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序 

 

 本論は、主に哲学者バートラント・ラッセルの研究である。しかし、正直に言っておか

なければならないことがある。それは、もし本論が「ではラッセルの何についての研究か」

と言われたなら、それについて一つのものでもって答えることができないということであ

る。本論は七つの論文からなる。それらは、イギリス観念論、論理、存在、記述の理論、

またラッセルと関係した哲学者等について論じている。しかし、どの論文にも関係する共

通のテーマというものが、それらの中にはない。それらは、相互を前提とすることもなく、

その順序も本質的なものではない。それらは一つ一つが独立しているし、どこから読んで

もそれほど差はない。つまりは、ほぼ論文の集まり、といってもよいものである。せいぜ

い言えることは、恐らく隠しきれないであろう、筆者の論じ方や言葉選びの癖から、それ

らは一人の人間の手によるものだ、ということである。それらについて、一つの共通テー

マを強いて主張するなら、われわれは明確に、それらの独立性に苦しむことになるであろ

う。それらは、本質を持たず、確たるまとまりも、統一もない。このことは認めねばなら

ない。本論は、半ば論文集である。 

 このことを承知でしかし、われわれは本論を論文集以上のものと見るのは、少しだけ可

能であると思う。それは、第一部に対する、第二部の関係によってである。われわれは、

この関係によって、本論は、統一とまではいかないでも、ゆるやかなまとまりを持ってい

るということは言えると思うのである。では、その関係とは何なのか。一つには、それは

内容的つながりである。最初に述べておくならば、第一章と第五章、第二章と第六章、そ

して第三、第四章と第七章がそれぞれ関連している。具体的に言うならば、第一章と第五

章は「イギリス観念論」、第二章と第六章は「論理への関心」、そして第三章と第四章、そ

して第七章は「真剣さと皮肉」というテーマにおいて論点が重なっているのである。われ

われは、順番は本質的ではないと述べた。このつながりを明確に見たいならば、第一部を

通読するのではなく、第一章の次は第五章を読む、という読み方をしてもいいかもしれな

い。同じテーマにおいて、何が変わっているのか、それはわれわれには是非とも注目して

ほしいことだと思われるのである。しかし、内容が与えられていない現段階でそれを詳細

に論じることはできない。内容面での関連について論じるのは結論に回そうと思う。 

第一部と第二部は、それとは別にもう一つ関係がある。それは、第一部と第二部におけ

る、関心の違いである。どういうことか。第一部の関心は、ラッセル研究への寄与である。
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第一部は四つの章からなり、それぞれ、イギリス観念論、論理と存在、記述の理論、そし

てラッセルにおける自明性について論じている。それらは、ラッセル研究において重要視

される概念、または理論に関する論文である。それらはなんのための論文か、と言われれ

ば、ラッセル研究に対する寄与のため、とわれわれは言うだろう。上で挙げられたテーマ

を具体的に論じ、そこから、ラッセル哲学の理解へ寄与する結論を導く。われわれは、第

一部においてこの、普通ラッセルの論文で求められる当たり前のことを目指し、そしてそ

れをある程度形にした。もちろん、われわれはそれらが完璧だとは思っていない。われわ

れは万全を期したつもりだが、結論を導くにあたっての論の不備や調査不足はあるだろう。

しかし、それらを含めて、その是非が、ラッセル研究という範疇内で適切に論じられてほ

しいとわれわれは考えるのである。 

対して第二部はどうか。しかしむしろ、こう言ったほうがよいであろうか。なぜ第一部

の関心を本論全体の関心としなかったのか、と。ラッセル研究を銘打っておいて、なぜ第

一部でしたようなこと以外のことをする必要があるのか、そう言われそうである。はっき

り言おう。第二部の関心は、哲学への寄与である。第五章、「教え、導くものとしての哲学

―初期ラッセル哲学の考察を通して」は、第一章と同様、イギリス観念論について論じて

いる。しかし、その結論はラッセル研究への寄与というだけではない。哲学は、教え、導

くものである。われわれは第五章において、このことを認識する大事さを、具体例に即し

て論じたかったのである。第六章「光り輝く経験と哲学 －ラッセルとヴィトゲンシュタ

イン」は、ラッセルとヴィトゲンシュタインの対立が論じられているが、われわれはこの

対立を、「光り輝く経験」に対する向き合い方の対立として理解する。「光り輝く経験」と

いうのは、一種の神秘的経験のことである。なぜ、こんな変な切り口でこの二人の関係を

論じるのかと言えば、われわれは、「光り輝く経験」への向き合い方というのは、ラッセル

やヴィトゲンシュタインだけに関係することではない、哲学全体のテーマだと強く確信し

ているからである。哲学の最も優れた成果のあるものは、ひとしなみの経験ではない、こ

の「光り輝く経験」から発する、われわれはそう信じて疑わない。そして『論考』は実際

にそういう経験に導かれたものであるとわれわれは考えているのである。第七章「「指示に

ついて」における「根本的誤り」」は、ラッセルとストローソンの論争が論じられる。スト

ローソンは、ラッセルが進むべき道を誤ったとして非難する。哲学は、正しき道を歩むも

の、共に歩むものを定める思慮が試されるもの、われわれはそういう認識のもと論を進め

ている。そして、その最後で提案される「皮肉」。われわれは、哲学における「歩み」と「皮
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肉」の関係を形にしたかったのである。総じて、第二部の関心は次のように言えるだろう。

すなわち、哲学には、それを明示化し、意識し、認識することが大事なことがある。われ

われは第二部において、それを形にしてきたつもりである。 

 ラッセル研究への寄与と、哲学への寄与。後者は前者よりも広い。第二部は、関心が広

がった、そう言えるであろう。しかし、この関心の広がりが、論文のクオリティとなって

現れているかどうかはわからない。むしろ逆であると見られる可能性が非常に高いとわれ

われは考えている。第一部と第二部、どちらがよくできているのか、とこれを粘り強くも

通読した読者に問うならば、まだ第一部の方がよい、そういう評価がほとんどであると思

う。そちらは、まだ論文である。体裁が整っており、同分野への研究者の言及もある。何

より余計なことを言っていない。対して第二部は、職業的な哲学者からは、およそ肯定的

な評価は望めないだろうと思う。もちろん、われわれは哲学への寄与を目指すと言っても、

最初から地に足付かない偉そうなことをいったとは思っていない。われわれは具体的な問

題を扱いつつ結論を導いたつもりである。われわれは、できるだけわかりやすくしようと

努めた。専門用語は必要な限りでできるだけ噛み砕き、論の飛躍を埋め、具体例を出して

論じてきた。しかしそれでも、それらはおよそ論文で求められているものを論じていない

ように見えるかもしれない。それらは堅実さに欠ける。わかりにくいばかりか、肝心なこ

とが素通りされている。序が冗長すぎる。二時文献が少ない。無駄に長い。哲学への寄与

とかいう大それたことを論じるより、もっと具体的なことを論じるべきである。何で第一

部と同じ方針で書かなかったのか。われわれは、およそ言われそうな非難を全て枚挙する

つもりはない。第二部は、とにかくいろいろと違っている。それは、それぞれの序を見て

もらえるだけでも明らかだろう。そしてその違いは、恐らく悪いものであると認識される

と思うのである。 

 予想されるそのような評価に対しては、もう次のように述べ、そして祈るしかない。そ

れは結構。いかなる非難も受け入れる覚悟はある。しかし、哲学に携わっていると自負す
、、、、、、、、、、、、、

るならば
、、、、

、少なくとも第二部の諸論文が何を大事に思っているか
、、、、、、、、、、、

は読みとってほしい、と。  

内容はともかくとして、第二部がある意味止むに止まれず書かれたものであることは、恐

らく読めば分かっていただけると思う。われわれは、内容に同意してもらおうとは思わな

い。しかし、この第二部を書かしめたものぐらいは、理解してほしいのである。われわれ

は、それを哲学だと、そして哲学において大事だと思って書いた。なぜそうなのか。内容

を批判していただいても構わないが、哲学者ならばそれぐらいは自分の言葉で理解してい
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ただきたいのである。そしてわれわれとしては、そうするだけの価値のあるものを書いた

つもりである。 

しかし、もうこれ以上述べても益するところはないであろう。もし読み続けるのであれ

ば、少なくとも次のことを心に留めていただければよい。第一部は、ラッセルに関する論

文集である。ラッセル研究について知りたければ、多少の足しにはなるかもしれない。第

二部は、およそ論文とは言えないものから構成されている。しかし、そこにはわれわれが

哲学だと強く信じていることが込められている、と。 
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イギリス観念論、論理、記述の理論、自明性
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 第一章 ラッセルの『数学の原理』における命題論とイギリス観念

論 

 

 序 

本論はバートラント・ラッセルの『数学の原理（Principles of Mathematics）』(1903)

（以下『原理』）の命題論の解明を目的とする。ともすればラッセル研究者以外は興味を

持ちそうにないように思える彼の当時の命題論を主題とする背景には、これが歴史的のみ

ならず現代的にも重要な意義を持つというわれわれの強い確信がある。まずもってわれわ

れが指摘しなければならないのは、彼の当時の思想と、「表示について（On denoting）」 

(1905)との関係に関する批判的考察の必要性である。われわれは「表示について」を分析

哲学上重要な論文と見ることに異論はない。しかし、われわれが不満なのはそれに対する

よく知られているストーリーである。すなわち、この論文の意義は、ラッセルが以前に持

っていたマイノング的な存在論を克服し、いわば「存在のガラクタ」を除去することに成

功したことにあるとしばしば理解されている。しかし、もし彼の以前の存在論がそのよう

なガラクタ含みのものであったとするならば、それを除去できたところで哲学的に何の意

味があるのだろうか。われわれがもしこの点を疑問に思わないとするならば、「表示につ

いて」を重要な論文とするその分析哲学とは、このような、「悪いものが少しはマシにな

った」という程度のわずかな進歩をその成果の一つとする非常につまらない分野であると

の批判を免れないはずであろう。『原理』から「表示について」までの彼の思想の考察は、

このような安易なストーリーに対する批判的検討を含む、現代的な意味を持つのである。  

本論の目的はしかし、「表示について」の現代的意味を直接的に問うことではない。わ

れわれが以下で行うのは、そのような成果を得る前段階となる、ラッセルの『原理』にお

ける命題論の検討である。われわれが上述の理解を批判する理由は二つある。一つは、既

に述べた通りこの理解に何らかの哲学的な意味があるかどうか疑わしいということであり、

もう一つは、これが「何がラッセルに『原理』からの思想の変化を迫ったか」という問い

に答えるものではないということである。この批判から出発するならば、われわれが提出

する論点とは当然ながらこれらの欠点を免れるものでなければならないだろう。われわれ

は彼の命題論こそ、その哲学的含意という意味でも、彼の思想内部での変化の説明という

意味でも、よく言われているマイノング的存在論よりはよほど『原理』での彼の思想にお

いて注目に値するものと考えるのである。 



7 

 

 以上の点を踏まえ、本論は次のように構成される。まず第一節で、先に触れられた、ラ

ッセルとマイノングを結び付ける、「ありきたり」の『原理』の存在論の理解を批判的に

検討する。第二節で、『原理』における彼の命題論を、その問題点の生起を十分に見据え

た上で解明する。最後に、この命題論が彼の以後の思想の理解にどのような示唆を与える

か、並びに、そこで提供された論点が同時代の哲学者といかに関係するかについて論じる。 

 

1 分析哲学の「神話」批判 

ラッセルはその思想を常に変え続けてきた哲学者なので、その変化が何によって引き起

こされたかの理解は、そのまま彼の哲学の理解といってよいと思われる。それゆえ、この

変化の説明の批判と更新は、彼の哲学研究の一つの形ということになろう。われわれが以

下で考察するのは、この研究成果の一つとしての、先に述べた『原理』に対する従来の理

解、いわゆる「マイノンギアン神話」に対する批判である1。 

 この「神話」は、その名前のとおり『原理』のラッセルにいわゆるマイノンギアンのレ

ッテルを貼ることから成り立っている。では、なぜラッセルはマイノンギアンとされてい

るのか。その根拠となっているのは、疑いもなく『原理』におけるラッセルの「項」(term) 

と、それに付随する存在(being) という概念であろう。それらが最も明瞭に語られている

のは、彼の次の主張である。なお、以下の引用は「存在」についてのものだが、これは「項」

の規定と考えてもよいものである。 

 

“存在”するものはあらゆる想像可能な項に、あらゆる可能的な思考の対象

に属し、つまり命題の中に現れることが可能な全てのもの、そしてそのよう

な命題そのものに属する。存在は何であれ数えられるものである。もし A が

１として数えられるものならば、A がなにものかであり、ゆえに A は存在す

                                                   
1この「神話」の形成に多大な影響を与えたのは、クワインであった (W. O. Quine, “Russell's 

Ontological Development,”Journal of Philosophy, 63(1966), pp. 657-667)。この理解は、

２０年後ようやくカートライト、ヒルトンらにより疑問視され（Richard Cartwright, “On 

the Origins of Russell's theory of Description,” in Philosophical Essays, MIT Press, 

1987, pp.95-133;Peter Hylton, Russell, Idealism, and Emergence of Analytic 
Philosophy, New York, Oxford University Press, 1990, pp.240-243）、マーキン、プロー

プスらが説得的に批判している(Gideon Makin, The Metaphysics of Meaning: Russell 

And Frege on Sense and Denotation, New York, Routledge, 2000, pp. 61-66; Ian Proops, 

“Soames on the metaphysics and epistemology of Moore and Russell,” Philosophical 
Studies, 129(2006), pp. 627-635)。 
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るということは明らかである。”A はない”は常に偽か無意味でなければな

らない。なぜなら、A がなにものでもなければ、それがないということは不

可能だからである。”A はない”は、その存在が否定されているところの項 A

があること、したがって A が存在することを含意する。ゆえに、”A はない”

が空虚な音でないならば、それは偽でなければならない。A が何であれ、そ

れは確かにあるのである。数、ホメロスの神々、関係、キメラ、そして４次

元空間は全て存在者をもつ。なぜなら、それらがそのような種類の実体でな

ければ、われわれはそれについていかなる命題も形成できないであろうから 2。 

 

この主張は確かにマイノンギアン的存在論を含意するように思えるが、そのことを示すた

めにしなければならないことは二つあると思われる。一つは、その存在論をマイノンギア

ンと呼ぶことができるための特徴を定めることであり、もう一つは、そのことを考慮に入

れたときラッセルとマイノングの存在論を同一視することが許されるかの検討である。 

 前者から見ていこう。この存在論で名前に挙がる哲学者、アレクシウス・マイノングは、

哲学史上ではその独自の対象論で知られている。彼の対象論の目指すところは、いわゆる

可能的なものに対する思考可能性を担保する存在論といってよいと思われる。彼は、実際

の思考においては、現存するもの（Existenz)だけでなく、それより広いカテゴリーを持

つ存在するもの（Bestand)がその対象となっていると主張する（実際の彼の分類はさらに

細かいが、ここでは触れない）。例えば数学的命題や、矛盾的対象を含む命題、また「キ

メラが存在するとしたら」という句を含む命題などは、その中に現実には存在するとはい

えない対象を含むものであるが、彼はこれらの命題の主張可能性を担保する、現実にある

ものを超えたより広い対象論が必要であると主張するのである。彼のこの対象論に関する

さらなる細かい動機や内実はおくとして、思考や命題の中の可能な対象を担保するための

存在論を構成したということを彼の対象論の一つの特徴と捉えるならば、当時のラッセル

は明らかにマイノングと大きな共通点を持っていたと言えるであろう。先の引用では直接

現れてはいないものの、ラッセルは存在概念より下位の概念として実在（existence)とい

う概念を用いているが、彼の実在、存在という存在者に対する分類は明らかにマイノング

のそれと共通である。そして、この存在という概念は先の引用からまさに思考や命題にお

                                                   
2Bertrand Russell, Principles of Mathematics, London, Routledge, 1992, p.449. 
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ける可能性を捉えることを目的とした概念なのであり、この点もマイノングと共通してい

ると言える。 

 しかし、このことをもってわれわれはマイノングと重要な点でラッセルが同様であった

ということはできない。マイノングの対象論がもつ最も顕著な特徴は、その可能性の広さ

にある。すなわち彼は「黄金の山」のようなものだけでなく、「丸い四角」のような矛盾

的な対象までその可能性に含めるのである。ラッセルの存在論にこのいわば「可能性の豊

富さ」を認めることができるだろうか。可能的な存在者の特徴が述べられている先の引用

で確かめて見よう。まず、彼は「存在」の性質について、「想像可能」、「思考可能」、

「命題の中に現れることが可能」、「１として数えられる」という性質をあげている。し

かし、これは「存在」の特徴の列挙に過ぎず、肝心の矛盾的対象がこの性質を持っている

かどうかは明らかにされていない。それに続く彼の主張である、「存在」を否定すること

は矛盾であるということは、それらの性質を持っているならば成り立つということを意味

するに過ぎないので、われわれの議論を進展させるものではないであろう。彼は続けて、

「存在」の具体例をあげる。しかし、残念ながらこれらは言うなればかなり無難な概念で

ある。その中には、彼をマイノングと同一視できる根拠となるような矛盾的対象は含まれ

ていないのである。その他にも、一見すると彼がマイノンギアンであることを支持すると

される部分が『原理』では散見されるが3、それらは全て先で述べたことの一部か、その言

い換えに過ぎないことがわかる。 

 結局われわれがこの考察から引き出せることは何なのだろうか。思考や命題に現れうる

対象の担保という意味でラッセルが一つの広範な存在者を認める存在論を考えていたのは

事実である。しかし、その可能的なモノとは、彼の発言から確認できる範囲では、一般に

用いられる概念に対象を割り当てるという、ありふれたものの域をでていないものと考え

られる。そこには、マイノングの場合におけるような「矛盾的対象を含む広範な対象の存

在はどのように正当化できるか」という問いが起こる余地が極めて狭いと言えるのである。

この指摘がなぜ重要なのだろうか。それは、このことが、彼の『原理』における存在論が

彼の「表示について」での理論構築の原動力となりえなかったという示唆を与えるからで

ある。同論文では確かに記述理論により矛盾的な対象にコミットせずに「丸い四角」のよ

うな概念を取り扱うことができると言われている。しかし、この理論でこの矛盾的対象の

解消が可能であるということだけから、『原理』以後の彼の努力がこのことを可能にすべ

                                                   
3Ibid., p. 44 での彼の言語についての発言や、Ibid., p. 45 の項に関する説明がそうである。 
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くなされ、結果記述の理論が形成されたということは出来ないはずである。むしろ先で示

されたのは、彼の『原理』での命題論は、矛盾的対象の取り扱いという問題を孕んでいな

かった可能性が高いということであり、『原理』以後の彼の思考の、特に記述の理論への

推進力はむしろ別の問題の解決によるものであるということを示唆しているのである。 

 

2『原理』の命題論と「現われ」概念 

2.1『原理』における項 

 この節ではラッセルの『原理』における命題論が考察される。われわれは前の節で、ラ

ッセルの『原理』における存在論は、せいぜい通常用いられる概念に対象を認める程度の

ものであることを示した。これは、この存在論という観点が、「表示について」までの彼

の変化を促すものとしての説明力に欠けることも同時に示していると思われる。われわれ

が『原理』の命題論に注目するのは、この命題論こそ、『原理』の彼に独特のものであり、

彼の後の思想の変化を説明するものと考えるからである。彼の『原理』の命題論は、そこ

に生じた問題点の改善という形で、「表示について」以後の彼の思想的展開を読み解く一

つの手がかりを与えるものであると思われる。以下、詳しく見ていきたい。 

 彼の命題論がどのようなものであったかを語る上で、最初に論じられなければならない

概念は「項」であろう。彼の命題論は、『原理』6 章に詳しく述べられているが、そこで

最初に説明されているのがこの概念だからである。ここで、われわれは前節において既に

ラッセルの「存在」概念を介して「項」の規定を確かめたので、これ以上の詳しい説明は

不必要と思われるかもしれない。しかし、われわれが行ったのは、彼の「項」の説明から、

彼の存在論とマイノング的な存在論とが同一視できるかどうかの確認だけであったことを

思い出さねばならない。彼の「項」の規定は、そのような存在論的な側面に尽きるもので

はない。彼はそれとは別に、「命題論的」な観点で「項」という概念を用いており、それ

について「私は、命題の項ということで、命題の中に現れ、命題がそれについて(about)

の主題であるところの項を、複数ある場合も含めて言うこととする4」と述べているのであ

る。例えば彼は「ソクラテスは人間である」という命題は「ソクラテス」に「ついて」の

ものであり、この「ソクラテス」はこの命題において「項」として現れている。一方「人

間である」は、命題の構成要素ではあるがその命題の中で「項」として現れているもので

はない。しかし、「人間である」という述語は名詞化することで、「ソクラテスは人間性

                                                   
4Ibid., p. 45. 
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を持つ」のように命題の中の項にすることができる。すなわちもう一つの「項」の特徴と

は、命題の中で、その命題がその対象にコミットする形でそれについて語っているもの、

というものであり、命題の中の「現れ」についての概念なのである。この命題における項

という観点から、彼の項の分類は進んでいくこととなる。彼は、命題の中に現れるが、命

題の中の項となる仕方以外で現れないものを、「モノ」(things)と呼び、項となる以外の

仕方で現れるものを「コンセプト」(concepts)と呼ぶ。前者を彼は固有名で名づけられる

ものとする。一方、後者はいわば「モノ」以外のものという広い外延をもつカテゴリーな

のだが、その中で特に「形容詞」と「動詞」が重要であるとする。この三つが、命題の分

析を取り扱うこの章のタイトル「固有名、形容詞、動詞」となっているのである。 

 以上が「項」の規定である。それはしかし、命題論と項との関わりを示してはいるもの

の、われわれの目的である、彼の命題論の特徴の明確化を十分に与えているとは言いがた

い。とりわけ、われわれには命題においてなぜこの項における 2 重の現われが必要となる

かについての理由が与えられていないのであり、現時点では彼の一方的な取り決めがある

だけといわねばならないであろう。しかし、その空隙を埋めるものとしてわれわれが注目

したいのが、彼の「項」の規定の直前の段落である。彼は次のように述べている。 

 

この主題は重要である。なぜなら、一元論と多元論、観念論と経験論、そし

て、全ての真理が実在するものに依存するかどうか、これらの問題は、全面

的にあるいは部分的に、今問題にしている問いに対してわれわれが採る理論

に依存するからである5。 

 

この引用が示すのは、彼にとってこれから説明することになる「項」の規定が、そこでは

詳しくは論じられていない彼独自の哲学的な立場を含意するものであったということであ

ろう。それでは、その哲学的立場とは何なのか。われわれは、先の対立の中から「一元論

と多元論」を取り上げ、それと彼の「項」という概念との関係を考察していきたい。そこ

で明らかにされた哲学的立場から、われわれはなぜ彼が項に対し上述のような分類をし、

さらになぜ彼が「形容詞」、「動詞」が重要だと考えたかが明らかにされるであろう。 

 

2.2 ラッセルの多元論とイギリス観念論 

                                                   
5Ibid. 
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 最初に確かめておきたいのは、ラッセルの「項」の規定から素朴に導かれる存在論であ

るが、「数、ホメロスの神々、関係、キメラ、４次元空間 」といった複数のものの具体例

を挙げていることからわかるように、彼は明らかに多元論者であった。しかし、この「モ

ノが多数ある」という一見するとごく当たり前の主張は、哲学的に擁護するとなるとそれ

ほど簡単ではないと思われる。それは「モノがあるとはどういうことか」という問いに対

する答えを必然的に含むが、常識に訴えるにせよ、何らかの哲学説に訴えるにせよ、それ

らが当の問いに対する適切な根拠となっているかがさらに問われうるからである。われわ

れの関心はしかし、この循環的状況を考察することにはない。われわれの興味はむしろ、

多元論者の彼が、当時の文脈に照らし合わせて、この問いに答えるときにどのような存在

論を持たねばならなかったかにある。この存在論の主張は、当時の彼に負荷を強いたもの

であった。なぜなら、当時のイギリスに支配的であった哲学的傾向においては、むしろ主

流派は一元論であり、ラッセルもこの哲学的傾向、すなわちイギリス観念論に強い影響を

受けていたからである。彼が「項」の説明において省略したのは、この問いに対する主流

の考え方に対し、多元論を正当化することだったのである。以下でわれわれは、彼のその

正当化には触れず、イギリス観念論において、「モノ」が存在するということがどのよう

に捉えられていたかを確認することで、それへの「反逆」がどのようなものでなければな

らなかったかを明らかにしたい。 

 イギリス観念論というのは、十九世紀半ばから二十世紀はじめにかけてイギリスにおい

て支配的だった哲学的思潮であり、代表的な人物としてトマス・グリーン、フランシス・

ブラッドリー、ジョン・マクタガートらが挙げられる。彼らは、カント、ヘーゲルらのド

イツ哲学から影響を受け、その思想を批判的に継承していったことで知られているが、彼

らが扱った広範なテーマの中でその思想的特徴を端的に表すのが、「モノがあるとはどう

いうことか」という問いに対する、彼らが共有して持っていた見解であろう。われわれは

目的上イギリス観念論の思想家全てを検討することはできないので、以下ではそのモデル

ケースを示す主張を拾い上げ、それによって彼らのその問いに対する考え方を明確化した

い。 

 イギリス観念論の先駆者といわれるグリーンは、カントに強い影響を受け、その哲学的

スタンスもカントのそれを色濃く踏襲している。彼の著作のスタンスは、過去の哲学者の

批評を通して自説を展開するというのが主であった。では、彼は目下のわれわれの関心事

である「モノがあるとはどういうことか」という問いに対してどのように考えたのだろう
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か。そのことを示すものとして、われわれは彼の J. S ミルの「個体」と「固有名」に対

する批判を取り上げたい。彼は、ミルが「固有名」を「意味を持たない」名前であるとし

ているのに反論して、次のように述べる。 

 

よって単称命題は直観的な一つの対象を意識に現前させるということが含意

されたとしても（そしてこれが単称命題と一般命題の違いだとしても）、こ

の一つの対象は不特定の数の諸感覚の作用の統一として理解され、その名前

は不特定の数の直観、すなわち時間、空間における現前に対して適用可能で

ある6。 

 

われわれがこの発言で注目したいのが、単称命題に現れるとされる「一つの対象」に対す

る彼の見解である。彼はこれを「諸感覚の作用の統一」の結果として考えている。すなわ

ち、彼によれば、命題の構成要素であり、一つの対象として与えられている「個」（固有

名）は、「それ自体で与えられている」ものではなく、この作用の後で存在するものであ

る。彼にとっては、「固有名」はその成立の条件としてこのような精神の構成作用を必要

とするという意味で「意味のない」名前ではないのである。しかも、固有名は、「不特定

の数の直観」に適用される。それら直観は、直観としては区別されるものでありながら、

精神の作用によって同一視され、統一されるものなのである。彼は同様の議論を、観念、

知識、経験など様々な対象に対して適用する。彼はこの作用を適用する以前の「雑多な直

観」の存在は認めるが、精神がそれらを、観念であれ知識であれ経験であれ、何らかの対

象として認めるならば、その雑多さは精神の作用によって統一される必要があるとするの

である。しかし、この雑多なものが統一され、一つの対象が構成されるということはどう

いうことか。赤い色の雑多な感覚が「赤」として構成されることと、青い色の雑多な感覚

が「青」として構成されることは、彼によれば別個の対象が構成されたことを意味しない。

それは、その対象が、その構成において「色」に包摂されるという関係を持つことを意味

するのである。一般的に、精神による対象の構成は、論理的関係を規定することでもある。

「赤」は「青」と同種の対象である。「丸い」物体は、「赤」でも「青」でもありうるが、

同時にそれらを持つことは出来ない。「１」は「赤」でも「青」でもない、等々。彼は、

                                                   
6Thomas Hill Green, Works of Thomas Hill Green, R. L. Nettleship(ed.), vol. 2,New 

York, Longmans, 1906, p. 204. 
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この対象を構成する際の統一において、その対象が「理解される」とする。すなわちそれ

は、その構成において、その対象が他のものと関係できるようなものとして積極的に構成

しなおされるということを意味するのである。彼にとっては、この雑多なものの対象「と

して」の構成、そしてそれによって生じる関係や構造が、観念、知識、経験をそのものた

らしめるのであった。このグリーンの方法は彼自身の哲学の特徴であるとともに、イギリ

ス観念論が「モノがあるとはどういうことか」という問いに対してどのようにアプローチ

していたかを示すモデルケースであると言える。彼らはこの問いを「モノの存在が可能で

あるためにはどのような条件が必要か」と読み替え、その依存関係を示すことで「それ自

体で存在する」ものとしての「個」を否定する。精神があり、関係があり、構造がある、

個はこれらと無縁にあるものではなく、それら「によって」個は成り立つのである。 

 ブラッドリーは多くの点でグリーンとは異なる思想を持っていたが、個体性に関する考

え方という点で、明らかにグリーンと同じ路線を歩み、そしてそれを徹底させた。グリー

ンにおいては、一方で個体の自立性を否定することでそれ自体としての存在を否定したが、

他方で依存「関係」や「自我」と「それによって解釈される与件」という図式は残されて

いた。すなわち、個体が依存するところの関係を主張するときには、関係される両項の存

在が前提とされるのであり、彼の哲学は多元論の余地を残していると言える。ブラッドリ

ーはこのような図式を排除することで一元論を徹底化した。彼は有名な「ブラッドリーの

背進」(Bradely's regress)の議論により、「関係」概念を否定し、同時にこの関係によっ

て関係付けられる要素というものも否定した。彼にとって存在するものは、何らかの作用

や要素に分析不可能な「絶対者(Absolute)」といわれる一者である。われわれが存在する

と考えているものは全て、この絶対者から抽象されたものであるが、われわれがこの抽象

によって得た個体は「それ自体で」存在するものではない。彼は感覚、時間、空間などを

例に挙げ、これらから一つの要素を抜き出したとき、それが「何かである」という形で特

定されうる個体となるためには、それが属していた一つの全体が指示されねばならないと

主張する。例えば、空間的一点は、それがその空間全体に位置づけられなければその場所

を指定できず、時間的一点はその流れの中で位置づけられなければまさにその時として特

定されないというようにである7。 

 以上のことから、彼らの「個」を否定する際の一つの特徴は、「個」とされているもの

が他のものに依存する形でそれと何らかの関係を有していることを示すことであるといえ

                                                   
7F. H. Bradley,The Principles of Logic, London, Oxford University Press, 1922, p. 52. 



