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種別概念の系譜と変遷
The Brief Genealogy and Continuous Change of Sortal Concepts
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要

旨

種別概念（sortal concepts）は，哲学において非常に重要な概念であり，個物の数的同一性，持続，
数え上げ，本質，指示などの理解において決定的なものである。しかしながら，人や馬，河川，集合，
出来事などの種別概念がこれまでどのようなものとみなされてきたかについては，系統立った仕方で
はこれまで明らかにされてこなかった。本稿において私は，「種別概念」と呼ばれうるものの系譜を
歴史的・現代的な観点から素描することを通じて，それがアリストテレスやジョン・ロック，P. F. ス
トローソン，P. T. ギーチなどの哲学者の間でどのような仕方で変遷し共有されてきたかを考察する。
私が描く小史は，種別概念が観念史におけるいわば単位観念として緩やかな連続性のもとで継承され
てきたという事実を照射するものとなるだろう。

Abstract
The notion of a sortal concept is a very important in philosophy, central to understanding of the
numerical identity, persistence, counting, essence, reference of a particular. However, it has not been
clarified in a systematic way how sortal concepts including person, horse, river, set, and event had been
considered so far. In this paper, I sketch the genealogy of what can be called “sortal concepts” from
historical and contemporary perspectives, and examine how it has changed and been shared among
such philosophers as Aristotle, John Locke, P. F. Strawson, P. T. Geach, and more. The brief history I
describe will shed light on the fact that sortal concepts have been inherited with gradual continuity as
what we might call a unit-idea in the History of ideas.

序
種別概念（sortal concepts）は，
哲学において非常に重要な概念である。
「人」や「猫」
「河川」
，
「彫
，
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像」，
「数」，「集合」
，
「出来事」などの概念を典型例とするそれは，古くから多くの哲学者が明示的
にせよ暗黙的にせよ利用してきたツールの一つである。現代哲学の諸分野，たとえば分析形而上学
や数学の哲学においても，種別概念は数的同一性，数え上げ，本質，指示などの概念の理解を助け
るものとしてしばしば重視される。近年では，個物の視覚的追跡・認知的同定にとって種別概念の
表象がどれほど役立つかというも点も，認知心理学や知覚の哲学における争点の一つとなっている
（横路 2018a を参照）
。
しかしながら，種別概念またはそれに類する概念が古代から現代に至るまでどのようなものとし
て捉えられてきたかについては，系統立った仕方ではこれまで明らかにされてこなかった。こうし
た現状は，種別概念が哲学のキーコンセプトの一つであるという事実に鑑みると―それを有用な
概念ツールとして援用するかどうかにかかわらず―不幸な事実であろう。そこで本稿において私
は，
「種別概念」と呼ばれうるものの系譜を歴史的・現代的な観点から素描することを通じて，そ
れが哲学者の間でどのような仕方で変遷し共有されてきたかを考察することにしたい。先取りして
述べれば本稿で描かれる「小史」は，種別概念の捉え方が時代に応じて微妙に変化しながらも，緩
やかな連続性のもとで連綿と継承されてきたという事実を一つの断面から照射するものとなるだろ
う。
本稿は次のように進む。第一節では，分析哲学以前の歴史的な観点としてアリストテレスとジョ
ン・ロックに焦点を絞り，彼らが「種別概念」をどのように捉えていたかを論述する。第二節と第
三節では，現代的な観点に立ち，ピーター・ストローソンおよびピーター・ギーチをきっかけとし
て種別概念が分析哲学内部でどのように受容されていったかを検討する。第四節と第五節では，種
別概念がその後どのようなものとして精緻化され，現在いかなるトピックへと展開されているかを
概観する。

