ないし定義されうるものではなく、フォーク・サイコロジーにおける理

論的概念の一つとみなされるべきものである。

６ 　知覚に関する表象説representational theory of perceptionの誤り

　本節では、これまで述べてきたことにもとづいて、知覚の理論として近年、多くの支持者を

集めている表象説（「志向説intentional theory」と呼ばれることもある）�は根本的に誤って

いることを明らかにする。表象説は知覚の理論の一つとして扱われているが、このような扱い

方には誤解を招きかねないところがある。通常、知覚は、つねに知覚対象についての何らかの
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判断（通常 ｢知覚的判断」と呼ばれる）を含む、ないし、伴うものと考えられている。しかし、

判断を下すということは、言うまでもなく、何らかの対象について何ごとかを（真なることと

して）考える、したがって表象することである。それゆえ、すべての知覚に含まれる（ないし

伴う）知覚的判断が一つの表象であることは当たり前のことであり（またそう認められてお

り）、わざわざあらためて一つの理論として主張するまでもないだろう。ここで扱う表象説は、

もちろんそのような主張をするものではない。それは、むしろ、われわれのことばで言えば、

感覚についての理論である。つまり、知覚という心的状態全体の一部を成すと考えられ、たと

えば「赤く感じる」とか「冷たく感じる」といった仕方で報告される状態としての感覚につい

ての理論とみなされるべきである。�表象説は、感覚は一つの表象にほかならない、あるいは、

感覚は外的対象について何かを表象する状態にすぎないと主張するものである。より詳しく述

べれば、表象説のコア（核）となる主張は次のようなものである。�

　（R TC） 　知覚（より正確には感覚）は一つの志向的状態、つまり、何かを表象する状態に

ほかならない。そして、感覚の（内在的）性質（クオリア）と言われるものは、じつは、

感覚という表象の内容（の一部）、より詳しく言えば、そこで表象されている対象の性質

にほかならない。

　たとえば眼前に熟したトマトが置かれ、正常な条件のもとでそれを知覚するとき、表象説に

よれば、私の中で生じるのは、（たとえば）

　（TR）　これは赤い

という志向的内容をもつ（心的）表象であり、それ以外のなにものでもない。私の知覚（感

覚）経験そのものに、赤く感じるという性質ないし赤さのクオリアが伴っているように思われ

るが、それはじつはこの心的表象の内容の一部、つまり、ここで表象されているトマトの赤性

質にすぎない、と表象説は言うのである。

　だが、ガリレオ-ロック的色理論に照らせば、知覚に関する表象説の誤りは明白である。前

節ですでに述べたとおり、ガリレオ-ロック理論によれば、眼前の熟したトマトを正常な条件

のもとで見るとき、私がもつのは、（たとえば）

　（GLr）　 赤く感じるという性質の視覚経験

である。そして、（GLr）に現われている「赤く感じる」という概念を、日常的に物体に対し

て適用される「赤い」という概念を用いて分析することはできない。一方、上述のとおり、表
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象説によれば、この状況において私の中に生じるのは、（たとえば）