15 

 

よう。彼らは、「それ自体」性をこの依存関係によって否定する。彼らは「個」とされる

ものが成り立つ必須の条件として、この関係（ラッセルは内的関係(internal relation)と

呼んだ）があることを指摘するのである。 

 一方で、ラッセル、そしてムーアが反旗を翻したのが、まさにこの個体性に関する「内

的関係」に対してであった。彼らは個体同士が何らかの関係を持つことは否定しない。彼

らが否定するのは、他のものとの関係によって「個」があるということである。彼らは、

ある個が他と成り立つ関係を、内的関係ではなく外的関係(external relation)と呼ぶ。彼

らにとっては、個は関係に先立って存在し、関係はその個の本質には関係なく付随するこ

とができるものなのである。このことを考慮に入れたとき、彼らの多元論とは、多数の「個」

が、その存在に関しては他のものとは「関係なし」に存在するというものとなるのである。 

 

2.3 命題の統一の問題 

 われわれはラッセルの多元論の主張が「関係なし」の個体が多数存在するものであると

いうことを確認した。以下で考察するのは、彼の命題論がそのような原子論的な存在論か

ら出発するとき、どのようなものとならなければならなかったかである。 

 最初に、われわれは彼が命題とはどのようなものであると考えていたかを確認したい。

それはラッセルの次の主張、「例えば、”A differs from B” という命題を考えよ。この

命題の構成要素は分析により、A, difference, B だけであるように思える。しかし、この要

素を単に並べただけでは、命題は再構成されない8。」に端的に表れていると言える。すな

わち、彼によれば命題は「モノ」の集まり以上のものであり、それらが「統一された」何

かなのである。しかし、ここで先に確認した存在論を思い出してほしい。一方で、ラッセ

ルにとって「モノ」とは、それ自体が他との関係なしに存在するものであった。すなわち、

存在論の内部では、命題の構成要素の集まりは真に単なるものの寄せ集めでしかないので

ある。他方、要素同士が寄り集まるだけではなく一つの統一をなすということは、その要

素同士が何らかの関係を結んでいるということを含意する。これは、命題の統一の問題が

彼の存在論だけからは解決できないことを示しているであろう。彼はこの問題に、その存

在論に依らずにどのように答えたのだろうか。以下の考察が示すのは、彼の『原理』の命

題論がまさにこの問題に答えるものであったということである。 

                                                   
8Russell, Principles of Mathematics, p. 49. 
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 まず、彼の命題論を検討するに先立って、「項」における二つの側面、すなわち存在論

的規定と、命題における現れについての規定を思い出されたい。ここで注目したいのが、

ある命題において、その構成要素でありながら、その命題がそれについて語っていないモ

ノについてである。われわれがまず考える疑問は、それが「何」かという、存在に関する

問いであろう。しかし、ラッセル的存在論を確認したわれわれが、命題の構成要素に関す

る存在論的な側面に注目するとき、上述の「命題の統一」の問題はそのまま残ってしまう

こととなる。この「何」という着眼点は、命題の構成要素をひとしなみに「存在者」とみ

なしてしまうが、ラッセルによればこの存在者は「関係なし」のものだったからである。

それでは、その命題がそれについて語っていないモノに対して、その特徴を適切に救い出

す問いとは何なのだろうか。われわれが考えるに、それは「そのモノはその命題において

どのような役割を果たしているか」「その命題においてどのようなモノとして現れている

か」というものである。彼の「項」の命題論的規定が、命題というコンテキスト内で問わ

れるものであったということを考えれば、われわれは命題論的な意味での「項」でないも

のに対しても正当にこのように問うことができるはずである。 

 このように問うとき、われわれは命題の統一の問題をラッセルがどう解決しようとした 

かに答えることができる。彼は、われわれが先に引用した、命題は単なるものの集まりで

はないという引用のすぐ後で、「動詞は、動詞として用いられるとき、その命題の統一を

与え、それが項として用いられる場合から区別できる 9」と述べている。ここで、「項」と

して用いられるとは、例えば動詞が名詞化されて命題の主語となるような場合である。彼

は、『原理』においてある概念、例えば「１」という概念が「１は自然数である」という

ように主語として使われた場合も、「りんごは１つである」というように形容詞的に使わ

れた場合も、それぞれの「１」は「同じ」ものを表すと主張する。彼にとっては、「１」

という概念が命題にどのような仕方で現れても、それは全て同じモノなのである。しかし、

彼の動詞に関する先の主張は、存在論において同一のものが、命題という全体の中で位置

づけられたとき異なる役割が与えられるということを示している。特に動詞は、ある場合

にはそれが名詞化されてそれについて語られるものとなることもあれば、ある場合には、

「命題の統一」の役割を担うものとして現われることもある。彼は命題の中には必ずこの

統一を担保する関係が存在しなければならないと主張するのである。 

                                                   
9Ibid., p. 50. 
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 ここで、われわれはラッセルのこの解決策が、ほとんどの研究者の間では全くこの統一

の問題に答えるものではないとされていることに触れなければならないであろう。例えば

レオナルド・リンスキーはこの解決について次のような問題点を指摘している。 

 

セメントで固められているレンガでできた壁を考えよ。このセメントは、（壁の）

「統一」の根拠である。しかし、もしある人が、そのセメント自体が他の種類の

レンガであると思うならばどうだろうか。このとき、レンガを接合するものは、

（それ自体がレンガなのだから）それぞれのレンガをつなぎ合わせるセメントを

必要とするであろう10（括弧内の補足は引用者による）。 

  

われわれはこの反論は適切ではないか、少なくともラッセルの命題論に好意的でない解釈

を与えていると考える。セメントがレンガでもあるというのは、確かに可能な見方である。

あるコンテキストにおいて、セメントを構成していた同じものは、別のコンテキストでは

結合力を失い、その他のものによって結合されることを必要とするようなものとなること

がある。しかし、今の場合は既に壁という全体のコンテキストが与えられているのである。

この中では、セメントは、それがつなぎ合わせているレンガと同列のものではない。それ

は確かにそのレンガをつなぎ合わせ、壁を形成し、その統一を与える根拠となっているも

のである。一方、セメントを何らかのモノとみなして、このモノの他のものとの結合可能

性を考えるとき、われわれは既にこのコンテキストから抜け出して考えているのである。

それにもかかわらず、この反論はこのコンテキストに舞い戻ってきて、結合力を失ったセ

メントについてそれを結合させる要素の必要性を、このコンテキストの内部で考えている

のである。付言すると、同じ存在者がコンテキストによって特殊な役割を持つということ

は、人間関係やコンピューターの部品、化学物質などを考えるまでもなく、非常に自然な

考え方だと思われる。なぜ他ならぬ動詞なのか、という問いは可能だが、そのレベルの問

いはあらゆる哲学説に可能であろう。われわれはラッセルの命題論が統一の問題に完全に

答えているとは思わないが、彼の解決が全くのお粗末なものであるという従来の見解の全

てに対して同意する必要はないと思われるのである。 

                                                   
10Leonard Linsky, “The Unity of Proposition,” Journal of the History of 
Philosophy,30(1992), p. 246. 
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 さて、話を命題論に戻そう。われわれは以上の議論で「動詞」がなぜ「コンセプト」の

中で重要な概念であるかを議論し終わったと思われる。続いて「形容詞」に関してだが、

彼がこの概念を重視したのは明らかに、それが命題において「表示句」(denoting phrase)

という、特殊な「現われ」を持ち、特殊な機能を担う複合体を形成する能力ゆえである。

まずわれわれは「人間である」という形容詞的概念から、「ある人間」、「全ての人間」

等々の表示句を形成することができる。ラッセルによれば、これも複合的な概念という意

味で一つのモノであるが、われわれはそこから「ある人間は死すべきである」という別の

命題を形成することができる。しかし、この命題は例えばある命題が「ソクラテス」につ

いて語っているようには、この表示概念そのものについて語るものとはならない。表示句

というのは、それが通常の仕方で命題に「現れる」とき、その形によって、その命題が様々

なものについて語る命題となる、という機能を持つものなのである。彼がこの概念を重要

視した理由の一つは、「全ての自然数」という句を含む命題を考えればわかるように、こ

の表示概念が有する機能が、有限の表現である命題に無限のことについて語ることを可能

とさせるものであったからである。 

 以上を簡単にまとめよう。『原理』当時のラッセルの命題論は、存在論と、それが命題

に現れたときの「役割」に関する理論からなる。彼は「項」というカテゴリーによって存

在論的規定を定めた。しかし、彼のその規定は、命題は単なる構成要素の集まり以上のも

のでなくてはならないという、命題に関する一般的な要件を満たすことができるものでは

なかった。しかし、他方で彼は「項」の別の規定に関連して、ある同じ存在者が命題の中

の現れにおいて独自の機能を持つという、彼独自の命題論を与えていた。この命題論によ

り、命題の統一の問題は彼の内部では一時的に解決が与えられたものとされ、そしてその

機能において「表示」という概念が彼の中で重要視されるようになったのである。 

 

3 結語 

 われわれのラッセルの『原理』における命題論への注目は何をもたらしたのだろうか。

それを確認するために注目しておきたいのは、『原理』以降の命題に関する代表的な二つ

の理論である。一つはよく知られるように、「表示について」における、表示句を擬対象

とみなす記述の理論である。もう一つは、命題の多関係理論といわれる理論であり、これ

は命題を擬対象とみなすことで、命題に要請される「統一」の問題を回避することを意図

したものである。われわれが上述で確認したのは、表示句を形成する「形容詞」、及び命
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題の統一を担う「動詞」の特殊な現れに関する理論だったのだが、『原理』以降の命題論

は『原理』の命題論でのこれらの概念の重要な役割が否定された形で展開されたのである。

なぜ彼が『原理』の命題論に満足せず、後の命題論へ移行していったかについては、『原

理』の命題論自体の問題点に踏みこんでいない本論の射程を超えることとなる。しかし、

われわれは『原理』の命題論の検討を通じて、その問題点の考察を彼の後の思想展開の理

解と結びつける足掛かりを得たと思われるのである。そしてわれわれはその問題点の一つ

を、イギリス観念論への反逆の結果生じた原子論的存在論に見ることが出来るであろう。 

また、『原理』の命題論がラッセルを超えた拡がりをもつということも指摘しておきた

い。彼が扱った「命題の統一」という問題は一般的なものだが、とりわけ「論理」を「心

理」から切り離す傾向の強い哲学者は、この統一の契機を彼の独自の思想の中で構築する

必要があったと言えるであろう。すなわち、その解決は、その思想の特色を表すと言える

のである。ラッセルと同様に、その解決を「心理」に頼れないフレーゲ、ヴィトゲンシュ

タインは、それぞれ独自の解決策を与えた。すなわち、フレーゲは概念の不飽和性が、ヴ

ィトゲンシュタインは論理形式が、それぞれ命題の統一を担保するものと考えたのである。

われわれは、彼らのこの解決策とその長所、短所を通じて、彼らの思想的特色を明確にす

ることができると同時に、彼らのお互いに対する思想の同意、不同意をこの「命題の統一」

という問題に対する考え方の違いとして説明付けることも可能だと思われるのである11。 

 このように、われわれが『原理』の命題論の考察で得た着眼点は、彼の思想史の理解に

も、同時代の哲学者の比較にも応用しうる拡がりを持つと考えられるのである。逆にわれ

われは、分析哲学のはじまりを飾ったとも言える『原理』を、そのような拡がりを可能に

するものとして理解すべきではないだろうか。本論で触れたのはほんの一部ではあったが、

『原理』の持つ歴史的厚みは、現代の哲学者にも十分価値のあるものなのである。

                                                   
11この問題を切り口としてこれらの哲学者の関係を論じた興味深い論文として、以下を挙

げたい。Leonard Linsky, “The Unity of Proposition,” pp. 243-273; Richard Gaskin, 

“Bradley's Regress, the Copula and the Unity of Proposition ,”The Philosophical 
Quartely, 45(1995), pp. 161-180. 
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第二章 対象と論理 ―マイノングとラッセル 

 

序 

本論文は、ラッセルのマイノングに関する考察を通じて、ラッセルの思想の特色を明確

化することを目的とする。研究史的には、ラッセルとマイノングとの関わりにおいて中心

的に論じられてきたのは、「表示について（On Denoting）」(1905)におけるラッセルのマイ

ノング批判であった。広く知れわたった理解によれば、ラッセルはこの論文において、「丸

い四角」や「黄金の山」といういわゆるマイノング的な対象を「矛盾律を犯す」として批

判し、そのような対象を表現する句に対して「記述の理論」による解釈を与えたとされる。

それによれば、「丸い四角」のような句は、この理論により命題全体というコンテキストの

中で量化表現を伴って解釈され、「それ自体意味を持たない」ものとなる。表示句は「それ

自体意味を持たない」のであるから、その理論は、「その句が何らかの存在者を指している

のかそうでないのか」という問題に思い煩わされる必要がなく、それがあるとしたときの

欠点を背負う必要もない。ラッセルは、「矛盾律を犯す」という確かな欠点を持つマイノン

グ的対象、そしてその存在論に対し、自らの理論、そしてそれが含意する存在論の優位を

主張しているとされるのである。 

この理解は、もちろん間違いのないものである（もちろんラッセルの議論が完全に正し

いというわけではない）。しかし、それは間違いのなさという以上に、この両者の関わりを

論じる上での前提であり、研究動向を規定するものであったと言えると思われる。なぜか。

この理解は、既に潜在的な問いを含んでいるからである。マイノング的対象が本当に矛盾

律を犯すのか、彼のマイノング的対象の排除が妥当なものだったのか、この両者の存在論

とはどのようなものだったのか、それらのどちらが妥当な存在論なのか。われわれは、こ

のような問いを上の理解から自然と導きだすことが出来るであろう。そして、問いは問い

であるからには解決されねばならない。この理解は、われわれをこの解決へと向かわせる

ことになる。理解は問いを含意し、その解決へと導くのなら、われわれは既に理解におい

てある程度その方針を方向付けられているのである。 

われわれは、この理解、そしてそれに伴う研究動向を否定したいわけではない。それは、

ラッセル、マイノング双方の思想に光を与えうるものであり、またそれとは無関係な、鋭

い存在論的な考察を導くこともあるであろう。しかしわれわれは、マイノングに対するラ

ッセルの向き合い方の理解を、このようなよく知られたものだけで終わらせることは非常
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に問題であると感じるのである。まずその理解は、ラッセルが「表示について」における

ほんの数行でマイノングが片付けられると考えていたということを含意しかねないであろ

う。しかしそれは明らかにラッセルのマイノングへの実際の向き合い方と反する理解であ

る。事実として、ラッセルはマイノングを常に批判してはいたが、マイノングに真剣に向
、、、、

き合っていた
、、、、、、

。ラッセルのマイノングに関する様々な言及からわかるのは、彼がマイノン

グの思想を、数行で簡単に片付けられるものではなく、常に相対するに値するものと捉え

ていたということである。上の理解は、このことを見落としてしまう。しかも、上の理解

がさらに見落としかねないのは、ラッセルがマイノングとの関わりをとおして何を表現し

たかである。その理解は、せいぜい「マイノング的な対象にコミットしない」という、ラ

ッセルの存在論における、ごく局所的な一テーゼを導き出すに過ぎないであろう。確かに、

このテーゼは「余計な存在を増やさない」という、ラッセル哲学の一方針に含まれるもの

であり、重要でないとは言えない。しかし、上の理解だけでは、それが何らかの哲学的方

針を含んだテーゼなのか、それとも存在を減らしたいという単なる好みの表現なのかは判

然としないと思われる。むしろ、上の理解は、その存在論が含意するラッセル哲学とは何

なのかということを棚上げにしつつ
、、、、、、、

、問題を問い進めてしまえるという危険があるのであ

る。 

われわれは、一つの理解の仕方の帰結を重んじる。われわれは、ラッセルとマイノング

の関わりを、より重要なものと考える。彼の、マイノングとの向き合い方の真剣さは、瑣

末なある一思想の排除や、深みのない好みの表現なのではなく、彼の哲学の表現と見るべ

きであると思われるのである。われわれは、できるのならよりよい方向へ導かれるべきで

あろう。ラッセルとマイノングの関わりに対し、上のような「よく知られた」理解ではな

く、よりよい探求へと向かわせるような、一つの別の理解の仕方を提出すること、われわ

れが本論でしたいのはこのことなのである。 

しかし、その具体的な筋道は何なのか。この論文のタイトルは、それに対する示唆を与

えるであろう。「対象」はマイノングであり、「論理」はラッセルである。「対象」への関心

と「論理」への関心。われわれはラッセルとマイノングとの関わりを、この関心の衝突と

理解する。そしてこの衝突により、彼の哲学が表現されていると見るのである。彼らの衝

突する場は、マイノング的対象の整合性を巡る、局所的な存在論的領域ではない。われわ

れはそれを、哲学と見たいのである。われわれの理解は、このことの解明へと向かうであ

ろう。われわれが以下で行うのは、この「衝突の場」を整えることで、上述において示唆
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されているに留まる、ラッセルの哲学の表現、およびラッセルの哲学における論理への関

心を明確化する一助を与えることである。 

 この目的のため、本論文は以下のように構成される。第一節で、ラッセルとマイノング

の「共通部分」を論じる。そこでは、ラッセルの「論理学」とマイノングの「対象論」が、

双方の学問観という点で共通していたことが示されるであろう。第二節で、ラッセルのマ

イノング批判を論じる。マイノングが主張する、諸対象に関する関係や階層についてラッ

セルがどのように批判したかを確認することにより、ラッセルにおける「対象」と「論理」

のつながりを明確化するのがこの節の目的となる。 

 

1.1 論理主義における論理学の位置づけ 

 本節では初期ラッセルとマイノングの「共通部分」を論じる。従来、彼らの共通部分と

は、よく知られる存在者間の分類、すなわち「実在(existence)」と「存在(being)」の区分

にあると考えられてきた。しかし、マイノングの分類における詳細さ、そして、それと認

識論や心理学との強い結びつきを考えると、この存在者間の分類という観点はそれほど両

者の共通点の重要な部分を明確にするものではないと思われる。それに対しわれわれがこ

の節で注目したいのは、彼らがそれぞれ、一つの新しい学問、すなわち、ラッセルは新た

な「論理学」を、マイノングは「対象論（Gegebstandstheorie）」を考案し、その必要性を

訴えたということである。これは、彼らがそれぞれ単に新しい学を導入したということの

みを意味するものではなかった。十九世紀後半から二十世紀にかけての激動する学問状況

の中で彼らが導入した新しい学は、そのような状況に一石を投じる「基礎学」という意味

合いをもったものだったのである。以下では、ラッセル、マイノングがこの基礎学の必要

性をどのように論じたかを検討することで、彼らの共通部分が、この必要性の根底にある

「学問状況の理解」にあったことを確認する。 

 まず、ラッセルから確認しよう。初期・中期の彼を特徴付ける思想的立場は、言うまで

もなく数学を論理学的概念によって導出できるとする主張、すなわち「論理主義」である。

彼の論理学はこの立場を擁護するために新たに導入されたのであり、よって、上述の論点、

すなわち論理学を彼がいかに「基礎学」と見なしたかは彼のこの思想的立場と深く関わっ

ていると考えられよう。それでは、その思想的立場を特徴付けるものとは何か。それは、

彼の中で、この立場がいかに現状に対して要請されるものであったかを考察することで明

確になると思われる。彼は、『数学の原理(Principles of Mathematics)』、（1903)（以下『原
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理』)の最初の部分で、数学という学問を巡る状況に対して、次のような不満を述べている。 

 

数学が何らかの意味で正しいと言うことは一般的に認められているにもかかわらず、

哲学者は数学的命題が本当は何を意味しているかについて言い争っている。すなわち、

何かは真であるのに、二人として何が真であるのかについて一致を見ず、また何かが

知られたのに、何が知られたのかについては誰も知らないという状況なのである1。 

 

すなわち、彼は、数学という学問に対する従来の対象観、あるいは真理観が、数学という

学問の現状に全く合致していないということを問題視していた。しかし、この不満は何に

向けられていたのか。この発言から分かるのは、彼が数学の現状について不満であり、そ

れを解消すべく数学の基礎付けが必要である、と考えていたわけではないということであ

る。むしろ彼の不満は、現にある数学という学問における対象、あるいは正しさを与える

基準が不在であるということに向けられていたと考えられる。そして彼は、論理学の道具

立てによって、このメタ的視点の不在という状況を改善することを、数学の現状において

要請されていることと捉えていたのである。 

 このような要請を考慮に入れたとき、彼にとって数学を導くといわれる論理学とはどの

ような学問でなくてはならないだろうか。それは、現にある数学という学問に対して、い

わば論理学の優位を主張するものではない。むしろ、その論理学によってなされる数学の

導出は、現にある数学の特徴に合致することが求められるものとなるのである。それでは、

その当時にあっても目覚しい発展を遂げ続けていた数学を特徴付ける重要な要素とはなん

だったのか。われわれは、こと十九世紀の数学の発展とラッセルの思想を考慮に入れたと

き、その要素として二つ挙げられると思われる。一つは、数学の「純粋性」である。例え

ば、十九世紀になりはじめて導入された極限の基礎や無限数は、前者が物理学的考察によ

って肯定されたり、あるいは後者が心理学的考察によって否定されたりするようなもので

はなく、厳密な定義により与えられるものとなった。これは数学が、それが扱う概念を自

らの定義のみによって生み出すものとなったことを示すであろう。もう一つは、前者と関

連するが、数学の「非現実性」である。数学の発展に伴い、数学的対象、例えば非ユーク

リッド空間などはそれが「現実に可能かどうか」というような論点から肯定されたり否定

されたりすることはなくなった。それは、最初に（現実との対応やそれへの適用可能性と

                                                   
1Bertrand Russell, Principles of Mathematics, London, Routledge, 1992, p. 4. 
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いう）正当化が与えられるものではなく、最初に定義が与えられるものと変わったのであ

る。 

これらの数学の特徴は、彼が『原理』において与えた論理学の特徴、そしてそれについ

ての論述を、以下の二つの意味で規定するものであった。まず、彼は数学を導き出すもの

として論理学が満たさなければならない上述の条件が、従来の、とりわけ心理的要素を含

んだ論理学によっては満たされないことを自覚していた。その彼にとってしなければなら

なかったのは、これらの条件を満たす論理学を新たに作り出すことであった。ラッセルが

作り出した『原理』における「論理学」の特徴は数多く枚挙されうるが、上述の論点にと

って重要なのは次の二点であろう。その一つは、論理学が用いる道具立てとその性質に関

してである。彼は『原理』における論理学の本体を「純粋数学」と述べ、それらを構成す

る要素を「定義できないもの(indefinables)」と呼んでいるが、これは数学における純粋性

を保持ために行われた、論理学に対する純粋性の表現と見ることができる。彼は、このよ

うな「純粋に」論理学的な概念からはじめることで、数学は構成されねばならないと考え

たのである。もう一つは、論理学が前提とする存在論である。数学的対象やその考察を現

実性から制限することが不適と考えられる以上、その数学を構成するとされる論理学の存

在論も、当然「現実を超えた」ものでなくてはならないであろう。彼の「項」の規定が、「実

在」に限定されない、幅広い存在論的カテゴリーである「存在」を認めるものであるとい

うのはこの要請を受けてのことであると考えられる。それは、単に哲学的な存在論的宣言

ということの他に、数学を導くものとしての論理学に要請された存在論という意味合いを

強く持つものであると思われるのである。 

 上述のことから分かるように、彼が『原理』で行った中心的なことの一つは、新たな論

理学の構成であった。しかし、同著においてそれは同時に、伝統的な論理学に対していか

に自らの論理学が正当性を持つものであるかを示す作業と同時に行なわれたのである。こ

れが、『原理』における上述の論理学の論述の特徴の二つ目のものに当たる。彼の論理学の

刷新は、当然ながら従来の「論理」の常識を覆すものであったので、この常識に反すると

ころの彼の「論理」がむしろ本当の論理であることを示すことは、彼の新たな論理の創造

に必然的に伴う作業だった。そしてそれは当然のことながら、従来の（心理的要素を含ん

だ）論理学が、彼の提出する新たな論理とそれが含意する様々な立場を考えるとき、真の

意味で論理とは言えないという論点を含むものだったのである。 

 このようにラッセルは、「現にある」数学を導き、それに対する確かなメタ的視点を供給
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するものとして論理学を考える際、数学の重要な特徴を受け継ぎ、しかもそれによって十

分に数学を導けることが保証されるよう、それを新たに構成しなければならなかった。ま

た、そのために彼は、数学の導出のためには決定的に不十分であった従来の論理学を批判

し、それに対して自らの論理学の正当性を示さねばならなかったのである。 

 

1.2 学問の中の「対象論」 

 マイノングは一般的にはその独特の「対象論」で知られている。しかし、ラッセルと対

比された形でのマイノング研究は、「表示について」におけるラッセルの「マイノング的対

象は矛盾する」という議論を受けての、その対象論の整合性に関するものであることが多

い2。しかし、われわれが上述との関連で注目するのは、マイノングが「対象論」をどのよ

うな学として位置づけていたか、である。以下では、彼の 1904 年の著作『対象論について

(Über Gegenstandtheorie)』（1904）を取り上げ、この対象論に関する彼の学問観を確認す

ることにしよう。 

 マイノングは同著において対象論の学問的位置づけを論じる際、その在り方とは対極を

なす一つの対象に関する立場、すなわち、「現実的なるものへの先入観」と彼が名づけると

ころのものを提出し、これと対比する形で彼の対象論の正当化を与えている。ここで、こ

の「現実的なるものへの先入観」とは、彼が実際の学問状況において明確に念頭にあった

人々、特に心理主義的な傾向をもつ人々の考えであるが、ここではわれわれの様々な知的

態度が向かう先を「現実」のものに制限しようとする傾向であると理解してよい。よって

われわれは、この対比を検討することで、同時に彼の対象論に対する学問的位置づけを見

ることができると思われるのである。以下、それを確認しよう。 

 まず、マイノングと「対象論」というと、「黄金の山」や「丸い四角」などの「現実に存

在しない（あるいはしえない）」対象が連想されるであろう。確かに彼は「対象論」を論じ

                                                   
2マイノングの形而上学の整合性について論じた論文は枚挙にいとまがないが、特にラ

ッセルとの関連が見られる論文として以下を挙げておく。 Nino Cocchiarella, 

“Meinong Reconstructed Versus Early Russell Reconstructed,’”Journal of 
Philosophical logic, 11(1982), pp. 183-214; Janet Smith, “The Russell-Meinong 

Debate,”Philosophy and Phenomenological Reserch, 45(1985), pp.305-350; Peter 

Simons, “On What There Isn’t. The Meinong-Russell Dispute,” in Philosophy and 
Logic in Central Europe from Bolzano to Tarski,Dordrecht, Kluwer, 1992,pp. 

159-191; Maria Reicher, “Russell, Meinong, and the Problem of Existent 

Nonexistents,”in Imaguire, Guido andLinsky Bernard (eds.),On Denoting: 
1905–2005, Munich, Philosophia, 2005,pp.167-193. 
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るに当たり例としてこのような対象を頻繁に持ち出すのだが、彼の興味関心は、必ずしも

これらを含む形而上学が無矛盾性や整合性をもつかというだけではなかった。むしろ上述

の著作の興味関心は、そのようなものも含めた「非現実的なるもの」、彼が挙げる例による

と「関係」や「差異」などの抽象概念、また未来の出来事や空想上のものなどの諸対象が、

われわれの思考に現れることができ、あるいはそれについての考えを他人に伝えることが

できるという明確な一つの事実にあった。われわれはこのとき、当然ながら「現実的なる

もの」について考えているわけでも、それによって制限がかけられているわけでもない。

思考というものがもつ一つの特徴は、現実的なものに限らない様々な可能性を対象にする

ことが出来るということであろう。しかし、ここで彼の指摘する「現実的なるものの先入

観」により、この思考が向かう先の対象が「現実的なるもの」に限られてしまうとすると、

われわれは思考可能性についての十分な理論を構築することが出来なくなると彼は考える。

彼は明確に、われわれの認識作用と、その作用が志向する先を区別し、この認識の向かう

先にあるものが認識の前提となっていると主張する。このことから彼は、その作用が向か

う先の対象についての学問、すなわち対象論が、あらゆる思考可能性、すなわちあらゆる

学問の扱う対象を供給するという意味で要請されると考えるのである。また、ラッセルと

の関連で興味深いのは、彼がこの対象論の必要性を、特に「数学」を例に出して主張して

いる点である。彼は「対象論」が一般的なものであるならば、それはあらゆる学問の対象

を扱うものではなくてはならないと考えた。それはもちろん数学も例外ではない。そして、

数学が扱う数学的対象は当然ながら「実在」するものではなく、それとは違う意味で「存

在」するものである。すなわち、彼の与える「対象論」は、数学を含めた一般的なもので

あるために、「実在」より広い存在者を扱うものではなくてはならない。そして、この対象

論によって供給された対象が数学に与えられることで、「数学は何を扱うのか」ということ

に関する不安定な状況を脱することができると彼は考えたのである3。 

 上述のことから分かるように、彼の問題意識は一貫して「学問の中の」対象論であった。

すなわち彼は、学問や思考一般を包括的に考える際の新たな枠組みとして、この拡大され

た意味での対象論が、メタ的な「一般学」として要請されると考えたのであり、彼の視点

は明確に学問全体を射程に捉えるものだったのである。しかし、その「一般学」の要請に

関してもう一つ見過ごされてはならない点がある。それは、彼の現在の学問状況に関する

                                                   
3Alexsius Meinong, Über Gegenstandstheorie(1904); Selbstdarstellung, Hamburg, 

F.Meiner, 1988, pp. 3-5. 
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不満である。つまりその要請の根底にあったのは、先に触れた「現実的なるものへの先入

観」から示唆される通り、既存の「対象」についての学問（彼は形而上学、とりわけその

対象を「心理的観点」によって構成する立場である「心理主義」的な形而上学を挙げてい

る）の枠組みが、諸学が扱う対象を十分に供給できていないということだったのである。 

 われわれはここに、ラッセルとマイノングとの明らかな類似を見ることが出来るであろ

う。両者は、まず現にある学問を捉える基礎的な枠組みが不足しているという問題意識を

ともに持っていた。数学があるのに対象がなく、思考があるのに対象がない、彼らはその

ような状況を問題視していたのである。そして、ラッセルならば論理学の、マイノングな

らば形而上学の枠組みを作り替え、それを「基礎学」として提出することで、この状況を

打開しようとした。数学的対象は論理学によって、思考の対象は形而上学によって担保さ

れるのである。彼らは、その扱う射程こそ違えど、同様の関心を持っていたと言えるであ

ろう。われわれはこのような両者の学問状況の理解、そしてそれに基づいた彼らの新たな

学の意味付けこそ、彼らの興味深い共通点として注目すべきであると考えるのである。 

 

2 分析と構成 ―ラッセルのマイノング批判 

 この節では前節とは逆に、ラッセルがマイノングに見出した問題点に焦点が当てられる。

われわれは前節で、双方の共通点を「基礎学の確立」という点に求めた。しかし、われわ

れは、両者がその方向性という点で一致していたとしても、双方にとっての基礎学の内容

的違いを無視すべきではないであろう。しかも、ラッセルにとっての「基礎学」は、『原理』

時点では数学（や一部の物理学）のみに向けられたのであり、これはマイノングの一般的

対象論が目指す先とは明確に目的が異なるものなのである。しかしわれわれは、ラッセル

がマイノングに見出した問題点の検討は、ラッセルが同じ「基礎学」を取り扱ったものと

してマイノングを批判したという側面を明らかにし、ゆえにそれはこの相違点を止揚する

ものであると考える。結論から言えば、マイノングが対象論を基礎学に据えるときのラッ

セルの批判点は、そこにおける「論理的観点」の欠如であり、それは「基礎学」は「論理

的」でなくてはならないという彼の思想を表しているのである。以下では、ラッセルが「マ

インド」でマイノングを論じた論文「複合的なものと仮定に関するマイノングの理論

(Meinong’s Theory of Comlexies and Assumptions)」(1903)における、マイノングの著作

『高位に分類される対象とそれとの内的知覚の関係について(Über Gegenstande höherer 

Ordnung und derenVerhaltnis zur inneren Wahnehmung)』、（1899）（以下『対象と知覚』)
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に関する彼の批判を手がかりにこの点を明らかにしていきたい。 