第一節

分析哲学以前：「何であるか」と通時的同一性

よく知られているように，現代で「種別概念」と呼ばれるものの起源は，古代のアリストテレス
にまで遡る。主に『カテゴリー論』の中でアリストテレスは，実体（substance）を「白い」や「よ
い」などのいわゆる付帯的存在（accident）から区別したうえで，それらよりも実体が優位である
と主張した。まずもってアリストテレスにとって実体とは，
「基体（subject）のうちにあることが
ないもの」
（Aristotle 1984a, 2a12―13）のことである。基体とは「他の事物はそれの述語とされるが，
それ自らは決して他のいかなるものの述語ともされないそれ［主語］のこと」
（Aristotle 1984c,
1028b34―1029a1）であり，基体のうちにあるとは「何かのうちに部分としてではなく帰属し，その
うちにある当のものから離れては存在しえない」（Aristotle 1984a, 1a25―26）ということを指す。実
体に関するこうしたアリストテレスの説明は，ゲイル・ファインの指摘以来，他のものに依存せず
離れてあるという意味で離存性（separation）と結び付けられる（Fine 1984 を参照）。実体の最も
基礎的と思われる特徴をわかりやすく言い直すと，それは次のようになる。すなわち実体とは，付
帯的存在と違ってその他のものに依存することなくそれらから独立に存在するという点において，
離存性を持つものである。
実体の中でも第一のもの，すなわち第一実体（primary substance）としてアリストテレスが真っ
先に認めるのは，特定の人間や特定の馬といった個物である。特に，個物が第一実体としてみな
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されるゆえんは，「第一実体がもし存在しないとすれば，それ以外のいかなるものも存在しえない
だろう」（ibid., 2b5―6）と言われるように，個物が離存性を持つだけでなく，「基体について語られ
ることがない」（ibid., 2a12―13）
，すなわち他のものに述定されることがないという特徴も持つから
である。述定されないものの典型例には，普遍的なものと対比される個別的な個物が当てはまる。
たとえば，「白い」や「よい」は他のものから離れてはありえず特定の基体に依存するのみならず
（Aristotle 1984c, 1028a28―29 を参照）
，
「カリアスは白い」という仕方で述語としても述べられる。
対照的に，「これ」として指し示すことができる個別的な実体であるところのカリアスという特定
の人間は，他のものに依存せずに独立してあるばかりか述語として述べられることもないようなも
のである。それゆえ，離存性を持ち述定されることがないカリアスは第一実体の一つである。同様
のことは，特定の馬であるところのブケパロスなどにも当てはまる。
その他の注目すべき特徴として個物は，
「数的に同一であるものが，互いに反対であるもの
（contraries）を受け入れることができる」という「実体に最も固有の特徴」
（Aristotle 1984a, 4a10―
11）をも備える。たとえば，特定のある人間は，白くあったり黒くあったり，あるいはよくあっ
たり悪くあったりする一方で，数的には問題なく同一であり続けることができる。つまり「同じ
ものがあるときには白く，他のときには白くないことを妨げるものなどどこにもなく」
（Aristotle
1984b, 102b4―7）
，いかなる個物も実体的に変化することなく（数的同一性を失うことなく）異な
る時点で多様な変化を被りうるという固有の特徴を持つ。以上を要約すると，個物が第一実体であ
ることは概略的には次のような仕方で説明されることになる。すなわち，それは他のものに依存し
ない離存性を持ち，またそれは述語として述べられない個別的なものであり，さらに多様な（たと
えば質的な）変化を通時的に同一のまま享受できるがゆえに，第一実体の名にふさわしいものであ
る。おそらくこうしたアリストテレス的な実体理解は，現代哲学において「個体（individual）
」も
しくは「個物（particular）」と名付けられるものからそれほど遠からぬものであろう。
だが私がここで焦点を当てたく思うのは，第一ではなく第二実体（secondary substance）の方で
ある。これについてアリストテレスは次のように述べる。
第二実体と言われるのは，
第一に実体と言われたものが帰属するような種およびその類である。
たとえば，特定のある人間は人間という種のうちに属し，動物はその種の類である。それゆえ，
これら人間と動物は第二実体と言われる。
（Aristotle 1984a, 2a14―19）
アリストテレスによれば，個物ほど実体的ではないが，それに準じて実体的であるのは，人間や馬，
動物といった種（species）と類（genus）である。たしかに人間や馬は，「カリアスは人間である」
などの仕方で典型的には個物の述語として述べられ，カリアスやブケパロスなどと違って普遍的な
ものである。この意味で種・類は，個物に比べると「実体」とは言いがたく，文字通り第一実体の
種類（sorts）を表すにすぎない。しかし特筆すべきことに，
「白い」や「よい」などの付帯的存在
に比べると，種・類はより実体的であるとアリストテレスは主張する。その「もっともな理由」とは，
「述定されるものの中で類と種だけが，第一実体を明らかにする（reveal）」（ibid., 2b29―31）からで
ある。たとえば，
「白い」は「質（qualification）を表す」にすぎず，特定のある人間としてのカリ
アスが偶然的にどうあるか（how it is）を説明するものではあるものの，
カリアスが何であるか（what
it is），すなわちその本質的な側面を説明するものではない。これに対し種・類は，カリアスが何で
あるかをカリアスの属する「人間」という種類によって説明し，「実体に関わる質を仕切り，ある
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特定の質を備えたものとして実体を表す」ものである（ibid., 3b19―21）。つまり種・類は，「それは
何であるか（what is it?）
」という疑問に対しふさわしい答えを提供することで，
第一実体として様々
な質的特徴を持つ個物を境界付け，それを本質的な仕方で特徴付けるという役割を担うものと言え
る（Aristotle 1984b, 102a31―5 も参照）
。
『形而上学』の象徴的な言い回しを借りるならば，「
「何で
あるか」は，実体［すなわち個物］をよく示す（indicates）」
（Aristotle 1984c, 1028a14―15）のである。
したがって，アリストテレスにとって種・類とは，述語として述べられ個別性を欠くために第一実
体である個物から明確に区別されるものの，一連の個物が―偶然的にどうあるかではなく―何
であるかをよく示しその本質を照射するという意味では，第一に準ずる第二の実体である1）。
現代の種別概念は大雑把には，こうした第二実体としてのアリストテレス的な種・類を起源とす
る。両者は，第一実体である個物とは異なり普遍的であり，かつ個物の本質的な側面として「それ
は何であるか」を明らかにするものだという点で共通している。しかし，現代の種別概念と種・類
の間のより密接な関連付け，そして哲学史上における「種別（sortal）」という術語の命名は，近世
におけるジョン・ロックの登場を待たねばならない
（Locke [1690] 1975, III. iii. 15 を参照）
。ロックは，
アリストテレスによって第二実体とみなされた種・類が，実際のところは抽象観念（abstract idea）
にすぎないと論じた。唯名論者であるロックにとって，抽象または一般観念とは，
「心の虚構や考
案物」
（ibid., IV. vii. 9）あるいは「ものの真の存在に属するのではなく，
知性の発明品・創造物」
（ibid.,
III. iii. 11）である。それゆえ，種・類も実在の真なる内部構造（true internal Constitution）すなわ
ち実在的本質（real Essence）を必ずしも反映せず，心や知性によってあつらえられた虚構にすぎ
ないとされる。ロックの考えるところでは，
実在的本質から程遠いこうした「類と種の人工的構造」
（ibid., III. iii. 15）とは，
「我々が自分の心に持つ抽象観念以外のものではない」
（ibid., III. iii. 13）よ
うな名目的本質（nominal Essence）である。
だがそれでも，ロックは種別概念に相当する考えを自身の哲学体系から排除するどころか，むし
ろ積極的に取り入れる道を選んだ。この理由は，ある研究者の言葉を借りれば「抽象的で種別的
（sortal）
（…）観念は，当の観念に属するあらゆる個物が通時的同一性を保持する際に必要なもの
を教えてくれる」
（Thiel 2011, p. 105）と考えられたからである。ロックによると，
「この同一性と
いう関係にまつわる困難が生まれてきたのは，同一性が帰属させられる事物を正確に理解すること
にあまり注意が払われてこなかったから」
（Locke [1690] 1975, II. xxvii. 1）である。ここで言われ
る「事物の正確な理解」を種別的な観念に基づくものだと解釈することができれば，我々が心に持
つ種に関する抽象観念は―たとえ実在の真なる内部構造を反映するものではないにせよ―（通
時的）同一性に関する哲学的な混乱を解消するのに資するものとなる。
ロックが実際に挙げている具体例は，生物（Organism）や原子の集まりとしての物体（Body）
すなわち物質の塊（Mass of Matter）である。彼は両者を明確に区別し，それらの同一性を対比さ
せる。一方で物質の塊の通時的同一性が保持されるのは，まったく同じ原子が通時的に維持される
1） ただしアリストテレスは，種の方が類よりも「より実体的」であると主張している。たとえば，ある個物について，
植物という類よりも木という種であると語った方が，「より多くの情報を提供する」からである（Aristotle 1984a,
2b12―15 を参照）。他方で，アリストテレスは「類は種に常に先立つ（prior）」とも述べる。たとえば，ある魚が存
