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でき ごとと対象

ホワイ トヘ ッ ド科学哲 学の中心概念 一

中 釜 浩 一

ホ ワイ トヘッ ドの哲学 を終始貫通す る動機の一つは,実 体 一属性,個 物一普遍 といった伝統

的な概念的わく組 を克服 し,そ れにかわ りうる新たな概念的構図をうちたてることであった。

というのは,ホ ワイ トヘッ ドは,そ れ らの伝統的な概念的わ く組,お よびそれに基づ く主語一

述語的記述方式が,我 々の経験す る最 も具体的 な事実 の記述方式 としては不十分なもの とみな

したか らである。ホワイ トヘ ッ ドの目指 した新 たな概念的構図の最終的表現は,r過 程 と実在』

第二章に見いだされ る。

しか し我々は,以 下では,多 様な論点が緊密 に結びつけられ てい る形而上学 の著 作ではな

く,上 述の問題がむしろ原理的 なかたちでとりあつかわれ ていると考えられ る,彼 の中期の科

学哲学的著作 にふみ とどまって,で きごと(event)と 対 象(object)と い う,そ の中心概念

を吟味することによって,彼 の基本的な着想 を検討す る。

1

まず,ホ ワイ トヘッ ドの科学哲学が何 を意図 していたのか を明らかにしなければならない。

彼の科学哲学は,科 学理論の論理構造や科学的推論の本質の解 明といった メタ科学的な問題 を

論ず るものではない。む しろ彼は,時 間,空 間,物 質といった 自然科学の基礎にある概念 を解

明 し,そ れ らと,我 々の最 も具体的な知覚経験 との連関 を明らかにしよ うとす るのである。

ホ ワイ トヘ ッ ドの論点 を確認するために,彼 の有名な 「自然の二 元分割」批 判 をみ てお こ

う。

「私が論駁 しよ うとしている説 を別のいいかたでいうと,そ の説は自然 を二つの部分に,す

なわ ち,感 知 において把握され る自然 と,感 知の原因である自然 とに二元分割す るのである。

感知において把握 される事実と しての自然 は,そ の内に,木 の緑 鳥の歌声,太 陽の暖かさ,

いすのかたさ,ビ ロー ドの手ざわ りを含む。感知の原因である自然は,分 子や電子 の推理 され

た体系であって,そ れは心に影響を与えてあらわれ としての自然(apParentnature)の 感知
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を生み ださせ るのである。これ ら二 つ の自然 ので あ う点は心 で あうて,原 因 としての自然

(causalnature)は 〔そ こに〕流入するものであり,あ らわれ としての 自然は 〔そ こから〕

流出す るものである。」(CN30-31)(1)

このような自然 の二元分割 に対す るホ ワイ トヘ ッ ドの批判の要点は,次 の二点にまとめられ

る。第一に,こ れ ら二つの自然 を結びつける要素 として,心 とい う超 自然的な存在を導入せね

ばならないことである。自然 の説明に超 自然的 な存在 を導入す る ことは,そ の説 明 を不十 分

に,か つ,不 整合 にする。 自然の説明は心に言及することなくして可能である。 「自然は心 に

対 して閉 じている。」(CN4)

第二に,2つ の自然が記述 されるわ く組である,時 間,空 間に関する難点が存在す る。あ ら

われ としての自然 に存在す る事物,例 えば,木 や花や鳥は,あ る一定の時空的秩序の うちに配

置され ているが,こ の時空的秩序は我々にあらわれ てい る事物の間の秩序,す なわち,我 々に

あらわれている時間,空 間である。他方,科 学的諸対 象のふ るまいが様 々な法則によって記述

される際に言及され る時空は,み た り聞いた りする ことのできない存在の間の,み た り聞 いた

りす ることので きな い諸関係 の集合体であって,我 々にあ らわれている時空とは全 く異 なった

ものである。特に空間的点や時間的瞬間等は,科 学法則 を記述する際に不可欠であるが,我 々

にあ らわれ ている時間,空 間中には存在 しない。それ故,2つ の自然には2つ の異なった時空

的秩序が存在することになる。だがそうであれ ば,我 々は科学的理論を我 々にあらわれ ている

世界の説明 として使 うこ とは不可能 となるだろ う。電子や分子の位置を我々は我々にあ らわれ

ている時空中のどこに も指定するこ とができないのである。

このような自然の二元分割 を別のいいかたであらわせば,外 的世界に関する常識的(素 朴)