 この論文でラッセルはマイノングが提出する様々な論点について批判、検討しているが、

その中でわれわれの議論と最も関係するのは、『対象と知覚』における「低位のもの

(inferiora)」と「高位のもの(superiora)」という概念に関するラッセルの批判であると思わ

れる。よって、まずわれわれはこの「低位のもの」、「高位のもの」とはどんな概念なのか

を確認しよう。この概念について、マイノングは次のように説明する。まず彼は、一般的

な意味での「関係」、「四つの木の実」、「メロディー」などを例に挙げ、これらが全て「前

もってその要素である何かが存在しなければありえないもの」である点に注目し、この特

徴を受けてそれらを「高位のもの」であると言う。この逆に、彼にとってこの「高位のも

の」の存在に前提とされる要素は「低位のもの」に分類される。例えば「メロディー」に

ついて考えよう。これは音の集まりによって構成されたものであるが、われわれはこの対

象を、それが構成する個々の音なしでは考えることが出来ない。すなわち、「メロディー」

という対象は、その存在を個々の音に依存していると言えるのであり、「メロディー」が「高

位のもの」、それを構成する音が「低位のもの」となる。「関係」についても彼は同様と考

える。なぜなら、彼は関係という一般的概念は、その関係される具体物がなければありえ

ないと考えたからである。よって、関係概念はこの関係される具体物に対して「高位のも

の」となり、その具体物がそれを構成する「低位のもの」となる。他の例についても同様

に考えられよう4。マイノングのこの説明から分かるように、彼がこの概念を論じるのは、

彼が対象の間に「何かが存在するためには、既に何かが与えられていなければならない」

という階層があると考えていたからである。そして、本論文ではこの先触れられないが、

この「高位の対象」に対してわれわれの知覚がどのような関係にあるかが、この著作で中

心的に論じられることになる。われわれに確かに与えられる（低位の）「知覚」を土台とし

て、高次の、抽象的な、範疇的な存在者にいかにわれわれがアクセスできるか、これは当

時「論理学」を扱っていた（フッサールをはじめとする）哲学者の間での共通の関心だっ

たのである。 

 以下で確認するのは、ラッセルのこの分類に対する批判なのだが、ここでわれわれはこ

の批判を理解するために、この批判と関連する概念を、ラッセルの問題関心と関わる形で

                                                   
4Alexsius Meinong, “Über Gegenstande höherer Ordnung und deren Verhaltnis zur 

inneren Wahnehmung(1899),” in Rudolf Haller and Rudolf Kindinger(eds.), 

Gesamtausgabe: Abhandlungen zur Erkenntnistheorie und Gegenstandstheorie, 
Graz, AkademischeDruck u. Verlagsanstalt, 1971, pp. 379-388. 
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整理したい。ある対象を前提として別の対象が構成されていくという事態は、ラッセルも

当然注目するものであった。それは、彼の論理学において中心的な役割を担う、（そこに含

まれる名前から構成されるものとしての）「表示句」や「命題」において顕著に現れる事態

だからである。このことからわれわれには、上述のマイノングの概念に対するラッセルの

理解は、彼が「表示句」や「命題」の「構成」をどのような概念で捉えていたかが深く関

連すると思われる。マイノングの関心は、ラッセルの理解においてラッセルの関心へと移

り変わるのである。では彼はこれらの概念をどのように考えていたか。まず基本的なこと

として確認できることは、彼が「表示句」や「命題」を「複合的なもの（complex）」、そし

てそれと対比される形でその構成要素を「単純なもの(simple)」と呼んでいるということで

ある。彼がこのような名付けを行うのは、現在問題となっている「構成」と並んで、それ

らの用語から自然に導き出されるある概念を重視していたからであると思われる。それを

明らかにするためには、まず「構成」が「複合的なもの」と「単純なもの」の関係を表す

概念であることに注目するのがよいと思われる。すなわち、われわれは彼の概念を用いて

これらの概念の間の関係の一つを、「複合的なもの」は「単純なもの」から「構成」される、

と言い表すことができるであろう。しかし、何かが何かの構成要素であるということはい

かにして分かるのか、という観点から「複合的なもの」と「単純なもの」との関係を見る

とき、われわれは「構成」と表裏一体の概念を見出すことができる。すなわち、「単純なも

の」は「複合的なもの」から「分析」によって見出される、と言えるのである。よって、

われわれはマイノングにおける「高位のもの」、「低位のもの」に対するラッセルの批判を、

そこに見られる「構成」という概念を手掛かりとして、ラッセル的問題関心へと引き移し

た形で考察できると思われる。すなわち、それは「表示句」や「命題」などの「複合的な

もの」に関する概念、つまり「単純なもの」、「複合的なもの」、そして「分析」、「構成」と

いう概念を通して理解することができるのである。われわれは以下で、マイノングの概念

から導かれる「単純なもの」と「複合的なもの」を、「分析」、「構成」という観点からいか

にラッセルが「論理的」に批判したかを確認したい。 

 まず「単純なもの」から検討していこう。マイノングの対象の分析、とくに「高位のも

の」、「低位のもの」を論理的観点から捉えていたラッセルにとって、「単純なもの」とは「そ

れ以上分析できないもの」を意味した。ここで、上述のマイノングが与えた「高位のもの」

の具体例を確認しよう。彼は「青と緑の違い」における「違い」という概念は、「青」と「緑」

がなければ存在せず、これらにその存在を依存しているという意味で「高位のもの」であ
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ると考えた。ラッセルはこのマイノングの見方を批判する。その理由は、これがラッセル

にとって、対象の分類に関する「心理的観点の混入」と考えられたからである。確かに、

われわれにとって「違い」という比較的抽象度の高い概念は「青」と「緑」という相対的

に具体的なものが与えられなければ把握できないものであり、その点でこの概念は具体物

から構成されると言える。しかし、ここで述べられているのは、われわれが「違い」とい

う概念をどのようにして理解するかという、われわれの認識の側の順序である。この順序

は、対象に即した順序、あるいは論理的な順序と一致するとは限らない。ラッセルはある

抽象物も、具体的なものと同様単純なものでありうると主張する。例えばこの「違い」と

いう概念である。この概念は、他の概念によって定義することは難しく、かえってあらゆ

る概念の存在にこの概念が前提とされるという意味で単純な概念であると彼は考える。ま

た、彼が『原理』で枚挙した「定義できないもの」は、高度に抽象的な概念でありながら、

まさにその定義上「単純なもの」でなくてはならないであろう。このようにラッセルは、

対象の間の真の序列と、われわれの認識の側からの序列とは厳然と区別されるべきであり、

この混同は彼が強くその混入を排除した「心理的要素」を対象の理論に、ひいては論理に

混入することになると主張する。彼は、「単純なもの」は認識の観点からの、理解しやすさ、

あるいは自明さではなく、優れて論理的な意味での「分析」によって見出されるべきであ

ると主張するのである5。 

 次にわれわれは「複合的なもの」に関する批判を検討するが、この検討に移る前に、わ

れわれはラッセル、マイノング双方が有していた、「高位のもの」、あるいは「複合的なも

の」の構成に関するある共通の問題意識を確認しておきたい。それは「ブラッドリーの背

進」として有名な、「複合的なもの」の分析に関するアポリアである。まず、「複合的なも

の」とは、確定記述や命題など、複数のものによって構成される対象であるが、この対象

は「単なるものの集まり」ではない。それは、この集まりが何らかの仕方で「統一」され

たものである。しかし、その統一は何によって担保されるだろうか。われわれは仮に対象

a, b が r という関係にあると考えよう。まず、われわれは r が a と b を統一する要素と考え

られるように思える。しかし、われわれが考えていた複合体は「a と b が r という関係にあ

る」というものであったから、a と b のみの統一を与えるこの関係 r はこの全体に対して統

                                                   
5 Bertrand Russell, “Meinong’s Theory of Complexes and Assumptions,” in Alasdair 

Urquhart (ed.),The Collected Papers of Bertrand Russell , vol. 4, London, Routledge, 

1994, pp.436-437. 
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一を与える要素ではない。それでは、この a, b, r を統一させる要素 r'があると言えるだろ

うか。この r'は a, b, r に対して、それに「統一を与える」という関係を持つ。そうすると、

この事態が成り立つためには、単に r', a, b, r が集まるだけではなく、それが何らかの統一

をなす必要があるだろう。そうすると、先と同様にその統一は r'自身によっては与えられず、

さらに新たな要素 r''を導入しなければならない。このようにして無限に続くのである。わ

れわれは以下で、両者がこの問題に対してどのような態度をとったかを確認し、それによ

ってラッセルの批判の論点を明確化したい。 

 まずマイノングはこの問題をどのように考えただろうか。『対象と知覚』においてこの問

題は何度か触れられているが、それらを見る限り彼はこの無限背進を「問題」と捉えてい

なかったように思える。彼はこの背進に見られるような関係 r'、r''らを、単に「そのような

ものも考えることができる」、というように理解しており、この背進が統一の問題を真に脅

かすものとは考えなかった。彼は、上で述べた無限に考えられる関係 r', r''に関して、次の

ように述べる。 

 

  何よりも、直接的な経験に関して次のことは疑い得ないであろう。すなわち、あらゆ 

る複合的なものに対して、（最初の関係である）r は、後の全く単調な関係 r', r''より 

特権的な特徴が与えられているのである。これに対してわれわれは、r を主要な関 

係、r', r''らを副次的な関係と位置づけることで十分であろう6（補足は引用者によ 

る）。 

 

これは、「複合的なもの」に対してあくまで「特権的な要素」としての関係 r が存在するこ

とを指摘すれば、先の「統一」の問題に対しては十分であるとマイノングが考えていたこ

とを示している。なぜなら、彼は r'、r''…という無限背進は、r を a,b と存在者として「同

等の」種類の要素と見たときに、その統一を考えるべく要請されたものに過ぎないものと

考えたからである。彼はこの r は、最初に与えられた複合体に対して現に特権的な「高位の

もの」である以上、この無限背進の問題は見せかけであると考える。統一という問題が起

こるのは、同等の存在者である a, b に関してのみであり、それは r によって実現される。

そして、そのとき r はこれらの要素を結び付けるべく、統一の問題の埒外にある形式的な概

                                                   
6Meinong, “Über Gegenstande höherer Ordnung und deren Verhaltnis zur inneren 

Wahnehmung,”p. 391. 
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念として裏に隠れるものと考えられるのである。 

 対してラッセルはどうであろうか。彼はマイノングとは対照的に、このブラッドリーの

背進を真に問題と感じており、その脅威は上述のマイノング的な解決では取り除かれない

と考えた。現にこのことに関してラッセルは、「論理的問題が存在するのだが、マイノング

氏はそれに完全には気付いていないようである」と述べているのである7。しかし何がとり

わけ「論理的問題」なのだろうか。そのことを確認するには、まず彼が「複合的なもの」

に関してどのような関心を持っていたかを知る必要があると思われる。彼は『原理』で次

のように述べる。 

 

  「A と B は違う」という命題を考えよ。この命題を分析するなら、この構成要素 

  は「A」、「違い」、「B」だけであるように思える。しかし、この構成要素を単に
、、、、、、、、、

 

並べただけでは
、、、、、、、

、命題は再構成されないのである
、、、、、、、、、、、、、、

8（強調は引用者による）。 

 

われわれが注目したいのは、彼がここで「単に並べただけ」では「再構成」されないと述

べているということである。ここから自然に生じる問いは、では何によって「再構成」さ

れるのか、と言うことであろう。すなわち、彼の問題関心は「単純なものの集まり」から

「複合的なもの」という質的変化を「構成するもの」とはなんだったのか、ということな

のである。この観点から見たとき、上述のマイノングの解決はラッセルにとって不十分な

ものであった。なぜなら、マイノングの解決は、「現にある複合的なもの」に対して、その

問題を生じさせない要素間の解釈を与えるに留まり、この質的変化に伴う「飛躍」を無視

しているからである。ラッセルにとって、「複合的なものは」最初に前提されるものではな

い。それは、最初にあるとされる「単純なもの」から「構成」されなければならないもの

であった。では、彼はどう考えたのか。彼はつぎのように述べる。 

 

  したがってわれわれの複合的なものを特徴付けるのは、その要素ではなく、単純 

  にして唯一の、ある仕方において「関係している」という事実である。……私が 

複合的なものの概念を特徴付けるときに主張すべきは、この特別な、そして「定 

義できない」と思われる種類の統一である9。 

                                                   
7Russell, “Meinong’s Theory of Complexes and Assumptions,” p. 437. 
8Russell, Principles of Mathematics, p. 49. 
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彼の解決は、「複合的なもの」はそれの構成要素である「単純なもの」と、この定義できな

い「関係しているという事実」から「構成」されるというものであった。ここで、この「関

係しているという事実」はブラッドリーの背進の問題から、何らかのモノとして、それが

関係づけるものと同様のレベルで考えることができないものである。これは先のマイノン

グにおける関係 r と同様の位置づけを持つように思われるが、次の点は重要な相違と言える

であろう。すなわち、マイノングにおいては、関係 r によって「ブラッドリーの背進」の問

題は解消
、、

され、無効
、、

となったのに対し、ラッセルにおいては、この「関係しているという

事実」が、当の飛躍を埋め
、、、、、

、問題を解決する
、、、、、、、

ものと考えられたのである。彼らのアプロー

チがこの問題に対して実際どのように機能するかは、本論文の論点とは独立した興味深い

問題であるが、ラッセルのマイノング批判を通じて彼の思想の特色を明示化するというわ

れわれの目的にとって、以上から導かれる重要な点は次のことであろう。すなわち、ラッ

セルがマイノングにおいて見過ごされていると主張する「論理的問題」とは「構成」の問

題であり、その問題に必要な構成要素を枚挙することで先に触れた「飛躍」を埋めるのが、

彼にとってのこの問題の「解決」だったのである。 

 以上をまとめよう。ラッセルはマイノングにおける「低位のもの」、「高位のもの」とい

う概念を、まず「単純なもの」という観点から批判した。これはマイノングが、論理的観

点ではなく認識論的観点から「対象」を分類したという意味で、彼の対象の「分析」にお

ける誤りを指摘したと見ることが出来る。そして、「複合的なもの」について彼は、その複

合的なものがあるために何が必要かという、「構成」の点において、マイノングにおける「論

理的」不徹底さ、すなわち「飛躍」を批判した。われわれはここに彼の対象と論理の明確

なつながりを見ることが出来るであろう。つまり、彼のマイノング批判が示すのは、「対象」

を論理的観点における「分析」と「構成」によって捉えるべしという、彼の対象・論理観

であったと言うことができるのである。第一節とのつながりを考えるならば、それはこう

言い換えることが出来るであろう。すなわち、対象論が基礎学たるならば、それは論理的

観点によって行われねばならないのである、と。  

 

3 結語 

                                                                                                                                                     
9Russell, “Meinong’s Theory of Complexes and Assumptions,” p.437. 
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 ラッセルが「論理」によって「哲学」を構築する方針を明確化しはじめたのは、『プリン

キピア・マテマティカ（Principia Mathematica）』（第一巻 1910、第二巻 1912、第三巻 1913）

以後のことであるが、その際の彼の基本的な考え方は、単に哲学に論理学が持つ厳密さや

対象間の関係の明晰さを導入するというものではなかった。例えば『外的世界の知識

(Knowledge of External World)』(1914)では、感覚可能なもの(sensibilia)から出発して、

論理学的・集合論的道具立てを用いて物質世界、心的世界を構成する試みが行われるが、

その目的は、これらの二元論（あるいはそのどちらかのみの一元論）が引き起こす問題（典

型的には心的存在がいかに物的対象を認識できるのかという問題）の解決を意図したもの

であったと言える。すなわち、彼の哲学における論理の活用には、それが哲学的問題に対

して解決、あるいは（心身問題のように）解消を与えうるという、彼の根本的な哲学観が

あると思われるのである。そう考えると、われわれが本論文から結論付けるべきことは、

単にラッセルが論理的観点に基づいてマイノングを批判したということだけに尽きるもの

ではない。われわれが見て取るべきは、この、哲学における論理の重視、そして論理の活

用による哲学的問題の解決（解消）という彼の基本方針が、初期ラッセルのマイノング批

判において既に彼の基本的な哲学的立場として見てとることができるということだと思わ

れる。彼の哲学の内実は時代によって様々な変化をこうむることになるが、彼が何を哲学

だと考えていたか、あるいは何と共に哲学すべきと考えていたかについて、われわれはこ

とラッセルにおいてそれほど変化はなかったと考える。そしてわれわれは、この変化のな

さ、というよりはむしろ思想の一貫性こそ、彼の変遷していく哲学の中で見出すべきもの

だと思われるのである。
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第三章 われわれは「表示について」から何を学びうるか 

 

 「表示について(On Denoting)」(1905)は、現代のわれわれにとって決してわかりやすい

論文ではないが、もはやこれが分析哲学において古典に位置づけられている以上、哲学に

おいて古典に位置づけられている他の著作の例に漏れず、われわれは哲学的に価値がある

ことを信じてそれを読み内容を理解する努力をしなければならない。しかし、哲学的な価

値を持っているはずだという信念も、また古典に臨む際の忍耐力もない状態で「表示につ

いて」を読まなければならなかった同時代の哲学者にとって、この論文がどのようなもの

として見えたかは想像に難くないと言わなければならないであろう。事実、当時の『マイ

ンド』の編集者スタウトはこの論文の価値が全く認められず、ラッセルに書き直しを命じ

たが、彼はその哲学的価値を信じてそれを頑として拒否したと言われている。スタウトの

この論文に関する評価が単に彼の理解不足とは言えないということは、G. E. ムーアが「こ

れを読んで理解できるものはいないであろう」と評価し、彼自身も『プリンキピア・マテ

マティカ(Principia Mathematica)』（第一巻 1910、第二巻 1912、第三巻 1913）の序文で

のより簡潔な説明を読むまで、ラッセルの記述の理論が理解できなかったということから

も窺える1。もちろん、現在評価されている哲学者や論文が同時代人から評価を得られない

ということは別段珍しいことではないが、当時の哲学者にとってこの論文の哲学的価値が

どこにあるのかを見出すのは困難だったというのは確かであろう。 

時代が降って、この論文はその評価や批判も含め注目を集めるようになり、遂には「分

析哲学の中で最も重要な論文の一つ」というのがこの論文を形容する一種の決まり文句と

なった。事実、この論文で論じられている確定記述や不確定記述の分析は、言語行為論や

可能世界意味論などの周辺分野を取り込みつつ現在でも研究が続けられ、その分析に付随

する数々の理論への広がりも含めて多様な哲学的地平を拓くに至っていると言える。この

状況を考えると、もはや「表示について」に関する同時代人の無理解は正当ではなかった

と結論するのが一見正しいように思える。 

しかし、この論文そのものに目を向けるとき、同時代人が感じた哲学的価値についての

疑問は、現在のわれわれから見てもやはりある程度妥当であったと言わねばならないので

はないだろうか。突如として宣言される、表示句と言われる句の置き換え、そしてマイノ

                                                   
1 Alan Wood, Bertrand Russell The Passionate Sceptic, London, Allen & Unwin, 1956, p. 

65.  
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ングとフレーゲに関する難解な反論は、この論文の読者を困惑に陥れるのに十分であろう。

その後、ラッセル自身が考案した哲学的パズルや、見知りの知識と記述の知識の区別、あ

るいは他者の心に関する分析についての応用が論じられるのだが、一部の哲学的応用が見

られるからといって、この論文で述べられている理論が全て正当化されるとは言い難いの

ではないだろうか。その理論の内実、射程、そして問題点が明らかにされていないならば、

その論文で主張されている哲学的価値が正当なものなのかは判断しかねるはずであろう。 

もちろん、この論文の価値を、この論文全体として主張していることではなく、その後

盛んに研究されるようになる、確定記述を中心とした記述の理論に見ることはできよう。

しかしこう考えると、次のような疑問が浮かんでくるのではないだろうか。まず、ラッセ

ルの記述の理論は、彼自身が抱いており、かつこの論文の背後にある何らかの哲学的信念

のもとに考案されたものと考えられるであろう。しかし、それが考慮されず、またはそれ

が的外れであるということから、その中で偶然に後になって研究されることになったもの

だけに価値があるということならば、それはある意味でこの論文の価値がラッセル自身の

哲学に依らないものになってしまうことになるのではないだろうか。たまたまそこで行わ

れた、そしてその問題点も今や十分に論じられている部分にその価値を認めるということ

は一つの可能な見方ではあるが、それはわれわれがこの論文を分析哲学のはじまりをなす

論文の一つと見なすときに妥当な観点であろうか。現在哲学に従事するわれわれにとって、

この論文から受け継ぐにふさわしいものがあるとすれば、それはそこでたまたま行われた

分析ではなく、彼が抱いていた、そしてその論文の中にある哲学的理念ではないだろうか。 

しかも、このような見方は、われわれ（主に日本語で哲学するもの）にとっても重要な

のである。先に述べられた、この論文の哲学的価値に対する疑問が根拠のないものではな

いということは、この論文が、「表示句」という局所的な言語圏に属する表現の分析を含む

ということからもわかるだろう。もしこの論文の価値が表示句の分析にあるというのであ

れば、誰でも思い浮かぶ次の疑問が生じる。つまり、この分析が、表示句、あるいはそれ

に類する表現のない言語圏に属する哲学者にとってどんな意味があるのか。「表示について」

が哲学の論文であり、そこから何か哲学的な帰結を引き出しうるのであれば、その成果は

どこの言語圏に属しているかどうかには依らないものでなくてはならないだろう。この論

文がわれわれにとって価値のあるものであるというのならば、われわれはそれに対して、

そのような価値を明確にする読みを積極的に与えねばならないのである。 

本論の目的は、以上の問題意識のもと、この論文に対して分析哲学のはじまりと言われ
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る所以を明らかにする解釈を与えることである。その目的のため、本論は以下のように構

成される。まず第一節で、ラッセルの分析を述べ、その特徴を明確化する。そして第２節

で、ラッセルが自らの理論を正当化しているパズルの分析を行い、その正当化がどのよう

な意味を持っているのかについての解釈を与えるとともに、それを通してこの論文の哲学

的理念を明らかにする。 

 

1 ラッセルの記述の理論 

われわれの目的は、「表示について」という論文に対してその哲学的意義を明確にする解

釈を与えることであるから、ラッセル自身がどのような履歴を辿ってこの分析に至ったか

についてはある程度割愛せざるを得ない。しかし、議論をはじめるにあたり、彼の問題関

心が何であったかは最小限説明されねばならないであろう。 

彼は『数学の原理(Principles of Mathematics)』(1903)以来、「命題は何について語って

いるか」ということを考察し続けてきた。例えば、彼によれば「Socrates is wise.」という

命題は、主語である「Socrates」（が指すもの）について語っている。しかし、彼が言う表

示概念(denoting concept)、つまり a, all, some, any, every, the を含む句が指し示す概念の

場合はこのような分析はできないと彼は考えた。例えば、「A man is wise.」という命題を

考えよう。彼によれば、この命題は主語の位置に「a man」という表示概念を構成要素とし

て含む。しかし、この命題は「a man」という表示概念自体について語っているわけではな

く、それが表示する(denote)ある人物について語っていると考えられる。この例からわかる

ように、彼は表示概念が現れる命題に関しては、その命題が本当は何について語っている

か、そして表示概念を含む命題とそれが真に語っている命題の関係はいかなるものかにつ

いての分析が必要であると考えていたのである。「表示について」で行われる分析は、以上

の問題意識が辿りついた一つの答えであるということができる。 

ではラッセルは「表示について」で具体的にどのような分析を与えているのだろうか。

まず彼は自らの分析を述べるにあたり、「変数は基礎的なものである」と宣言し、以下の分

析がこの概念を含むものであるということを示唆している。そして、その変数を含み、変

数に何らかの適切な値が与えられれば命題になるところのもの、つまり命題関数を考える。

この命題関数、そして副詞「常に（always）」を用いて、彼の言う表示句、つまり、a, all, some, 

every, the を含む句が含まれた文の解釈を彼は以下のように与える。なお、ここではあえて

論理記号は使わず、原文の自然言語をそのまま翻訳したものを記すことにする。ここで、
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C(x) は命題関数である。 

 

“C(a man)” は “ ‘C(x) であり、ｘは人間である’ は常に偽ではない” を意味する。 

“C(all man)” は “ ‘ｘが人間ならば、C(x) は真である’ が常に真である” を意味する。 

“C(some man)” は “C(a man)” と同様である。 

“C(every man)” は “C(all man)” と同様である。 

“C(the farther of Charles Ⅱ)” は “ ｘについて、次のこと、すなわち「ｘはチャール

ズ２世の父親でありかつ C(x) であり、かつ ’y がチャールズ２世の父親であるならば

y は x と同一である’ が常に真である。」が常に偽であるわけではない2。 

 

紙幅の制限もあり、詳しいことが述べられなかったということを斟酌するにしても、これ

だけではこの分析が一体何を言いたいのか、とりわけ上の「意味する(mean)」が何を意図

しているのか判然としないであろう。われわれが表示句を含む文を理解するとき、上のよ

うな論理的言語を理解しているのだろうか。特にわれわれは the を含んだ表示句を上のよ

うな文として理解しているのだろうか。同一性を表す言明は、「全てのものに対して、もし

それが当該の述語を満たすなら、それは最初にあるとしたものと同一である」という形で

表現されているが、われわれが the を含んだ表示句を理解するときに、このことも含んだ

内容を理解しているかどうかは疑わしい3。そもそも、ラッセルのこの宣言があまりに唐突

に与えられているということを考えると、われわれの理解とこの分析のギャップはある程

度彼の狙いであり、読者の命題に関する理解の枠組みを日常言語的なそれとは違ったもの

へと転換させる目的があると考えられるのである。そして、a と some、all と every を含

む表示句の分析でわかるように、われわれが実際に使い分けている表現をこのように同一

視するということは、彼はわれわれの日常言語の使用感覚からある程度離れて、それが真

となるかどうかだけに着目して分析を与えていると考えられる4。真理条件という観点から

                                                   
2 Bertrand Russell,“On denoting,”in Alasdair Urquhart (ed.),The Collected Papers of 
Bertrand Russell , vol. 4, London, Routledge, 1994, pp. 416-418. 
3とりわけ、これが主張内容であるかどうかは疑問である。これは確定記述を主張する際の

前提であって、主張内容ではないというように、前提と主張内容を区別する分析は可能で

あろう。このように主張内容とその前提を区別すべきとする批判はスローソンの以下の論

文によるものが有名であろう。P. F. Strawson, ”On referring,” Mind, 59(1950), 320-335. 
4実は彼は注で、このような同一視は予備的な分析としては許されると述べている。「予備的」

の部分に注目すると、彼はこれを同一視するのに問題を感じていたととれるであろうが、
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考えれば、われわれが実際に使い分けている表現が同じであるということも、われわれが

直観的に把握している命題の真理条件がこみいったものとなることがあることも別段不思

議なことではないのである。 

 しかし、この分析において、命題関数という論理学的概念と日常言語による表現が奇妙

に入り混じっていることに目が引くだろう。ある程度の論理学的な知識を前提としたわれ

われの観点からすれば、ラッセルの主張は論理記号を用いて説明するのが普通である。し

かし、彼はこの論文を執筆する以前の草稿において、既に表示句の分析をわれわれが用い

ているのと同様の形式的言語で与えることができたにも拘らず5、上の表示句に関する翻訳

を見ればわかる通り、この論文の主張をわざわざ日常言語に翻訳し直しているように見え

る。この方針は必ずしも良い方向には働かなかったのだが、逆にこのことがこの論文の一

つの特徴を示しているのである。そのことを確認するため、彼の確定記述に関する出現の

説明を見てみよう。 

ラッセルは日常言語における確定記述の使用にはある曖昧さがあると指摘し、その出現

の仕方に関して１次的なものと２次的なものを区別すべきであると主張する。しかし、１

次出現に関しては、その具体例を挙げているのみで一般的な説明は行わず、単に確定記述

が１次出現の場合、その表示対象が存在しないときは命題は偽になると述べるに留まって

いる。２次出現に関しては、彼は比較的詳しい説明を行っていて、次のように述べている。 

 

（ある命題に関して）表示句が２次出現であるとは、問題となっている（p を含む）命

題の単なる構成要素である p の中にその表示句が現れていて、その表示句に対する（言

葉上の）代入がｐにおいてのみ影響し、命題全体には影響しない場合として定義され

る6。 

 

しかし、これは確定記述の２次出現に関する適切な説明であろうか。彼は「その表示句に

対する（言葉上の）代入が p においてのみ影響し、命題全体には影響しない」場合をその

定義としているのだが、これはそのような代入を行った際に生じる結果に過ぎないとも言

                                                                                                                                                     

実は彼はその後、表示句の分析が確定記述に偏ったこともあり、その後これらを区別する

分析を行っていない。彼としてはその違いをそれほど重要視してはいなかったと思われる。

Russell,“On denoting,“ p. 418. 
5 Bertrand Russel,“On Fundamentals(1905),” in Alasdair Urquhart (ed.),The Collected 
Papers of BertrandRussell, vol. 4, London, Routledge, 1994, pp. 383-385. 
6Russell,“On denoting,” p. 424. 
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える。説明されるべきは、どの場合にそのような結果を生じるかについての基準のはずで

ある7。 

しかし一方で論理学的な用語を用いるならば、確定記述の出現に関する違いは、それに

付随する存在量化子のスコープの違いとしてごく簡単に説明しうるのである。日常言語に

おいて確定記述が用いられている命題として、ラッセル自身も例に挙げている「フランス

国王は禿ではない」を考えよう。ここで、この例は確定記述に関する出現の違いを説明す

るためだけに取り上げられるので、その解釈の詳しい分析は行わないものとする8。さて、

この命題はラッセル自身が例に挙げる通り、何を否定しているかによって以下の２通りの

解釈を許す。ここで、「x はフランス国王である」を F(x)、「x は禿である」を B(x) としよ

う。 

 

￢∃x((F(x)∧∀y(F(y)→x=y))∧B(x)) 

∃x((F(x)∧∀y(F(y)→x=y))∧￢B(x)). 