在するときはある動物もまた存在するが，その逆は必ずしも先立たないからである（ibid., 15a4―7 を参照）。この
ことと関連してか，種と類のどちらを「原理（principle）」とみなすべきであるかどうかについて，アリストテレ
スは一定の逡巡を示しているように見える（たとえば，Aristotle 1984c, 998b14―999a23 を参照）。
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ときに限られる。このため，原子を一つでも取り除いた物質の塊は以前の物質の塊ともはや同一で
はない。他方でオークの木などを含む生物の通時的同一性は，そうした原子の増減に左右されるわ
けではない。その代わりに生物の同一性を特徴付けるものとしてロックが注目するのは，分子の配
列によって構成されるような「持続する同一の生命（Life）の関与」
（ibid., II. xxvii. 6）である。た
とえば，オークの木に分類されるある植物がターンオーバーを繰り返した結果，かつての分子をす
べて失ったとしても，生命が同一のまま維持されている限りその植物は時間を通じて同一であり続
ける。このとき「オークの木」は，たしかに先の「物質の塊」と並んで心の中にある一種の抽象観
念である。しかしその観念は，オークの木に分類される事物が「同じ生命に関与する限り同じ植物
であり続ける」
（ibid., II. xxvii. 4）という通時的同一性の要件を教える点において，
「同じ原子の維持」
に関する要件を教える「物質の塊」から明確に区別される独特の種別的な観念である。したがって，
ロックの議論を一般化すると次のようになる。すなわち，ある存在者の通時的同一性を構成するも
のは，それが属する種・類の名目的本質によって特定される何らかの要件を継続して満たすという
ことにほかならない。
同様のことは，ヒトと人，実体という観念についても当てはまる。よく知られているように，ロッ
クにとって人（Person）とは「推論・反省し，
思考するような知的な存在者」
（ibid., II. xxvii. 9）である。
他方でヒト（Man）と実体（Substance）でロックが意図するものはそれぞれ，
「特定の形を持った
動物」
（ibid., II. xxvii. 8）と非物質的な実体としての精神に相当する。これら三つの異なる観念に
関する同一性を論じるとき，ロックは「一部の読者にとっては奇異に映るかもしれない」
（ibid., II.
xxvii. 27）と念を押しつつも，果敢にも「同じ実体であること，同じヒトであること，そして同じ
人であることはそれぞれ別の事柄である」
（ibid., II. xxvii. 7）と主張する。というのも，特に人と
ヒトについて「人の同一性すなわち理性的な存在者の同一性は，意識のみに存し」
，
「意識が過去の
行為や思考へと遡って届きうる限りにおいて，そうした人の同一性はそれだけ遠くに及ぶ」（ibid.,
II. xxvii. 9）のに対し，ヒトの同一性は，オークの木の同一性と同様に「同じ継続する生命（Life）
に関与することそのものに存する」
（ibid., II. xxvii. 6）からである。これを現代的な事例で考えると，
たとえば花子の意識を担う大脳だけが破壊され，その代わりに花子の身体のうちに太郎の意識を実
現させる大脳を―花子の生命活動には影響を与えずに―移植すると，
「花子」と呼ばれていた
ものはもはや同じ人ではないが依然として同じヒトであり続けるだろう。それゆえ，
「もし同じヒ
トが互いに排他的な異なる意識を異なる時点において持ちうるのであれば，その同じヒトが異なる
時点では異なる人となる」
（ibid., II. xxvii. 20）
。逆に，同じ人であり続けるものは同じヒトでなく
なることも可能である。
「ある王子の魂が，以前の生活についての意識を伴いながら，魂が抜けた
直後の靴直しの職人に入り込んだとすると，彼は王子と同じ人である（…）と誰しもが考えるだろ
う。だが，同じヒトであると誰が言うのだろうか」
（ibid., II. xxvii. 15）。ロックが教えるところで
は事物の同一性を正しく判断するとき我々は，
「同一性が適用される語がどのような観念を表すか
を考慮に入れねばならない」
（ibid., II. xxvii. 7）のである2）。
2） 特筆すべきことに，ロックよりも以前に同様のことはすでにトマス・ホッブズによって示唆されていた。ホッブ
ズによれば，「あるものの同一性について探究するとき，我々はどれがどのような名辞で呼ばれているかを考慮に
入れなければならない」（Hobbes [1655] 1962, II. xi. 7）
。そこでホッブズは，同じヒトであり続ける個体は同じ身
体でなくなるという可能性などを示唆している。ただし，通時的同一性のあり方についてのロックの考えに直接
的な影響を与えたのは，ロックのメンターであったロバート・ボイルだと考えるのが妥当である（Ayers 1991, pp.
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種別的な抽象観念は，こうしてロックの哲学において特異な地位を占めるものとなる。先に述べ
たように種別概念の起源としての種・類は，アリストテレスの哲学では第一実体としての個物が何
であるかを明らかにするような第二実体であるとみなされた。だがロックの哲学においては，種・
類の捉え方は主として二つの点で変質を被ることになる。第一は，種・類が心によって作られる名
目的な本質としての抽象観念にすぎないとされたことである。これはロック自身が明確な唯名論者
であり，存在する事物とは（普遍者と対比される）個物のみであると考えたことから自然に導かれ
る帰結であろう。より重要なのは，第二の変質である。それは，種別的な抽象観念としての種・類
が事物の通時的同一性にとっての構成要件を教え，その要件が「オークの木」と「物質の塊」また
は「人」と「ヒト」の対比に象徴されるように種・類ごとに異なるとみなされたことである。この
ことから示唆されるのは，アリストテレスが種・類に最も特徴的とみなした「個物が何であるかを
明らかにする」という役割が，ロックによって「事物の通時的同一性の構成要件を多様な仕方で教
える」という役割として実質的に同定されたということである。
もちろんこの「変質」は，アリストテレスによる特徴付けがロック的な観点をまったく内包して
いなかったということを意味しない。事態は逆ですらある。アリストテレスにとって個物とは，モ
ンゴモリー・ファースの言葉を借りれば，
「これ」と特定可能な個体性の他に「変化を通じて同じ
F であるものとしてのある種の自然な持続性」
（Furth 1988, p. 54）をも備えた実体である。また，
アリストテレスについてのデイヴィッド・ウィギンズの解説によれば，第二実体に属するものとし
て個物は，「特定の種類の変化を生き延び，ある特定可能な仕方で誕生し，
（…）ある特定可能な仕
方で存在しなくなる傾向を持つ」
（Wiggins 1995, p. 45）。もしこうした特徴が，個物が種・類に属
するおかげで保持されるのだとすれば，
アリストテレスが想定する種・類の役割には，
少なくとも
「個
物が変化を通じても同じであり続けるための要件を教え，
個物の生成消滅のあり方を規定すること」
が含まれるだろう。実際，先に見たようにアリストテレス自身も第一実体である個物に対し「異な
る時点で多様な変化を被りうる」という特徴を付与していた。種・類についてのロックによる特徴
付けがアリストテレスの第二実体においてすでに予期されていたと見ることは，むしろ両者の共通
性について自然な理解を与えるものでありうる。
とはいうものの，より詳細かつはっきりとした仕方で，種・類の役割を通時的同一性が成立する
ための構成要件の提供と結び付けたのが，いずれにしてもロックの方であるのは確実である。この
ことは，形而上学におけるアリストテレスの主要な関心が，個物としての実体の通時的同一性とい
うよりも実体の統一性（unity）
にあったと考えることによってより現実味を帯びる。特に
『形而上学』
においてアリストテレスは，
「作り出されるのは「これ」すなわち個物であり，生成されるものは
形相と質料から成る」
（Aristotle 1984c, 1043b17―18）として，
個物であるところの実体を質料（matter）
と形相（form）の両者から成る統一体（composite）と考えた。たとえば，ある銅像は質料として
の青銅と形相としての形から成る統一体であり，ある人間は質料としての肉体と形相としての魂か
ら成る統一体である。このとき各形相は，青銅を単一の彫像たらしめ，肉体を単一の人間たらし
めるという点で，「多くの諸部分から組成されているものを複数ではなく単一の（特定の種に属す
る）統一体にするものは何か」という統一性に関する問いに答えを与えるものである。換言すれば
形相は，
「各々の事物があることの第一の原因」
（Aristotle 1984c, 1041b27）として質料を規定する
ことで実体の統一性を担保する役割を担い，個物を特定の種に属する単一の個体すなわち統一体と
178ff. を参照）。
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して生成する統一原理（principle of unity）として機能する。それゆえ，
「実体とは何か」と問いか
けるアリストテレスにとって第一義的に問題となっていたのが，実体の通時的同一性というよりも
実体の統一性，とりわけ形相に基づく統一性であったと考えるのは不当な解釈というわけではない
（Charlton 1994 も参照）
。
反対に先に見たようにロックにとっては，種・類という名目的本質に基づく通時的同一性，とり
わけ人やヒト，物質の塊などと分類されるものが各観念に特徴的な仕方で同じであり続けるという
事態こそが主要な関心事であった。こうした対比を重く受け止めれば，アリストテレスを嚆矢とす
る種別概念の歴史を大局的に理解するうえで，通時的同一性をめぐる議論へと接続するロックの見
方が一つの重要な転換点であったのは疑いえない。種別概念と同一性を接続する明確な接点は，
「あ
る種に属する事物の同一性の条件は，その他の種に属する事物の同一性の条件と同じである必要は
ない」（Lowe 2005, p. 89）と要約可能なロックの洞察に始まると言える。