実在論 と科学的実在論 との対立,不 整合 ということができるであろう。そ してこの対立の遠因

に実体論的世界把握があることを見てとることが可能である。世界が窮極的には実体か らな る

とい う見方は,常 識的対象と科学的対 象の どちらが真の実体であるか という択一 を我 々に迫る

のである。

以上 のような自然 の二元分割 を克服するには,通 常3つ の方向が考え られる。 ラッセルがそ

うしたように,常 識的世界 を端的に偽 とみなす(「素朴実在論か らは物理学が導かれ,物 理学

に従えば素朴実在論は偽である。故 に素朴実在論は偽である。」)(2)か,あ るいは逆に,科 学

的諸言明は実在に言及す るのではなく,単 に現象を簡便 に記述するための虚構である とする道

具主義的立場 をとるか,あ るいは,常 識的,科 学的対象の両者 を,知 覚内容か らのなんらかの

構成 として示す現象主義的立場 をとるか,で ある。ホ ワイ トヘ ッドはこれ らのどの方向をもと

らない。
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ホワイ トヘ ッ ドは常識的世界の実在性を疑 ってはいない。 このことは彼が原因としての自然

を退 け,あ らわれ としての自然のみが唯一の自然であるとす る(CN40)と ころか ら明らかで

ある。同時に彼の立場 を現象主義的還元主義とみなす こともできない。確か にホワイ トヘ ッ ド

は,時 間空間的諸概念 を,感 知され るできご とか らの論理的構成 として導入する。 しか し彼 は

そのような時間空間にあらわれる対象を感覚与件(ホ ワイ トヘ ッ ド自身の用語 法では感覚的対

象(sense-object))か らの構成 として示そ うとは しない。むしろそれ らの対象を感覚的対象

と同 じように直接 に我々に知 られ るものと考えているのであるOC.1.ル イスも言 うように,(3)

ホ ワイ トヘ ッ ドの立場は素朴実在論に最 も近い。

道具主義的見解に対 する彼 の反対 も明らかである。「私は次のような明らかな立場 を支持 し

ているのである。すなわち,科 学 法則は,も し真であれば,我 々が 自然の中にあるものとして

それ の知識 を得るところの存在 に関す る言明であり,も しその言明が言及す る存在が 自然の内

に見出されない とすれば1そ れ らの存在に関す る言明は,純 粋 に自然的な生起に対 して何の関

連 ももたない,と い う立場である。」(CN46)

それ では,ホ ワイ トヘッ ドは自然の二元分割 をいかにして克服 しようとするのか。それ は外

的存在に対する実体論的な考え方 をすて,で きごとと対象とい う基本概念を導入 して自然に関

する新たな説明を見出す ことによってである。 しか し,そ の点を論ず る前にまず彼の経験概念

の特色 を簡単 にみてお こう。

fl

一般 に経験論では外的世界に関する知識 の源泉 を知覚経験にお く
。イギ リス経験論の伝統 を

うけつ ぐホ ワイ トヘ ッ ドもまたそ うである。ただ,通 常の経験論者 とホワイ トヘ ッ ドでは知覚

経験に関す る性格づけが異なるのである。通常の経験論者ならば,色,に おい,音 等の現 に知

覚されている感性的性質と,そ れ らの間の現に知覚 されている関係 を基礎 とし,そ こか らの蓋

然的推論の産物 として 日常的世界を描 こうとするであろ う。しか もその際,あ る関係によって

関係づけられ ている感性的諸性質にとって,当 の関係 は外的な ものとみなされ るであろ う。

ホ ワイ トヘッ ドは知覚経験が このようなもの とは考 えない。まず第一 に,我 々の具体的知覚

は,相 互に明確な関係にたつ ところの明確 に規定 された ものの知覚ではない。我々に現に知覚

されているもの一 ホ ワイ トヘ ッ ドはこれ を識別 され たもの((hscerned)と よぶ 一 は,知

覚可能 では あるが現 に知覚 され てはいないもの 一 翻ll可 能なもの(discernible)と よば

れ る一 とある関係にあるものとして知覚 されてい る。例えば,私 が部屋の中の机や本棚等 を

現 に知覚 しているとき,私 は部屋の内部のそれ らの ものを自己完結的なもの として知覚 して い
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るのではない。今,現 在のその部屋は,そ の外部にある,今,現 在感覚的に知覚 されていない