 

分かりやすく説明すると、前者は確定記述が２次的に出現した場合の解釈であり、その意

味は「「ただ一人いるフランス国王（であるもの）は禿である」は偽である」である。後者

は１次出現の場合であり、その意味は「フランス国王（であるもの）はただ一人いて、そ

れが禿ではない」ということである。前者に関して、例えば「フランス国王」を「スミス」

で代入すると、「「スミスは禿である」は偽である」となる。これは確かに、影響を受けて

いる命題は命題全体の一部、つまり「スミスは禿である」に変換された「フランス国王は

禿である」であり、命題全体ではないので、２次出現の説明に適合している。後者は、フ

ランス国王が存在しない場合直ちに偽であるというラッセルの１次出現の説明に適合して

いる9。これを見ればわかるとおり、ある命題に関して確定記述が１次出現であるとは、そ

                                                   
7しかも、この説明には別の問題も存在する。われわれは、ラッセルが表示句に関して「そ

れ自体では意味を持たず、それが現れる文全体において意味を持つ（文脈的定義）」と述べ

ていることを知っている。しかし彼はこの説明において、本来ならば意味を持たず代入の

対象にならないはずの表示句に何かを代入した際の結果の差異でその区別を行っているの

である。これは致命的な問題ではないのだが、この説明だけでは不明瞭さが残るであろう。 
8スコープの問題はここで解決できるほど単純なものではない。クリプキは「表示について」

の特徴の一つを、スコープの問題を明瞭化したことにみて、その分析を行っている。Saul 

Kripke, “Russell’s Notion of Scope,” Mind, 114(2005), pp. 105-137. 
9前の注からの関連でもわかることだが、この代入はここで説明されているほど簡単に受け

入れられるものではない。この説明はあくまで、ある程度の問題があることを認めつつ、
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の確定記述に付随する量化子のスコープが問題となっている命題全体に及ぶ場合であり、

そうでない場合が２次出現である。このように論理的表記を用いればその違いはごく明瞭

であり、逆に出現の違いに関しての基準を正確に述べるようとするならば、どのみち論理

的表記を用いるほかなく、自然言語に依拠するのは明らかに得策ではない。ラッセルの出

現に関する説明の不十分さは、自然言語を中心とした説明にこだわったゆえに生じたもの

と言えるのである。 

このことは何を意味するだろうか。ラッセルにしてみれば、論理学になじみのない読者

を念頭に置いて、なるべく論理記号の使用を控え自然言語を介した説明を行っているのだ

が、結果としてそれはこの論文の主張を分かりにくくしていると思われる。このわかりに

くさは逆に、ラッセルの理論が自然言語のみによって説明されることの限界を示している

とともに、この理論がそれを明確に見てとれるような言語を通して理解されるべきである

ことを示していると言えるのである。 

しかもこの言語は、この論文の最初で既に示唆されている。ラッセルは表示句の分析の

準備段階において、「変数は基礎的な概念である」と述べている。この宣言は同時に、これ

から先に述べることは、この概念が使用しうる言語を通して論じられていることを示して

いる。それは言い換えると、その中で変数を含む概念である命題関数や、命題関数に対し

用いうる量化の概念の利用を含んでいるのである。また、上で述べたように、ラッセルの

表示句の解釈においては、真理条件が重要視され、われわれの日常言語の使用感覚から離

れた分析が与えられているが、このことは、ラッセルの解釈においては真理条件がより見

やすい言語を用いた方がよいことを意味するであろう。それはまさにわれわれがよく知る

一階（様相）述語論理なのだが、ラッセルの理論がそれによって定式化できるという結果

のみが重要なのではない。以上のことは、ラッセルの理論を理解し、その哲学的価値を認

めるための前提として、われわれは自然言語により命題を捉え分析するという素朴な手法

を離れ、彼の理論が明確に捉えられる枠組みにより分析を行う必要があるということを示

している。これは言い換えると、われわれが命題を捉える際の枠組み、つまりそれが何か

ら構成され、どのような構造を持っているかという命題全体に関する理論の転換が要求さ

れているとともに、そのために論理学という哲学以外の学が必要であるということである。

この論文の意義がしばしば「命題の解釈において量化の概念を読み込んだ」ことにあると

                                                                                                                                                     

ラッセルの意図を汲んだものであるに過ぎないということは強調されねばならないであろ

う。 
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言われるが、そのためには、命題概念自体が量化の概念を用いることができるよう、既に

全体として捉えなおされていなければならないのである。 

一見するとこの特徴は、「表示について」を分析哲学のはじまりとして捉える視点を与え

ているように思える。確かに、自然言語的枠組みから論理学的なそれへの転換、そして哲

学における論理学の積極的な活用は、この論文からはじまった、分析哲学を特徴付ける流

れであると言えるであろう。しかし、この見方は完全に間違いというわけではないが、額

面通り受け取ることができないことも事実である。まずわれわれはラッセル以前にも論理

学が哲学において重要な分野であったということを知っているのであるから、確かにフレ

ーゲ、ラッセル以前と以後ではこの「論理学」の内実が劇的な変化を遂げているとはいえ、

単に「哲学において使用している」というだけでは、これが特に分析哲学のはじまりをな

す特徴的なことであるという主張は説得力を欠く。そして何より、フレーゲ、ラッセルか

らはじまった論理学がそれ以前のものと一線を画すということを認めたとしても、なぜこ

の新たな論理学的枠組みにより分析を行わなければならないかについて、このような見方

は答えを与えないのである。 

ここで、われわれは単にラッセルの理論を理解する前提として、論理学的な枠組みが必

要であると結論したに過ぎないということに注意されたい。つまり、肝心の彼の理論自体

にその転換を正当化する理由は未だ与えられていないのである。この理由が与えられない

うちは、上記の論理学を哲学的な分析に用いるということに対して何ら積極的な意義を見

出すことはできないであろう。よって次節でわれわれは、「表示について」において論じら

れているその正当化を検討しなければならない。 

 

2 ラッセルのパズルの分析 

 彼は「表示について」で表示句の分析を与えた後、この分析の正当化を行うのだが、そ

れはこの論文において三つの部分に分けられる。まず一つに、彼は自説に対抗するものと

してマイノングとフレーゲの理論を挙げ、その批判と、以下に挙げるパズルの解決能力に

関して自説が優れていることを示すことによって、その正当化を行っている。しかし、マ

イノングに関して彼は、ほぼ一段落でそれが「矛盾律を犯す」ということでごく簡単に退

け、フレーゲに関しては、あの悪名高い The Grey’s Elegy Argument において、主に「意

味(meaning)」が対象として取り出せないとしてやはりこれを退けている。これらはいずれ

も、批判として当を得ているとは言い難く、またこの批判を通してだけでは彼の記述の理
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論そのものが正当化されるわけではないので、それについてはここで取り扱わない10。第二

に、彼はこの論文の最初と最後で、「見知りの知識」と「記述の知識」という知識間の分類、

また他者の心の分析に関して、彼の理論が有用であることを通して、その正当性を主張し

ていると考えられる。これはそれ自体興味深いテーマではあるが、この論文で詳しく論じ

られているわけではないのでやはりここでは取り扱わない。第三に、彼は自らが考案した

論理的パズルの解が彼の理論によって与えられることを示すことでその正当化を行ってい

る。これはこの論文で比較的紙幅を割いて論じられており、ラッセルの哲学的立場もそこ

に十分現れていると考えられるので、以下ではこのパズルの解決について論じることとす

る。 

ここで、このパズルというのは三つあり、一つは、「ジョージ４世はウエイバリーの著者

がスコットかどうかを知りたがっていた」という文において、「ウエイバリーの著者」に「ス

コット」を代入することで生じる、認識価値の違いの問題で、二つ目は、上で一部取り上

げた「現在のフランス国王は禿である」という文に関して、その文とその否定と考えられ

る「フランス国王は禿ではない」という文が両方とも真でなく、ゆえに排中律が成り立た

なくなるという問題、そして三つ目は「名前があるものに関して（例えば「丸い四角」）、

その存在を肯定すべきか否か」という問題である。以下では、それぞれについて個々別々

にその解決の是非が論じられることはない。本論の目的は、この論文の個々別々の論点に

ついて検討することではなく、そこにある哲学的理念を明らかにすることだからである。

よって、パズルの解決に関しても、そこに共通する哲学的含意は何かということが論じら

れなければならない。そのためには一つだけ中心的に論じれば十分であるので、ここでは

三つ目のパズルについてのみ検討しよう。 

さて、ラッセル自身は三つ目のパズルをどう定式化しているだろうか。多少長くなるが、

彼の述べるところを引用しよう。 

 

 「A と B は異なる」という命題を考えてみよ。もしこれが正しいならば、A と B の間

                                                   
10ラッセルは「基礎的なものについて」でフレーゲ的意味について詳細な議論を行っている

のだが、実はその中から一部抜き出されたものがそのまま「表示について」に使われてい

るのである。このことを考えると、「表示について」という文脈内のみで The Grey’s Elegy 

Argument を妥当であると論じることは無理があるように思える。一方で、ラッセル的前

提からフレーゲ的な意味を対象として取り出せるかという議論そのものは、The Grey’s 

Elegy Argument に依らずそれ自体で可能であろう。Russel,“On Fundamentals”, pp. 

382-383. 
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に違いがあり、そのことは「A と B の違いが存在する」という形で表現できる。しか

しもし「A と B が違う」ということが偽ならば、A と B の間に違いはなく、そのこと

は「A と B の違いは存在しない」という形で表現できる。しかし、非実体(non-entity)

はいかにして命題の主語となれるのだろうか。「われ思う、故に我あり」というのは、 

 「我あり」が、実在（existence）ではなく存立（subsistence）あるいは存在(being)

を主張するものととれば、「私は命題の主語である、故に私は存在する」ということ以

上に明確なことではない。従って、何ものであれその存在を否定することは常に自己

矛盾でなければならないことになりそうである。しかしわれわれは、マイノングとの

関連で、（無秩序に）存在を認めることはときとして矛盾を導くことも見てきた。従っ

てもし A と B が違わない場合、「A と B の違い」なる対象があるとする仮定も、それ

がないとする仮定も同様に不可能であるように思える11。 

 

ラッセルの主張は以下のとおりである。一方で「主語であるならばそれは存在しなければ

ならない」というテーゼが妥当であると考えられるならば、「A と B は違う」という命題が

偽の場合でも、「A と B の違い」は確かに主語となりえるので、それがないとすることはで

きない。他方でこのことを根拠にして無秩序に存在者を認めると、「丸い四角」も存在する

ことになるが、そうするとマイノングの議論の関連で、「丸い四角は丸い」と「丸い四角は

丸くない」という結論が同時に導き出されると考えられるので、やはりこれは存在しない

としなければならない。「A と B の違い」はないとすることも、あるとすることも困難なよ

うに思えるのである。 

 これに対してラッセルはどう答えているだろうか。「表示について」においての上の問題

に対するラッセルの解答を要約すると以下のようになる。上の問題は、「A と B の違い」と

いう表現がそれ自体単独で意味を持つと考えることで生じる問題である。これが正しく分

析されるのならば、これを含む（一次出現の）文は、「A と B の違いである」という述語を

D(x)とすると「ただ一つ存在する A とＢの違いであるものがあって・・・(∃x(D(x)∧∀y(D(y)

→(x=y))・・・)」という形になる。もし「A と B は違う」が偽であるならば、「A と B の違

いである」ものは存在しないことになるので、「A と B の違い」はないことになる。そして

これは上の分析によれば命題の主語ではないので、非実体を命題の主語としているわけで

はない。われわれはそれが有意味な言葉で表せるからと言って、それに直ちに何らかの存

                                                   
11Russell,“On denoting,” pp. 420-421. 
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在を割り当てる必要はない。論理構造を正確に読み取ることで、われわれは非実体を表す

言葉を扱うことができるのである。 

 これがラッセルの述べていることであるが、このことから何がわかるだろうか。とりわ

けここに何らかの積極的な哲学的含意があるのかどうかが問われねばならないだろう。そ

うでなければ、ラッセルが自分で作った問題を、単に解けるような理論を自分自身で作り

出したということになりかねないからである。もちろんそれは、彼の理論の正当化にはな

りえない。 

 まず、この問いと答えの特徴を明確にしなければならない。彼は自身で、彼の理論が上

のパズルを解くことができると述べているのだが、これは文字通り、ある問いに対して、

彼の理論によってその解が与えられているという形式をとっているだろうか。一見そのよ

うに見えるが、実はそうではない。上の解答の要点は、「A と B の違い」はそれ自体意味を

持たないのであるから、その表現に関して非実体を割り当てなければならないという事態

が生じないということであることに注目しよう。これは言い換えれば、ある問題、すなわ

ち自然言語の形式をそのまま哲学における言語の形式と同一視した結果生じた問題が、彼

の理論によれば不当なものであるということを示している。言い換えると、彼の理論を介

したとき、その問題はそれ自身の問題性、つまり考察がこれ以上必要なものであることが

否定されるのである。このことはこの問題だけに限ったことではない。ラッセルの他の問

題に関する解答を検討すると、彼は単純に問題に解を与えているのではなく、むしろ当の

問題を解消しているということが確認できるのである12。 

                                                   
12ここに、他の問題が上述と同様の形をしているということを確認しておこう。「ジョージ

４世は、ウエイバリーの著者がスコットであるかどうかを知りたがっていた」という命題

に関して、同一の対象を表す言葉が代入可能であるという原則を用いると、「ジョージ４世

は、スコットがスコットかどうかを知りたがっていた」という、明らかに代入前と違う文

になってしまうことが問題とされているのだが、ラッセルによればこれは不当な操作であ

る。ラッセルの記述の理論によれば、「ウエイバリーの著者」は何かを代入できる単位では

ないのだから、これは真正の問題ではなく、見せかけの問題なのである。「フランス国王は

禿ではない」に関する問題も同様である。その論理構造を正しく表現するならば、「フラン

ス国王は禿である」の否定は「フランス国王は禿ではない」というのは正確な表現ではな

い。その否定は正確に言うと「「ただ一人存在するフランス国王は禿である」は偽である」

という文であり、これは真である。よってそこには排中律に関する問題は生じないのであ

る。さらに付言すると、このような立場は、彼が「表示について」で述べているヘーゲル

の立場と完全に対称的であるといってよいだろう。ラッセルによれば、ここには矛盾に関

する何の問題も生じない。一方（彼の考える）ヘーゲル哲学は、この見せかけの矛盾を解

消しようとせず安易にこれをその哲学の中に取り込むことで、その難解さを助長させてい

るのである。 



46 

 

 このことの意味を捉えるため、次のような一般的な状況を考えてみよう。例えば、われ

われは哲学に限らずあらゆる局面での問題点への取り組みに関して、「疑問」と「問い」を

区別しうる。われわれはある問題に取り組むとき、何か腑に落ちないところや不明なとこ

ろがあるが、それをはっきりした形にできないか、あるいは何らかの形にしたとしてもそ

れがその問題を適切に捉えられていないという場合があるだろう。このように、ある問題

に対してそれを捉える適切な枠組みが得られていない状態を、それに対して単に疑問を持

っている段階であると言える。それに対し、その問題の不明な点や腑に落ちないところに

ついて、ある理論を介してそれらを明確に捉える枠組みが与えられているとき、その問題

に対して問いを持っていると言えよう。哲学に限らず、われわれは何か問題が生じたとき、

問いになりきれていない疑問点を、明確な形をもった問いとすることを目指していると言

える。このとき、その進行は大きく二つの場合に分けられる。一つは、疑問を問いとする

段階で、疑問だったことが解かれてしまうか、解明すべき点があるにしてもその道筋に見

通しが立っている場合である。ある疑問について、それを捉える適切な枠組みを与えるこ

と自体が一つの解答たりえることは珍しいことではない。もう一つは、ある枠組みで捉え

られ問いとなったものに、新たな疑問が生じる場合である。このときは、その疑問を解消

すべく新たに上の進行を続けなければならないであろう。 

 このことを考慮に入れて、ラッセルの上のパズルの解がどう考えられるだろうか。上の

「A と B の違い」に関する問題は、日常言語の枠組みでとらえられたものであるが、彼に

よればそれは適切な形で与えられた問いではなく、単に腑に落ちないように見える部分が

あるにすぎない、疑問の段階における問題である。それが本当に何らかの問題であり、そ

こに問われるべき何かがあるように見えるのは単なる見せかけであって、彼の理論を介せ

ば、それが問題であること自体が否定されるのである。これが哲学の論文であることを考

えると、このことは、この問題はこれ以上哲学において問われ続けるに値しないものであ

ること、つまり哲学の問題圏から排除されているということを示すものと言えよう。 

 このことは一つの哲学的立場を表していると言えないだろうか。われわれは哲学とは何

かということについて簡単に語ることはできない。しかし、哲学という学問領域が成り立

っている以上、何が哲学の問題に属し、何が属さないかということを判断する能力はわれ

われにある程度与えられていると考えられる。すると、その問いへの可能なアプローチの

一つは、何が哲学の問題に属し、何が属さないかということを考察することであり、とり

わけ、哲学的問題に見えるものを、哲学の問題圏から排除するということである。上述に
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おける彼の問題に対する取り組みは、哲学的に見える問題を、哲学に属さないものである

ことを示すことによって、哲学とは何であるかを示す一つの方法を与えていると考えるこ

とができるのである。これは先に論じられた、論理学的な枠組みにより分析を行うことの

積極的な正当化を与えていると考えてよいであろう。また、それは単に一つの哲学的立場

であるのみならず、ある哲学的流れの源泉としても見ることができる。例えば、ラッセル

の上の立場を極限まで推し進めると、哲学において問われうることはないということにな

るが、この方向性はヴィトゲンシュタインや論理実証主義に通じるものである。さらに、

ラッセルの上の考察は、哲学的問題に見えるものが、実は論理学の問題であったというこ

とも示すものである。これを一般化すると、哲学の問題圏のうちにあると見えるものの一

部は、哲学以外の問題であるということであり、さらに言うと哲学の問題の解決について、

他の学の介入を積極的に認めるべきであるということである。この精神は、カルナップや

クワインをはじめとして、分析哲学に広く通じるものであると言えるだろう。 

 

３結語  

 われわれは「表示について」における哲学的理念を論じてきたのであるが、この論文が

著された時代の制約を考えると、それとは別にある問題点が存在することも指摘しておか

なければならない。例えば、上述において、「疑問」と「問い」が区別されているのである

が、それは直観に訴えるものではあるにしても、完全に分離できるものではありえない。

ラッセルが批判した、「A と B の違い」に関する自然言語による問題の定式化は、彼によれ

ば「まっとうな問い」に見えるだけのものであり、彼の定式化によってそれは問いである

ことが否定されたということを考えてみよう。彼によればこの問題は疑問のレベルで考察

されたものであるが、ここでこの「ラッセルの定式化」という前提が不可欠である以上、

それが適切なものでないならば、彼の考えた問題の解消の仕方そのものが、実は不当であ

るという可能性があるのである。事実、ラッセルの記述の理論は、後世において大いに議

論され、現在では様々な仕方でその批判がなされている13。このことは、上に述べた「哲学

                                                   
13その批判の中心的な論点は、主にわれわれの確定記述に関する使用実例とラッセルの解釈

が齟齬をきたすということである。上述で挙げた、前提と主張内容を区別すべきであると

したストローソンや、確定記述が定める条件を満たす対象がない場合でも指示を問題なく

行える場合などの分析を行ったドネランによる批判がその代表的なものであろう。しかし、

その批判も真にラッセルの理論の批判足りえているかは議論の余地のあるところである。

例えばクリプキはドネランの批判はラッセルの理論の批判とは読めないとの解釈を与えて

おり、バッハは、命題が意味する(mean)ことと述べる（say）ことの区別を主張し、ラッセ
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について考える際、それに属さない問題、あるいは他の学に還元しうる問題を、まっとう

な哲学的問題から区別する」という哲学に関する方法が、本当の哲学の問題をそこから排

除してしまう可能性をはらむことを意味するのである。そう考えると、われわれはラッセ

ルの記述の理論が、果たして問題を捉える適切な枠組みなのか、それとも問題を不当に消

去してしまう悪しきものなのかをさらに問い続けなければならないであろう。 

しかし、時代の制約下にあった彼の理論に改良の余地があることは当然のことであって、

彼の理論の問題点は、それを解消すべくわれわれに課されているものと考えるのが妥当だ

と思われる。むしろわれわれは上に描き出された哲学的方法にこそ、「表示について」の哲

学的価値を認めるべきではないだろうか。なぜならそれは、一つの確かな哲学的立場を示

している上、そこからどのような哲学的流れが生まれたかについて見通しを与えうるもの

だからである。しかも、それは本論の最初の目的通り、確かにラッセルの分析の是非に、

また彼が「表示句」という局所的な表現の分析を行っているという事実に依らないもので

あろう。本論が「表示について」に対し可能な歴史的見方を提供しえたと信じ、論を終え

る。 

                                                                                                                                                     

ルの分析は「述べる」という次元では妥当であると述べている。いずれにせよ彼の記述の

理論は、批判するにせよ肯定するにせよ、その述べているところの意味とその射程を明確

にするのが議論を進める前提であるように思える; P. F. Strawson, ”On referring”,Mind, 

59(1950), 320-335; K. S. Donnelan, “Reference and Definite Description,” Philosophical 

review, 75(1966), 281-303; Saul Kripke, “Speaker’s reference and semantic reference,” in 

French Peter A, Uehling Theodore Edward &Wettstein Howard K(eds.), Contemporary 
Perspectives in the Philosophy of Language, Minneapolis, University of Minnesota 

Press, 1977, pp. 6-27; Kent Bach, “Descriptions: point of reference,” in M. Reimer & A. 

Bezuidenhout(eds.), Definite Descriptions and Beyond, Oxford, Clarendon Press, 2004, 

pp. 189-229. 
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第四章 ラッセル哲学における自明性について 

 

序 

本論は『数学の原理(Principles of Mathematics)』(1903)（以下、『原理』）から『プリ

ンキピア・マテマティカ』(第一巻 1910、第二巻 1912、第三巻 1913)（以下、『プリンキ

ピア』）までの、ラッセルにおける「自明性」に焦点を当てる。この二つの著作は一見する

と、この概念の位置づけに関して対照的である。一方で、『原理』のころの彼はイギリス観

念論に対する反発の影響から極端な実在論者、原子論者であったと言われる。その特徴は

簡単に言えば、対象や命題は全体との関係によらずそれ自体としてあり、命題の真偽はわ

れわれの認識とは独立に、しかも事実などの対応に依らずに成り立っているというもので

ある。そこでの「自明」とは、われわれがそう捉えるということ以上に、対象の在り方や

正しいことの根拠がそれ自体で与えられているというものであり、哲学的思想、並びに数

学の基礎付けにも、強くこの立場が反映されているように思われるのである。他方で『プ

リンキピア』の立場は、これとは異なるものであったように見える。彼はそこにおいて、

自明さに欠けると思われる公理である還元公理が正当化されるのは、それが矛盾を引き起

こさず、既存の数学の体系を十分導き出す限りにおいてである、と主張するのである。公

理は、「それ自体」が正しいかどうかが問題ではなく、全体の中でうまく機能するかどうか

が問題であるという彼のこの主張は、彼の以前の「自明さ」に対する懐疑と、プラグマテ

ィズム的な考え方への歩み寄りを示すように思われるだろう。 

本論の目的はこのラッセルの自明性を巡る以上の思想的変遷に一つの解釈を与えるこ

とである。結論を先取りしてしまうなら、われわれの主張は、このように変化しているよ

うに見えるラッセルの自明性は、実はある興味深い点では変化していなかった、というも

のである。われわれは以下で、ラッセルは、初期には狭隘な実在論、原子論による「自明

性」の概念を有し、後に柔軟なプラグマティズムに転向したのではなく、実は一方が常に

他方の補完を必要とするものであることを彼が理解していた
、、、、、、、、

ということを示したい。この

ことを示すことにより、ラッセル哲学の理解に関する一つの深まりを与えること、これが、

本論が最終的に目指すところとなる。 

このことを示すため、本論は以下の順で構成される。第一節で、上で指摘されたような

ラッセルの自明性が、『原理』に彼が実際にしていたことと合致するかどうかを検討する。

第二節で、自明性への懐疑ともとれる彼の公理に対する態度が、どのような前提によって
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支えられているかを考察する。 

 

１『原理』の二つの方向性 

本節では論理主義をという数理哲学的な主張を行ったラッセルが『原理』で実際にどの

ようなことをしなければならなかったかを確認する。当時の彼の哲学上の立場は、前に述

べたとおり極端な実在論、原子論を特徴としたものであった。しかし本節では、これが数

学の基礎付けを行った彼の思想の一つの側面でしかありえなかったということを示すこと

になる。彼が、自らと同等の他者と向き合い、自らの考えを彼らに説得するとき、このよ

うな一つの狭い哲学的思想は必然的に相対化されざるを得なかったということが、彼の「基

礎付け」というあり方そのものから以下で確認されるであろう。 

 

1.1 『原理』における自明性 

 彼が『原理』において、数学的命題が全て論理的命題に還元できるという論理主義の主

張を一つの数理哲学的な思想として推し進めた背景には、今までの哲学が、数学の説明に

おいて果たすべき役割を果たしていないという不満と、論理主義が、この不満に伴う欠点

を免れた、数学の説明に十分な数理哲学的立場であるという確信が背景にあったと考えら

れる。以下ではその両側面を検討することにより論理主義の内実を明らかにし、それと自

明性との関連を論じていきたい。 

 まず彼がどのような点で現状の数理哲学を不満に思っているかを確認する。その一つは、

『原理』第三節の次の彼の発言に示されている。「数学は何らかの意味で真であるというこ

とは一般的に認められていても、その数学的命題が本当は何を意味しているのかについて

は哲学者の間で論争があった。……しかしながら、それが（数学の命題が何を意味してい

るかが）疑わしいのであれば、数学において何らかの確かな知識が得られるということは

全く言えないということになるであろう1。」すなわち彼は、数学的な命題の意味が今まで

明らかにされていないということ、そしてそれが数学的知識を確かなものとして得ること

を不可能にしているということを、現状の数理哲学が野放しにしている一つの重要な問題

と捉えている。これは、現状に対する不満であると同時に、彼の数理哲学における関心を

表明したものであろう。すなわち、彼の数理哲学における関心は、第一には「数学におい

て確かな知識を得る」ことであり、またまずそのために「数学（の命題）に正確な意味を

                                                   
1Bertrand Russell, Principles of Mathematics, London, Routledge, 1992, p. 4. 
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与える」ことなのである。彼が『原理』において論理主義を主張するからには、彼の立場、

そして同著の内容がこのことに一つの解答を与えうるという彼なりの確信があったと考え

られるであろう。 

 それでは、ラッセルが数学の命題に意味を与えると考えたものとは何なのだろうか。「純

粋数学とは”p ならば q”という形をしており、p と q には共通の変数を含み、論理定項以外

の定項が含まれない命題の集合のことである2。」彼は『原理』の冒頭をこのようにはじめ

るが、彼はこの純粋数学こそ数学的命題に意味を与えると考えていた。われわれが彼の数

理哲学の主張をフレーゲのそれと並んで論理主義と呼ぶのは、純粋数学のような、変数と

論理定項という有限個の論理的概念のみが現れる体系を用いて数学的命題に意味（と後に

述べる正しさの根拠）を与えたことによるであろう。しかし、これらの概念のみから数学

に意味が与えられるという主張は彼自身も奇妙なことであると認めており、よく知られて

いる数学的命題（例えば 1+1=2 など）がどのようにこれらの概念から構成されるかが、以

後『原理』において主要に論じられるべき課題となる。われわれはそれについての詳細は

省くが、その基本的な考え方をつかむために、ここで彼が上で論理定項と呼ぶものを列挙

したい。「定義できないもの(indefinables)」とも言い換えられているこの論理定項は、「な

らば」、「集合とその要素という関係」、「これこれの（を満たす）もの」、「関係」、その他、

上の形をした命題の一般概念に含まれうるもの、から構成されている。彼の独自の概念が

含まれていることを除けば、われわれには彼の道具立てが基本的に論理学的・集合論的な

道具立てであることがわかるであろう。ゆえに、彼が自然数や実数などの数学的対象をど

のように構成し直し、意味を与えているかについては、彼独自の方法を除けば、それはよ

く知られている集合論的な構成と類似しているとわれわれは考えてよい。少なくとも彼が

数学的諸命題に意味を与えるということをどのように捉えているかということに関して、

技術的な違いを除けば、その仕方は重要な部分では違いがないはずである3。 

 さて、われわれはラッセルの数理哲学における一つの関心、すなわち数学の諸命題にい

かに意味を与えるかについて上で確認した。しかし、彼は確かに「数学的命題の意味の不

在」を理由に、「数学において確かな知識を得る」ことができていないと述べているが、こ

                                                   
2Ibid., p. 3. 
3この類似は、本論では取り扱っていない彼の『原理』における数の構成を実際に見れば明

らかである。そこでは、基数は「それぞれと同数の要素からなる集合たちの集合」と定義

されている。「同数」というのは「一対一対応」で説明されるから、そこには論理学的概念

以外が用いられていないのである。 
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の意味の不在は彼の数学の現状における不満の一つでしかなかった。彼がさらに何を不満

としていたか、言い換えると何を重要と考えていたかは、『原理』における彼の次の発言に

おいて現れている。「数学は演繹からなるということは完全に明らかなはずなのに、通常の

演繹に関する説明は多くはあるいは全く既存の数学に適用することができない4。」演繹と

は証明に関して用いられる概念であり、数学は演繹からなるということは、数学的命題は

演繹という過程を通じて、その正しさが保証されるものとして導かれるということである。

このことを踏まえると、ラッセルのこの発言は、演繹の概念のよく知られた説明は既存の

数学に関しては全く通用せず、よってそれが数学的命題の正しさを保証しえないという彼

の不満を表していると考えられよう。この発言に続けて、彼はこの演繹の不十分さを補完

するものとして、いわゆるカント的ア・プリオリな直観が忍び込む余地が生じ、かくして

数学（の正しさ）は人間（の直観）に依存したものであるという考えが排除されないと主

張する。彼のいま一つの関心は、この演繹概念を正確なものとして与えることであった。

それは数学的正しさを人間の心理的な観点に依らずに与え、「確かな数学的知識とは何か」

という問いに答えを与えるために必要となるのである。 

 実は『原理』において、数学的対象に意味を与えるということは行われているが、この

演繹概念を用いて厳密に数学的命題を証明するという作業はほとんど行われていない。よ

ってわれわれはラッセルの演繹概念をある程度再構成する必要があるのである。しかし、

彼の『原理』におけるユークリッド幾何に関する記述を見るならば、彼の演繹概念はそれ

ほど特殊なものではないことがわかる。例えばユークリッド幾何におけるある命題を P と

おくと、彼のユークリッド幾何に関する記述は、この P を導き出す手続きを次の三つのプ

ロセスからなるものとして解釈することを許すと思われる。①ユークリッド幾何の公理を

明示化する。②それら公理を前提とし、演繹（証明）によって P を導き出す。③演繹定理

により （ユークリッド幾何の公理）→P という命題の証明が与えられる5。このプロセ

スは、演繹定理を前提として用いていることを除けば、それほど奇異なものではないであ

ろう。ここで、われわれはこのようなプロセスの中で位置づけらうる演繹概念とは何かに

ついて理解できるはずである。それは一般に論理学的な証明と言われる、公理からはじめ

て、推論規則のみによって構成されるプロセスを意味するだろう。事実、ラッセルが『原

理』第一部において演繹のための道具として用いるのは、先ほど述べた純粋数学における

                                                   
4Ibid., p. 4 
5Ibid., p. 8. 
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集合論的な道具立てに加えて、「実質含意（ならば）」「形式的含意（全称量化を含んだなら