第二節

分析哲学における受容：認知的な同定の原理

では，アリストテレスによる創始とロックによる変質を経て，種別概念は現代の英米圏の哲学，
とりわけいわゆる分析哲学においてどのように受容されたのだろうか。少なくともその端緒として
最もよく知られるのは，ピーター・ストローソンによる次のような特徴付けである。
種別概念は，それがまとめ上げる個別的な個物を識別し数え上げるための原理を提供する。そ
れは，まとめ上げられた個物を個別化する際の先立つ原理や方法を前提としない。（Strawson
1959, p. 168）
ここで種別概念の役割として想定されているのは，個体の識別や数え上げ，個別化，再同定の原理
の提供である。次節で見るように，数え上げが種別概念を必要とすることそれ自体は実際にはスト
ローソン以前から指摘されていたものの，
『諸個体』（Strawson 1959）という分析哲学上の記念碑
的著作において，ストローソンが種別概念を数え上げや同定の原理との関連のもとで取り上げたこ
とは，以降の議論を方向付ける決定的な契機の一つとなった。
ストローソンの示唆の確からしさは具体的な事例から確かめることができる。たとえば，「この
動物園に猫は何匹いるか」と問われたとしよう。このとき，我々が一匹，二匹…と猫を数え上げる
ことができるのは，猫という種別概念によって与えられる何らかの数え上げの原理，すなわち「い
かなる特徴をもって猫を数え上げればよいか」を教える原理のおかげだと考えられる。もちろん数
え上げの原理は，それがいかなるものであれ，必ずしも万能というわけでも厳密というわけでもな
い。ときに猫なのかあいまいなケース（チーターも一匹の猫に数え入れるべきだろうか）や，一匹
か二匹か判別しづらいケース（結合双生児と同様に，一つの身体と二つの頭部を持つ猫は何匹と数
え上げればよいのだろうか）などのケースに遭遇したとき，我々は猫の数え上げに小さくない不安
を覚える。しかしながらこの種の不安は，
「この動物園に黒色の対象はいくつあるか」と問われる
際に覚える不安とはまったく異なる種類のものである。
「黒色の対象」だけでは，我々はそれをど
のように数え上げればよいのか見当がつかない。たしかに，ある黒猫は黒い対象である。また，そ
の黒猫の頭部や胴体，足，尾も黒い対象である。だが，それらを一つとして数え上げるべきなのか，