それ を超 えたなに ものか(somethingbeyond)と なん らかの関係 にあるもの として知覚 さ

れ ているので ある。そ してここで部屋 の外部 とは,単 に空間的 な意味ばか りでな く時間的意味

を も含むのである。

第二に,知 覚 され ているものの間の関係は単 に外的であるのではない。むしろ,あ る知覚さ

れ ているものの変化が,そ れ を含む知覚 内容全体を変化させるようなしかたで,内 的なむすび

つきをもっているのである。

ホワイ トヘ ッ ドの知覚経験に関す るこのよ うな見解の第一の点は彼のできごととその延長的

関係の説 に,第 二の点は対 象とその進入 の説 に,密 接な関連 を有する。

皿

ホワイ トヘ ッ ドは,我 々に経験 され ている最 も一一般 的な事実は,な にものかが生起 し,う っ

り行 きつつあるとい うことである とい う。(CN49)そ して,こ のような一般 的事実の中か ら

分節 される個 々の部分を,で きご ととよぶ。ホ ワイ トヘ ッ ドでは,知 覚的経験の最終項(ter-

minus)は,も のではな く,ま ずなによ りも,互 いに関係 しつつ うつ り行 きつつあるできごと

なのである。 ・

ホワイ トヘ ッ ドのいうできごととは,交 通事故とか種々のセ レモニー とかいった,普 通我々

が出来事 とよぶようなもののみをいうのではな い。例えば リンゴのよ うな,通 常は もの とみな

される ものも,全 体的事実のうつ りゆきの中で,そ れ 自身うつ り行 きつつあるものとみな され

るかぎり,で きごととよばれ るのである。したがって,ホ ワイ トヘ ッ ドのいうできごとは,も

のとい う三次元的存在の時間的ふるまいを意味す るのではない。ホ ワイ トヘ ッドでは出来事 と

ものとい う通常の区別 は解消 されすべてはで きごとに一元化 され るのである。交通事故 の場合

を例に とると,そ れ は,車 や人 というものの時間的 関わ りではなく,車 とい うで きごとと人 と

い うで きごととを部分として含む一つの全体的 できごととみなされるのである。

dで みた ように,ホ ワイ トヘ ッ ドは 「識別された」で きごとは,「識別可能な」 で きごと と

ある関係 にあるもの とLて 知 られ るという。これ は前者の後者への意味づけ(significance)