ば）」、そして命題論理の公理など、われわれが「論理学」として理解するものと大きな違

いはないものであり、彼の演繹とはこのような枠組みの中で理解できるものである。そし

て、これを形式的に明示化することによって、彼は演繹からカント的な直観を排除するこ

とができると考えたのである6。 

 しかし、演繹概念がわれわれの論理学的な理解とそれほど大きく異ならないということ

の確認は、ラッセルの目的の理解には十分ではない。なぜなら、「証明が存在する」という

主張はそれに関して様々なコミットを許す、極めて中立的なものだからである。それは、

証明された数学的命題に関して、「それが結論となる、ある規則に従った文字列が存在する」

ということを示すにすぎないものともなり得るであろう。しかしここで思い出すべきは、

彼の目的は第一には「数学において確かな知識を得る」ことであったということである。

ゆえに、論理主義的に意味の与えられた数学的命題は、それが同時に演繹という過程を経

たうえで、「正しい」ことも保証されていなければならない。だが、彼の演繹概念はわれわ

れに既知の論理学的概念によって理解することができるものならば、この「正しさ」のた

めに求められることは明らかであろう。すなわちそれは、出発点として選んだもの、つま

り公理や推論規則が正しい、ということであると思われる。 

 ここでわれわれにとって重要なのは、ラッセルにとってこの正しさへのコミットが、彼

の哲学上どのような性質のものであったかである。その解明の鍵は彼の『原理』での分析

概念にあると思われる。彼は『原理』での方法を、「複雑なものから単純なものへ、証明で

きるものから証明できないものへ」と向かうことであるとし、これを「分析」と述べてい

る。彼によれば、その分析の行き着く先については、われわれは問いを停止しなければな

らない。なぜなら、それがさらに他の概念によって構成されるのなら、それは分析の先に

得られたものではないのであり、その分析の先に得られるものは、それ以上の分析を受け

付けないがゆえに、枚挙される以外の示され方ができないからである。そして純粋数学と

は、まさにこの分析が行き着いた先からなる概念、または命題により構成されるものであ

る。ラッセルはそれらを「定義できないもの」、「証明できないもの(indemonstrables)」と

述べている。これらが数学的命題の意味、そして、特に今問題となっている「正しさ」を

保証するものでなくてはならないとすると、それらはどのような地位を持たなければなら

                                                   
6但し彼は、『原理』においてこの方法を全面的に推し進めたとは言えない。それは、表明

されたプログラムに留まるものであった。  
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ないか。それらは正しくなければならない。しかしその正しさは、分析の行き着いた先の

結果であるから、他のものから証明されることがないものである。よってそれは、それが

なにものにもよらず「自明」に正しいという性質を持つものと考えるより他はないであろ

う。 

 『原理』では「証明できないもの」の公理が 10 挙げられるが、ラッセルはこれらがま

だ減らせる可能性があるとし、最終的な公理であるとの断定を避けている。この点で、彼

が具体的に挙げたものが彼自身「自明」なものとしてコミットしていたかどうかは疑問が

残るであろう。しかしこのことは上の議論に影響しないと思われる。なぜなら、もし公理

の数が減ったとしても、残ったものが公理として「自明」であることに変わりはないから

である。「何が」公理かどうかは変化しえても、自明なものからはじめなければならないと

いう彼の方針に対して、このことは重要な変更を迫るものではないのである。 

 

1.2 『原理』おけるプラグマティズム 

 われわれが上で示したことは、論理主義という特殊な思想を掲げていたラッセルに特殊

な真理観であるかもしれない。しかし、数学的体系の中で多少なりとも正しさにコミット

するのであれば、その根本となる基礎的なあるいは論理的な命題のいくつかについて「自

明」という仕方でその正しさにコミットするのは避けられない事態であるように思える。

その点で、上のラッセルの自明さへのコミットは、彼だけの特殊なものではないと考えら

れよう。以下では、『原理』のもう一つの側面を検討していくのだが、後で確認するように

これも、われわれが物事を考え、特にそれを他者に主張する際に必然的に直面する事態に

対する自然な考え方であることがわかるであろう。 

 そのことを示すために、彼が自分の主張を正当化するためにどのようなことを行わなけ

ればならなかったかに注目しよう。一つには、彼は自分の体系が数学をうまく導出するこ

とを示さねばならない。このことで問題になるのは、数学的命題に対して遺漏なくその意

味や正しさを与えることができるかということや、それが矛盾を引き起こすかどうかとい

うことなど、その体系内部のことである。しかし、彼が『原理』において同じくらい労力

を割かねばならなかった作業がある。それは既に為されていた数学の基礎づけの他の方法

に対して、自身の方法の正当性を主張することである。具体的にはそれはペアノ、カント

ール、デデキント、そしてフレーゲらとの対決という形をとった。ここでは彼のデデキン

トに対する批判を取り上げることにより、自分と同水準の仕事をなした他者へ向けられて
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いるこの批判が、どのような性質のものとならねばならなかったかを確認したい。 

彼の『原理』におけるデデキントに関する論述は大きく次の 3 点からなる。順次検討し

ていこう。 

 ①まず彼は、自らの（ペアノ流の自然数論に則った）方式だと公理となる数学的帰納法

が、デデキントの方式においては定理になることを注目すべき相違点として挙げている。

しかし、彼はこれを誤りなどではなく単なる出発点の相違として見ており、自らの方式と

その強さにおいて全く変わらないものとして評価する。強いて言うならば、彼はデデキン

ト流の自然数がまず無限数という全体を与えたうえで、その部分である有限数を導入して

いる点に触れ、部分から全体を構成する自らの方式のほうがわかりやすいとしているが、

結局これは好みの問題であり、論理的にどちらが優れているということはこの点だけから

は判断できないとしているのである。 

②続けて彼は、デデキントと自らの数についての捉え方の違いを示すため、デデキント

の次の主張を引用する。「無限集合 N の思考において、それが φ によって順序づけられた

とき、われわれはその要素の特定の性質全てを度外視し、それを区別する可能性のみを考

え、φ によって与えられたそれぞれの場所の関係を考慮に入れるとき、われわれはその要

素を自然数、順序数、あるいは単に数と呼ぶ7。」①の場合と違い、ラッセルはデデキント

のこの見方を批判する。数は何か特定の対象ではなく、それを捨象したときの関係として

とらえる上の主張に対し、彼は「定義された実体は、少なくとも心の目に対しては可視的

でなくてはならない」8と反論する。彼は「数とは何か」という問いに答えがあるとすれば、

それは何らかの具体的な個物として与えられなければならないとし、デデキンとの見方が

これを満たしていないとして批判するのである。 

③最後に、彼はデデキントが‘系列’という概念から出発して数を構成している点を指摘し、

これにも批判を加える。彼の批判点は二つあり、まず彼はデデキントの「ある諸系列に共

通の何か」という数の定式化は、その共通のものが存在することを示すものではないとい

う点を指摘する。もう一つの批判は、‘系列’という概念が可能であるためには、特にｎ番目

という概念が必要であるため、前もって基数の概念が必要となる。彼は、デデキントの基

数の定義は順序数より後に与えられるが、後者は前者なしでは与えられないはずなので、

この定義は循環していると主張するのである 

                                                   
7Ibid., p.248. 
8Ibid. 
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以上からわれわれが考察すべきは、ラッセルのデデキントに対するこれらの発言を、ラ

ッセル自身がどう捉えていたかである。既に①において、公理の自明的な正しさという点

が相対化され、公理はその帰結において正当化されるという点が示唆されているが、②や

③では、彼の体系の正しさが前提され、それがデデキントへの批判の要になっているよう

に思える。彼はそこから、自分自身の体系が正しく、デデキントのそれは誤りである、と

結論付けても不思議ではないように思える。しかし、彼はデデキントの体系に対する議論

の結びで、次のように述べているのである。 

 

  私としては、順序からはじめるのが絶対的な誤りであるとは思わない。なぜなら系列、

そして継起一般は、大部分は数と独立のように思えるからである。……従って、順序

からはじめるか数からはじめるかはそれ自身便利さと単純さの問題に帰着する。そし

てこの観点からは、基数はこの部で取り扱ってきた継起に関する問題に先立って自然

と与えられるように思えるのである9。 

 

ここで彼のこの発言は彼の上の②や③の批判がどのように機能しているかを示しているよ

うに思われる。彼が「順序からはじめるのが絶対的な誤りであるとは思えない」と述べて

いるのは、順序から自然数を構成するデデキントの自然数論が不可能ではないという彼の

考えを示している。しかし、彼が問題視するのは、その際に生じる数の解釈、そして基数

と順序数の論理的な順序関係であり、その理論がそれに伴う、存在論的、並びに論理的問

題を解決しなければならないという負荷を有していることである。これは基数からはじめ

るラッセル的な自然数論には差し当たっては生じない問題である。彼は、デデキントと自

らの理論のどちらかを選ぶかは「便利さと単純さ」の問題であると述べているが、彼がこ

のときに重要視するのは、どちらがより余計な問題を避け、われわれの望む結果を容易に

得られるかという点である。そして、彼はそのような観点から、順序に関する問題に先立

って基数を与える自らの理論をよりよいものとして選ぶべきであると主張しているのであ

る。ここでの彼の判断の基準は、もはや「自明さ」ということではない。それに依拠した

彼自身の体系は、より大きな枠組みの中で相対化され、デデキントのそれと並ぶものとさ

れるのであり、そのとき彼の判断基準は、どちらが便利であり、よりよい結果を得られる

かということに変化しているのである。 

                                                   
9Ibid., p .251. 
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 ここでわれわれは、『原理』が自明という概念に依拠していたというのがこの著作の一側

面でしかありえなかったという主張に明確な意味を与えることができるであろう。最初に

述べたとおり、彼の主張の正当化のために、彼は既に行われていた数学の基礎付けの体系

と自らのそれを比べる必要があった。しかしほとんどの場合、基礎付けの体系というのは

それぞれ違った出発点を持つものであり、それらを比べるときに出発点とする（自明なも

のとして考える）ものが違うということから体系を比べることはない。実際に行われるの

は、それぞれの体系が相対化された上で、それらのうちどちらが、望む結果を、余計な問

題を含まず、より簡単に得られるかどうかということの検討である。そしてもしそれにつ

いて同等なら出発点となるものの違いはほとんど違いを生み出さないはずである。これは

まさに基礎付けという作業に本質的に付随することであろう。われわれは、数学の基礎付

けを行っていたからこそ、彼は出発点を相対化する視点を持たなければならず、自明さへ

の過度な依拠を避けなければならなかったこと、なおかつ彼がこのことを十分自覚してい
、、、、、

た
、
ことを以上から確認できるのである。 

 

2 ラッセルの『プリンキピア』における自明性 

『原理』以降、ラッセルはパラドックスの対処を中心として、数理哲学における試行錯

誤を続けていくが、この中で特に注目すべき発見がいくつかあった。それは数学的命題の

表現可能性のため、公理として認めるべきものに前節で述べた意味での自明性に欠けるも

のを含めなければならないということである。具体的にそれは、無限公理、選択（乗法）

公理、そして還元公理であった。このうち、無限公理、選択公理に関しては、『プリンキピ

ア』において彼は証明の中で必要ならば条件文の前件におくという戦略を取り、これらの

公理の自明性へのコミットを回避した10。しかし、彼は還元公理に関してはこのような戦

略を取らず、『プリンキピア』の中でこれを公理として用いている。以下の彼の主張は、こ

の自明性に欠ける公理を採用することに関する彼の弁明である。 

 

還元公理が自明であるということは主張しえない命題である。実際、自明ということ

は公理を受け入れる理由にはならないのであり、欠かせないものではない。公理や命

題を受け入れる理由は常に主としては帰納的なものである。すなわち、ほぼ確実な多

                                                   
10 Alfred N. Whitehead & Bertrand Russell, Principia Mathematica,1st edition,vol. 2, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1912, p.189. 
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くの命題がそこから導き出せ、そしてその公理が偽としたときにそれらの命題を真と

する妥当な方法がなく、そしてそこから偽なる命題が導き出されないがゆえにである。

もし公理が自明に見えても、それは実質的にはそれはほぼ確実ということに過ぎない。

なぜなら、ある物事が自明に思えても、それが偽であることがあるからである11。 

 

彼は「ほぼ確実な命題」と述べているが、彼によれば数学において出発点となるべき命題

とは、公理ではなく、われわれが素朴に正しいと思っている（例えば 1＋1＝2 というよう

な）命題である。そして彼は、公理はむしろその諸命題に適合する限りにおいて正当化さ

れるという見方をとるのである。前節では、論理主義の役割とは第一義的には数学的命題

の正しさと意味を保証するものであったが、この主張ではそれはむしろ最初から与えられ

ているとされるのである。これは、自明な公理から出発して演繹によって証明される定理

の体系を数学そのものであるとする以前の論理主義の主張が放棄されたことを意味すると

同時に、基本的には『原理』の延長線上である『プリンキピア』が別の観点から正当化さ

れなければならなくなったことを示すであろう。ラッセルはこのことについてどう考えた

のか。彼はそれに『プリンキピア』において直接的に答えているわけではないが、「数学的

諸前提の発見に関する遡及的方法(The Regressive Method of Discovering the Premises 

of Mathematics)」(1907)（以下、「遡及的方法」）における彼の主張はそれを示唆している

と言える。 

 

  このような方法の使用に関してその意味を問われたならば、いくつか重要な点を挙げ

ることができる。第一に、複数の事実が前提から導き出されるのならば、その意味は、

その前提自体が新しい真理として見出されたということだけでなく、われわれの知識

が、より扱いやすく興味深い形で統合されたということにあるのである。第二に、前

提が見出されたとき、しばしばそれなしでは得られないような新たな事実が発見され

ることがある12。 

 

                                                   
11 Alfred N. Whitehead & Bertrand Russell, Principia Mathematica,1st edition,vol. 1, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1910, p.62. 
12 Bertrand Russell, ”The Regressive Method of Discovering the Premises of 

Mathematics,” in Douglas Lackey(ed.), Essays in Analysis, London: Allen and Unwin, 

1970, p. 282. 
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彼は自らの数学的体系の正当化を、それがどのような帰結を引き出し、また、どうわれわ

れの知識を組織化、統合化し、見通しをよくするかという点に求める。さらに注目すべき

は、同著において彼は所与の数学的諸命題を観察的事実、公理から演繹されて構成された

数学的理論を科学的理論に置き換えることにより、この方法と、科学的理論の形成と正当

化の方法との類似性を強調しているということである。このことにより、彼は理論を構築

するということの一般的な利点と、数学と科学の方法論的な同一性を主張する。以上のこ

とは、彼の数理哲学的立脚点が、自明性から遠ざかった分、プラグマティズム的な考え方

に歩み寄ったということを示すであろう。 

 彼のこの変化をどう捉えるかについて様々な見方がある。ピーター・ヒルトンはあくま

でラッセルにとって論理主義とは数学に意味と正しさを与えるものであり、その方針が『プ

リンキピア』まで維持されていたと捉えるが、そうすると自明さに欠ける還元公理の導入

は論理主義の破綻を意味する。しかも彼はその正当化のためになされた上の主張を、技術

的な困難のゆえになされた、彼の前後の思想と折り合いがつかない、半ば言い訳的なもの

として解釈する（もちろん彼の論理主義の破たんの論証はこの一点だけで論じられている

のではないが）13。一方イアン・プロープスはヒルトンの解釈を批判し、むしろ上の引用

に見られる、理論が諸事実を統一し、まだ知られていない命題を導くという側面が、彼の

『原理』の頃からの論理主義の方針であったと考える。この点で彼の上の主張に思想遍歴

上の大きな変節はないと主張するのである14。われわれの目的は『原理』と『プリンキピ

ア』の間にある見かけ上の断裂を解消し、ラッセルにおいて変化しなかったものは何かと

いうことを論じることであるから、この目的に鑑みれば、われわれにはプロープスの解釈

が興味深く感じられる。しかしプロープスにおいても維持されている考えは、パラドック

スによってラッセルが自明性への信頼を失ったという点である。前節において、既にこの

自明性への依拠がかなり柔軟なものであったことを確認したわれわれが考察すべきは、こ

の自明性への信頼の喪失がラッセルの思想の実情と合致するかどうかであろう。 

                                                   
13Peter Hylton, Russell, Idealism, and the Emergence of Analytic Philosophy, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 323. ヒルトンの批判は、還元公理の

導入によりラッセルが有していたとされる「普遍的な論理」の構築が崩れ、論理を構成す

るのにそれとは別な（高階の）論理を用いなければならないという帰結が、自身の思想の

一貫性を崩すものであったということに、ラッセルが真剣に向き合ってこなかった、とい

うものである。 
14 Ian Proops,”Russell’s Reason for Logicism,”Journal of the History of Philosophy, 

44(2006), pp. 267-292. 
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 議論を進めるためわれわれが注目したいのは、先に触れたラッセルの論文、「遡及的方法」

である。上述の通り、この論文においてラッセルは彼の数理哲学における一つのプラグマ

ティズム的な思想、そしてそれによる彼の数学的体系の新たな正当化を論じているのだが、

われわれが以下で確認したいのは、そこでのこのプラグマティズム的な数学の正当化の内

実である。われわれは前節で、彼の自明性の理解におけるある種の「柔軟さ」を確認した

が、以下では対照的に彼のプラグマティズムの「堅実さ」が示されることになる。 

 では議論をはじめよう。われわれが同論文において確認したいのは、ラッセルがどのよ

うな枠組みをもとに自身の数学的体系の新たな正当化を行ったかということであり、以下

ではその枠組みの再構成が行われる。まず彼はこの論文で、ある一つの命題が真とされる

場合に、それを確証する二つの方法があると主張する。彼は、確証に用いられる命題を当

の命題に対する前提（premise）と述べているが、以下はそれについての彼の説明である。 

 

  従ってわれわれは「前提」という語に二つのまったく違った意味があることに気付く

であろう。一つはわれわれが「経験的前提」と述べるもので、それによってわれわれ

が当の命題を信じるようになる命題や諸命題のことである。もう一つはわれわれが「論

理的前提」と呼ぶもので、それは、妥当な演繹により、当の命題が得られる、論理的

により単純な命題や諸命題のことである15。 

 

彼は例として 2+2=4 という命題を挙げ、「2 匹の羊＋2 匹の羊＝4 匹の羊」から抽象によ

り前者の命題を確証するとき、後者を経験的前提であると述べ、その数論的命題を自然数

の体系から証明するとき、その体系を論理的前提であると述べている。われわれはこれが

含意する関係を、「証明する－される」、「抽象的－具体的」、「（論理的に）単純―複雑」な

ど様々な仕方で理解することができるであろう。前提は、経験的前提ならば当の命題に対

して後者（証明される、具体的、（論理的に）複雑）に属し、論理的前提ならば前者に属す

るのである。 

 続けて彼が指摘するのは、この論理的前提と経験的前提という関係は相対的であるとう

いことである。再び 2＋2＝4 を持ち出すならば、これ自体が論理的前提（抽象的）である

とか経験的前提（具体的）であるとかいうことには意味がない。それは「2 匹の羊＋2 匹

                                                   
15Russell, ”The Regressive Method of Discovering the Premises of Mathematics,” p. 

272. 
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の羊＝4 匹の羊」という命題を持ち出したときに論理的前提となり、自然数の公理を持ち

出したときは経験的前提となる。そこで重要になるのは、どのような命題に対して、どの

ような関係に立っているかということであり、その関係の中でのみ経験的、あるいは論理

的前提という概念は意味を持つものであるということである。さて、そうすると先の例で

最も抽象度が高い自然数の公理も何かに対する経験的前提であるかどうかという問いが浮

上するであろう。それは論理的前提が存在しない最も抽象度の高いものと言えるのであろ

うか。それに対するラッセルの答えは次である。彼は自然数の公理としてペアノの公理を

取り上げ、これが自然数論を導き出すのに十分であると述べるが（もちろんゲーデルの不

完全性定理は彼の念頭にはない）、これにはなお「0」や「後続者」などの定項が用いられ

ていると指摘する。そして彼は、自然数の公理は、そこからそのような固有名などが完全

に消去された論理学の体系によって経験的前提となると述べるのである。 

 これで彼は自然数の公理に関する先の問いに肯定的に答えたようにも見えるが、それで

は、その論理学とは具体的に何なのだろうか。ラッセルがこのとき最初に候補として持ち

出すのはフレーゲの体系である。彼はフレーゲが用いた論理的諸対象と諸公理を具体的に

枚挙し、これが数学的命題の証明に関して十分であると述べる。しかし、それはわれわれ

が求める自然数の論理的前提としての論理学ではないという。その理由はパラドックスの

存在にある。通常の論理学ではパラドックスが生じると全ての命題が証明されてしまうが、

これは論理的前提となるには、経験的前提が導き出されるという上の条件だけでは不十分

であることを示している。論理的前提となるにはこの逆、すなわち偽なる経験的諸前提が

導き出されないという条件が必要なのであり、パラドックスの存在は、前者は満たされる

が後者は満たされないということを示す。そして、彼はある体系が数学の論理的前提とし

て提示されるならば、この二つの条件が満たされなければならず、かつそれで十分である

と考えられると主張する。続けて彼は数学の論理的前提となるものの候補として、還元公

理と無限公理を含んだ自らの論理学の体系を紹介するが、ここに至って、還元公理と無限

公理が欠けていると言われる自明さが、公理として不適格であることを示すものでないこ

とが主張される。なぜならこれを含んだ体系は上に述べた意味で数学に対する論理的前提

の二つの条件を満たしていると考えられるからである。彼はこのようにして、「前提」とい

う概念を中心に、自らの数学的体系の正当化を与える枠組みを、「自明さ」を抜きにして展

開するのである。 

 以上がこの論文で論じられる、彼の数学的体系の正当化である。ある与えられた数学的
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命題に対して、それを導き出す機能を持つものとして、還元公理などを含んだ数学の理論

の正当化を与える以上の仕方は、確かにプラグマティズム的なものであると言えるであろ

う。しかし、われわれがさらに見なければならないのは、この主張がどのような状況を想

定してなされているかである。それについて彼は次のように述べている。 

   

  もし今まで述べてきたことが正しいならば、ある前提から演繹によって結果を導くと

いう通常の数学の方法は、それが正しい説明ではあったとしても、より高度な部分を

除けば、それが知識の順序の正しい説明を与えているわけではないということが帰結

する16。 

 

彼が上の議論で問題にしているのは、数学的対象やその正しさの根拠は何なのかというこ

とではなく、われわれがそれらについての理論を、ある与えられた状況
、、、、、、、、、

からどう形成する

かということだったのである。言い換えると、ここでの彼の興味は存在論ではなく認識論

にあると言ってよいであろう。正当化というのは、この文脈で行われるのである。この点

に注目すると、上の議論は単に命題間の抽象的・具体的などの関係を述べているだけでは

ないということがわかる。ラッセルによれば、われわれにとって最初に与えられるのは、

われわれが相対的に自明なものとして捉えているある具体的なものであり、そこを中心に

して論理的前提は形成され、正当化される。ラッセルの言う知識の順序とはこの、経験か

ら理論へ、具体から抽象へ、自明なものから自明さに欠けるものへの移行がどうなされる

のか、そして理論や抽象的な公理がわれわれの内部でどのようにして正当化されるかとい

うことなのである。 

 さて、以上の「遡及的方法」の検討により何が明らかになったであろうか。それは、ラ

ッセルにおける「自明性」とプラグマティズム的な考え方に対する一つの理解である。こ

の節の最初の引用にある「あるものが自明であっても、偽であることがある」という彼の

発言は、一見すると彼の自明性に対する懐疑、そしてその結果それと対極にあると考えら

れるプラグマティズム的考え方への傾倒を示しているように思える。しかし、彼がパラド

ックスの取り扱い、そしてそれに伴う公理の正当化の考察によって学んだのは、むしろこ

の自明でないもの（である公理）の正当化は、より自明なもの（より具体的なもの）の足

場によってなされるということである。そこには自明さへの懐疑どころかそれへのより自

                                                   
16Ibid., p. 282. 
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覚的な依拠が見られると言えるであろう。彼は、プラグマティズム的な考え方を、なにも

かもを一緒くたに「うまく機能する」という秤にかけるということではなく、この「自明

さ」という、われわれが既に正しいものとして受け入れているものの足場によってその考

え自体が成り立つものであると理解しているのである。 

しかし、ここで「自明さ」という言葉を用いているわれわれが注意しなければならない

のは、彼のこの概念の使用が『原理』の頃と比べて変化している点である。この自明さの

特徴は、その都度相対的に定まるというものであり、探究の状況に応じてそれが非自明な

もの、あるいは誤りとなることもあるということである。これは彼の自明さに関する考え

方の深まりを示すように思える。前節では自明さとはそのまま疑いえない正しさを意味し

なければならないものであったが、彼の認識論への関心によって、自明さはわれわれの知

的探究の中で相対的に確かなものとして位置づけられる概念となったのである。この、知

的探求における前提であり足場であるところの自明さの表現は、自明性に過度に信頼を置

くものではないものであると同時に、何もかもを一緒くたに有用性や機能の秤にかけると

きに生じると考えられる無限背進に伴う懐疑論とも距離を置くものである17。ヴィトゲン

シュタインは『確実性の問題』において「全てを疑うものは、その疑いに到達することす

らできない。疑いのゲーム自身は既に確実性を前提としている」18と述べるが、ラッセル

の立場もこれに近いものと考えられよう。双方ともに強調するのは、われわれの理論的な

思考、並びにそれを解体するように見える「懐疑」という行為は、既に何らかの足場がな

ければ成り立たないということだからである。 

しかし、ラッセルのこの一面での思想の深まりを認めた上で、われわれが強調したいの

は、彼が自明性に対して一貫した態度を取り続けていたという点である。われわれは前節

で二つのことを確認した。すわなち、一方で彼は論理主義者として数学の意味と正しさを

保証しなければならなかったため、自明な正しさを必要としていた。しかし他方でその足

場によって築かれた彼の体系は、デデキントとの比較においてより広い立場から相対化さ

れ、それはむしろ便利さや単純さによって正当化されていたのである。これはこの節とは

逆の方向へ進むものと言えよう。この節では、ある命題がより広い観点においてその機能

                                                   
17足場を定めない上で何でも「有用性」に訴えるのであれば、何が「有用性」であるかと

いうこと自身にも「有用性」を適用せねばならない。そして、後者の「有用性」にも同じ

適用を避けられないであろう。 
18 Ludwig Wittgenstein, Über Gewißheit, G. E. M. Anscombe& G. H. von Wright(eds.), 

Frankfurt, Suhrkamp, 1970, p. 39. 
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面から正当化されなければならないと言う主張から、そこに前提されなければならない自

明性があることが示されたからである。この方向性の違いは何によって一貫していると言

えるだろうか。その一貫性は、自明性への過度の依拠も懐疑もない彼の柔軟な知的態度に

ある、こう言えるであろう。彼は、あるときには狭隘な実在論・原子論的な「自明性」の

概念を有し、後にその反動からプラグマティズム的な考え方に至ったのではない。むしろ

彼は、その都度に応じて、あるときはこの自明性を主張し、またあるときはそれと対極に

あると考えられるプラグマティズム的な考え方により自明性を相対化するという、慎重か

つ柔軟な態度を取り続けていたのである。 

 

3 結語 

 ラッセル哲学を理解するには、一つには彼の「極端」とも言える立場の問題点を理解し、

その問題点の克服を彼の哲学の変化の歴史として捉えるという方法があると思われる。例

えば、彼の『原理』に見られる「極端」な実在論、原子論を、その問題点と共に理解し、

その問題点の克服を彼の後の理論、記述の理論や判断の多関係理論への推進力と見るのは、

彼の哲学の理解を形成する一つの方法たりえるであろう。しかし、われわれが本論で提出

したのは、もう一つの理解のあり方であったと思われる。それは、彼が一つの立場や理論

を表明するときの、彼の慎重さや柔軟さ、また、その立場に対する自己理解に焦点を当て

るというものである。これによりわれわれは、「極端」に注目する上の方法とは違い、結果

的に、彼の思想的における重要な部分をなすものでありながらあまり焦点が当てられない、

彼の「中庸」を見ることとなった。しかしわれわれは、後者の仕方がよりラッセル哲学の

正しい理解を形成していると主張したいのではない。反観念論的実在論や、感覚与件から

の世界の構成、また論理的原子論など、彼の哲学にはある種の「極端」さがあるのは否定

できないからである。しかしわれわれは、彼の著作には、その極端な主張と共に、自説の

根拠に対する鋭い感性、慎重な留保、そして断定を避けつつ行われる妥当なものへのコミ

ットが見られるという事実も無視すべきではないと考える。われわれは、この「極端」と

「中庸」のどちらかではなく、むしろその両方が、ラッセル哲学を形成していると言わね

ばならないのではないだろうか。
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第五章 教え、導くものとしての哲学 －初期ラッセル哲学の考察

を通して 

 

序 

 われわれは、最初から哲学ができない。哲学において、何を読み、何に注目し、何を語

るに値することと考えるか。われわれは、そのようなことについては差し当たって白紙で

ある。故に、われわれには、師が、そして環境が必要である。師は、そして環境はわれわ

れに世界を開く。形のない、哲学という行為に形を与えてくれ、何が哲学的に重要なのか

を教えてくれ、そして、ときにそれが「哲学でない」ときにはその哲学のなさをたしなめ

てくれる。われわれの形のない行為は、師の、環境の、いうなれば他者の贈与により、形

を成す。われわれの哲学の行為は、師から、環境から生まれてくるのである。 

 師は、環境は哲学の始まりである。しかし、それはわれわれをときに硬直させる。それ

はときに、疑問を生じさせる。彼らが読んでいたもの、彼らが注目しているもの、そして

彼らが大事だと考えているもの、そういうものにときに、違和感を覚えるようになる。哲

学を教わった、哲学を形にしてくれた師や環境は、哲学を大事にするが故に、今度は、批

判の対象となることがある。それに依拠し、それなしでは哲学がなかったものが、そこか

ら抜け出し、新たなものを作り出すための礎となるのである。 

 本論は、バートラント・ラッセル、そして G. E.ムーアとイギリス観念論の関係を論じ

る。ラッセル、ムーアの哲学における、師、そして環境は、まさしくイギリス観念論であ

り、それを代表する思想家であった。彼らは、そこから哲学を汲みだし、哲学を実践し、

形にした。しかし、周知の通り、彼らは反逆する。彼らは、イギリス観念論の様々なテー

ゼに反対し、自説の優位を主張する。そしてそこから「分析哲学」が始まるのである。 

本論の目的は、このイギリス観念論に対する「反逆」が、師の教え
、、

、そして環境
、、

に対す

る「反逆」であったということ、このことを踏まえつつ、ラッセル、ムーアとイギリス観

念論の関係を明確化することである1。しかし、いかにしてか。われわれは以下で、哲学を

                                                   
1イギリス観念論とラッセルとの関係については、既に優れた研究がいくつもあることは無

視できない。例として以下を挙げる。Nicholas Griffin, Russell's Idealist Apprenticeship, 

Oxford:,Clarendon Press, 1991; Peter Hylton, Russell, Idealism, and Emergence of 
Analytic Philosophy, New York, Oxford University Press, 1990; Stewart Candlish, The 

Russell/Bradley Dispute and its Significance for Twentieth-Century Philosophy, 
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教え、形作り、その環境となるものに、ある表現を与える。それは、「世界に対する向き合

い方」である。われわれは、それが、彼らの具体的な諸点に関する主張の背後にあって、

彼らの哲学を特徴づけ、またその対立の争点ともなったものであると主張したいのである。

イギリス観念論、とりわけ F. H. ブラッドリーの哲学は、「世界に対する向き合い方」含み、

ラッセル、ムーアはそれを「教え」られた。ラッセル、ムーアも同様である。彼らは、ブ

ラッドリーへの反論に伴う具体的な主張と共に、われわれに「世界に対する向き合い方」、

すなわち、哲学の仕方を教え、与えた。それは、哲学において、何に注目し、何を大事に

するかという、われわれの哲学的行為に形を与えるものとなるのである。 

 本論は以下のように構成される。第一節で、ブラッドリーの思想を、彼の論理学、形而

上学の主張を根拠に「世界が「一」であること」の哲学として特徴づけ、それが何を「教

え」るかを明らかにする。第二節で、イギリス観念論を受け入れていた初期のラッセル、

そしてムーアがこの思想に反逆したということが、彼らのどのような哲学的変化を意味し

たかを、この「世界に対するわれわれの向き合い方」を考慮に入れつつ検討する。 

 