238

種別概念の系譜と変遷

五つとして数え上げるべきなのか，あるいはどちらも正解もしくは誤りであるのか，
「黒色の対象」
はいかなる手がかりも教えてくれない。数え上げの手がかりを得るためには，我々は黒色の何であ
るか（black what? ）を知る必要がある。その何であるかを教えるものこそ，まさしく種別概念に
ほかならない―黒色の「猫」であれば一つ（一匹）
，黒色の「足」であれば四つ（四本）
，黒色の
「毛」であれば（おそらく）万を優に超える数，といった具合に。
デイヴィッド・ウィギンズがのちに「ストローソンによる種別概念の考え方は，アリストテレス
の第二実体の考え方に直接由来する」
（Wiggins 1967, p. 28）と指摘する通り，ストローソンが数え
上げなどを可能にするものとして種別概念を取り上げる際に念頭に置いていたのは，数え上げるべ
き対象について「それは何であるか」
を教えるアリストテレス流の第二実体である。しかしストロー
ソンの力点は，アリストテレスやロックよりもさらにはっきりとした形で，種別概念の役割に関し
て認知的な規準という側面を強調することにあったと考えられる。便宜的にこれを認知的な要素と
規準的な要素に分け，
先に前者について見ていくことにしよう。
種別概念が
「個体の識別や数え上げ，
個別化，再同定」と結び付くのは，個物の識別や再同定を行う能力が，
「様々な種類の個物を再同
定するための一般的な規準あるいは方法の存在を含意する」
（Strawson 1959, p. 55）と考えられて
いるからである。ストローソンによると，「同定することはあるものが同じである（the same）と
考えることに関わる」
（ibid., p. 31）
。このため個物の（再）同定や識別，数え上げを行うには，問
題の個物が属する種別概念を把握することを通じて，その個物の数的同一性に関する原理を把握す
ることが不可欠である（Strawson [1974] 2004, pp. 83f.; Strawson 1976 も参照）
。後年のストローソ
ン自身の言葉を借りれば，
「真なる個体または存在者としての地位を獲得しうるいかなる候補につ
いても，それを真なる個体または存在者として正当に認める立場にあるためには，我々は当の個体
の同一性の原理，すなわち当の個体に関する同一性の問題を解決する際に我々が利用でき実際に利
用する原理を保持せねばならない」
（Strawson 1997, p. 3）。そしてこの（再）同定や識別，数え上
げに関わる「同一性の原理」を主体が保持するために必要となるものこそ，主体による種別概念の
把握である。
たとえば，認知主体である花子が猫のティブルスを認知的に同定する際，彼女はティブルスを河
川でも人でも彫像でも集合でもなく，ほかならぬ猫，または少なくとも動物に属する個体として把
握せねばならない。ティブルスの同定や識別に成功するのは，彼女が猫という種別概念によって与
えられる特定の原理や規準を手にするおかげである。いま，猫の（再）同定や識別，数え上げに関
わる「同一性の原理」を，前節のロックの提案に従って（オークの木やヒトと同様に）同じ生命の
関与に関わるのだとすると，ティブルスが不慮の事故で尾を失ってもティブルスであり続けると花
子が再同定することができるのは，猫に関する「原理」を規定するものが単なる尾の保持ではなく
生命維持機能の保持だと花子が把握しているからである。もしティブルスの属する種別概念がど
れであるのか花子に見当もつかないとすれば，いかなる規準のもとで彼女はティブルスを他の個体
（ティブルスが座るマットや椅子）から識別し，ティブルスを（再）同定すればよいのかまったく
不明瞭だろう。たとえば，ティブルスを精巧な機械に属すると誤って把握する主体として火星人を
想定するとき，彼らは本当にティブルスを同定し他の事物から識別できるだろうか。ティブルスが
不幸な事故によって生命を失うとき，ティブルスはティブルスたりえなくなる（つまり死去する）
にもかかわらず，精巧な機械だと誤認している火星人は，ティブルスは単に停止しただけで，依然
として同一のままだとみなすかもしれない。このとき，火星人がティブルスの識別や（再）同定に
成功しているとは言いがたいように思われる。
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ストローソンの考えを一般化すると次のように述べることができる。すなわち，問題の対象 x を
まさに当の個体として（再）同定する，またはその他の個体から x を識別する際，主体は x がどの
ような種別概念 F に属し，F がいかなる同一性の原理を与えるのかを把握せねばならない，と。こ
れに鑑みると，ストローソンの哲学において種別概念が重要視されたのは，彼の主要な関心が個物
の（再）同定や識別といった認知的な活動にあったからだと言える。同時に，ストローソンによっ
て明示的に打ち出された種別概念と個物の認識の結び付きをめぐる主張は，興味深いことにアリ
ストテレスによる次のような考えのうちにその源流もしくは萌芽を認めることができる。すなわ
ち，ある個物について「それを最もよく知るのは，それが何であるかを知る者」であり，
「各々の
事物についての知識があると言えるのは，各々が何であるかを知っているとき」
（Aristotle 1984c,
996b16―8）
である。アリストテレスによると，
個物を最もよく知るためには，
その偶然的な性質や量，
場所などを把握することよりも，
「それは何であるか」という問いに対しふさわしい答えを与える
ことの方が役に立つ（ibid., 1028a36―b1 も参照）。先述の通り「それは何であるか」に対してふさ
わしい答えを提供するものは，
『カテゴリー論』においては個々の個物を本質的に特徴付ける種・
類であった。このことから，
ひとが問題の個物 x を最もよく知ることに貢献するのは，
x の属する種・
類を認識することを介して―x がどうあるか，x がどれくらいあるか，x がどこにあるかというよ
りも―x が何であるかを明らかにすることだと考えられる。したがって，種・類はその認識が各
個物の十全な知識を授けるという点において認識論的に特権的な地位に立つというアリストテレス
的テーマは，ストローソンにおいても，個物の（再）同定や識別にとっての種別概念の把握の重要
性に焦点を当てるものへと変遷しながら，部分的に継承されていると見ることができる3）。
いまや，ストローソンが強調したもう一つの要素すなわち「規準」についても明らかである。ス
トローソンにとって，問題の個体の同定や識別などを行うには，主体にアクセス可能であるような
何らかの概念的で命題的な規準として「同一性の原理」を把握する必要がある。種別概念は，そう
した命題的な規準を提供する存在者として措定される普遍者である。タイラー・バージの言葉を借
りれば，ストローソンの哲学においては「同一性と差異性，再同定の規準が種別的な普遍者を表す
語（sortal universal terms）の意味のうちに隠されており」
，「規準の「適用」
（…）を要するものと
して物質的物体への同定的な指示についてストローソンが述べるとき，彼が述べようとしているの
は，物体への同定的な指示を行う各人によって思考可能であるような命題的な規準についてである
ように見える」（Burge 2010, p. 181）。したがって，前節のロックとの対比という観点から眺めると，
彼が種・類に最も特徴的と考えた「事物の通時的同一性の構成要件を多様な仕方で教えること」と
いう役割は，ストローソンにおいては「個物の（再）同定や識別，数え上げに関わる命題的な規準
として同一性の原理を提供すること」として精緻化され，とりわけ規準や原理を明確に押し出した
役割へと移行したと言える。ストローソンによる特徴付けを機に，種別概念は以降の分析哲学にお
いていわば規準論（criterialism）―それは，個体の同定や同一性判断には何らかの（命題的な）
規準が存在するという考えである―の枠組みで捉えられるようになる。
3） ただし，ストローソンの立場はアリストテレスのものと完全にオーバーラップするわけではない。というのも，
ストローソンの眼目は，「個体を認知的に個別化し同定することは，その個体が何であるかを明らかにする当の種
別概念の把握を必要とする」という必要条件の特定にあるのに対し，アリストテレスの力点は「ある個物を最もよ
く知るのは，（偶然的な性質や場所を知ることよりも）それが何であるかを知る者である」という比較考量にある
からである。前者は後者に比べより強い認知的な要請を主体に課している。
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第三節

分析哲学における受容：同一性規準

先に見たように，ストローソンにとって同定や識別を行うために把握せねばならない「原理」と
は，実質的に個物の同一性（identity, sameness）に関する規準であった。しかし，種別概念と同一
性が命題的な規準のもとでより明確な形で結び付くには，分析哲学上のもう一つの経路を通過せね
ばならなかった。その経路の原型は，ストローソンとほとんど同時期にピーター・ギーチによって
構築されたと言える。ギーチの発想の原点は，彼自身が（マックス・ブラックとともに）英訳に携
わったゴットロープ・フレーゲの議論にある。よく知られているように，フレーゲは「
「一である
（Ein）」だけでは述語になりえない」
（Frege 1884, S. 40）と主張した。たとえば，
「ティブルスは一
である」や「花子は一である」という（助数詞もない）文だけでは，何を意味しているのか不明瞭
である。この不明瞭さを取り除くには，
「ティブルスは一匹の猫である」や「花子は一人の人である」
といった次第に，
「そのもとに属するものを確定的に境界付けするような」
（ibid., S. 66）概念とし
て事実上の種別概念を補ってやる必要がある。フレーゲにとって「一である」という述語は，種別
概念の補充なくしてはそれ単独では不完全なのである。
こうしたフレーゲの主張にギーチは賛同する。
『心の作用』
（Geach 1957）において，ストローソ
ンにわずかに先立つ形でギーチは，
「一である」などの数詞と連動すると思われる数え上げについ
て「事物が数え上げられるのは，
それが事物についてのある種に属しているものとしてのみ」
（ibid.,
p. 28）と主張する。フレーゲの例をとると，特定のケースに収められたトランプ一式に関して，数
を付与し数え上げを行うには，
「
（トランプの）カード」と「
（トランプの）束」といった種または
概念が不可欠となる―それは，異なる数字とスートの組み合わせから成るカードという種のもと
では五二枚のカードだが，ケースに収められた束という種のもとでは一個の束だからである。ここ
で言われる「種」は実質的に種別概念に相当する。ストローソンと類比的に，ギーチにとって数の
付与や数え上げはやはり，そこで問題となる種別概念の助けを借りずには不可能である4）。
だがギーチの主要な目的は，フレーゲの論点をただ踏襲するのではなく，それを「同一である」
という述語にまで拡張することにあった。そのことは，ギーチのフレーゲに対する次のような不満
から読み取ることができる。
フレーゲは，「x は一つである」が「x は一つの F または単一の F である」ことを述べる不完
全な言い回しであること（…）を強調した。一の概念と同一性の概念の間の関係は，英語での
one and the same