といわれ る。意味づけは論理的推論ではなく,感 性的性質の現前と同様に直知 され るものであ

る。意味づ けという概念はホワイ トヘ ッ ド哲学において きわめて広い射程を有す るものである

が,こ こではできごとか らの時空的概念の構成 に関わ るかぎ りで論 じる。す ると,あ るできご

との意味づ けは,当 のできごとが他のできご との部分であ り,同 時に,そ のできごとがさらに

別のできごとを部分 として含む ということの直知で ある。できごとaが できごとbを 部分とし

一36一



て含 む とい うこ とを,ホ ワイ トヘ ッ ドはaがbを 超 えて 拡 が って い る(extendover)と い う。

aがbの 部分 で あ り,か つcを 部 分 と して含 む とい うと き,bやcは 必 ず しもaと 同様 に識 別

され た もの で ある必 要 はな く,単 に識 別可 能 な もの で あっ て よい 。aを で きご とと して 知覚 す

る とは,aを,識 別 可能 な も のを も含 ん だ全体 的 事実 の 中 で,超 えて拡 が る と い う延 長的 関係

の場 に ある もの と して知覚 す るこ とであ る。

超 えて拡 が る とい うこ とは,単 に空 間的 意味 ば か りで な く時 問的 意味 に お いて もい われ る。

例 えば あ る一 分間 の リンブ は,そ の 一 分間 に含 まれ る一 秒 間 の その リン ゴを部 分 と して含 み,

それ を超 えて拡 が っ てい る,と いわれ る。 この延長 的 関係 は,単 に内的現 象聞 に な りたつ 関係

で は な く,知 覚 者 自身 を もそ の 関係項 として含 む よ うな,実 在的 関係 で あ る。

この で き ご と間 の延 長 的 関係 に基 づ いて,ホ ワイ トヘ ッ ドは科学 にお い て用 い られ る よ うな ・

空 間,時 間 的概 念 の構 成 を企 て る。 こ の構成 の手続 きを 「延長 的抽 象化 の 方法」(methodof

extensiveabstraction)と い う。 以下 では点 と瞬 間の構 成 の みにつ い て,ホ ワイ トヘ ッ ド

の 手続 きの 概略 を再現 してみ る。

まず,で きご と間の延 長 的 関係 が 以下 の よ うに公 理 と して 示 され る(PNK101)。(4)a,b,

cを で きご と,aがbを 超 えて拡 が るをaKbで あ らわ す と,

A1.aKbな らa≠b

A2.い か な るaに 対 して もaKbな るbが 存 在す る。 また,い か な るaに 対 して もcKaな る

cが 存在す る。

A3.aKb,bKcな らaKc

A4・aKbな る任意 のa,bに 対 して,aKcか つcKbと な る よ うなcが 存 在す る 。

A5.任 意 のa,bに 対 して,cKaか つcKbと な る よ うなcが 存 在す る。

A6.bKcな る任意 のcに つ い て,aKc,か つa≠bな らaKb

Kは4次 元 連続 体 で あ るで き ご との 間の 包含 関係 を示 す,半 順 序 関係 で あ る。 上の 公理 に示

され た よ うなKの 性 質 に もとつ いて,で き ごとの抽 象集 合(abstractivesetま た はabstrac-

tiveclass)が 定 義 され る。

Df1.で き ご との集 合Aが 抽 象集 合 で あ るのは,(i)Aの 任意 の要素x ,yに つ い て,.xKy

か又 はyKxの どち らか 一 方 がな りたっ てお り,(ii)Aの 他 のす べ ての要 素 の 部分 と

な る よ うなAの 要 素 は存在 しな い,の2つ の条 件 がな りた つ とき,か つ そ の ときに限

る。

抽象集 合はKに 関す る順序集合であって,か つ最小元をもたないよ うな ものである。
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次に2つ の抽象集合の間に被覆(cover)と い う関係が定義 される。