1 世界が「一」であることの哲学 －ブラッドリー的プログラム 

 この節では、ブラッドリー哲学の概略が、彼の論理学、並びに形而上学の考察を通して

明らかにされる。もちろん、われわれの目的は、その具体的な内実の解明と共に、それが

いかに哲学における「教え」を含むものであるかを示すことである2。では、いかにしてか。

われわれは以下で、彼の哲学を「世界が「一」であることの哲学」と総括したい。われわ

れが示すのは、彼の哲学が、世界が「一」であるが故に、世界に対するある向き合い方を

われわれに「教える」、ということである。 

 では、彼の論理学から議論を始めよう。論理学ということで、われわれは通常形式論理

学のような、記号体系と意味体系を分け、それらの対応を研究する学問を考えるかもしれ

ない。しかし、ブラッドリーの時代の論理学とは、確かに一種の命題形式の分類を扱う学

問でもあったが、それはまた存在者間の序列を研究する学問であり、同時に何がより先な

                                                                                                                                                     

Palgrave Macmillan, 2007.しかし、われわれの研究は、その間隙を縫うのではなく、本当

に哲学的に語るに値することをそこから再発見、再解釈することを目的としている。 
2マクタガート、ボザンケットなど、ラッセル、ムーアに影響を与えた思想家は多いが、こ

の話題に関して、当時絶大な影響力を持っていたブラッドリーを独占的に論じるのは、そ

れほど不都合はないと思われる（注 9 においてもその理由が述べられる）。以下では、イ

ギリス観念論とラッセル、ムーアの対立は、ブラッドリー哲学との対立として描かれる。 
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るものか、その先のものからどのように後のものが成り立つのか、という意味での、対象

間の序列、関係を研究する学問であった。ブラッドリーの論理学における主張も、そのよ

うな当時の論理の一般的関心に則ったものである。すなわち、彼の論理学の主張は、命題

の一般的形式と同時に、存在論をも含むものだったのである。 

このことを踏まえ、われわれはブラッドリー論理学の主な主張を二つ挙げよう。それは、

「命題は究極的には主語―述語形式の形に全て還元でき」、しかも全ての命題において、「主

語となるのはただ一つの実在である」というものである3。それは先ほど述べた通り、論理

形式に関する主張と、主語に関する存在論的主張からなる。ここでもちろん、われわれは、

われわれの理解とこの主張とのずれを無視するべきではないであろう。われわれは、選言

や連言、否定文など様々な形の命題を使うだろうし、また主語も、一つでなく多数のもの

がなりうると考える。ここで、われわれは彼の論理学の完全な正当化は行わず、彼のこの

主張がどのように理解可能かを論じるに留めよう。彼の主張を正当化するテーゼは二つあ

る。まず一つは、論理学は、見掛けの形式をそのまま本当の形式としてはならず、そのそ

こにある真の形式をみなければならない、ということである4。そしてもう一つは、命題が

有意味であるためには、それが何か「について」語らなければならない、というものであ

る。われわれはこれらを差し当たっては受け入れられることとしよう。それでは、なぜ、

この二つのテーゼから彼の主張が導かれるのか。「この机は茶色い」という命題を考えよう。

まず、前提として、この命題は有意味である。そして、一見これは「この机」に「ついて」

語っているように思える。しかし、「この机」は確実にあるだろうか。もし「この机」がな

ければ、この命題は何ものについても語っていないことになり、無意味となるであろう。

確かに、見えているから、触れるから、そこにあり、それについて語っていることが保証

される、と主張できるかもしれない。では、感覚がその存在を保証するのか。それは疑う

こともできるのである。もし、その命題が感覚的対象ではない何かについて語っていたと

しても、議論は同じように進む。その命題が有意味であることを前提すると、それは確実

に何か「について」語っていなければならない。結局、ブラッドリー的な前提を受け入れ

たとき、命題の有意味性が保証されるためには、確実にそれ「について」語っていると言

                                                   
3命題の形式に関しては、Francis Bradley, The Principles of Logic, vol. 1, London, Oxford 

University Press, 1922, pp. 41-43、「一なる実在」に関しては Bradley, The Principles of 

Logic, vol. 1, p. 64 参照。ここでわれわれは、judgment を、ラッセル、ムーアと用語を一

致させるため、あえて「命題」と訳した。 
4Bradley, The Principles of Logic, vol. 1, p. 42. 
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えるような、実在を持ち出さなくてはならない。それは、「見掛け」の命題形式における主

語とは限らない、「確実な」主語を要請するのである。 

では、ブラッドリーは何が主語であると考えるのか。命題について、疑いもなく主語と

なりうるもの、間違いなく存在するもの、それを彼は「絶対者」(Absolute)と名付ける。

しかしそれは何なのか。それは、言うなれば「世界」である。つまり、「世界」が主語なの

である。確かに、それは命題を主張する際の「図」であり、疑いもなく、しかもあらゆる

命題で存在するものであろう。では、主語―述語の、述語の方はどうなるのか。それは「命

題そのもの」となる。どういうことか。つまり、命題は、世界の様態である。それは、世

界が「どうであるか」を記述する。「雨が降っている」、「この机は白い」、「１＋１＝２であ

る」。全てそれは、世界について成り立ち、世界を述語づけるのである5。 

 彼の論理学については、ここまでとしておこう。命題があり、それが確かに語る何かに

ついて考えるとき、彼の思考は「絶対者」へと導かれたのであった。それでは、彼の形而

上学はどうなのか。われわれは、彼の論理学の説明で、それを説明する準備を整えたとも

言える。論理学は、存在を語っていたからである。 

 ここで、ブラッドリーにとっての存在の関心は、「実在」と「見掛け」(appearance)の区

別にあったということをまず指摘しておきたい。彼の形而上学は故に、この分類を論じる

ことから成り立つ。では「実在」とは何なのか。予想がつくように、われわれはここで先

ほどの論理学の議論をそのまま援用できる。それは「絶対者」である。それが、真に存在

し、実体である唯一のものなのである。 

対して「見掛け」とは何なのか。「見掛け」とは、実在でないものである。しかし、ブ

ラッドリーによれば、「見掛け」とは同時に、われわれに現れているものである。われわれ

に現れて、関わっているもの。それは、われわれと共にあり、われわれにとって存在する

諸物である。喜怒哀楽などの感情、何かをする意志、机、パソコン、空、１などの諸物。

それらは、われわれにとって対象であり、日々関わるものである。それが彼によれば「見

掛け」なのである6。彼はそれを「観念(idea)」とも言い換える。彼は主張する。われわれ

は、差し当たっては「実在」とは関わっていない。われわれが関わるのは「観念」である。 

                                                   
5Bradley, The Principles of Logic, vol. 1, p. 41.ここで、ブラッドリーの議論の概略のみを

追ってきたわれわれは、彼の「定言命題(categorical judgment)」と「仮言命題(hypothetical 

judgment)」の違いを論じてこなかった。彼によれば、全ての命題は「条件付き」で「仮

言的」なものであることをここに述べておく。Bradley, The Principles of Logic, Vol. 1, p. 

44. 
6Francis Bradley, Appearance and Reality,London, Allen & Unwin, 1916, pp. 458-466. 
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 このことを、もう少し詳しく説明しよう。われわれは、生きる上で、日々様々な対象と

関わる。われわれは、世界の漠然とした印象から、何かに注意し、それを対象と定め、そ

れと関わっていく。そうして、「多」なる対象と関わり、生きていく。ブラッドリーによれ

ば、この「対象」を「世界」から抜き出す作用は「抽象」である7。われわれは、「抽象」

して、観念化し、対象を定め、生きている。また、その性質を深く考察することで、学問

の対象とすることもあるであろう。しかし、ブラッドリーの形而上学によれば、それは「見

掛け」である。それは、全き実在である「絶対者」から、部分的に抜き取ったものであり、

われわれの「観念」に過ぎないものである。故にそれは完全ではない。それは、われわれ

のある限定的な知的前提、知的段階に基づいた視点、都合、解釈から抜き出されたもので

あり、全き統一を、総合を欠いているのである。 

 この、ブラッドリーの形而上学がもたらす帰結は何か。それはまず、われわれの世界と

の関わり、対象をそれと定め、思考し、理論を、体系をつくる、そうした営み全てが、「完

全さを欠く」ということである。それは、絶対者の観点からは、抽象であり、部分的であ

るにすぎないからである。しかし、それだけではない。彼によれば、絶対者とは、一であ

り、また世界である。すなわち、それはわれわれと、抽象という形ではあれ、部分的には

常に関係をもっているものなのである。われわれは「世界」の内部におり、それから離れ

られない。つまり、この不完全さは、やはり完全なものではない。われわれは、完全な形

ではないにしろ絶対者と関わっており、それに包含されているのである8。 

 われわれは、「一」なる絶対者には究極的には近づけないながら、それと無縁ではなく、

それと常に「部分的」に関係して生きている。このような思想が、何を「教え」るのか。 

われわれは、哲学に限らず、あらゆる学問において、対象をそれと定め、それについて思

考する。ブラッドリーによれば、それは「抽象」であり、不完全さを免れない。しかし、

それは同時に「絶対者」と何らかの形で関わっているものでもある。われわれがしなけれ

ばならないこと、それは、一つには、あらゆる思考において逃れられない、この不完全さ

を自覚することである。そしてもう一つは、この絶対者に近づくべく、自らの思考を全き

統一へと向かわせることである。数学、自然科学、倫理学、心理学、全ては、「部分的」で

あり、抽象によって構成される不完全な体系である。しかし、不完全とわかっているなら

                                                   
7Bradley, The Principles of Logic, vol. 1, pp. 6-9. 彼は特に p. 8 において観念が「抽象」

であることを強調する。 
8Bradley, Appearance and Reality,pp. 159-161. 
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ば、その不完全さがどこにあるのかを明らかにせねばならない。そして、何をすればこの

不完全さが完全さへとより近づくのかを明らかにせねばならない。これが、哲学が、そし

て思考が向かうべき方向となり、この行為がまさに「哲学的」に価値があることとなるの

である。彼の哲学には、「世界」と「自己理解」があり、そして、何が価値のあるものであ

るかを示す方向がある。それはまさに、哲学を「教え」、形にするものだったのである。 

  

2 世界が「多」であることの哲学 －ラッセル、ムーアの存在論と哲学 

 ブラッドリーの哲学は、世界は絶対的な一であるのに対し、それに部分的に関わるわれ

われは不完全な存在であると主張する。そしてそれは、不完全なわれわれはその完全さ、

「一」へと向かうべき存在であることを教えるのである。それは、ラッセルの初期の哲学

に形を、そして方向を与えるものだった9。しかし、彼は、ムーアと共に「反逆」する。そ

れは差し当たっては、ブラッドリーに限らず、イギリス観念論的な様々なテーゼに対する、

諸々の具体的な反論となって現れた。しかし、われわれの主張は、この反論がブラッドリ

ーと同等の次元を含むものだったということである。以下でわれわれは、彼らの反論の具

体性を重んじながらも、それに終始せず、そこからわれわれの求める「教え」、そして「世

界に対する向き合い方」としての要素をいかにして抜き出すことができるかを考察する。 

 われわれが以下で集中的に論じるのは、ラッセルの「関係の分類(Classifications of 

Relations」(1899)、並びにムーアの「判断の本質(Nature of Judgment)」(1899)である。

同時期に著されたこれらの論文は、明確にイギリス観念論、特にブラッドリーに対する反

論が具体的に述べられているからである。しかし、われわれは、われわれが求める次元を

そこから抜き出さねばならない。そのためにわれわれがこれらの論文で注目したいのは二

つである。一つは、反イギリス観念論的な主張を行うために彼らがその論文において何を

テーマとしたかであり、そしてもう一つは、そこでの自説を主張するときの彼らのある特

徴的な「方法」である。われわれは、この二つが合わさり、彼らのイギリス観念論に対す

る具体的な「反逆」と同時に、彼らに特徴的なある哲学的態度、そして、われわれが求め

                                                   
9ラッセルは『私の哲学的発展(My Philosophical Development)』(1956)において、半ば自

嘲気味に、初期(1896 から 1898 まで)のヘーゲル的な色彩の強い諸草稿を列挙している。

それらは、「抽象」的で「矛盾」的な幾何学、数学などの諸科学から、具体的でより完全な

物理学、あるいは「数えられるもの」の形而上学へと、「弁証法」的に移行すべきであると

主張している。またこの移行は「見掛け」から「実在」への移行であるとも述べられてお

り、明らかにブラッドリー的な色彩の強いものであると言える。Bertrand Russell, My 

Philosophical Development, London, Allen & Unwin, 1956, pp. 43-53. 
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る、世界に対する新たな向き合い方が表現されていることを以下で示したい。 

 では議論をはじめよう。まず一つ目は、彼らがブラッドリー哲学を批判する際に何をテ

ーマとしたかである。われわれはそれを「判断（命題）一般」であると考えることが出来

る10。まず、ムーアの論文タイトル「判断の本質」は端的にそれを表している。彼はこの

論文で、ブラッドリー的な命題観における、「観念」という要素の命題への混入を問題視し、

その批判から命題一般の考察へと向かうのである（彼のこの論文におけるカント批判は以

下では扱われないことを断っておく）。他方ラッセルの論文のタイトルは「関係の分類」で

あり、これだけからは彼のこの論文におけるテーマが「命題一般」であるということは分

からない。しかし、彼のこの論文全体での結論の一つは、「全ての命題は一つかそれ以上の

関係を表現している」11というものであった。すなわち、彼のこの論文の目的の一つは、

単に関係を分類するということではなく、その分類を通じて全ての命題に共通の性質を考

察することであった。彼のこの論文の射程は明確に命題一般を捉えるものだったのである。 

 彼らの扱ったテーマについてはこれでよいとしよう。それでは、われわれが論じるべき

もう一つのこと、すなわち、これらの論文における「方法」とは何なのだろうか。それは、

このテーマにおいて、彼らがいかにブラッドリー的な思想を批判したかをみることで明ら

かになる。彼らの批判は、この命題一般における、ある「前提」を指摘することではじま

った。まず、われわれはムーアについて、この「前提」が何であったかを確認しよう。 

そのため、われわれは「判断の本質」で論じられている、ムーアのブラッドリー批判を

取り上げたい。ムーアによれば、ブラッドリーの命題（判断）の理論は、「観念」が命題の

（見掛けの）構成要素のであるとするものである。しかし、彼はこの「観念」によって命

題を全て説明するには、ある問題が克服されねばならないという。それは、「観念」という

のは私秘的な把握内容のことなのであるから、われわれが現に理解している、共通の内容

を持つ公共的な「一つの内容」がどのように把握されるかという問題である。ムーアによ

れば、ブラッドリーは確かにその問題に解決を与える。すなわちブラドリーは、ある観念

から、一つの内容を「切り取る(cut off)」ことで、われわれはこの客観的内容を得ること

                                                   
10ここで判断と命題を同一視するのは問題かもしれない。彼らはこの時点で既に「命題」

を客観的な存在者と見て、心理的な要素を含み持つ「判断」と明確に区別しているからで

ある。しかし、注 3 と同様の考えに基づき、またこのような区別があることを自覚した上

で、われわれは以下の議論には影響しないと考えこれらを同一視する。 
11 Bertrand Russell, “The Classification of Relations,” in Nicholas Griffin and Albert C, 

Lewis(eds.), The Collected Papers of Bertrand Russell, vol 2, London, Routledge, 1993, 

p. 145. 
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ができると主張するのである。しかし、ムーアは以下のように述べる。 

 

  上で触れられたブラッドリー氏の主張は、私が何かの観念を持っているのならば、こ 

の何か(something)がそれ自身私の観念の内容の一部であることが前提とされている。 

……しかし、私の疑問は、われわれは、少なくとも部分的にでも、そこから問題の部

分を切り取るところの観念の特徴が分からないうちに、観念からそれの特徴の部分を

切り取り、それを他のものに割り当てられるかどうかである12。 

 

問題はこの「切り取り」である。客観的な内容は、この「切り取り」から得られる。しか

し、ムーアによると、それはその観念の「特徴」が分からないうちには無理だという。よ

って、それを行うためには、この「特徴」についての観念が把握される必要がある。しか

し、ここで「把握する」とはどういうことか。それは、客観的な「一つの内容」を理解す

ることである。それは、ブラッドリーによればやはり「切り取り」によってなされる。し

かし、この「切り取り」には、その観念の「特徴」がわかっていることが必要である。す

なわちそれは、ある観念、すなわち「特徴についての観念」の特徴の観念がない限り不可

能である。以下、同様である。結局ムーアは、この無限背進が完成されない限り「一つの

内容」が得られないとするブラッドリーの理論は、明確に背理であるとする。彼のこの無

限背進に対する解決は単純であった。われわれが「切り取り」、把握するものは、「観念」

ではない。それは既に客観的な「実在」でなくてはならない。われわれは、思考し、判断

するということにおいて既にこの「実在」を前提とし、それを把握しているということか

らはじめなければならない。われわれは「観念」とは関わっていない。われわれが関わる

のは、「実在」であり、そこで「止まる」のである。 

 次にラッセルである。彼の上述の論文における、われわれの論点と関係する議論はつぎ

のようなものである。まず、全ての命題は、主語－述語形式か、二つ以上の項の関係を表

す形式を持つ。後者の場合、二項以上ということで、それはその二つ以上の存在者の相違

が前提とされるであろう。問題は前者の場合である。それは一見、主語－述語形式なので、

関係は関与しないかに見える。しかし、ラッセルによるとそれは関係を表している。まず、

われわれは「りんごは赤い」の「赤い」を、「赤は色である」というように述語の「赤」を

対象化して主語にできる。彼はこの議論を一般化し、命題に現れるもの全ては対象化可能

                                                   
12 G. E. Moore, “The Nature of Judgment, “ Mind,8(1899), pp. 177-178. 
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であるとする。すると、命題に現れる全ての語は「もの」である。では、「主語」と「述語」

はどうか。やはりそれらは「もの」である。そして、それらを含む命題は、「主語」という

「もの」と「述語」という違う「もの」が含まれており、それらの関係を表していると言

えるのである。すなわち、やはりそれは後者と同様、それらの二つのものの相違、並びに

それが含意する多様な存在者が前提とされる。つまり、全ての命題は、「相違」と「多様な

存在者」を前提とするのである13。われわれは、この議論も、ムーアと同様、ブラッドリ

ー批判として理解できるであろう。すなわちラッセルは、存在は「一」ではなく「多」で

あり、また「主語―述語」のみではなく「関係」が存在すると主張するのである。 

この、ラッセル、ムーアの命題一般における考察から結論された「前提」の主張につい

て、われわれは二つことを確認したい。一つは、上で述べたように、この二者の命題一般

における「前提」の内実は、明確に反ブラッドリー的なものであったということである。

そしてもう一つ、われわれは、彼らのこの主張の方法を「分析」であると理解出来るとい

うことである。なぜなら、彼らの議論は、与えられたもの（命題一般）の前提を探求し、

そこから確かな要素を見出すとするというものだからである。そうするとわれわれは、彼

らのイギリス観念論への「反逆」は、「分析」という「方法」により、命題一般という対象

における「前提」を探求したことによって生じた、と差し当たっては考えることが出来る。 

 しかし、この指摘は、それ自体では彼らの方法の特徴を描き出すものではない。なぜな

ら、この「前提」を見出すべく「分析」するということは、ブラッドリー哲学においても

役割を果たしうるものだからである。それは次のように考えることができるであろう。ま

ず、彼は、個物は常に不完全であると主張する。なぜなら、それは、その個物が、抽象に

より全体から切り離されたものだからである。そうすると、われわれがしなければならな

いことは、この切り離された対象が、本来ならどのような対象と結び付けられるべきかを

考察することである。それは、ブラッドリー哲学においては、個物をよりよく探求し、そ

れを、この個物が「前提」とされるより広い関係の中で捉えるということである。つまり、

それは個物の内実を捉え、よりよく知ることであり、言い換えれば分析であると言える。

もしそうであるならば、ここで重要なのは、前提を見出す探求姿勢や分析概念そのもので

はない。重要なのは、この姿勢や概念を巡る両者の背景の違いだと思われるのである。 

 ではこの違いはどこで現れるのか。そのことを明らかにするため、われわれは、逆にブ

ラッドリー哲学が、ラッセル、ムーア的な主張にいかに反論しうるかを考えてみたい。注

                                                   
13 Russell, “The Classification of Relations,” pp. 141-142. 
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目すべきは、ブラッドリー哲学が十分一般的な「世界に対する向き合い方」を含むもので

あるということである。すなわち、それは全ての人間の活動、特にあらゆる思考、あらゆ

る知的探求についての言及を含むものだった。その哲学が、ムーアの心理的要素を含まな

い「実在」、あるいはラッセルの関係の分類、多元論に対して指摘出来ること、それは、そ

れらが悉く「抽象」であるということである。彼は言うだろう。ラッセル、ムーアがいく

らその結論を確立されたものと考えようが、それは、彼らがある知的前提をもとに、ある

知的段階において思考した結果、すなわち「抽象」に過ぎないものである、と。彼によれ

ば、この、限定的な知的前提、あるいは知的段階というのは、人間である彼らの思考に本

質的に付随するものなのである。しかし、そうであるならば、心とは関係ない実在、また

は関係の分類や多元論が正しいものとして確立されたわけではない。それは、そのような

前提、または段階に相対的であることを免れない、不完全なものであり、さらなる前提や

分析が必要なものというものに留まるのである。ブラッドリーによれば、ラッセル、ムー

アの立場はこのことを決定的に見逃している。彼の立場からは、このことに対する盲目性

から成り立つ、彼らの探求の停止、そして安易な「実在」の主張は、彼らの誤りを示すも

のに他ならない。彼らは、「抽象」に留まっており、本当の「実在」を見ていないのである。 

 しかし、ラッセル、ムーアは「実在」を主張した。彼らは、予想されるこの不完全性の

指摘にひるまず、彼らの結論を「確立されたもの」と捉え、なおかつそれをブラッドリー

哲学への批判をなすものと理解するのである。その根拠は何か。それは、彼らの論文その

ものからは、示唆されはするものの直接読み取れるものではない。それは、彼らにその主

張をなさしめたものとして、解釈されねばならない。そしてそれは、彼らがブラッドリー

と同等のこと
、、、、、

を主張していたことを示すものでなくてはならないだろう。ここで注目すべ

きは、彼らが何によって反論をなしたかである。それは命題一般
、、

についての議論によって

であった。彼らは次のように応答できる。まず彼らが指摘しうるのは、彼らの結論への反

論は、他ならぬ命題によって成されているということである。そして、彼らは命題一般に

おける「前提」を指摘し、それを結論としているのだから、この結論は、それ自身命題で

あるところの、彼らに向けられた反論にも当然ながら適用可能なものである。すなわち、

彼らはこの反論自体に対して、彼らが結論として導いた、命題の前提としての「実在」、ま

たは「相違」並びに「多」が、それが成立するための条件として必要であると主張できる。

換言すれば、彼らは、この扱っているものの一般性を根拠に、ブラッドリー哲学が指摘す

るであろう彼らの主張への不完全性に対して、さらに一段高い見地から反論可能である。
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彼らの主張は、その反論自体が成り立つ条件にすら及ぶ、十分な一般性を有するのである14。 

 さて、どちらが正しいのか。ここでわれわれが見なければならないのは、いずれかの主

張の一方的な正当性ではない。われわれはむしろ、彼らの主張は、再び上と同じ仕方で反

論可能なものであり、故にこの反論の応酬は無限に反復可能であるということを見なけれ

ばならないのである。ブラッドリー哲学は、辿りついた結論に対して、その知的前提、知

的段階の相対性を指摘することにより、常にその不完全性を指摘できる。ラッセル、ムー

アの、根拠のない命題に関する一般的主張、探求の停止が許される地点へ到達したという

驕り、「統一」に至らない「抽象」を、この立場は常に糾弾することが出来るのである。対

してラッセル、ムーアの立場も同等である
、、、、、

。それは常に、このような反論に対して、彼ら

が扱う対象の一般性を根拠に常に自説を主張できる。彼らは、常にこの糾弾の裏をかき、

それを飛び越えているものと自らを見なすであろう。それほど、自らの思考、そしてその

一般性は徹底しており、また徹底していなければならないと考えられるのである。 

彼らの立場は、同等である。そして、同等であるということは、選択の余地があるとい

うことである。そしていまや、ラッセル、ムーアが、われわれの求める次元において、何
、

に反論し、何を
、、、、、、、

選択したのか
、、、、、、

を、ブラッドリー哲学と対比する形でより明確にすることが

出来るであろう。彼らは、自らの思考を、辿りつけない完全性への途上にあるものとはも

はや見ない。むしろ、このような立場をすら包括する一般的な思考を行うことにより、彼

らは、それに必要であり、その前提となるものを見出そうとする。そして、そこで見出さ

れたものに関してはさらなる分析や問いが停止できるものと考えられるのである。彼らが

選び、そして主張したのは、このような思考であり、思考の方法であった。そして同時に、

それに呼応する形での「世界」である。世界は、われわれが到達できない「一」からなる

のではない。それは、到達可能なものから構成されている。それは思考の対象であり、わ

れわれが把握し、「分析」できる「実在」なのである。彼らに特有な「分析」の意味はいま

や明らかであろう。このような哲学的な態度、並びに「実在に到達可能である」という信

念の素地の上に、この「分析」という行為がいまや位置づけられているのである。 

                                                   
14彼らの、自らの議論が、あらゆる反論に対して再反論が可能であるといことの自覚は、

テキスト的根拠を有する。ラッセルは「関係の分類」において、ロッツェからの予想され

る反論に対して、その反論可能性自体が「関係」を前提するという議論を行う。また、ム

ーアは「判断の本質」の結論において、ブラッドリー（そしてカント）の自説に対する反

論が、再びムーアの主張の前提を必要とし、それを補強せざるを得ないという議論を、明

確な自覚のもとに行っているのである。Russell, “The Classification of Relations,” p. 145; 

G. E. Moore, “The Nature of Judgment, “ Mind,8(1899), pp. 192-193. 
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われわれが行ってきたこと、それは、ラッセル、ムーアのイギリス観念論への反論の何

が重要なのかを考察することであった。それをわれわれは、論理学、並びに形而上学に対

する具体的な反論に加えて、ブラッドリー的な「教え」、すなわち「世界に対する向き合い

方」への反論として捉えてきたのである。今までの議論から、われわれはこの反論の意義

を以下の二点にまとめることができる。 

まず一つは、ラッセル、ムーアがイギリス観念論に対し具体的な諸点に反論したことに

伴って、彼らが新たな主張を行ったということである。前節で述べられたことを踏まえる

なら、それはブラッドリーの論理学、並びに形而上学の否定に伴う形で主張された、彼ら

の論理学、並びに形而上学であった。すなわち、彼らの立場は、命題は主語―述語形式だ

けでなく「関係」も含み、そしてそれに伴って実在は「一」ではなく「多」であると主張

するのである。この主張の顕著な意義の一つは、これが特にラッセルにおいて、論理学の

進展にとっての重要な一歩となったということであろう。彼の論理学、とりわけ算術の基

礎づけは、多様な関係、特に「非対称で推移的」な関係に関する考察から始まる。それは、

以前の「教え」に反する形で、命題が多様な形式を持つことに目が見開かれることで可能

となった。命題が主語―述語形式のみ「ではない」ことを主張することが、彼の哲学、論

理学、そして数学の基礎付けの重要な起点となったのである15。 

そしてもう一つ、われわれが強調したいのが、ラッセル、ムーアが、ブラッドリーへの

反論に伴い、新たに提示したものである。ラッセル、ムーアは、彼らが「教えられた」哲

学をもはや実践しない。世界は、われわれが辿りつけない「一」からなる「絶対者」によ

り構成されていない。われわれは不完全ではないのである。彼らは確信を持って、自らの

思考を信頼し、命題の前提を問い、そしてそこから出発できるテーゼを主張する。彼らに

とって哲学はいまや、対象を「分析」し、そこから出発する点を見出す行為となったので

ある。そこには、ブラッドリー哲学に見られる、われわれに付随する不完全さという「負

い目」はない。彼らは「自負」するであろう。われわれは、自らの能力により、そこから

はじめることができるものを見出すことが出来る。そして、それは「不完全」なものでは

なく、「実在」であり「成果」なのである、と16。われわれの世界内での一つの新たな自己

                                                   
15Bertrand Russell, Principles of Mathematics(1903), London, Routledge, 1937, pp. 