　（RTr） 　「これは赤い」という内容をもつ表象

にすぎない。（RTr）に現われる「赤い」は、言うまでもなく、私たちが日常的に物体に適用

している「赤い」にほかならない。それゆえ結局、表象説は、「赤く感じる」という視覚経験

の性質を表わす概念の、「赤い」という物体の性質を表わす概念からの論理的独立性について

の無理解ゆえに、前者を後者によって分析するという誤りを犯しているのである。

　この誤りは、表象説の別の重大な欠点につながっている。知覚という心的状態と、非知覚的

に何かを単に信じるという心的状態（「単なる信念」と呼ぶことにする）とが異なることは、

経験的に明らかである。しかし、表象説は、この明白な経験的データを説明することができな

い。たとえば、全盲の人がそばにいる（信頼の置ける）友人に教えられて、眼前のテーブル上

の熟したトマトについて「これは赤い」という信念をもつとしよう。この全盲の人が、熟した

トマトについて（私同様に）知覚しているとは言えないのは明らかである。彼（女）の中で生

じているのは、熟したトマトについての単なる信念にすぎない。だが、表象説によれば、この

とき全盲の人の心に生じている状態も、私の心に生じている状態も、いずれも（RTt）にほか

ならない。このように、表象説によっては、知覚と単なる信念との間の明白な相異を説明する

ことは不可能、あるいは、少なくともきわめて困難だと考えられるのである。�

７ 　ガリレオ-ロック的色理論の存在論的含意：結語に代えて

　以上の考察と検討によって、色というものは、物体のもつ物理的性質ではなく、たとえば

　（SPr）　 赤く感じる

と表現されるような、私たちの視覚経験それ自体の性質（内在的性質）として捉えられるべき

ものだということである。しかし、このようなものとして捉えられた色は、リアルな性質なの

だろうか？また、それがリアルな性質であるとして、色は（私たちの脳神経系の諸状態がもち

うる、きわめて複雑な）物理的性質なのだろうか、それとも、何らかの非物理的性質なのだろ

うか？要するに、ガリレオ-ロック的色理論は、どのような存在論的含意をもつのだろうか？

この点について、最後にごく手短に考えておきたい。

　答を一言でいえば、ガリレオ-ロック的色理論がどのような存在論的含意をもつかはまだ明

らかではない、ということである。まず、視覚経験の内在的性質としての色が一つの物理的性

質なのか、それとも非物理的性質と言うべきなのかという点から始めたい。すでに述べたとお
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り、この色理論によれば、（経験の内在的性質としての）色概念は、たとえば（SPr）のよう