Df2.あ る抽 象集合Aが 他の抽 象集 合Bを 被覆す るのは,Aの すべての要素がBの ある要素

を部分 として含むときかつその ときに限る。

A1^一A6,Df1,Df2か ら次の定理が導出できる。

T1.(1)AはA自 身 を被覆する

(ii)AがBを 被覆 し,BがCを 被覆するな らば,AはCを 被覆 する

次に,抽 象集合間の延長性に関す る等値関係(こ れ をホ ワイ トヘ ッドは,K一 等値又は抽 象

力において等 しい,と い う)が 定義 され る。

Df3.抽 象集合A,BがK一 等値 であるのは,AがBを 被覆 し,か つ,BがAを 被覆すると

き,か つその ときにかぎる。

K一 等値に関 しては次の定理が導 出で きる。K一 等値 を=Kで あらわす と

T2・(DA=KA

(ii)A=gBな らB=KA

(iii)A=KBか つB=KCな らA=KC

2つ の抽 象集合 がK一 等値 であるのは,そ れ らが集合 として等 しいことを意味するのではな

く,同 一の極限に収束す ることを意味するのである。

抽 象集 合はK一 等値の関係 にもとついて,同 値類へとまとめられ る。すなわち,任 意の抽 象

集合AとK一 等値であるようなすべての抽 象集合の集合 を考えて,こ れを抽 象要素(abstrac-

tiveelement)と 名づ ける。 この抽象要素が幾何学的諸概念に対応す るのである。

抽 象集 合間に定義 され た被覆の関係は,抽 象要素間の関係 として自然に拡張できる。すると

T1が 抽象要素間にもな りたつ。このとき,こ の被覆の関係 に関 して最も単純 な抽象要素,す

なわち,他 の抽 象要素によって被覆 され うるが,そ れ自身は他 の抽 象要素を被覆することのな

い抽象要素が,で きごと粒子(eventparticle)と よばれ る。これが幾何学的 な点の概念 に対

応す る。 しか し,点 といってもホワイ トヘ ッ ドは4次 元時空か らの抽 象を考 えているので,で

きごと粒子は4次 元時空上の点,す なわち,世 界点に対応す る。線 面等 も同様 の しかたで構

成 され る。そこで,例 えば直線6上 に点Pが あるとい うよ うな言明は,で きごと間の関係 とし

ては,Pを 構成す る抽 象要素がPを 構成す る抽 象要素に被覆 され るということを意味 している

と解釈できる。

瞬間の構成 も同 じ手法が使 われ るが,こ の場 合はKの 関係項 はで きごとではな くて持続

(duration)で ある。持続 とは同時的なできごとの総体である。換言 す る と持続 とは時間 的

にある幅 をもつが空間的には無限であるような特殊 なタイプのできごとである。このよ うな持

一38一



続の抽象集 合に基づいて,被 覆関係 に関 して最大の抽 象要素 である瞬間(moment)が 定義 さ

れ る。瞬間は ある時点における全宇宙であるといわれ る。瞬間を構成す る持続間の先後関係 に

基づいて,各 瞬 間の順序が定 められ る。このよ うな瞬間の稠密な全順序集 合が時 間系(time

system)と よばれ る。この時 間系が科学的 に測定 され る時間,時 刻 の基礎 となる。

以上略述 した科学的時空概念の構成は,1で のべた科学 における時間,空 間 と日常的に知覚

され る時間,空 間 との分裂を克服 しようとする試みである。点 瞬間等科学において不可欠な

時空的概念は一種の極限概念 として導入される。我 々は例 えば,「時刻tに おいて質点Pが 速

度sを 持つ」 というような言明をこのよ うな しかたで現実の経験(そ こに-は時刻tや 質点Pな

どは存在 しない)と 結びっけることができるのである。

ホワイ トヘ ッ ドのできごとの概念の特色をまとめると以下のよ うになる。第一に,で きごと

は時空的4次 元的延長 をもつ連続体であって,個 々のできごとは,「超 えて拡が る」 とい う延

長的関係 の関係項 である。第二 に,こ の延長的関係 は,そ の関係項 であるできごとにとって内

的 である。すなわち,あ るできごとがまさにそのできごとであるためには,他 のできごとに対

してそれ が現にたっている延長的関係 にあるとい うことが本質的である。第三に,科 学的な時

間,空 間概念は,こ のよ うなできごとの間の本質的関係 から構成され るものである故に,我 々

が現 に経験 しているこの世界の秩序を表現 しているとみ なせる。第四 に,し か しなが ら,こ の

よ うな構成によって得 られ る点,瞬 問等はできご とよりも論理的に高 いタイプに属 し,で きご

と と同 じ意味でこの世界 を形成す る基本的存在者であるとい うことはできない。

N

我 々は単にもの ごとの うつ り行 きのみ を知覚 しているのではない。この うつ りゆくものごと

のただ中にうつ りゆかない要素 が認知 され る。自然 におけるこのうつ り行 かない要素をホ ワイ

トヘ ッ ドは対 象とよぶ。対 象はできご との特徴(character)で ある といわれ る。対象 には,

色,音,に お い等の感覚的対 象,い すや リンゴ等,常 識的 に個物 といわれ るような知覚的対

象,電 子,分 子等の科学的対 象等 の分類が ある。

対象はそれ 自身 としては抽 象的な存在であって,で きごとの特徴 となることによってのみ現

実的 となる。 しか し他方,あ るで きごとがまさにそのできごととして他 のできごとか ら区別 さ

れ るのは,主 にそれがその特徴 として一定の対 象を持つが故にである。そのためで きごととそ

の特徴 である対象とは「般に区別されない。例えば 「ピラ ミッ ド」 という語は,ま わ りの で

きご とと関係を とり結 びつつ うつ り行 きつつある一定の時空的領域 を指す とともに,そ の時空

的領域にあらわれ ている特徴 を指す とも見 なせる。 しか しホ ワイ トヘ ッ ドではこれ らは載然と
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区別 され ねばな らないのである。