95-100.また同著では、数学の論理学的な基礎付けに関する、非対称で推移的な関係の重要

性が繰り返し強調されている。 

16彼は『私の哲学の発展』の「多元論への反逆」において、「カントとヘーゲルの教え
、、

を放

棄して以来、これら全てのことについて、（実在を重んじる）自分の見解は変わっていない」
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理解、そして、その中でのあるべき知的態度のあり方、ラッセル、ムーアが具体的な哲学

的成果とともに提案し、そして「教え」たのは、まさにこういったものだったのである。 

  

3 結語 

 われわれは、ブラッドリーの哲学とラッセル、ムーアの哲学の比較検討をしてきた。そ

の際、われわれはその比較の対象を、彼らの主張の理論的な内実のみに限定することをよ

しとしなかった。彼らは、「世界に対する向き合い方」を表現していた。彼らは、世界とは

何であり、そこでわれわれがどうあるべきかということを、その具体的な主張と共に表現

していた。彼らは、それぞれ哲学を「教え」る。それは、哲学においてわれわれを導く主

張を含む。何に価値があり、何を形にすべきであり、そのためにわれわれは何をなすべき

か。彼らは、このことに関しても、各々の立場を主張したのである。彼らの対立は、この

ような次元においても生起していた、というのが、本論のわれわれの主張である。 

 しかし、われわれはなぜそうしてきたのか。それは、われわれが、この側面への注目が、

哲学的な一つのムーブメントの形成の理解において重要であると考えるからである。哲学

的ムーブメントの形成には、当然ながら多くの支持が、そしてより人を動かすものがなく

てはならない。では、何によって人は動くのか。われわれは、それは、われわれがこれま

で論じてきた意味で、われわれを教え、導く力であると考える。それは、こうして哲学を

主張し、形にすべきであると説く。その規範の力への同意、そして共感が、われわれを動

かすもとであると思われるのである。このような側面へ注目することが、「分析哲学のはじ

まり」だけではなく、多くの他の哲学運動の解釈にも有用なのではないか、そのような示

唆をわれわれの議論が少しでも与えていることを祈りつつ、本論を終えたい。 

 

 

                                                                                                                                                     

と述べている。カント、ヘーゲルと述べているが、その内実は彼にとって、「実在」を軽ん

じるイギリス観念論であった。Russell,My Philosophical Development, p. 64. 
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第六章 光り輝く経験と哲学 －ラッセルとヴィトゲンシュタイ

ン 

 

序 

「先週の金曜日の夜、私は一つの啓示を受けました。私は、メアリの家に行っておりま

した、たまたま例の存在について何かを言おうとしたとき（わたしがときどきぼんやりと

例を意識したことは、前に書きました）、パトナム君が例の問題について私に議論を仕掛け

てきました。私が話していますと、宇宙全体が、まるで運命が奈落の底からぼんやり姿を

あらわすように、私の目の前に立ちはだかりました。私は、私の内部にも私の周囲にも、

神の聖霊をそれほどはっきりと感じたことはこれまで一度もありません。部屋全体が神で

充満しているかのように思われました。何であるか私に分からない或るものの現前のため

に、空気があちこちとゆれ動いているように見えました。」1 

 「私は、あの夜を、そして岡の上のあの場所のことまでも、覚えている、その場所で、

私の魂は、いわば扉を開いて無限者の中へ入ってゆき、内部の世界と外部の世界の二つの

世界がぶつかりあったのである、深さは深さを呼んだ。―私自身の苦闘が私の内部で口を

開けた深みは、星々の彼方にまで届くほどの、私の外部の、底の知れない深みによって応

答された。私は、私を、この世のあらゆる美を、愛を、悲哀を、誘惑をさえも造り給うた

お方と、ただ二人だけで立っていた。私はあの方を求めはしなかったが、私の霊がその方

の霊と完全に和合するのを感じた。私の周りの事物についての日常の感覚は消えうせた。

その瞬間、そこには、言い知れぬ歓喜と高揚のほかなにもなかった。この経験を十分に描

写することは不可能である。」2 

「昔ときどき私の心に浮かんだあの不思議な夢想のどれかを、いつかまた私が持つことが

あるだろうか。若かった時のある日、日の出の頃、フォーシニー城の廃墟の中に腰をおろ

している。それからまた、山の中で、真昼の太陽のもとで、ラヴェイの上手で、一本の木

の根元に横になっている、すると三匹の蝶がとんできた。それからもう一度、夜分、北洋

の小石の多い海岸で、砂の上にあおむけに寝ていると、私の幻想は銀河をさまよう。―星

の世界に達したときの、無限者を所有するときの、そういう雄大で広々とした、不滅の、

宇宙的な夢想。神的な瞬間、恍惚のとき、このとき私たちの思いは、世界から世界へと飛

                                                   
1W・ジェイムズ、『宗教的経験の諸相』（上）、枡田啓三朗訳、岩波書店、1969、102 頁。 
2同上、103 頁。 
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び、大いなる謎を見抜き、大洋の呼吸にも似て広々とした、静かな、そして深い、青空の

世に晴朗で際限のない、呼吸をする。…なんという時！なんという想い出であろう！そう

した瞬間が後に残す痕跡は、まるで精霊の降臨ででもあるかのように私たちの心を信仰と

感激とで満たすに十分である。」3 

神が世界に、宇宙全体に満ちると言う経験。私が、その神と共にあるという喜びに満ち

た経験。われわれの日常が、それがために色あせてしまうような経験。あらゆる謎が解け、

自身が真理と一体となったという経験。しかし、それが何であるかということを「語りえ

ない」経験。ウィリアム・ジェイムズは、このような経験を神秘的経験という。それは、

通常言われる経験とは次元を異にしている。それは、ただわれわれがそれを受容し、また

それに対して働きかける、というものではない。それは、もし経験したとすればわれわれ

の全てに、世界に、宇宙に及ぶ。それは、もし経験したとすれば、ただの出来事ではなく、

われわれの生に深い痕跡を残す。それは、もし経験したとすれば、あらゆるものより、真

理であり、意味であり、また実在であるかのように思える。つまりは、それは、通常の経

験ではない。それは、光輝く経験である、そう言ってよいと思う。 

果たしてこのような経験があるのか、そう思われるかもしれない。ジェイムズは、この

経験に関するリアリティに満ちた報告を数多く挙げ、そのような経験はまやかしではなく

実在のものであると主張する。もちろん、それらの報告全てを嘘と、そしてジェイムズを

嘘つきと考え、それを信じないことは可能である。そういうものにとっては、われわれの

以下の考察も全く価値がないものとなるだろう。対して本論は、その経験の実在を、ジェ

イムズを信じる。光輝く経験は存在する、そして、それは人を深い意味で動かしうる。そ

れが、本論の基本的なスタンスである。 

さて、それを認めたとしよう。われわれは、一つの問いを立てたい。哲学者
、、、

は
、
こういう
、、、、

経験
、、

とどう向き合うべきか
、、、、、、、、、、

、と。それは、哲学者が無視できない類の経験であろう。なぜ

なら、それは、その人にとって光輝く経験であるというだけではない。それが光輝くのは、

その人にとってであり、そして世界に、宇宙に対してであるからである。それは地上に引

き下ろせない高みにあり、万物が、真理がそこから発するかのように感じられる。それは、

日常の区別、われわれが通常こだわる価値を無化するものであり、それを低きものへと引

き下げてしまう。そしてそれは、それにかわる、至高の存在、価値、そして力を示し、わ

れわれが真に向き合うべきものを与えているように見える。真理、存在、価値。それらは、

                                                   
3W・ジェイムズ、『宗教的経験の諸相』（下）、枡田啓三朗訳、岩波文庫、1969、206 頁。 
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この経験が与えるものにより、真正なものとなるかのようである。すなわちその経験は、

もしそれが真にあるとすれば、そして表現できるとすれば、まさに哲学が探し求めていた

ものに他ならないと思われるのである。 

二つの態度が可能であろう。まず一つ目の態度。彼は冷徹に、それを感情の高ぶり、一

時の気分的な高揚と見る。それは、あったとしても、そのようなものに過ぎないものであ

る。それは、高みであり、真理の根源であり、至高の存在、力である、ように見えるだけ

である。それは惑わすものである。人を操り、不健全な実在観を植え付ける。それは理性

の働きを眠らせ、その発展を阻害する。よって、それは、難しくとも、引きずりおろさね

ばならない。それは、解明され、明晰にされねばならない。それは地上のものに還元され

ねばならない。神やそれに類する高み、それを正当化する、真実の特権的経験など、ない

のである。彼は、科学的な人である。 

他方、彼と同じ態度をとらない人も可能であろう。彼は、その経験をまやかしとは思わ

ない。彼はそれを大事にする。それは本当にあり、かつ真理であり、世界を、宇宙を満た

す、そう彼は確信する。そして彼は、われわれがそれと共にあるということに喜びを感じ

る。しかし、彼は哲学者である。彼は、このような情緒的態度に留まらない。彼は思考す

る。それはしかし、先の人のように、それを引きずり下ろし、還元しようとするためでは

ない。彼はむしろ、その経験と共に歩む。彼は、それが世界であり、存在であり、真理で

ある、ということを、思考によって表現しようとする。彼は、その経験が持つ力に忠実な

人である。彼は神秘を重んじる人である4。 

本論は、ラッセルと前期ヴィトゲンシュタインの比較考察を主題とする。われわれは以

下で、彼らの哲学の根本的な違いを論じる。ラッセルはヴィトゲンシュタインと『論考』

を巡って対立した。ラッセルは、同著において、「神秘」などない、それは回避できるもの

であると考える。彼はその成果を、ヴィトゲンシュタインが同著で提示した理論にあると

主張するのである。対して、ヴィトゲンシュタインはラッセルを理解できなかっただろう。

彼が最も重要と思うところ、すなわち「神秘」に対する向き合い方に関して、ラッセルは

的外れな解釈を与える、彼はそうとしか考えなかった。なぜか。われわれはそれを、「光り

輝く経験」に関する向き合い方の違いとして、以下で解釈していきたいのである。ラッセ

                                                   
4こんな哲学者がいるのか、と言われれば、沢山いる、とわれわれは答えられる。スピノザ、

ライプニッツ、ヘーゲル、ブラッドリー、ベルグソン、そして西田幾多郎は疑いもなくこ

の類の哲学者である。他にもいることは否定しないし、境界にある哲学者もいるだろう。

一つ確かに言えることは、ラッセルは違うということだけである。 
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ルは、科学的な人であった。ゆえに、ヴィトゲンシュタインが表現しようとした「光り輝

く経験」、すなわち「神秘」を、「語ろう」とする。彼にとってそれは、公共の場にもたら

され、意味を解明されねばならないものだった。彼にとって、「神秘」を「語りえない」と

して結晶化するように見えるヴィトゲンシュタインの態度は受け入れがたいものだったの

である。対して、ヴィトゲンシュタインは神秘を重んじる人であった。彼は、「光り輝く経

験」を大事にする。それは、世界を満たし、遍在するもの、具体的な諸物ではなくして、

しかし常にあるものである。そしてそれは、多くの神秘の体験談が口をそろえて言うよう

に「語りえない」。しかし、彼は「語りえない」で終わらない。何が語れるのか、何が思考

できるのかを定めることで、「語りえない」という神秘はどういうことかを、表現しようと

するのである。ラッセルから受け継いだ、「論理」という道具立てによって。 

本論は以下のように構成される。第一節で、われわれはラッセル哲学の特徴を、その思

想内の「科学」の位置づけを考慮に入れつつ明らかにしていく。論理主義の実践を経て形

成されたその哲学を、われわれは「明晰の哲学」と名付けるであろう。第二節で、われわ

れはヴィトゲンシュタインの『論考』を解釈していく。それは、世界に満ち、遍在するも

のについての書であり、明確に宗教的色彩を帯びている、とわれわれは考える。そして、

その前提のもと、『論考』を「語りえぬものについては、沈黙しなければならない」という

「神秘」に関する結論からはじめて、逆に解釈していく。 

 

１ 明晰の哲学 

われわれが以下で描き出すのは、ラッセル哲学のあり方である。哲学のあり方とは何な

のか。それは一つには、その哲学の特殊なあり方を含む。すなわち、その哲学が、どのよ

うな方法で、何をよしとし、何を排除し、何に関心を持ち、どこに向かうのか、というこ

とのあり方である。しかしそれは、同時にその特殊性を排除する。それは皆が付き従うべ

き導きであろうとし、皆が受け入れるべき理念を語る。それは、このような方法がある、

とは言わない。公共的主張として、こうすべきである、と説く。それは、受け入れられる

に値するあり方を主張するのである。われわれがラッセル哲学の解明で行おうとするのは、

この二つの要素の総合である。われわれはそれを、「明晰」という概念を巡って行おうと思

う。「明晰」さ。それはラッセルにとって、一つの特殊な方法を導き、そして一つの主要関

心であった。そしてそれと同時に、それは一つの共有されるべき理念、そして世界への接

するべき方法であった。われわれは、ラッセルの具体的な議論に基づき、彼の哲学におけ
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るかかる「明晰」さの位置づけを定めたい。 

 

1.1 論理主義以前 

 以上の目的のため、われわれはラッセルの数理哲学について多少触れなければならない。

なぜなら、彼の「明晰」さへの関心は、数学を論理学へ還元するという彼の数理哲学の思

想にその根を持つと考えられるからである。彼、そしてフレーゲは、論理学を通して数学

を明晰化しようとした。それは、数学にそのような基礎付けが与えられなければならず、

そして何より、その基礎付けが確かな利点を持つと考えられたからである。しかし、なぜ、

どのような脈絡で、論理学による基礎付けの必要性が生じたのか。そして、それが何に対

して、何と比べて利点を伴うものと考えられたか。論理主義、そしてそれによる明晰化の

意義を理解するためには、その必要性に関する歴史的な理解が欠かせないと思われる。以

下、われわれは論理主義を理解する上で必要な、数学における歴史的脈絡、そしてそれに

伴う論理主義の意義を確認したい。そして、彼の哲学、そして明晰さへの関心は、この論

理主義の成果に鼓舞されたものであることが、以下で示されるであろう。 

 この歴史的文脈を明らかにするには、彼らが生きた十九世紀から二十世紀初頭の数学の

状況の概観を、その特徴を明らかにした形で与える必要がある。では、彼らが生きた時代

の数学の状況を特徴付けるものとは何なのか。それは、大きく分けて二つあると考えられ

る。一つは、その分野における、「前進的」な発展である。この時代は数学のみならず様々

な学問が飛躍的に発展したが、この時代の数学も、一つにはこの発展の文脈において理解

できるであろう。例えば、代数学においては、現在知られている群、体、線形空間などの

基本的な概念が登場することによって、それまでは雑多な計算体系の域をでなかった当分

野が一つの統一的な観点から考察されるようになった。その重要な成果として、それらの

概念の応用により古来知られていた様々な数論の問題に解決が与えられたということが挙

げられるであろう。また、多様な分野における、統計やランダム性に対する厳密な考察の

必要性は、数学において確率論の誕生、発展をもたらした。物理的な運動に対する応用可

能性に限定されない、（複素数も含めた）より広い関数の挙動の研究は解析関数の発展へと

つながるものとなる。われわれは、枚挙に暇がないこれらの数々の発展を事細かにこれ以

上枚挙する必要はないであろう。われわれにとって重要なのは、数限りのない枚挙ではな

く、これらの発展がどのような意義をもったかである。ではそれは何なのか。われわれは、

その特徴は次のように述べることができると考える。すなわちそれら数学の発展は、新た
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な数学分野の形成、既存の数学分野における新たな概念の発見、それに対する技術的な進

展、そしてそれまで個々雑多に見られていた事実の統一的な観点の下での理解をもたらし

たものである、と。これらは歴史的に見て大きな前進であり、重要な意義を持つことは否

定できない。しかし、われわれはこれらについて以後触れることはないであろう。なぜな

ら、この発展は比較的数学内部におけるものであり、これに対して数学者以外のもの、と

りわけ哲学者が何かの主張を行うことは少なかったと考えられるからである。もちろんそ

れは、この発展の中に全く哲学的要素が皆無であったということを意味するものではない。

上述において触れられたとおり、代数の発展の歴史を考えるならば、個別的な計算体系が、

様々な代数的概念、例えば群、環、体、イデアルなどとして包摂され、一般的概念の元に

考察されるようになったのは哲学的に興味深い事例を与えていると思われる。しかし、こ

のような概念的発展はあくまで代数学内部での話であった。それは、哲学者がそれについ

て議論を行い、その哲学的意義を問う対象ではなかったと考えられるのである。 

 では、本来数学の議論でありながら、哲学者がそれについて議論を行い、その哲学的意

義を問うような数学的概念、あるいは対象があったのだろうか。われわれの主張は、まさ

にこのような概念や対象が論理主義と密接に結びつくものであったというものだが、その

ためにまずは上述の数学の特徴の二つ目のものについて考察しよう。それは、既存の数学

的概念を脅かす「後退的」発展という、一見すると矛盾しているものとして理解できる。

その代表的な例としてわれわれは二つのものを挙げたい。一つは、ヴァイエルシュトラス、

デデキント、カントールらが提案した、新たな数の基礎付けである。彼らは、当時解析の

文脈で登場していた極限や基本列の概念を、数の、とりわけ無理数や実数の構成に用いた。

そして、その際重要だったのは、特に後者二人が、この基礎付けを厳密に与えるため、現

在の集合論の先駆けとなる体系を考案し、整備したということである。その重要性は、こ

の数の構成の道具としての集合論的枠組みから、彼らが数において新たに「無限」という

要素を導入したということから理解できるであろう。特にカントールは、彼の集合論的な

道具から、無限数と、無限数の間の区別を与える濃度という概念を含んだ新たな数的体系

を提唱したことで知られる。彼らにとっては、ある構成手法と数学的概念を用いて、この

新たな数を生み出すということは、何ら矛盾することではなく、彼らの方法から「正当な

仕方」で導き出される帰結だったのである。もう一つの例は非・ユークリッド空間である。

非・ユークリッド空間とはユークリッド空間における平行線公準が成り立たないとしたと

きの幾何学の総称であるが、それはもともと、その非・ユークリッド空間が存在しない、
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言い換えると存在すると仮定すると矛盾するということを示す過程で、結局その矛盾が導

けないことが示されたことで導入されたものであった。「空間」はせいぜい一つであること

を示すための努力は、その結果として、「いくつもの空間」が「正当」な手続きによって可

能であることを示すこととなり、多様な幾何学が生まれたのである。 

 では、なぜわれわれが挙げた二つの例が「既存の数学的概念を脅かす」ものであったの

か。それは、上記の二つの例が単に、数学において新しい対象が導入された、ということ

のみを示すだけではなかったからである。それは、既存の数概念、あるいは空間概念との

軋轢を示し、またこの軋轢に対して、哲学者、数学者は様々な態度をとることが可能だっ

たのである。どういうことか。まず、数の構成、とりわけ無限数について考えよう。数と

は何であるかという問いは、数学的な問いでありながら、哲学者が様々な仕方で扱ってき

たものでもある。代表的なものとしては、形式としての時間という、継起の可能性を与え

るものとして数を捉えるカント的な思想や、J. S ミルの、外的事物の抽象化として捉える

ものなどがあるだろう。しかし、哲学者が与える数的概念の考察の多くは、カントールら

が与える数の構成、とりわけ無限数を正当化するものではなく、むしろそれと対立するも

のであった。継起の可能性を与えるものとして数を捉えるならば、その継起の極限と考え

られる無限数は当然この継起の中には存在しないものである。また、数が外的事物の抽象

化であるならば無限を対象化するのはなおのこと困難であろう。こうした事情において、

「何が間違っているのか」ということに対して様々な立場が可能であるということは容易

に理解できることである5。一つには、カントールの数的体系を認め、既存の哲学的な数の

捉え方を作り直すという立場が考えられる。これはヒルベルトやラッセル、フレーゲ的な

立場であった。そして、逆に既存の数の捉え方を正しいものと見なし、カントール的な数

体系を認めないということも考えられるであろう。後者の立場からは、「無限数」はそもそ

も数ではないのである。哲学者以外にもこのような態度をとったものとして有名なのは、

カントール的な数概念に激しく反対したレオポルド・クロネカーであろう。非・ユークリ

ッド幾何学においても全く同様の議論が可能である。空間を、カント的な「直観の形式」

と捉える立場からは、空間というのはユークリッド空間と同義となる。その立場からは、

公理の多様性により様々な空間が存在するということはありえないことと考えられよう。

                                                   
5これに付随することとして、当初ラッセルはカントールの無限数に関わる概念を矛盾する

ものであると考え、退けていたことを指摘しておきたい。Bertrand Russell, “On Some 

Difficulty of Continuous Quality,” in Nicholas Griffin and Albert C. Lewis(eds.), The 
Collected Papers of Bertrand Russell , vol. 2, London, Routledge, 1993, pp. 51-52 
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彼らにとって、非・ユークリッド空間は「空間」ではなかった。ある体系が無矛盾である

ということは、それが空間であることを正当化するものではないのである6。 

 以上によりわれわれが強調したいのは、この新しい数学的概念、あるいは対象の導入に

よって生まれた、数学的対象の理解、あるいは基礎に関する上述の緊張関係である。それ

が「既存の数学的概念を脅かす」と言いうる理由はいまや明白であろう。カントールによ

って、あるいは非・ユークリッド幾何によって導入された「数」、「空間」は、単なる概念

の拡張ではなかった。それらについて肯定的な、あるいは否定的な態度を取るにせよ、そ

れらは「数とは何であるか」、「空間とは何であるか」という、数の基礎、空間の基礎とい

う問題を、今まで素朴に受け入れてきた数の理解、あるいは空間の理解を巻き込む形で引

き起こさざるをえないものだった。それは、いわば数学にとって「後退的な」事態だった

のである。前者に関しては、カントール的な数は「最大の基数」や「最大の順序数」とい

うパラドックスを引き起こすものであり、さらにこの基礎の問題を複雑にする性質のもの

だったのであったということを付言しておきたい。 

 われわれは簡単に十九世紀から二十世紀初頭までの数学の流れを説明してきたが、上述

のことを踏まえたうえで「論理主義」という思想的立場がどのように明確化されるだろう

か。われわれは、「論理主義」という数学・哲学上の立場は、この緊張関係に対する態度と

して理解できると考える。すなわちそれは、数学の発展によって生じた、上述の意味での

「基礎の危機」に対する立場と言えるのである。では、ラッセル、あるいはフレーゲの、

新しい数学的対象、あるいは概念に関する態度はどのようなものだっただろうか。上述で

触れたように、彼らは、上で挙げられたものも含めた、新しい数学的対象や概念には好意

的であった。しかし、彼らは同時に、それらの対象や概念が根無し草的に導入されること

が許されるものではないと考えており、またその基礎付けも十分になされていないと考え

ていた。このような状況で彼らが主張するのが、上記の緊張関係の緩和、そして新たな、

数学的対象を捉える枠組みとしての論理主義、すなわち「数学は論理学に還元される」と

いう提案であった。それは、新たな数学的対象を容認するために求められる、「数学とは何

か」に対する彼らの見方であり、上記の軋轢に対する応答だったのである。 

                                                   
6ラッセルの初期の論文は、このような幾何学の発展の中で、「何が幾何学（空間）なのか」

を問うものであった。その際彼は、「空間は外的表象の形式である」というカント的立場を

とり、この観点から様々な幾何学を「正当なもの」とそうでないものとに分類するのであ

る。Bertrand Russell, An Essay on the Foundations of Geometry, New York, Dover, 

1956. 
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1.2 論理主義の内実 

では、この主張のために彼らが具体的にしなければならなかったことは何なのだろうか。

この主張のために彼らが行ったことは多岐に渡るが、われわれはこれを、「数学の革新」と

「数学の保守」という二つの観点から以下で考察したい。 

 まず「数学の革新」という観点である。「数学は論理学的概念から構成できる」とする主

張は、当然ながら旧来の数学の対象や命題に関する捉えなおしを含むものであった。それ

は、彼らの立場から、それらを含む数学の本体を構成しなおすことを意味していたのであ

る。では、これに付随して彼らが具体的にしなければならなかったこととは何だったのだ

ろうか。それは、大きく三つに分類できると考えられる。 

まず、①そこから数学が導出されると言われる「論理学」が定められなければならない。

それは、数学を導出するという目的上不十分であった、旧来の論理学の枠組みを作り変え

ると同時に、彼らの考える論理が本当の論理であるという主張も含まなければならないも

のであった。彼らの主張は、まず「論理とは何か」ということに対する捉えなおしを含む

ものでなくてはならなかったのである。 

そして、②具体的に数学の特定の分野を構成しなければならない。われわれはこの構成

の具体的な部分に触れることはせず、その大まかな方針だけを示そう。その構成において

は、まず、この特定の分野に固有の出発点（と公理）を定めることが求められる。例えば、

ユークリッド空間に関する論理主義による構成を考えると、そのためにはまず、ユークリ

ッド空間に関する固有の対象や公理が定められなければならない。しかし、どのようにし

てか。ラッセルは「分析」によるという。つまり、われわれがその分野において現に受け

入れている様々な対象や定理を「分析」していき、これ以上分析不可能な対象や公理を特

定していくことで、それらは見出されるのである。そして、この「分析」の後、この分野

に「固有の」対象、公理と、分野の特殊性によらない、数学全体に共通の「一般的な」論

理的公理、並びに論理的対象を用いて、そしてそれのみを用いて、この固有の領域を、論

理的な空隙のない「証明」によって再構成する必要がある。その証明では、例えば「三角

形の角の和は 2 直角である」という定理は、最初に定めた対象と公理「のみ」によって証

明される。そこに現れる「図」やその対象に関する直観は本質的なものではなくなるので
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ある7。 

最後に、③このように構成された体系がまさに「数学」であるということを正当化しな

ければならない。このことは次に考察する論点と重なる部分があるのだが、これと関連す

るのは、②で述べられたように、彼らが数学を、明示的になっている論理的な規則と公理

からなる対象、そして証明によって再構成しようとしたことである。彼らは、数学の各々

の対象、命題が、この「明示化された規則と公理」を用いて適切に構成され、意味が与え

られているということを、数学が満たさなければならない条件と考えていた。逆に彼らは

この条件を満たさない数学観を、数学に相応しくないものであり、数学に余計な要素を混

入させるものであると考えたのである。具体的にこれは数学における直観（カント）や心

理的要素（心理主義）の混入の批判として形をとった8。のみならず、彼らはときに現状の

数学もこの、「それを導くために何を用いたのか」という点の不十分さから批判したのであ

る9。 

 以上で述べたのは、論理主義的観点からの、数学の本体の新たな構成である。しかし、

論理主義はこのように数学に対して一方的な関係をもつものではない。論理学によって数

学を構成する、という主張は、その構成されたものが「数学」でなければ意味がないもの

となるであろう。どういうことか。例えば、われわれは、論理的概念で翻訳された意味に

おいて、「1+1=2」を導出できないような体系を「自然数の体系」とは言わないであろう。

また、構成された実数の体系に通常知られている演算が導入できないならばそれは実数の

体系ではないのである。われわれは、自然数、実数の体系ということで、ある命題が成り

立つこと、あるいは対象がある関係を持つことを期待する。もし期待が根本的な部分で裏

切られたとすると、それは「何について」の体系なのかがわからなくなるであろう。それ

が「自然数論」、「実数論」を名乗るならば、この期待があまりに損なわれることは避けね

ばならない。言い換えると、それは現にある数学的理論の対象、あるいは命題の理解に依

                                                   
7フレーゲについてはどうか、という疑問があるかもしれない。フレーゲの場合、彼の仕事

は算術の基礎付けに限られ、幾何学の基礎付けは明示的には行われないからである。しか

し、それは次のように説明できる。フレーゲの場合、算術の基礎付けは「算術に固有の公

理」と「論理的な公理」ではない。算術の基礎付けは、「論理的な公理」のみによって行わ

れる。つまり、フレーゲの具体的な基礎付け作業は、「分野に固有の公理」と「論理的公理」

が必要だという本論の主張における、「分野に固有の公理」がない場合、つまりその特殊例

だと考えられる。次を参照。Gottlob Frege, Die Grundlagen der Arithmetik, Hildesheim, 

Georg Olms, 1961, pp. 79-96. 
8Bertrand Russell, Principles of Mathematics, London, Routledge, 1992, pp. 4-5. 
9 Frege, Die Grundlagen der Arithmetik, pp. 1-4. 
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存し、それを損なうものであってはならないのである。これが、論理主義の「保守的な」

側面と言えるであろう。 

 実は論理主義の歴史にとって、この数学の保守という側面の方がこの主張に負荷を与え、

この主張内部の論理に変革を迫ったものであった。それは、上述において触れたとおり、

数学を明示的に構成されるものとして捉える数学観が強く関係するのであり10、その苦心

をわれわれは彼らの立場の「強さ」と「弱さ」のバランスの調整として理解することが出

来る。まず「強さ」とはどういうことか。彼らの立場からは、例えば自然数の体系は論理

的概念によって構成されるものである。しかし、われわれが正しいと認める命題が、彼ら

が明示的にした公理と規則のみによって構成できるとは限らない。もしその構成が、既存

の自然数論で正しいと認められる命題を導かなければ、それは「自然数」の構成とはいえ

ないのである。この、正しいと認められる命題が適切に導かれることを示すことは、論理

主義の立場からは示さねばならないことなのである。すなわち、彼らの立場に課された固

有の使命の一つは、彼らの論理学が、数学を十分に構成できるほど、正しいとされる命題

を導くことができるかを示すことであり、この証明力が「強さ」ということなのである。

では「弱さ」とは何なのか。それは、彼らの立場から、数学の正しいとされる命題以外の

命題が導かれないことを示すことである。この努力は、彼らの構築した体系が「無矛盾」

であるということを示すことに注がれたと言ってよい。なぜなら、彼らが数学を導くため

に普遍的に用いる論理の規則は、矛盾とともにあらゆる命題が証明可能となってしまうも

のだからである。もちろんこの事態は、彼らの体系が「強すぎた」ことを示すものとなっ

てしまう（この体系は確かに全ての正しいと認められる命題も導くことが出来るであろう

が）。彼らの立場に課されたもう一つの固有の使命、それは、彼らの体系が無矛盾であるこ

とを示すことであった。 

 さて、われわれはフレーゲ、ラッセルによる論理主義の主張を、「数学とは何か」という

問いへの答えに動揺があった時代の中での、それに対する答えとして解釈したのだが、実

際上彼らの立場はどのくらいの妥当性を持っていたかは当然明確にされるべき問いではあ

る。しかし、それは上述のパラドックスの出現、またそれへの対処による「論理」の性質

の変化への評価が関係するので、それを詳述するのは本論の目的から逸れることになる。

                                                   
10もちろんこれは直観主義と同一の立場ではない。彼らの立場は、既に（イデア的なもの

として）ある数学的本体を構成し直す、というものであり、その構成に関して直観主義の

ような制約は設けないからである。 
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かわって、この新たな数学に対する見方に対して、本論と関係する形でラッセルがどのよ

う点を利点と見ていたかを述べたい。数学を明示的になった道具を用いた証明により構成

されるものと考える見方は、まず彼が数学に関係ないものと見なした、直観や心理的要素

の混入を排除できると考えられた。むしろ彼は、従来の証明概念の不備がこのような要素

の混入を許していたと考えていたのである。彼の整えた論理、そして証明の体系が『数学

の原理 (Principles of Mathematics)』(1903)(以下『原理』）において「純粋数学」と呼ば

れているのは、この「混入」がないことの強調と考えられるのであろう。また、このよう

に構築された体系では、構成されたものの関係が見やすくするという利点があるとラッセ

ルは考えた。それは、数学的命題の証明に用いられた規則をみることで明らかになる。す

なわち、構成された証明に何が用いられたかを考察することで、命題間の論理的関係、す

なわち、この命題からこの命題が帰結する、ということや、これらの命題は独立である、

ということがわかるであろう。彼は構成という観点のこのような認識論的側面を、論理主

義の利点の一つとして認識していたのである11。 

 以上をまとめよう。論理主義とは、数学の発展により揺らいでいた、数学的対象、ある

いは概念に対する基盤を提供するものとして主張されたものである。それは、直観や心理

的要素を数学に混入する見方に対して、数学を「論理」により構成するものと捉える数学

観であった。この妥当性を示すために彼らがしなければならなかったのは、①数学を導く

ために必要な「論理」を作り出し、また数学の特殊な分野に固有の対象や公理を定めるこ

と、②それによって実際に数学が構成できることを示すこと、③その体系が既存の数学理

解を損なわないこと（無矛盾性を示すこと）であった。このように構築されたシステムは、

「明示的にされたもの」以外のものを用いないということで、先にあげた、直観や心理的

要素のような数学に関係のない要素の混入を防げると共に、証明、あるいは構成されたも

のの間の論理的関係が明瞭になるという利点を有すると考えられた。論理は透明にし、純

粋にし、明晰にする。ラッセル、そしてフレーゲが掲げた論理主義は、このようにして数

学を見、そして構成すべしという思想だったのである。 

 

                                                   
11 Bertrand Russell, “The Regressive Method of Discovering the Premises of 

Mathematics,” in Douglas Lackey(ed.), Essays in Analysis, London, Allen & Unwin, 

1973, pp. 282-283. また、われわれは二人が全く同じ見解を持ったと誤解されることを避

けるためフレーゲについては触れなかったが、フレーゲも同様の見解を持っていたという

ことは『算術の基礎』において明確に述べられている。Frege, Die Grundlagen der 

Arithmetik, pp. 99-105.. 
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1.3 数学から哲学へ 