と同じく，ドイツ語でも

ein und dasselbe

として表現されるのだから，

フレーゲが（…）相対化された同一性のテーゼを同じように主張しなかったことは，私にとっ
てずっと驚くべきことであった。
（Geach 1967, p. 3）

4） もちろん，数え上げと種別概念（に相当するもの）の関わりは，ストローソンやギーチ以前の哲学史においても
しばしば注目の対象であった。この関わりを暗示した哲学者としてギーチは，トマス・アクィナスとゴットロープ・
フレーゲの名を挙げている（Geach 1961, p. 86 を参照）。他の解釈者は，数え上げ（または「一つ」などの数詞の
完全な意味）が何らかの種別概念と結び付くという主張の萌芽をアリストテレスに帰しており（Loux 2014 を参照），
同様の萌芽的な主張はときにジョージ・バークリーに帰属させられることがある（Glauser 2007 を参照）。
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ギーチに従えば，種別概念の助けを必要とする点で「一である」を「不完全な言い回し」とするの
であれば，数の付与と密接に関わる「同一である」や「同じ」もまた「不完全な言い回し」でなく
てはならない。先の例で言えば，
異なる数字とスートの組み合わせなどから成る五二枚の異なるカー
ドは，特定のケースに収められた一つの同じトランプの束でもあるために，カードもしくは束のど
ちらの種別概念で「同一性」を用いるかによって「同じ」の内実が変動するということである。ギー
チの考えによると，目の前のものを一つ，二つ…と事物を数え上げる際に種別概念に関する情報が
必要となるということと，目の前のものが同一か同一でないかを決定する際に種別概念が必要とな
るということは，「一である」と「同一である」または一概念と同一性概念が緊密に結び付く限り
正確に対応せねばならない。
ここからギーチが提案したのは，現代では悪名高い理論として知られる次の考えである。すなわ
ち同一性表現は，種別概念 F による補強を常に必要とするという意味で「断片的」であるがゆえに，
「事物の同一性は常にそれが同じ F であることに存し」
，
「ただの「同じ（the same）
」など存在しな
い」（Geach 1957, p. 69）
。
『心の作用』において萌芽的に開陳されたこの理論は，続く著作や論文に
おいてより具体的な輪郭を伴って展開されるようになる。ギーチの考えでは，数的同一性の関係と
は，実際には常に種別概念 F によって「相対化される同一性（relativized identity）」
（Geach 1967, p. 3）
にすぎず，x＝y という形式を持つ「同一である」や「同じである」という述語は，
「同じ F である」
という形式の省略にすぎないという点において不完全で多義的なものである。逆に述べれば，種別
概念を付け加えない限り，
「x と y が「同じ」であるかどうか（…）判断することは意味をなさない」
（Geach 1962, p. 39）
。つまりギーチにとって，同一性は本来的に種別概念 F と G の参照を必要とし
同じ F であることや同じ G であることなどの省略にすぎないがゆえに，同一性の成立可否は F と
G に応じて変動することになる。こうした同一性の相対性からギーチが最終的に導こうとするのは，
「論理学者がこれまで想定してきたような絶対的同一性は存在しない」（Geach [1962] 1980, p. 216）
という衝撃的な帰結である。ギーチが語るところでは，
「私［すなわちギーチ］が拒否するのは，
「同
一である」という表現によって表される関係が何であれ―仮にそれが相対的だとしても―一つ
であるということ」（Geach 1969, p. 556）で，
「同一である」という形式の表現は，ただ一つの絶対
的な同一性という関係が存在することを保証しない。同一性が種別概念の助けを常に必要とする意
味で不完全な形式を持つ関係であるという見解をさらに推し進めると，
「同一性」の名に値するの
は各種別概念 F，G，H…に紐付けられた同じ F である，同じ G である，同じ H である…といった
関係に限られる。それゆえ，
「＝」によって通常理解される，種別概念抜きの単一の絶対的な同一
性関係などどこにも存在しない―これがギーチの見立てであった。
ここで一つの疑問が生じるかもしれない。仮に同一性の相対化というアイディアが正しいのだ
としても，同一性を相対化するものはなぜ事実上の種別概念だと考えられるのだろうか。ギーチ
がのちに明かしているように，その理由は「同一性の問題は（…）規準（criterion）を要請する」
（Geach 1991, p. 280）と考えられたからである。
『指示と一般性』
（Geach 1962）においてギーチは，
種別概念を表す名辞に相当するものとして（トマス・アクィナスにならって）実名詞的な一般名
辞（substantival general term）を導入し，それを同一性規準（criterion of identity）を提供するもの
として理解していた。「同一性規準」ということでギーチが想定するのは，またもフレーゲの議論，
特に「規準（Kennzeichen）」に関するものである。フレーゲによれば，同一性規準とは一般に「記
号 a が我々にある対象を表すように思われるとき，（…）b が a と同一かどうかをあまねく決定す
るような規準」（Frege 1884, S. 73）を指し，特にフレーゲが問題としたのは方向や基数の同一性規
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準である。ギーチはこれを一般化して，同一性規準を「同一性が成立していると我々が判断する際
に従うもの」（Geach 1962, p. 39）と捉え，種別概念を表す事実上の種別名辞（sortal term）である
ところの実名詞的な一般名辞によって同一性規準が与えられると考えたのである（この名辞は，現
代では可算名詞の中でも普通名詞（common noun）と一般に呼ばれるものと多くの点でオーバー
ラップしている）
。したがって，同一性が種別概念なくしては成立しえないような形式を持つ点で
断片的で不完全であるとされた背景には，個体 x と y が同一であるかの判断にはそれを決定するた
めの規準として同一性規準が要請され，種別概念を表すと想定される実名詞的な一般名辞こそが同
一性規準を与えるというギーチの考えがあると言える。同一性が種別概念に相対化されるとは，つ
まるところ「同一性は常に同一性規準に相対的」
（Geach 1973, p. 291）ということなのである。
ギーチの主張は，第一節で見たロックの主張，そして前節で見たストローソンの主張と興味深い
類似および対比を持っている。まずロックとの関連から見ていくと，ギーチの相対的同一性のアイ
ディアがロックの「同じ人であり続けるものは同じヒトでなくなることも可能である」という主張
を基礎としていることは明白である。この点に自覚的であったギーチ自身も，ロックを引き合いに
出すことで「「同じ人である」と「同じヒトである」が一致して適用されると考えることはできない」
（Geach 1967, p. 11）と述べ，
「同一性」がある種別概念 F のもとでは「同じ F である」として成立
する一方で，他の種別概念 G のもとでは「同じ G ではない」がゆえに成立しないことも可能であ
ることを積極的に認める。ギーチが実際に言及する例を単純化すると，次の三つを挙げることがで
きる。第一に，昨日と今日で通時的に同じ河川であるような個体は，それを構成する水を瞬間ごと
に矢継ぎ早に入れ替え，昨日と今日で同じ水（もしくは水分子の塊）ではなくなる。よって，昨日
と今日で「同一」であるような河川は昨日と今日で「同一」でないことはありうる（Geach [1962]
1980 を参照）
。第二に，整数から成る順序対について，整数間の比が等しく同じ有理数である〈2，
4〉と〈4，8〉は，異なる整数から成る異なる順序対でもある（Geach 1969 を参照）
。このため，
「同
一である」の成立可否は有理数と順序対のどちらの意味で用いるかで変化することになる。第三
に，三位一体の神について，父と子と聖霊は三つの異なる位格（Divine Persons）である一方で同
じ一つの神（God）である。ゆえに，
「異なる位格が同じ神であるということは，不可能ではない」
（Geach 1961, p. 118）
。以上から「異なる G であるものが同じ F であることに反対することはでき
ない」
（Geach 1962, p. 157）
という点を擁護するのがギーチとロックの主な共通点である。また，ギー
チは種別概念を「唯名的な本質」とみなし，「必ずしもある種の実体を表す必要はない」（ibid., p.
44）と捉えていたという点でもロックと共通する―と同時にアリストテレスと異なる―と言え
る。我々は，言語体系に種別名辞（実名詞的な一般名辞）を新たに付け加えるだけで，唯名的な本
質としての種別概念の範囲を自由に拡張できるのである。
しかし，ギーチとロックは少なくとも次の二点において対比される。第一にギーチの主な目的
は，
「同一である」という述語や同一性関係そのものの取り扱いを抜本的に訂正し，
「絶対的な同一
性」を誤謬として明確に退けることにあった。これに対しロックは，同じ人であるものが同じヒト
ではないといった可能性を強調するに留まり，少なくとも絶対的同一性の有無という論理的な問題
に議論の照準を合わせることはなかった。同じ F であることと同じ G でないことの両立可能性か
ら絶対的同一性の不在まで導くのがギーチの議論が持つ最大の特徴であると同時に最も急進的な点
だとすれば，ロックの議論をそこまで急進的なものと見る必要はない。実際，同一性が種別概念 F
や G によって相対化され，同じ F であるものが同じ G でないと認めることは，ただちに絶対的同
一性の棄却を招くわけではないという点は，
ギーチ以降しばしば指摘されてきた事柄である（Griffin
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1977, pp. 131f.; Noonan 1997 を参照）
。
第二に，ギーチはロックとは異なる文脈・動機付けのもとで，種別概念と「同一である」とい
う述語や同一性を結び付けていた。この結び付きに寄与したのは，同一性の決定を判断するには
規準が必要となるという考え，特に同一性規準に基づく規準論である。言い換えれば，ギーチが
種別概念と同一性を結び付ける背景には，同一性規準というフレーゲ由来のアイディアがある。こ
うした観点から見ると，ギーチと前節のストローソンは規準論に関してほとんど類似した文脈を
共有していたと言える。とはいえ，この文脈は彼らに特有であったというよりもむしろ，同時代
の哲学者の間で広く共有されていたものだと見るべきである。ギーチの友人であるとともに論敵
でもあった W. V. O. クワインもまた，やはりギーチやストローソンとほとんど同時期に同一性の
基準（standard of identity）に着目し，
「同一性なきところに存在者はありえない（no entity without
identity）
」（Quine 1957―8, p. 23）という著名なテーゼを支持していた。クワインが事例として挙げ
るのは，属性（attribute）や命題（proposition）などの内包的な存在者にとっての同一性の基準で
ある。属性や命題が存在すると言えるためには，哲学者はそれらの同一性が何に存するかを教える
同一性の基準を明示化せねばならない―だがクワインの考えでは，属性と命題は適切な同一性の
基準を欠くがゆえに，そうした内包的な存在者は存在しない（その代わりに外延的な存在者に置き
換えられる）
。議論の目的や方向性こそ異なっていたものの，問題の事物について同一性規準もし
くは同一性の基準を重視するという態度は，私が理解する限りでは，二十世紀後半に入った直後の
分析哲学，少なくともストローソン，ギーチ，クワインの主要な三者においてある種の前提として
共有されていた。このことは，ギーチの論じる文脈と動機付けがロックの論じる文脈・動機付けと
は―結果的に似通うのだとしても―まるで異なることの証左となる。
続いて，ギーチとストローソンの比較に移ろう。規準論という当時の文脈を共有していたという
共通点を除けば，両者に関してはっきりとしているのはむしろ差異性である。ギーチが同一性関係
や「同一である」という述語の取り扱いを修正するという目的のもとで事実上の種別概念に着目し
たのに対し，ストローソンの目的は主として個物の（再）同定や数え上げなどの認知活動の分析に
あった。言い換えれば，両者は規準論という共有された文脈において事物の「同一性」という一つ
のトピックに関与していたものの，ギーチの主要な関心が同一性や「＝」の論理学上あるいは意味
論上のあり様にあったのに対し，ストローソンの主要な関心は同一性の判断としての同定を行うた
めの認知・認識上の条件にあった。この目的・関心の違いは，両者がそれぞれ導く哲学的な帰結の
相違を反映する。たとえば，ストローソンにならって，個物の（再）同定や識別，数え上げを行う
には，問題の個物が属する種別概念とその同一性規準を把握することが要請されると考える者は，
必ずしもギーチが示した道を辿る必要はなく，同一性関係の種別的相対性や「同一である」という
述語の不完全性にまでコミットする必要はない。
それでもギーチとストローソンの間に共通点を探し出すことは無益ではないだろう。注目に値す
るのは，言語哲学における両者の固有名（proper name）の取り扱いである。認知的な規準を中心
に置く先のストローソンの見解は，
「花子」や「ナポレオン」などの固有名の使用を説明する際に
も効力を発揮すると考えられた。彼によれば，個物を表す表現の指示は，
「聞き手の同定知識の範
囲内における事物で，話し手がこれこれだと断言しているものがどの事物（which thing）であるか
を聞き手に示す」（Strawson 1964, p. 99）ことと本質的に関わる（Strawson 1959, pp. 16ff. も参照）
。
とりわけ「名前を使用するとき，各人はその名前によって自身が誰を意味しているのかを知ってお
かねばならず」（Strawson [1974] 2004, p. 39）
，そのことを知るには「特定の一般的な種（general
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kind or sort）に属する特定の例化物として同定する」
（ibid., p. 83）必要があると想定する。つまり，
発話者が固有名を使用する際，その指示対象を特定するための同定，とりわけ種別概念に基づく指
示対象の同定が求められる。これと類比的な主張は，ギーチによっても支持される。ギーチによれ
ば，特定の固有名を使用する際には，我々はその指示対象を同定する能力を必要とし，
「文におけ
る語を固有名として用いるとき，その名のもとで同定する・再同定する能力を示す」
（Geach 1962, p.
204）ことになる。このとき，
「特定の種に属する事物を同定することから独立に同定について語る
ことは意味をなさない」
（Geach 1973, p. 289）がゆえに，固有名の使用は最終的に，その指示対象
の確定を可能にするような特定の種別概念に基づくような同定，ひいては「特定の確定した同一性
規準による同定と結び付く」（ibid., p. 295）
。我々が固有名を正しく使用することができるのは，そ
の使用に伴う種別概念による同一性規準を介することではじめて当の指示対象の同定が可能となる
からである。互いを参照し合うことはほとんどなかったものの，ギーチとストローソンは，種別概
念を規準論のもとで捉えるだけでなく，固有名の使用においてその指示対象である個物をどのよう
にして同定するかという点についても似たような立場に与していたと見ることができる。