できごとと対象の相異は,そ れ らの自己同一性の意味 を比べることによって最 も明 らかとな

る。できごとの 自己同一性は,も っぱらその時空的連続性に基づく。例えば;異 なった二っの機

会に知覚され るピラミッ ドは異なったできごとであ り,そ れ らのできごとを部分 として含むで

きごとは,同 じピラ ミッ ドという特徴 を示すにせよ,さ らに異なったで きごとである。これ ら

がそれぞれ別のできご とであるといわれ るのは,そ れ らが他のできごととたつ関係が全 く異な

るか らである。これに対 して対象の自己同一性は,対 象自身に本来属す る性格であって,そ れ

が どのできごとの特徴 となるかに関わ らない。この ことは,対 象自身にとっては,そ れがで き

ごとや他 の対 象とと り結ぶ関係が外的なものであることを示 している。

それ では,こ のようなそれ 自身抽 象的な対 象が現実化 し,具 体的なできごとの特徴 となると

はいかなることなのであろうか。ホワイ トヘ ッ ドはある対象があるできごとの特徴 となること

を,当 の対 象のできごとへの進入(ingression)と い う。以下進入 とい う概念 を説明す るた

めに,あ る感覚的対 象,例 えば青の進入について考 えてみよ う。

ここに一つの青いコップがあるとす る。この コップの青 さは,コ ップと しての特徴 をもろ あ

る時空的領域(こ れ をできごとコップとよぼう)へ の感覚的対 象青の進入 によって生 じる。 し

か しこのことは,で きごとコップへの感覚的対象青の内在を意味す るのではない。も し進入が

単にこのよ うな ことをしか意味 しないとすれば それは実体への属性の内在,あ るいは,個 物

を普遍が述語づけるとい うことと実質はなん ら異な らないものとなρて,ホ ワイ トヘッ ドが こ

とさらにできごとと対象という概念 をたてることの意味 は全 くないことになろ う。進入 とい う

概念が,主 語一述語,実 体一属性的記述方式 と根本的になじまない点は,通 常の述定(pre(五 一

cation)が 主語 となる事物 と述語 となる性質との問の二項的関係であるのに対 して,進 入が一

つのできごとと一っの対象との間 の二項的関係ではな ぐ,『一っ の対 象と無数のできごととの間

の多項的 関係であるということである。コッフ.の青 さは,単 にできご とコップ とのみ関係 を

もっているのではない。で きごとコップは,他 のす べてので きごとと内的関係 によって結びつ

いている。それ故,青 の進入はす べてのできごとに変容(modification)を もた らす。そ し

てこのすべてのできごとの内には当然その青さを感知する知覚者 も含 まれ る。す なわち,青 さ

の知覚もまた青の進入 とい う一つの事態 の部分的なあらわれなのである。

以上の説明から明 らかなよ うに,で きごとコップへの対 象青の進入といういいかたは,実 は

正確ないいかたではなかった。対 象青 は知覚者をも含んだ自然全体へ と進入す るのである。逆

にいうと,対 象青によってひ きお こされ るす べてのできごとの変容の総体が,青 の進入の意味

なのである。
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しかし無論,こ の コップの青さ といういいかたが無意味 となるわけではない。それは経験に