な理論的概念として私たちの世界理解の枠組みに導入されたものである。つまり、色概念は、

たとえば知覚と単なる信念との明白な相異といった経験的データを説明するために、知覚に際

して私たちの心において生じると想定される何かを表わす概念として導入されたものである。

したがって、それは、私たちが心的状態についてもっている既知の性質、たとえば表象的性質

の概念によって分析可能ではない。だが他方、理論的概念としての色概念は、知覚において生

じると想定される何ごとかの概念でしかない。つまり、それは、この何ごとかの本質を言い表

す概念ではない。�それは、ちょうど遺伝子概念の場合と同様である。言うまでもなく、遺伝

子概念は形質遺伝に関わるさまざまの経験的データの説明のために導入された。しかし、その

いわば正体は、後にDNAの発見をとおしてはじめて明らかにされることになった。多くの理

論的概念は、このような性質のものである。かつての遺伝子概念同様、経験の内在的性質とし

ての色概念も、少なくとも現状においては、それが表わすものの正体は明らかにされないまま

の状態にあると言わなければならない。したがって、それが物理的性質の一つを表わすものな

のか、それとも何らかの非物理的性質を表わす概念であるのかは、現時点では答えられないの

である。�

　次に、経験の内在的性質としての色はリアルな性質と言えるのか、という問題についても考

えておきたい。もしこのようなものとしての色が非物理的性質であるならば、おそらくそれは

リアルな性質と言えるだろう。つまり、「赤く感じる」とか「青く感じる」とかいった色概念

のそれぞれ�は、一つの非物理的性質をおそらくは表わし、そうした非物理的性質のそれぞれ

はこの世界のリアルな構成要素の一つであるということになるだろう。だがもちろん、そもそ

も色が非物理的性質であるのかどうかということ自体がまだ不明なのである。

　他方、もし経験の内在的性質としての色が何らかの物理的なものであるのならば、ひょっと

すると、第 4 節において物体に帰属される性質としての色について確認したのと同様の事柄

が、この場合にも生じることになるかもしれない。つまり、たとえば（CBr）をとおして定義

される物理的性質は実際には単一の性質でもなければ、物理的に有意な性質集合を形成するこ

ともないのと同様に、「赤く感じる」という概念が適用される物理的性質もまた単一の性質で

もなく、物理的に有意な性質集合を形成することもないということになるかもしれない。たと

えば私たち人間における<赤く感じる視覚経験>と他の諸動物や地球外生命体（そのようなも

のが存在するとして）における<赤く感じる視覚経験>とは物理的に非常に異なっており、こ

れらの性質をすべて集めても単に雑多な性質の集合にしかならない（物理的に有意な性質集合

は得られない）ということになるかもしれない。もし仮にこれが事実なのだとすれば、経験の

性質としての色もまたリアルな（物理的）性質とは言えないと結論しなければならないだろう

（もちろん、経験の性質としての色のそれぞれが一つのリアルな物理的性質である可能性もあ

る）。したがって、経験の内在的性質としての色はリアルな性質だと言えるのかという問いに

31



美 濃 　 正

対しても、現時点においては答は不明と答えざるをえないだろう。

　結局、ガリレオ-ロック的色理論の存在論的含意として導き出せることは、せいぜい、もし

色性質がリアルな性質であるとすれば、それは色が物体の性質ではなく、視覚経験の内在的性

質である場合に限る、という条件付きの消極的な結論だけであろう。しかも、仮に色性質がリ

アルな性質だとしても、それが物理的性質なのか非物理的性質なのかについてはまだ何も結論

づけられないだろう。こうした存在論的問題については、おそらくいわゆる哲学的分析だけに

よって答を出すことはできず、経験的・科学的探究の進展を俟ってよりよい解答を考究し続け

るほかはないものと考えられる。

注
１　ニュートンも同様の色理論を提示しているとのことである。このことは、篠原 2011から学んだ  
［ニュートン 1983参照］。

２　ガリレオ・ガリレイ 1973、502-3頁。
３　これは『聖書』に出てくるマナではなく、当時使用された下剤のことのようである（岩波文庫『人間

知性論（一）』の訳注を参照）。
４　Locke 1689, Bk.2, Ch.8, Sect.17.（訳文は、岩波文庫大槻春彦訳『人間知性論（一）』192-3頁を使用した。）
５　言うまでもなく、以下に示す論拠（論証1および論証2）は、何ら私のオリジナルな議論ではない。ガ

リレオとロックは同趣旨の議論をおそらくどこかで提示しているであろうし、そうでなくとも彼らの頭
の中では考えられていたはずである。さらに、彼ら以外の多くの哲学者が同趣旨の議論をすでに行って
きていることだろう。

６　よく知られていることだろうが、「青」は複数の色の総称generic nameである。哲学的な分類に従え
ば、青は一つのdeterminable（確定可能者）にすぎず、真に「色」と呼べものではないだろう。真に

「色」と呼ばれるべきなのは、むしろ同じ「青」の名で呼ばれるところの、それぞれの確定した色合い
（determinate color）だろう。（たとえば、「コバルトブルー」とか「ターコイスブルー」といった名前は、
こうした確定した色合いの一つ一つを表わすのかもしれない。）

７　つまり、セーター表面の物理的特性と、トンネルに入る前および入った後それぞれの時点における、
その表面で反射される光の特性さえ特定できれば、「本当の色」に何ら言及しなくとも、両時点におい
て経験される色の違いは説明できる。

　　なお、「事物の「本当の色」」という言い方は、篠原 2011から借りた。
８　「事物のもつ性質としての色」という表現も篠原 2011のものである。
９　第3節および第4節における論述に際しては、篠原2011を大いに参考にした。また、物体がもつ性質と

しての色に関する見解についても、本論文は細かい点を除いて篠原2011と一致している。
10　ここで言う「標準的なあるいは正常な視覚条件」のうちには、正常な照明条件（一定の強度の自然光

のもとで云々）はもちろんのこと、知覚者自身の条件（正常な色覚能力をもち、かつ、その発揮を阻害
する要因をもたないこと等々）をも含んでいる。

11　このように考える立場は、篠原2011においては「役割機能主義」と呼ばれている。
12　ただし、ロックは第4節で取り上げる「実現基盤機能主義」的アイデアへの傾きももっていると考え

られる。たとえば、第1節におけるロックからの引用文（注⑶参照）の最後の部分で「．．色も味も香も
音もすべて．．それらの原因に、すなわち．．部分のかさ・形・運動に還元される」と述べられているのは、
そうした傾きの現われと解される。

13　Locke 1689, Bk.2, Ch.8, Sect.23.（訳は大槻春彦訳『人間知性論（一）』岩波文庫196頁による）。
14　Cf. Prior, Pargetter & Jackson 1982.
15　役割機能主義が成り立たないと考える点においても、私は篠原 2011と一致している。ただし、その

理由については、若干の相違がある。傾向性は、つねにその因果的効力を（傾向性の）因果的基盤によっ
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て先取りされることになってしまう。それが、役割機能主義を否定する、私の唯一の理由である。これ
に対して、篠原 2011は、この理由に加えて、役割機能主義は「準-同語反復的な因果言明」を真正な因
果言明と認めざるをえないというもう一つの理由を強調している。「準-同語反復的な因果言明」とは、
篠原 2011によれば、「事象Eは、Eを惹きおこす事象によって惹きおこされる（ことによってのみ生起
する）」という形の言明である。しかし私見では、役割機能主義はこの形の言明が真正の因果言明だと
認める必要はない。それが真正の因果言明と認めざるをえないのは、単に「事象Eは、Eを惹きおこす
傾向性によって惹きおこされることがある」という形の言明（ただし、'E'は事象のタイプを表わすもの
と解することにする）だけだと考えられる。そして、たとえば「この砂糖が溶けたのは、その水溶性の
ためだ」という言明は、おそらく篠原も認めるだろうように、有意な因果的情報を与えうる言明であり、
したがって真正の因果言明とみなすことができる。モリエールの事例が冗談にしかならないのは、「睡
眠薬」と呼ばれる以上、その物質に「眠らせ力」という傾向性があることがすでに分かりきっているに
もかかわらず、その傾向性を当の物質を服用した人が眠った原因として挙げているからであろう。