第四節

分析哲学における継承：同一性規準の精緻化

ストローソンとギーチを契機として，種別概念あるいは同一性規準は，形而上学やその関連分野
のキーワードとして分析哲学内部において急速に浸透してゆくことになる。特に，種別概念が同一
性規準と結び付くことは，その後の少なからぬ論者に広く受け入れられ継承されていくこととなっ
た。そこで本節では，種別概念との関連のもとで同一性規準がどのような特徴を持つものとして精
緻化されていったかを見ることにしたい。
まずは，議論を簡便にするために E. J. ロウの導きに従って同一性規準を形式化することにしよ
う（Lowe 1989）
。同一性規準とは，これまで暗に想定されてきた通り，特定の種別概念に属する
個体間の同一性を決定する規準に相当する。つまり，ある種別概念 F にとっての同一性規準とは，
F に属する個体 x と F に属する個体 y の間の同一性がいかなる要件のもとで成立し，その同一性の
成立がどのような事態によって決定されるかを教えるような規準のことである。それは一般に，次
のような形式で表現可能である。
（CI）∀x∀y
（
（F
（x）＆ F（y）
）→（x＝y ↔ R（x，y）
））
F
この（CI）が述べるのは次のことである。すなわち任意の個体 x と y について，もし x と y が種別
概念 F に属するならば，それらが同一であるのは，それらの間に F に関連する同値関係 RF が成立
するときかつそのときに限る。このとき，
規準関係 RF が同値関係
（反射的で対称的で推移的な関係）
に限られるのは，それと等しい同一性がそもそも同値関係だからである。いま RF を以下では規準
関係と呼ぶことにすると，種別概念 F によって与えられる同一性規準とは，F に属する個体の同一
性が F に特徴的な同値関係 RF のもとで成立することを教えるものである。
種別概念および同一性規準を重視する数多くの論者が受け入れるのは，
（CI）における「F」に
何が割り当てられるかによって，そこで問題となる規準関係 RF もまた大きく変動しうるというこ
とである。たとえば，第一節におけるロックの議論を思い起こすと，生物の通時的同一性の構成要
件とは「持続する同一の生命の関与」なのだった。ここで言われる「生命」が大雑把には，生体の
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恒常性を維持するための生命維持機能またはその生物学的なプロセスを指すのであれば，ロックの
主張はおそらく生物一般に関する常識や直観に適うものである（Olson 2007, pp. 28f. を参照）
。す
ると，生物の一種である猫の同一性規準は次のように記述することができる（Cat は猫の種別概念
を表す）。
（1）∀x∀y
（
（Cat
（x）＆ Cat
（y）
）→（x＝y ↔ x と y は同じ生物学的な生命を持つ）
）
（1）が述べるのは，ある猫 x と y は，彼らが同じ生物学的な生命を持つ限りかつそのときに限り（共
時的にも通時的にも）数的に同一だということである。言い換えれば，ティブルスは自身の生命を
失えば同一性を失い死ぬ一方で，同じ生命を維持し続ける限りは小太りになって尾を失おうとも以
前と同一であるティブルスのままである。
他方で，たとえば河川の同一性規準は，トマス・ホッブズによる「同じ河川は，同一の水源から
流れ出る」（Hobbes [1655] 1962, II. xi. 7）という主張にならって，次の規準を持つとしよう（River
は河川の種別概念を表す）。
（2）∀x∀y（（River
（x）＆ River（y）
）→（x＝y ↔ x と y は同じ水源を持つ）
）
（2）が述べるのは，ある河川 x と y は，それらが同じ水源を持つ限りかつそのときに限り同一の個
体だということである。これが河川にとって正しい同一性規準なのだとすると，
（1）で問題となる
規準関係と（2）で引き合いに出された規準関係が完全に独立であることは明白である。生命を持
つことはいかなる河川の同一性にとっても無関係である一方で，水源を持つことはいかなる猫の同
一性にとっても無関係である。よって，猫の同一性のあり様と河川の同一性のあり様は，その規準
からしてまったく相異なるものでなければならない。同様に，集合の同一性規準の場合に引き合い
に出される規準関係は通常，
あらゆる元の共有という外延性によって特徴付けられ
（集合 {a} と {{a}}
が同一でないのは両者の元が異なるからである），集合の同一性のあり様はやはりその他の種別概
念による同一性のあり様とは大きく異なっている。また，もし時計という（人工物に関する）種別
概念によって与えられる同一性規準がたとえば時間を管理する機能（function）に関係するもので
あれば（Wiggins 1980, pp. 90f. を参照）
，時計の同一性のあり方はそうした特定の機能の保持に依
拠するがゆえに，やはり河川や猫，集合の同一性のあり方からかけ離れたものとなる。これら個体
の同一性のあり方における違いはつまるところ，それぞれの同一性規準で問題となる規準関係の種
別的な多様性，ひいては猫と河川，集合，時計という各種別概念の間の違いに帰着する。
ウィギンズやギーチが正しく指摘するように，同一性規準と混同してはならないのは同一性のテ
スト（test）である（Wiggins 1967, p. 43; Geach 1973; Geach 1991 を参照）
。たとえば，人の同一性
の事例において，いま人の同一性を決定する規準関係はギーチに従って同じ脳（特に高度な心理的
機能を司る大脳）を持つことだと仮定しよう。するとこの規準は，人の同一性は同じ脳を持つかど
うかによって決定されると教えるものとなる。こうした想定は，少なくとも直観的には理解できる
ものだろう。というのも，もし花子の脳が何らかの事故で破壊され，太郎の正常な脳と入れ替えら
れることになったとき，手術後に目覚める人物が本当にかつての花子と同一であるかは極めて疑わ
しく映るからである。しかし，入れ替えられるものが花子の脳ではなく，花子の顔や指紋であった
ならば事情は大きく異なる。仮に，花子がいま持っている顔や指紋を失い，太郎の顔や指紋を移植
されたとしても，手術後の人物は，脳の心理的機能に問題がない限りにおいて花子と同一である，
すなわち依然として花子自身であるように思われる。言い換えれば，人である花子の同一性にとっ
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て，顔や指紋の保持は本質的ではない。このことは，仮に花子の顔や指紋が，彼女の身元を証明し，
太郎を含む他者から彼女を見分ける有用な証拠もしくは便利なテストであるとしても変わらない。
同一性規準と同一性のテストの違いを認めたとすると，次に問題となるのはそれらの違いがど
こにあるのかということかもしれない。人の同一性の場合で言えば，これは次のような問いに等し
い。すなわち，同じ脳を持つことは人の同一性規準に決定的に関わる一方で，同じ顔や指紋を持つ
ことは（有用で便利ではあるが）同一性のテストに留まると考えるべき理由はどこにあるのだろう
か。この点について，ギーチからほどなくしてウィギンズとシドニー・シューメイカーが重要な示
唆を残している。まずシューメイカーによると，種別概念 F について「F の同一性概念と F に属
する事物の同一性規準の間に必然的な関係が存在するおかげで，我々はその規準を述べる際に「F
に属する事物の同一性は何に存しているのか」という問いに対する答えの少なくとも一部を与えて
いる」
（Shoemaker 1963, pp. 3f.）
。ここでシューメイカーが述べているのは，人や猫をはじめとす
る種別概念 F に関する同一性規準は，F に属する個体どうしの同一性を偶然的・経験的に導くので
はなく必然的・論理的に導出するものだということである。次にウィギンズによると，種別概念 F
に関する同一性規準とは，
「F であるものの同一性を論理的に構成する」であるだけでなく，
「F で
あるということはいかなることか（what it is to be an F）についての潜在的な分析」
（Wiggins 1967, p.
43）を意味する。これを言い換えれば，
種別概念 F と関連する同一性規準で問題となる規準関係は，
F という概念に潜在的に含まれるもので，それが潜在的・本質的にどのようなものであるかに依存
するものである。
したがって，シューメイカーとウィギンズに従えば同一性の規準とテストの違いは明白である。
人をはじめとする種別概念 F に関する同一性規準は，同一性のテストと異なり，F の概念に潜在的
に含まれるもので，F に属する個体の同一性を論理的に構成するもの，またはそれを必然的（論理
的）に導出する。これが正しいとすると，先の人の同一性規準に関する想定も，次の二つの考えか
ら成ることになる。第一に，同じ（心理的に機能しうる）脳を持つことは，人という種別概念に潜
在的に含まれ，その概念を十分に理解することで得られる規準であるのに対し，同じ顔や指紋を持
つことは，そうした概念に潜在的に含まれるわけではなく，人に属する個体一般に偶然的で経験的
に認められる特徴の一つにすぎない。第二に，同じ顔や指紋を持つことは，人の同一性を必然的・
論理的に導き出すわけではなく，両者の関係は仮に結び付くとしても偶然的で経験的なものにすぎ
ないのに対し，同じ脳を持つことは，人の同一性を必然的・論理的に導き出すものである。したがっ
て，「F という種別概念とは潜在的にどのようなものであるか」
，そして「F に属する個体の同一性
が成立することは，いかなるものによって必然的・論理的に決定されるのか」
という問いへの答えは，
F についての同一性規準に関するものであって，同一性のテストではないということになる。各々
の種別概念が特定の同一性規準を与えることができるのは，その規準が当の種別概念の潜在的な分
析と強く結び付き，それに属する個体の同一性を必然的・論理的に引き出すからである。
また，同一性のテストにくわえて同一性規準は，適用規準（criterion of application）からも明確
に区別されねばならない。この区別を導入したマイケル・ダメットによると，適用規準とは一般名
辞がどの対象に適用できるかを決定する規準のことで，通常の一般名辞は適用規準を与える（たと
えば「なめらかである」はなめらかなものしか外延を持たない）一方で，種別名辞は適用規準の他
に同一性規準も与えるとされる（Dummett 1973, pp. 74f. を参照）
。このため種別名辞による適用規
準とは，それが種別概念 F に対応するものであるとき，F を表す種別名辞 f がどのような個体に正
しく適用可能であるかを教える規準で，特に f の外延（あるいは F の例化物の範囲）を定める規準
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に相当する。
同一性規準と適用規準の違いは，猫や人，河川などのいわゆる実体種別概念（substance sortal
concepts）と，子猫や少女，一級河川などの段階種別概念（phase sortal concepts）の区別から見
るとよりはっきりと際立つだろう（この区別自体は Wiggins 1967 による）
。実体種別概念とは，個
体が存在する限りそれが常に属するような概念のことである。それゆえ，当の実体種別概念と対応
する種別名辞が適用できる期間には，いかなる時制上の制限も課せられない。たとえば，我々の目
の前にいる猫のティブルスは，彼が存在する限りいつでも猫に属し，
「猫」という種別名辞はティ
ブルスが存在する限りいつでも彼に適用することができる。この意味で，
猫は実体種別概念であり，
いわばアリストテレスにとっての第二実体すなわち問題の個物の本質を明らかにする実体に相当す
ると言える。他方で段階種別概念は，適用規準に対し時制上の制限を設ける。現に「子猫」という
種別名辞は，少なくとも年齢が低い猫にしか適用できず，年老いたティブルスに対しては適用でき
ない。この点で「子猫」はティブルスに対しいつでも適用できるとは限らず，子猫は実体種別概念
ではなく段階種別概念である。こうした適用に関する制限は，
「子猫」の外延が「猫」の外延より
もいくぶん狭く，子猫に属さない猫がいるということを意味する。ゆえに実体種別概念と段階種別
概念は，異なる適用規準を提供するために異なる外延を持つ。だが，猫と子猫を考えれば明らかで
あるように，実体種別概念と段階種別概念が等しい同一性規準を与えると考えることはそれほど不
自然ではない。なぜならばギーチが指摘する通り，段階種別概念を表す種別名辞は，原則的には通
常の形容詞と実体種別概念を表す種別名辞（の連言）に分解可能だからである（Geach 1961 を参照）
。
先述の「子猫」は「年齢が低い（生後一年未満である）
」と「猫」という二つの述語に分解可能で，
子猫が種別概念たりうるのは実質的に猫という実体種別概念のおかげである。そのため段階種別概
念がそれと対応するような実体種別概念とは異なる適用規準を与えるとしても，その違いは両者が
与える同一性規準の違いまでもたらすわけではないと考えることができる。
同一性規準が他のものからどのように区別されるかは明らかになったとして，その規準について
最も問題になりやすいのはやはり次の点である。すなわち，いかなる規準関係が問題の同一性を決
定するのだろうか。先に述べたように，種別概念 F に関する規準関係 RF は同一性と必要十分の関
係にある限り必ず同値関係でなければならない。このとき RF の候補として，同一性を常に排除し
ておかねばならないのは明白である。仮に RF に同一性が当てはまるとき，
（CI）は完全にトリヴィ
アルな規準となるばかりでなく，同一性規準が各種別概念に応じて多様性を持つという点も反映さ
れないことになってしまう。他方で，種別概念 F に関係する RF は，F の同一性をあらかじめ前提
せずには成立しえないような同値関係であってもならない。仮にそのような同値関係が規準関係に
なるとき，それは循環した（circular）規準を生み出してしまうからである。
このことを理解するために，ドナルド・デイヴィドソンが提案した出来事の同一性規準を考えよ
う（Davidson 1969 を参照）
。当時デイヴィドソンは，出来事の存在論・意味論を構築する中で―
先のクワインの「同一性なきところに存在者はありえない」というテーゼを下敷きとする形で―
出来事の同一性規準を必要としていた。そしてギーチやウィギンズらが種別概念と同一性について
熱心に論戦を交わしていたのとちょうど時を同じくして，デイヴィドソンは次のような規準を出来
事の同一性規準として事実上想定した（Event は出来事の種別概念を表す）
。
（3）∀x∀y
（（Event
（x）＆ Event（y）
）→（x＝y ↔ x と y は同じ原因と結果を持つ）
）
（3）は実質的に，嵐や心臓発作などを例とする「出来事」を種別概念とみなし，それによって与え

種別概念の系譜と変遷

248

られる―ウィギンズ流に言えば出来事という種別概念に潜在的に含まれる―同一性規準だと考
えることができる。しかしこの悪名高い（3）は，循環した規準としてしばしば批判の対象となっ
てきた（Lombard 1986, ch. 2; Lowe 1989 を参照）
。というのも，原因と結果がそもそも出来事の一
種である以上，（3）で問題となる「同じ原因と結果を持つ」ことが，すでに（3）によって説明さ
れるべき「出来事の同一性」を前提したものだからである。つまり，
（3）を特徴付ける規準関係に
含まれる原因と結果が（3）によって明らかにされるはずの出来事であるため，その規準関係の成
立を理解するにはあらかじめ出来事の同一性規準が教えることを理解しておかねばならず，
（3）は
出来事の同一性規準として明らかに循環しているのである。こうした失敗から示唆されるのは次
の点である。すなわち，
（CI）で決定的な役割を果たす規準関係 RF は，そこで問題となっている F
の同一性を含めたり言及したりするような同値関係であってはならない5）。