与 えられ る明 らかな事実 を言いあらわ しているのである。この青 さがそれの青 さであるときわ

だった意味でいいうるような,あ るで きごと(す なわ ち,こ の場合にはコップ)が 存在す る。

このようなで きごとをホ ワイ トヘッ ドは当の対象の場(situation)と い う。注意 すべ きは,

対象がある場にある(situated)と い うことは,そ の対 象の自然への進入とい う全体的事態の

一部 にすぎないことである
。後 に形而上学の時期にな って,ホ ワイ トヘ ッ ドは 「ある」とい う

ことの意味が 「ただそ こにのみ あって他の ところにはない」どい うことを含意す るとす る考 え

かた を,「単純な位置づ けの誤謬(fallacyofsimplelocation)」 とよぶよ うになる。この

いい方を用いると,対 象がある場にあるということを対 象の進入の 唯一 の意味 とみ なす考 え

は,ま さに単純な位置づけの誤謬にお ちいることなのである。

対象の自然への進入に関してできごと全体は4つ の クラスに分たれ る。すなわ ち,知 覚者の

できごと(percipientevent),場,能 動的 に条件づけるできごと(activeconditioning

event),受 動的に条件づけるできごと(passiveconditioningevent)で ある。知覚者の

できごととは,知 覚者の身体的,生 理的あ りかたのこ とである。能動的に条件づ けるできご と

とは,対 象がその場にあるように知覚者に感知され る際 に,特 に重要な役割 を演ずるできごと

である。受動的に条件づけるできご ととは,他 のすべてのできごとをい う。 これ ら4つ の クラ

スは載然 と区別 され るわけではな く,同 一ので きごとが2重 の役割 をにない うる。

正常な知覚 の場合 には一般に対象の場は能動的 に条件づけるできごとの山つである。できご

とコップは対 象青の場であ りかつ能動的に条件づけるできごとである。 しか し誤知覚や,鏡 に

うつった像等の場合には,対 象の場が受動的に条件づけるできごとであることがある。鏡に う

つった青 は鏡 の背後 にみえる。この とき青 の場は受動的に条件づけるできごとである。 しか し

ホワイ トヘ ッ ドは,こ のような誤知覚や鏡像 を単に主観的な事態 とは考 えない。鏡 の背後 の青

は,単 に知覚者の心 の内で生 じているのではなく,現 に鏡の背後のできごとを場 としているの

である。対象青の進入は,知 覚者のできごとをも含んだできごと全体のあるシステマティック

な変容 を意味するのであった。鏡像 の場 合には,対 象青の場が受動的に条件づけるできごとで

あるとい う形で,対 象の進入がお こっているのである。対象の場が一般 には能動的に条件 づけ

るで きごとであり,我 々の知覚が-般 に正常であるということは,自 然の事実であ り,入 間の

進化論的適応の結果 であるのであって,対 象の進入に必然的に属する性格 ではないのである。

知覚的対象お よび科学的対象についてはここではもはや論ず ることはできない。 しか しこれ

らの対 象について も,そ の進入に関 しては上に述べられた説明があてはまる。

我 々は最後に,こ れ まで論 じてきたよ うなできごとと対 象の概念 によって 自然の二元分割が
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どのよ うな方向に解消され るのかをまとめる。ただ しここではその見通 しが述べられ るにす ぎ

な い。

(1)感覚的対象,知 覚的対象,科 学的対象といった レベルの異なった対 象は,同 じできごとあ

るいはその部分 を揚 として進入 しうる。

② しか し対象の進入 とは,当 の対象によるできごと全体の システマティックな変容 を意味す

るのであるから,同 じできごとあるいはその部分 を場 とする異 なった レベルの対 象は,そ

のできごとあるいはその部分 と残 りのす べての できごととの間の異なった関係 を表現 して

いると見なしうる。

(3)それ故,例 えば リンゴは原子や電子の集合体 であ りそれ らか らなる とい う必要はない。知

覚的対象 リンゴと科学的対 象原子は,あ るできごとあるいはその部分が他のできごととと

り結ぶ異 なった関係 を特徴づけているのであって,そ れ ら対象どうしの間に部分 と全体 と

いうよ うな延長的関係が成立 しているのではない。(ホ ワイ トヘ ッドは延長的関係 はで き

ごとどうしの間 でのみ生ず るという。)

(4)科学的対 象は,こ の世界のできごとの間のきわめて複雑な関係 を一定の単純 さに よって表

現 しうるような,特 徴の特徴 あるいは関係 の関係であって,こ の世界の背後 にある原因で

はない。

ホワイ トヘ ッ ドの論述 は,特 に対 象間 の関係については,あ いまいで不十分 な ところも多

く,彼 の意図 した二元分割の克服をどの程度 なしとげているのか の評価 はむず か しい。 しか

し,常 識的実在論 と科学的実在論の対立 とい う問題に対 して,ホ ワイ トヘッ ドが一つの きわめ

てユニークで有効な視点 を提出 しているとい うことは認められねばならないであろう。
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          Event and Object 

Fundamental concepts of Whitehead's philosophy 

of science

Koichi Nakagama

 One of the motives of Whitehead's philosophy is to overcome the traditional conceptual 

scheme of Substance-Attribute or Subject-Predicate. In his philosophy of science, 

this motive appears as the refutation of "bifurcation of nature". 

 We dicuss his main points through examining event and object, which are fundamental 

concepts in his, philosophy of science. 

 An event is anything that is in passage. Events are in the field of a relation called 

"extention" . On the basis of this relation of extention, Whitehead constructs scientific, 

geometric concepts such as points, moments, etc. This is his "method of extensive ab-

straction". 

 An object is the character of events, and is not in passage. The way an object is the 

character of events is called "ingression" of the object into the events. We examine the 

difference between the ingression and the inherence of an attribute in a substance. 

 Lastly, the outline of the way Whitehead can overcome the bifurcation of nature is 

discussed.
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