16　傾向性のように条件的（iffy）でない（その記述に「～ならば」という句が本質的な仕方で現われない）
ような性質。

17　この段落で述べた諸心理学的知見については、鈴木 1995、金子 1988などを参照。
18　私たちが日常的に物体に適用する色概念、たとえば赤概念は、（DSPr）や（CBr）によって定義され

るような概念である場合もあるかもしれないが、それよりはむしろ、私たちの赤経験からいわば捏造さ
れた仮想的性質（なぜならいかなる物体によってもけっしてもたれることがない性質だから）の概念だ
と言うべきかもしれない。

19　たとえカテゴリーミステイクではないとしても、いずれにせよ（CM）は、色性質を視覚経験に帰属
させるということによってガリレオ-ロック的理論が意図していることを、適切に言い表してはいない

（以下の本文の論述を参照）。
20　「感覚概念」と呼びうるものは、もちろん色概念に限らない。「甘く感じる」や「冷たく感じる」といっ

た、視覚以外の感覚モードに関わる感覚概念ももちろん存在する。しかしさらに、視覚に関して、「三
角形的に感じる」とか「5センチ幅に感じる」といった、形やサイズに関わる感覚概念も存在する。そ
してむろん、これらの感覚概念は、色概念の場合と同様、「三角形である」とか「5センチ幅である」といっ
た物体に適用される概念とは論理的に独立である。要するに、ロックの主張とは反対に、一次性質と二
次性質の区別は成り立たないのである。

21　感覚概念をこのように理論的概念の一種として捉えるアイデアは、セラーズによって先駆的に提示さ
れた［Cf. Sellars 1963, pp.91ff.; Sellars 1975, pp.310ff.］。

22　Cf. Harman 1990, Tye 1995, Lycan 1996 etc.
23　あるいは最近はやりのことばで言えば、クオリアについての理論と言ってもよいだろう。
24　表象説は、通常、物理主義者によって支持されている。そのため、このコアの主張（RTC）に加えて、

志向的状態（表象状態）としての知覚を何らかの物理的状態に還元するための表象の理論を伴っている。
このような表象の理論としては、因果的共変説、目的論的機能に訴える理論、非対称的依存性に訴える
理論などがある［太田 2011参照］。

25　知覚と単なる信念との相異を説明するために、表象説の支持者の中には、知覚（あるいはむしろ感覚）
の表象内容は「非概念的」だと主張する人たちがいる。しかし、表象内容と言えるものである以上、そ
れは分節されていなければならないだろう。そして、分節されている以上、それは概念によって分節さ
れるほかはないのではないかと考えられる。「非概念的内容」という表現は、ほとんど語義矛盾である
ように私には思われる。

26　これはすなわち、感覚概念（を含む言明）の「話題中立性topic-neutrality」ということにほかならず、
スマートによって早い時期になされたきわめて重要な指摘である［cf. Smart 1959］。これと対照的なの
は、Rorty 1970, Kripke 1980などが示す感覚についての理解である。

27　私はかつて、もし色（一般にクオリア）が経験の内在的性質であるのならば、それは非物理的性質で
あることになるだろうという見解を示したことがある［美濃 2007参照］。しかし、それは誤った理解で
あった。
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28　たとえば「青（い）」が一定の色の集まりの総称にすぎないのと同様に、「青く感じる」は経験がもち
うるある一定の性質群の総称にしかすぎないことだろう（注（5）を参照）。したがって、真に「経験の
内在的性質としての色概念」と言いうるものは、おそらくたとえば「コバルトブルーに感じる」という
ように表現しなければならないことだろう。
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On Colors: A Philosophical Essay

Tadashi Mino

What are colors? In this paper, I try to answer this question from a philosophical viewpoint. 

First, I make it sure through a couple of arguments that what I would call the Galileo-

Lockean theory of colors is basically correct, which denies that colors are real properties of 

physical things and attributes them rather to our perceptions or sense experiences. Then, I 

ask whether there is any other sense in which we could say that colors be real properties of 

physical beings and answer in the negative. In the latter part of the paper, I examine what is 

the real nature of the concepts of colors as properties of our experiences. I argue that these 

concepts, which have a form, for example, 'sensing redly' etc., are theoretical concepts in folk 

psychology and that they cannot be analyzed by use of ordinary color-concepts, for example, 

'red' etc. Then I contend that the representational （or intentional） theory of perception 

is wrong exactly in that it attempts this sort of analysis. Finally, I examine ontological 

implications of the Galileo-Lockean theory of colors and conclude that it has no implications 

about whether colors as properties of our experiences are non-physical or not.
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