第五節

分析哲学における拡散：同一性規準の応用

以上のような精緻化を経て，種別概念ならびに同一性規準は，1960 年代以降の分析哲学におい
て主要な地位を占めるに至る。その後，両者は様々な目的や文脈，主題のもとで各方向へ拡散し，
多様で豊かな問題圏を築くことになった。ここでは二つだけ簡単に事例を挙げておこう。
第一に挙げるべきトピックは，
よく知られているように人の同一性である。1970 年のバーナード・
ウィリアムズの問題提起をきっかけとして，人の同一性は何に存し，いかなる規準関係によって決
定されるかというロック的テーマが再燃し，多数の哲学者を巻き込む形で盛んに議論された。一方
の陣営はウィリアムズにならって「同じ物理的な身体を通時的に保持していること」を重視し，も
う一方の対立陣営はロックにならって「意識や記憶などを（適切な因果のもとで）心理的に継続さ
せていること」を重視した。それから 1980 年代までの展開を紐解けばわかるように，この対立は
後者の心理的な陣営に軍配が上がったものの（横路 2019 を参照），1990 年代に入るとこの陣営は
主に二つの新しい陣営の批判に晒されるようになった。一つは，
単純説（simple view）である（Lowe
2012 を参照）。これによると，人の同一性として意識などの心理的な状態を持ち出すのは，先の出
来事の同一性規準で見たような循環に陥っている。というのも，意識という経験は必ずその経験主
体を要請し，その主体こそがまさしく人なのだとすると，人であるあなたが意識を継続させるかど
うかは，つまるところその主体としてあなたが同一であることすなわち人の同一性に頼らずには決
定できないように見えるからである。単純説によれば，人の同一性は規準関係による分析を拒む原
初的なものなのであるため，循環しない同一性規準は人の場合には成立しないとされる。
また，より抜本的な問題としては，人はそもそも本当に独自の同一性規準を与えるような種別概
念なのだろうかと問うことができる。それは，実体種別概念ではなく，子猫という種別概念と同様
5） 他にも，（3）に対しては次の問題が提起される（Tiles 1976; Lowe 1989 を参照）。たとえば集合の同一性を問う
場合，外延性の原理で示されるようにその疑問は―いかに複雑な元を持つとしても―最終的にはそれ自体では
集合ではない元の同一性を参照することで答えを出すことができる。たとえば，ツェルメロ＝フレンケルの公理系
では，集合と元の間の要素関係が無限列を作ることがないということは正則性の公理（axiom of regularity）によっ
て保証可能である。しかし，（3）の場合にはそうした因果関係の無限列を止める手段・原理はなく，どこまで因果
連鎖を遡っても出来事の同一性を決定できないという無限後退の問題に陥る可能性がある。
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に「高度な意識を持ったヒト（動物）
」という仕方で，ヒトを含むように分解される段階種別概念
かもしれない。あるいは人概念はそもそも種別概念ですらなく，
「妻」や「消防士」のように特定
の役割を担った名詞によって表現される性質にすぎないのかもしれない。こうした反省から生まれ
たのが，1990 年代後半以降に登場した動物説（animalism）である（Olson 2007 を参照）。これに
よると，分析されるべきは人ではなく私たち自身であり，私たちとはヒトという動物にほかならな
い。その結果，私たちの同一性とは，意識などの継続性ではなく生命の維持と深く関わるヒトの同
一性によって決定されることになる。こうして現代の人の存在論においては，心理的な陣営にくわ
えて，単純説と動物説という三すくみの構図が出来上がる。最後に笑うのがいかなる立場であるか
は歴史の審判を待たねばならないが，種別概念と同一性規準が人や私たち自身の形而上学的解明に
際して一つの鍵概念となるのは疑いえない事実である。
種別概念のもう一つの拡散先に移ろう。それは，相対化された同一性というギーチが残した遺産
の評価である。ギーチの考えは，公表されて以来無数の批判に晒されることになった。その大きな
原因は，同一性の種別的相対性の擁護は，同一性が持つ最も重要な論理的な特徴―それはその他
の同値関係から同一性を区別にすることに役立つ―と思われる同一者不可識別の原理（任意の
個体 x と y が同一であるならば，x と y はあらゆる性質・関係を共有するという原理）を犠牲にす
ると考えられたからである。たとえば，異なる時点にある問題の河川 a と b が―刻一刻と水分子
を入れ替えるために同じ水分子の塊ではないとしても―（2）にならって同じ水源を持つがゆえ
に同じ河川であると考えるとき，a と b は相対化された意味で「同一」であるにもかかわらずあら
ゆる性質において不可識別というわけではない。
「a と同じ水分子の塊である」という性質を a と
b は明らかに共有していないからである。それゆえ，同一者不可識別の原理を維持しようとするほ
とんどの哲学者・論理学者は，同一性の種別的相対性というアイディアを棄却するに至ったが（横
路 2018b を参照）
，一部の論者はそのアイディアを部分的にもしくは異なる形で保持しようと試み
た。その成果の一つが，
『同一性と実体』
（Wiggins 1980）におけるウィギンズの同一性の種別的依
存性（sortal dependency）という考えである。これによると，ロックとギーチに反して同じ F であ
るものが同じ G でないという可能性は明確に棄却される。だがその代わりに，種別概念 F に属す
る個体の同一性は，種別的相対化という帰結を伴うことなく，しかしギーチの眼目を損なうことも
なく同じ F であることによって常に解明可能である。同一性の相対性を回避するためにウィギン
ズが採用する戦略は，各個体をそれが属する種別概念に応じて多元化することで，ともに F に属
し同じ F であることが成立する個体 x と y と，ともに G に属するが同じ G でないことが成立する
個体 v と w を―時空的に一致するとしても―それぞれ数的に区別する（つまり x ≠ v と y ≠ w
を認める），というものである。この見解は現在，彫像と銅の塊の間や河川と水分子の塊の間の一
致（coincidence）をめぐる議論において，
多元論（pluralism）もしくは構成主義（constitutionalism）
として知られ，分析形而上学上の主要なトピックの一つとなっている。
他方でジェフリー・ブラウワーとマイケル・レイは，ギーチともウィギンズとも異なる第三の可
能性として同一性抜きで同じであること（sameness without identity）というアイディアを導入する
（Brower and Rea 2005 を参照）
。これによると，種別概念 F に属する個体 x と y は，厳密には同一
というわけではないとしても，同じ F であるがゆえに数としては一でありうる。たとえば三位一
体論において，父と子は，
（父性と子性という）異なる性質を持つがゆえに同一者不可識別の原理
により厳密には同一ではなく異なる位格であるとしても，共通の非物質的な質料として神的実体を
共有するために同じ神でありうる。このとき，特定の同じ F であるという関係を「同一性ではな
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いが，数として一で同じであることの一種」と捉えれば，同じ神である父と子が数として一である
ことは数的同一性を伴わずとも成立しうることになり，三位一体論に対し同一性の相対性とは異な
る理解を与えることができる。このように，同一性それ自体と種別概念がいかなる関係にあるかを
めぐっては，一致や三位一体論などに関する多様な問題圏と接続しながら現在進行形で議論が続い
ている（横路 2016；横路 2021 を参照）
。

結語：種別概念史の一つの断面
哲学史に対する一つの見方によると，ある特定の観念は，文脈や目的，背景に応じて様々な形態
をとりながらも，自然で避けがたい哲学的前提として時代を超えて何度も立ち現れる。ラブジョイ
的な観念史（History of ideas）に信頼を寄せる者はこれを「単位観念（unit-idea）」と呼ぶだろう。
本稿で私が歴史的・現代的な観点から焦点を当てた種別概念も，こうした意味で「単位観念」の一
つであると言ってよいかもしれない。それは，
たしかに共有された背景や文脈を伴うわけではなく，
一つの動機付けや目的のために考案されたわけでもない。まして各論者の間に明確な影響関係があ
るわけでもないだろう。しかし異なる文脈や目的，背景のもとであっても，種別概念とその理論的
役割に関する観念は，古代のアリストテレスから近世のロック，そして現代の分析哲学におけるス
トローソンやギーチらに至るまで劇的に変遷したわけではないと見ることができる。「種別概念」
の名のもとに包括可能な哲学的諸概念は，緩やかな連続性もしくは部分的な共通性のもとで，数的
同一性，通時的同一性，認知的同定，指示，本質という相互に関連した主題の周縁に位置付けられ
る。特に，規準論という文脈を共有する近年の分析哲学において種別概念は，同一性規準と結び付
くものとしてその捉え方と呼び名が徐々に定着しつつある。だがこの定着を種別概念史の「到達す
べき最終段階」と捉えるのは，あまりにも一面的で進歩史観的な見方にすぎない―種別概念の役
割が今後さらに変質していく可能性を排除すべき理由などどこにもない。その代わりに本稿は，種
別概念の「現在」に辿り着くための系譜と変遷を「継承と拡散」という一つの断面から切り取った
ものである6）。
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