 この節では、以上で述べられた論理主義の特徴を踏まえたうえでの、ラッセルの思想の

特徴が論じられる。彼の論理主義の歴史は、1900 年パリで開催された国際数学者会議での、

ペアノとの邂逅からはじまったと言える。以来彼は、数学は論理に包摂できるという直観

の導きの元にこの立場を推し進めていき、最終的にそれは『プリンキピア・マテマティカ

(Principia Mathematica)』(第一巻 1910、第二巻 1912、第三巻 1913)（以後『プリンキピ

ア』)において結実した。他方で彼はこの間哲学者でもあり、伝統的な哲学的概念や同時代

の哲学者（イギリス観念論、マイノング、プラグマティスト等）対して彼独自の仕方で批

判を加える一方、記述の理論や、以下で論じる多関係理論など様々な哲学的成果を残して

いる。ラッセル哲学の理解において重要なのは、当然ながらこの二つの領域の関係であろ

う。ここで、この関係の理解に関してわれわれが注目したいのが、彼が『プリンキピア』

以降明確化することになる、彼独自の哲学的方法である。その方法とは、論理による数学

の構築においてもたらされた利点を、哲学に応用するというものであった。われわれの以

下の目的は、このことを検討することで、彼の思想における論理学と哲学の結び付きを、

この方法が哲学にもたらす利点を明確化しつつ具体的に考察するとともに、そこから彼の

「明晰の哲学」としての特徴、そしてその理念を明確にすることである。そして、それは

上述において、論理主義の哲学的側面を論じたとき既にある程度は準備されていたという

ことができる。すなわち、上述では、論理による数学の構築が論じられたが、この構築を

哲学に移し替えることが、そのまま彼がプリンキピア以降明確化した、そしてそれ以前に

も既に暗黙のうちに有していた哲学的方法となるのである。 

 では具体的に考察しよう。ラッセルは『プリンキピア』執筆以後、数学の仕事は一段落

したと考え、本格的に哲学に取り掛かるのだが、彼は数学から哲学へと、不連続にその分

野を変えたわけではなかった。われわれは 1.1、1.2 節において、彼は数学においてある種

の哲学的問題に携わらざるをえなかった（「数」に関する自らの立場の正当化、心理主義の

批判等）ことを見たが、それは、彼の論理主義の立場が、そのまま哲学的問題に対する対

処の方法を現していることをも示しているであろう。彼は、『プリンキピア』以後、論理主

義が潜在的に有していたこの哲学的問題への対処の仕方が、そのまま哲学の方法となりう

ることを自覚することになるのである12。 

                                                   
12この移行を具体的に論じた考察として、次を挙げる。”The Collected Papers of Bertrand 

Russell,” John G. Slater(ed.), vol. 8, London, Allen &Unwinn, 1986, pp. xi-xxvii. 
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われわれはその実践例を、公刊された著作としては『プリンキピア』の次のものに当た

る『われわれの外的世界の知識』(Our Knowledge of the External World)(1914)において

見てみよう。彼はこの著作において、まず「データ」(data)の「分析」を行う。「データ」

とは、彼によると、さしあたってはわれわれに与えられているもの、である。それは例え

ば、机、パソコン、イスなどの諸物、人間、犬、動物などの概念、青さ、高さ、硬さなど

の性質、数、図形、イデアルなどの数学的諸物や概念である。それらは彼によると、不明

瞭だったり、漠然としていたり、混乱していることもあるという。そして、彼はその中か

ら「ソフト」なものと「ハード」なものを区別する。彼は、この区別は一種の程度の問題

にすぎないことを断りつつ、それを次のように説明する。すなわち、「ハード」とは、その

実在が批判的な吟味に耐えうるものであること、そして「ソフト」とはその実在が多かれ

少なかれ疑わしいものである。そして彼は、この「ハード」なものとして「センスデータ」

(sense data)と「論理法則」があるというのである13。 

彼の「分析」はこれでよいとしよう。では彼の「構成」はどうか。それがまさに、タイ

トル通り「外的世界」なのである。「先に述べられたこと正しいのならば、われわれは感覚

の世界と物理学の世界をつなげるという試みと向きあうことになる。そうすると、われわ

れの一つの仕事は、物体概念を、この概念と歴史的に結び付けられていたアプリオリな信

念なしで構成する、ということになるのである14。」彼は「構成」する。何によってか。そ

れは、「ハード」なものによってである。それは、彼によると「センスデータ」と「論理」

であった。後者は、もっと具体的に言うと「集合論」である。彼は、物体を「センスデー

タ」の、推移的で対称的なある関係を満たす集合であるとする。これは、ある机は、その

机を（可能性も含めて）見ているセンスデータの集合である、ということの抽象的な表現

である。彼はこのように「物体」を取り決める。そしてその他、空間的性質、時間的性質、

数学的概念等が、実はこのように「構成」されることを示すのである。もちろん、彼はこ

の「構成」が、先に述べた意味で「保守的」であることに非常に気を配る。これが物体だ、

というだけでは、誰もそれを認めないだろう。これを物体と見たときに、何も不都合はな

い、彼はそう主張する。例えば、それは、事実公共的であり、誰にでもアクセスできる。

なぜなら、その物体は、あるセンスデータの集合だが、ある人がそれを見ているとき、そ

のセンスデータは定義上必ずその物体に含まれるからである。そして、このようにして彼

                                                   
13Bertrand Russell, Our knowledge of the External World, London, George Allen & 

Unwin, 1952, pp. 72-78. 
14Ibid., p. 110. 
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は、われわれが「外的世界」と思っているものを、それの理解を損ねずに「ハード」なも

のから「構成」可能であることを主張するのである。 

 もちろん、先の「ハード」なものは、文字通り彼の思想の中で「ハード」なのではない。

彼の思想が変遷するにつれて変わっていくのである。しかし、その基本的な「分析」と「構

成」という枠組みは、『心の分析』（Analysis of  Mind）(1921)でも『意味と真理の探究

（Inquiry into Meaning and Truth）』1940)、『人間の知識（Human Knowledge）』(1948)

でも変わらない。彼は「何か」から始める。もちろん、それから始めることが妥当だとい

う理由を必ず添えて。そして、それから「構成」していく。心にしろ、命題にしろ、世界

にしろ、彼はそれが「最初のもの」ではなく「派生的なもの」であると主張するのである。

もちろん、この構成は、われわれがそれをそう理解する、当の理解と異なるものを生み出

すのでないことを示すのも、彼は常に忘れないのである。 

 われわれは、一つの具体例をもとに、彼の思想の方法を明確化してきた。しかし、その

方法に関して、さらにこう問うことができよう。すなわち、なぜその方法なのか。なぜ哲

学がその方法で進められるべきなのか、と。しかし、論理主義とそのメリットを考察して

きたわれわれには、この答えに関する手がかりが既にあると考えられる。論理主義のメリ

ットとは何だったか。それは、一つは「分析」により得た対象の明晰化である。われわれ

は「分析」により、既に受け入れているものから、対象を取り出す。それは、その分析の

際に、それとして取り出され、明らかにされるものである。そしてもう一つは「構成」で

ある。分析で認められたものだけから諸物が組み合わさって「構成」されるのであれば、

それ以外のものは混入されないことになる。とりわけ、それには心理的対象が含まれず、

よって各人に相対的な対象が数学に混入することもなくなる。また、その構成は、上述に

おいて明らかにしたように、論理的関係の明確化に寄与する。何から何が導かれるのか、

何と何が独立で、何と何が相反するのか。論理をもとに構成するとは、このような命題、

対象間の関係を明晰化することに他ならないのである。 

論理主義の遂行のための「分析」と「構成」によるラッセルの哲学的方法の利点を、こ

のことを踏まえた上で明らかにしよう。われわれが上の具体例でみたように、彼のこの哲

学的方法は、まずこの構築がどのような存在者にコミットしているかを明らかにする。す

なわち、分析によって明らかにされたもののみが、その構築が存在論的にコミットするも

のなのである。この方法においては、それがコミットする存在者が、その身分と共にはっ

きりと明示される。しかし、なぜそれが利点なのか。考えなければならないのは、明示化
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ということは必ずしもそれだけで利点となるわけではないということである。例えば、先

の、数学の論理学的構成について考えてみよう。もし、数学が、明示化された論理的概念

のみによって構成されるのならば、確かに、そこにはこれ以外の身分を持つもの、例えば

われわれの個々の直観などの心理的要素は含まれず、よって心理的要素に関する問題を数

学から排除できる。これは利点と考えられるであろう。しかし、これで問題が完全になく

なるわけではない。そこで用いられる論理的概念が問題となる場合もあるからである。わ

れわれの分析の結果、あるいは構成の出発点は、間違っているか、あるいは不十分もしれ

ない。それがいくら「純粋」な論理的概念でも、である。しかし、ここで、われわれが扱

っているものが明晰であることの利点が、明晰でない時と比べて明らかになる。なぜなら、

上のように存在者に関するコミットを明確化するならば、少なくともそのコミットに関し

て「何が問題であるか」が明確化されるからである。何にコミットしているのかわからな

い状況では、何が混入し、何が問題となるかどうか自体がはっきりとしない。ある哲学者

はあることを問題視し、ある哲学者はある存在者を混入させる。このような状況では議論

自体が成り立たないであろう。それは、同じ道を行ったり来たりの繰り返しになりかねな

いのである。それに対し、ラッセルは、前提を明確化し、われわれがどのような問題と向

き合っているかを明確化する。それにより、彼は哲学にある見通しをたてるとともに、そ

れが不毛な論争になることを避ける。それは、一つの道を定め、歩いていくことに例えら

れよう。方向が明確に定まっているならば、われわれは行ったり来たりせず、着実に進ん

でいけるのである15。 

                                                   
15さて、われわれがこれまで論じてきたことは、彼が『プリンキピア』以降に明確化した

哲学的方法である。それは、確かに中期以降の彼の哲学的特徴を与えていると考えられる

が、それがそのままラッセルの哲学一般に、とりわけ初期の思想にまで当てはまるかは疑

問に思えるかもしれない。彼の初期の思想に、上記のような明確な方法論が見出されるか

どうかは明らかではないからである。しかし、われわれは、この方法はラッセルの初期の

ころから潜在的にあったものであると考える。まず一つに、われわれは「分析」や「構成」

が、既に『原理』において、ラッセルの思想にとって数学、哲学両面で重要な概念として

表れていることを確認できる。彼は『原理』において、「われわれの方法は分析の一つであ

り、よってその方法において哲学的である」と述べているのである (Russell, Principles of 

Mathematics, p. 3)。また、われわれは彼の初期の代表的な論文「表示について (On 

denoting)」(1905)を、前提されている論理的概念を用いて、表示句を含む命題を「分析」

し、本当に存在するとされる要素を明示化することをその目的としていると理解できるで

あろう。その結果「表示句」は「存在しない」ものとなったのである。後に述べる、「判断

の多関係理論」でも、彼は命題の「分析」と「構成」に関心を払いつつその独自の理論を

展開するのである。このことを考えると、上記で述べられたことは、ラッセルが初期のこ

ろから既に有していた方法を、自覚化、先鋭化し、断片的だった彼の哲学的手法を系統立

てて一つの方法論にまで高めたものであると見ることができるであろう。言い換えると、
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 われわれの本章の目的はラッセルの哲学的方法を描き出すことであった。われわれは、

以上に述べられたことを根拠に、その方法を「明晰の哲学」と総括することで、その目的

が達せられると考える。われわれは上述において、彼の哲学的方法を確認した。それは、

まずある哲学分野における所与のものを分析することで、その真の構成要素を「明晰」に

することからはじまる。それにより、その哲学が何からはじめなければならないか、そし

て、何を問題にし、何を問題にする必要がないかが明確化されるのである。そして、それ

はその構成要素から当の分野を構成することで、その構成されたもの同士の関係を「明晰」

化する。それは、（心と物のように）その構成なしでは曖昧であり、あるいは問題含みのも

のであった関係を明瞭化し、それに伴う哲学的な負荷を軽減することができるものなので

ある。彼は、数学において、哲学において明晰であることに気を配り、それを目指す。そ

の明晰化は彼にとって、数学、哲学において、それなしで生じる様々な問題を回避し、数

学、哲学を確かな成果として保持するための方針だったのである。 

 しかし、この総括は問題を持たないだろうか。その特徴はあまりにも弱すぎるように見

える。なぜなら、哲学に携わるものなら誰でも、多かれ少なかれ明晰さに気を配るからで

ある。明晰さは、ラッセルのみのものではない、普遍的な関心である。その普遍的な、言

い換えるとありきたりな関心がラッセルの特徴であるとするならば、われわれはラッセル

の哲学をあまりにも特徴のないものとして描くことになるであろう。われわれは上の主張

を変えるつもりはない。しかし、その主張を意味あるものにするためには、われわれはラ

ッセルにおける明晰さをもう少し深く考えなければならない。それが確かに彼の「哲学」

を示していると言いうるために、である。 

 そのためにわれわれが注目したいのが、ラッセルにおいてこの「明晰」さがどのような

理解と結びついているかである。そのため、われわれは彼の論文「哲学における科学的方

法(Scientific Method in Philosophy)」(1914)を参照したい。彼の「明晰」さの理解は、彼

の科学の理解と密接に結びついているからである。まず彼は同論文において、科学と対比

する形で、哲学における一つの後進性を批判する。彼によれば、その後進性は哲学の「不

明瞭さ」に起因すると言う。すなわち彼は、哲学はその不明瞭ゆえ、他者にその内容が理

解されず、そこで何が問題点であるかが共有されず、よって発展が困難であり、その時代

ごとに、あるいは個人個人によりその都度新しく構築されねばならなかったと考えるので

                                                                                                                                                              

彼の「分析」、「構成」という手法は、初期の頃より既に、数学、哲学的な側面両方におい

て用いられていたと考えられるのである。 
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ある。それは前で指摘した明晰でない時の事態と同じであろう。確立せず、進まず、同じ

道を行ったり来たりする。同じ問題を各人が各様に考え、争う。そしてそれが時代ごとに、

似たような形で繰り返される。それが哲学の全てではないにしても、ラッセルは確かに哲

学にこのような悪弊を見ていたのである。では、それに対する彼の言う「科学的」である

とはどういうことか。彼が「科学的」というときに意味することは、上の哲学におけるの

とは全く逆の状況であった。つまり、科学は、その扱っている概念や対象が明確に限界付

けられているからこそ、それらが、その問題点も含んだ形で、他者に理解され、共有され

ることが可能となる。よってそれは一人の孤立的な努力ではなく、他者とのコミュニケー

ションにおいて発展が可能であり、哲学におけるようにその都度新しく作り上げるという

ような無為な労力を使う必要がない16。それは、確立し、進んでいく。共有され、継承さ

れ、発展していく。それは豊かになっていく。彼は、哲学が、そうあらねばならないと考

えたのである。そして、そのためには、そのコミュニティーの成員が「明晰」さを目指し、

大事にせねばならないであろう。哲学者が共有して持たねばならないものが、このように

理解された意味での「明晰」さへの関心である。彼は「科学的」ということで、確かに自

身の哲学的方法そのもののことを述べることもあるが、それ以上に彼は、それによってこ

のような、哲学共同体におけるあるべき議論状況のことを述べているのである。 

 ラッセルのこの、自らの方法に関する理解は、われわれの先の要求を満たすものではな

いだろうか。彼は、誰しもが持つありきたりな「明晰」さという関心を持っていたわけで

はない。彼が「明晰」さと共に有していたのは、哲学の一つの理念であり、その行為が行

われるあり方における、一つの理想である。彼にとって哲学が「科学」であるというのは、

他者、共同体、発展の文脈に哲学を置くということを意味する。哲学をするということは

彼にとって、ある特殊なテーマにおいて、他者を理解し、自分も理解されるという状況の

中に自らを置くことなのである。そこにおいて、利点や問題点が共有される。そうするこ

とで、われわれは他者の理解に伴い、自らも発展し、また自分が理解されることで、より

他者の見識が深まるのである。また、われわれのすることは間違いを含むかもしれないが、

このような状況に身を置くことで、われわれは誤りを訂正する機会をより多く得ることに

なるであろう。彼が描いていたのは、このような状況であった。そして彼にとってこの理

想を貫くのが「明晰」さである。これを目指すからこそ、われわれは、悪しき哲学（と彼

                                                   
16 Bertrand Russell, ‘”Scientific Method in Philosophy,” in John G. Slater (ed.),The 
Collected Papers of Bertrand Russell , vol. 8, London, Allen &Unwinn, 1986, pp. 70-73. 
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が考えていたもの）におけるのと違い、「孤立」せず、理解しあえる。深遠、高尚さを装い、

各々がその都度新しく別のことを、理解もしあわないまま主張する状況と違い、「明晰」で

あるからこそわれわれは他者を理解、賞賛、あるいは批判できる。彼は「科学的」という

ことで、明らかに一つの、われわれの哲学におけるあるべきあり方、それに向き合うべき

態度を語っているのである。われわれが「明晰の哲学」ということで理解するべきなのは、

一つにはその「明晰」さを体現する彼独自の具体的な方法である。しかし、その方法と共

に彼が「科学的」ということで表現する、哲学の議論状況におけるこの理念、理想こそ、

彼の哲学をありきたりな関心である「明晰」さから区別する特徴となると思われるのであ

る。 

 

2 ヴィトゲンシュタインとラッセル  

 われわれは、前節においてラッセルの哲学の方法を明確化した。彼は自ら明晰であろう

とし、また他者にも明晰であるよう求める。そして科学に倣い、哲学を、明晰さの土台を

もとに、進化、発展させようとする。短く述べるとラッセルの方法はこのようなものであ

る。これは、確かに非常に殊勝で、非のうちどころのないものに思える。誰もが、森で迷

ったときのごとくに、行ったり来たりを繰りかえすのは嫌うはずである。誰もが、同じと

ころに留まるよりは、先人の道標をたよりに、先へ進んだほうが良いと考えるであろう。

哲学の場合でも、それは例外ではないように見えるのである。しかし、彼と彼の哲学に相

反する人物、そして哲学が彼の前に現れた。それは言わずと知れたヴィトゲンシュタイン

であり、そしてその哲学である17。「語りえぬもの」がある。その哲学は、そう主張する。

そしてそれについて、沈黙せねばならないという。それは、語らず、明晰にせず、共有せ

ずに、止まれというのである。しかし、ラッセルはあえてそれを語ろうとする。二人は相

容れなかった。以下でわれわれは『論理哲学論考』(Tractatus logico-philosophicus)（1918）

（以下、『論考』）を手掛かりに、この「語りえぬもの」への二人の向き合い方への違いを

解明していく18。その違いは、まさに二人の哲学にとって、また生にとって、何が重要な

のかを如実に表す違いなのである。 

                                                   
17われわれが扱うのは前期の哲学である。 
18本論は、ヴィトゲンシュタイン著、『論理哲学論考』、（野矢茂樹訳、東京、岩波文庫、２

００３）を主に用い、本論で引用した箇所に関しては、その原文を、Ludwig Wittgenstein, 

“Tractatuslogico-philosophicus(1921),”(inTractatuslogico-philosophicus; Tagebücher 
1914-1916; PhilosophischeUntersuchung, Frankfurt, Suhrkamp, 1989)において確認し

た。 
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 そのため、われわれはまず、ラッセルが「語りえぬもの」についてどう考えていたかを

確認すべく、彼の『論考』の解説を見ていきたい。ところで、彼はその解説で何をしなけ

ればならなかったか。それは第一に、ヴィトゲンシュタイン寄り添い、その理解に徹する

ことであった。『論考』は非常に独自のスタイルで書かれており、その主張も一見奇抜であ

る。それは奇妙な断定に満ち溢れ、見慣れない特殊な記号が多用されている。それはつな

がりと言えるつながりが見えず、容易に全体が見えてこない。しかし、『論考』には疑いも

なく多大な価値があるのである。ラッセルの仕事は、まさに『論考』を解きほぐすことで

あった。『論考』を、脈絡をつけた文章にし、全体をまとめあげ、一つの別の形にする。ラ

ッセルが解説において、第一に重要視した作業は、『論考』の内容を消化し、それに対して

読者が裁定を下せるよう、一つの理解可能な内容を与えることだった。繰り返そう。彼は

第一に、理解に徹しなければならなかったのである。 

 しかし、ラッセルは、解説の最後の最後で、『論考』に対する一つの自身の見解を表明す

る。それは、冒頭で述べた、「語りえぬもの」に対する、ヴィトゲンシュタインへの反論で

あった。以下、それを見ていこう。 

 ラッセルは次のように述べる。 

 

  彼が自分の立場に対してきわめて強力な議論を与えているにも拘らず、なおそれを受 

け入れることを躊躇させるもの、それは、結局のところ、ヴィトゲンシュタイン氏と 

いえども語りえぬことをたくさん語っているではないか、という点なのです。そうし 

て、疑い深い読者であれば、ひょっとすると何か抜け道があるのでは、と思いたくな 

ります。言語に階層を設けるとか、あるいは何かそのような出口が他にもあるのでは 

ないか19。 

   

『論考』は、「語りえぬもの」を、語りえぬものとして保存していない。結局のところ、そ

れは同著で語られているのである。どのようにししてか。ラッセルは、例えば、ヴィトゲ

ンシュタインが否定するところの、言語に階層を設けることによってこっそりそれが行わ

れたのではないかと疑う。ラッセルは、ヴィトゲンシュタインの言う「語りえぬもの」に

懐疑的である。「語りえぬもの」というが、そんなものは『論考』に実際にあったのか。彼

は、結局語ってしまえる「語りえぬもの」は「語りえぬもの」ではないのではないか、と

                                                   
19ヴィトゲンシュタイン、『論理哲学論考』、177 頁。 
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述べる。 

ラッセルの反論の基調が、これで分かるだろう。彼は、こと「語りえぬもの」に関して

は、『論考』は失敗していると見る。そして、彼は「語りえぬもの」は相対的なものと考え

る。それは、今の言語、今のわれわれにとってそうであるだけに留まるのである。「語りえ

ぬもの」は語れる。例えば、彼は、ヴィトゲンシュタインが「語りえぬもの」として理解

する「総体」について、あくまでそれを部分的なものと捉え、「語りえるもの」として考え

る。そして、「語りえない」と言われる真の総体など無いというのである。  

 

  これらの（語りえぬものを語ってしまっているという）困難に対して解決の道を探り 

たくなります。なるほどヴィトゲンシュタイン氏が言うように、いかなる言語も、そ 

れが有している構造についてその言語の内部で語ることはできません。しかし、この 

第一の言語の構造を扱う別の言語があるのではないでしょうか。その言語はそれ自身 

また別の構造を持ち、そうしてこの言語の階層は果てしなく繰り返されてよいでしょ 

う。もちろんヴィトゲンシュタイン氏は、階層を設けたところで、そうした階層をな 

す諸言語の総体に対して彼の議論がそのままあてはまることになる、と答えるでしょ 

う。それに対しては、言語の階層にはそのような総体など存在しない、と答えるしか 

ありません。ヴィィトゲンシュタイン氏は総体なるものについて、それらを論理的に 

語ることは不可能と主張しますが、それでも、総体なるものが存在すると考えている 

わけです。それはまた彼の神秘主義の主題ともなります。しかし、われわれの階層に 

よって与えられる総体というのは論理的に表現不可能であるだけではなく、虚構、幻 

影にすぎません。そのことを認めれば、神秘的な領域などなくもがなの想定となるで 

しょう20。 

 

われわれは、ラッセルがヴィトゲンシュタインの「総体」、「神秘」理解に好意的でない

というつもりはない。われわれは、ラッセルが理解に徹しなければならなかったことを強

調しておいた。彼は、引用で述べていない部分においてぎりぎりまで歩み寄っているので

ある。しかしそれでも、彼は「語りえぬもの」についてのヴィトゲンシュタインの結論を

回避しようとする。語れないと言われる「総体」というのは、絶対的なものではなく、そ

の都度の総体に過ぎないものである、と。彼は、「語りえない」ものなど、少なくとも『論

                                                   
20ヴィトゲンシュタイン著、『論理哲学論考』、178-179 頁。 
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考』内部ではないと結論づけようとするのである。先の引用のように、彼は、それは事実

語られていたではないか、そして、「語りえない」ものとして提出した総体など、虚構、幻

影に過ぎない、と言う。彼の主張、すなわち、何を回避し、何を結論づけようとしている

かは一貫しているのである。 

彼がなぜこうするのか、ということは、後にまた触れることとする。しかし、前節の議

論を参考に、われわれはその理由を次のように簡潔に述べることができるだろう。すなわ

ち、彼にとって、語ることは共有することである。それは他者に理解をもたらし、また裁

定を仰ぐ行為である。そして、「語りえない」で終わること、「沈黙」することは、それを

拒否することである。こう考えると、前節でわれわれが確認した彼の哲学的特徴は、彼の

「語りえないもの」に対する態度を十分説明するだろう。すなわち、「語りえない」こと、

「沈黙」は、彼の哲学に悖るのである。しかし、今はその点について深くは掘り下げず、

ラッセルが『論考』の欠陥をどこに見ていたかということを確認するに留めたい21。現在

のところ示唆されているのは、彼の欠陥の指摘は、彼の哲学上のものなのではないか、と

いうことである。 

 

2.1 宗教と神秘 

さて、語りえぬものは語れる。神秘など無くてよい。ラッセルはそう述べる。それは彼

にとって、『論考』における議論、すなわち、その論理観、言語観から直接出てくることで

はない。彼は、ヴィトゲンシュタインの述べる結論がなくても、その理論の大半は残され

るという。しかし、われわれは、まさにそこに、ラッセルとヴィトゲンシュタインの違い

を見る。論理から、言語から、「語りえぬもの」、神秘が出てくる。ラッセルはそう『論考』

を考える。議論が、通常通り、最初から始まっているのであれば、結論が意図どおりには

出てこないことがありうる。ラッセルの見方は非常に常識的なのである。対してわれわれ

は、ヴィトゲンシュタインは逆であったと思う。『論考』を導くものは、神秘であり、「語

りえぬもの」である。それは既に最初から決まっている。ヴィトゲンシュタインは、それ

を表現しようとしていた。そして、そのために全体が構成されているのである。ラッセル

はなくてもいいという神秘、「語りえぬもの」は、ヴィトゲンシュタインにとっては全体の

支柱なのである。以下では、このことについて論じなければならない。 

                                                   
21ラッセルは他にも欠陥を指摘する。ヴィトゲンシュタインの主張する、「操作の抽象形式」

としての数学は、無限数を表現できない、と。これについて本論で触れられることはない。 
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 そのため、われわれはどうしても、『論考』に潜む宗教的側面に触れざるを得ない。われ

われの目的のためには、少なくともわれわれの主張する『論考』の「全体の支柱」の内実

が必要となるが、われわれはそれを「宗教」に求めたいからである。しかし『論考』とい

う「論理」の「哲学」の書になぜ宗教なのかと思われるかもしれない。それに対しわれわ

れは差し当たっては、『論考』はかなり宗教的色彩を帯びた著作であることは、それが幸福、

神秘、倫理、そして神について触れていることからわかる、と言える。しかし、それだけ

ではこの著作の宗教的なものを示すにはやはり不十分である。何が宗教なのか。われわれ

はこのことについて触れねばならないだろう。 

 さて、われわれは簡単に片付けるにはあまりにも難問であり、また深く考察しようとす

ると本論の主題から大きく外れてしまいかねないことを目下テーマにしてしまったかもし

れない。われわれは、宗教というテーマの厄介さには常に心を留めておきたい。そして、

われわれが宗教を論じるのは、ひとえに『論考』理解に寄与すると考えるからであり、そ

のために必要最低限なものを選び出さねばならないのである。われわれは、あれやこれや

の宗教論を細かく論じることはない。われわれは、ウィリアム・ジェイムズの著作『宗教

的経験の諸相』を手掛かりに、われわれの目的に沿った宗教の概念を求めようと思う。 

 ジェイムズは、同著において宗教、特に宗教的経験について論じているが、まず強調し

ておかねばならないのは、彼は「宗教とは何か」について何らかの本質があるとは決して

思ってはいないことである。同著の多くは、宗教的な経験をした者の証言から成り立って

いる。それは、哲学者自身が多くを語り、その要素を抽象して反省的思考の審級にかける

よりは、その証言のリアリティに向き合ってほしいというジェイムズの意図の現れである。

よって、彼は哲学者の使命から宗教について何らかのことを語ることがあるが、彼自身、

その意味を限定せず、最大限広く取らねばならないことを強調する。このことを踏まえた

上で、われわれは彼の宗教の意味をこう述べている。 

 

  宗教とは、個々の人間が孤独の状態にあって、いかなるものであれ神的な存在と考え 

られるものと自分が関係していることを悟る場合だけに生じる感情、行為、経験であ 

る22。 

 

「神的」な存在とある。ここで、すぐ前に述べたことに注意しよう。すなわち、この意味

                                                   
22ジェイムズ、『宗教的経験の諸相（上）』、52 頁。 
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は、最大限広く取られねばならないのである。それは言うまでもなく、キリスト教的な神

でなくてもよい。イスラム教徒でも、仏教徒でも、無神論者でも、そしてとくに宗教につ

いて何らかの知識を持たなくとも、「神的」存在とは接しうるとジェイムズは言う。ではし

かし、それは何なのか。これについても、それに「本質」などはないことを承知で、彼は

次のように述べる。 

 

  第一に言えることは、神々は、存在と力において第一のものであると考えられている、  

ということである。神々は万物をおおい包んでいて、神々から逃れるすべはない。神々 

に関わるものは、真理における最初にして最後の言葉である。そこで、最も根源的、 

包括的で、最も深く真実なるものは、何であろうと、このようにして、神のようなも 

のとして扱うことが許されるであろうし、したがって、人間の宗教とは、人間がいか 

なる態度をとるにせよ、彼が根源的に真理だと感じるものに対してとるその態度と同 

じものと見なすことができるであろう23。 

 

存在と力において第一であり、万物を覆い包むもの、真理における最初で最後の言葉。最

も根源的、包括的で深く真実であるもの、それが神的存在だと言われる。そして宗教とは、

この神的存在に向き合う態度である、とされるのである。 

さて、これで十分かと思われるかもしれないが、われわれは、もう少しジェイムズに付

き合いたい。われわれが考えたいのは次のことである。すなわち、上で言われている神的

存在に触れる典型的な経験とは何か。それは神秘的体験、われわれが冒頭で用いた言葉を

使えば、「光輝く経験」と言っていいだろう。もちろん、神的存在への接触が、強く輝く、

ある一時の啓示である必要はないかもしれない。それは、漸次的にも行われうるだろう。

しかし、神秘的体験がその強い刻印となるということは間違いないはずである。われわれ

は、それについてジェイムズがどう述べているかを確認したいのである。 

 ジェイムズは、神秘的体験について、四つの特徴があるという。まず（１）言い表しよ
、、、、、

うがないこと
、、、、、、

。彼は「私がある心の状態を神秘的として分類する場合に用いる一番手近な

標識は、消極的なものである。この状態を経験した人は、すぐに、それは表現できない、

その内容にふさわしい報告を言葉で表すことはできないという。」つづいて、ラッセルとの

関連で重要なのはそのすぐ次の記述である。「そうすると当然、その性質がどんなものであ

                                                   
23ジェイムズ、『宗教的経験の諸相（上）』、57 頁。 
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るかは直接に経験しなければ分からないことになる。それは他人に伝えたり感応させたり
、、、、、、、、、、、、、

できない
、、、、

ということになる（強調は引用者による）24。」 

 次に（２）認識的性質
、、、、、

。「神秘的な状態は、感情の状態に大変よく似ているけれども、そ

れを経験した人にとっては、また知識の状態でもあるように思われる。神秘的な状態は肥

料的な知性では計り知ることのできない真理の深みを洞察する状態である。それは照明で

あり、啓示であり、どこまでも明瞭に言い表されえないながらも、意義と重要さに満ちて

いる。そして普通、それ以降は一種奇妙な権威の感じを伴うのである25。」 

 ジェイムズは、神秘的体験の特徴として上の二つが特に重要だと述べる。次に彼は（３）

暫時性
、、、

を挙げる。これについては文字通りの意味なので引用はしない。最後に（４）受動
、、

性
、
である。本文が比較的長いので重要な部分だけを引用すると、「…この特殊な性質の意識

状態が一度現れると、その神秘家は、まるで自分の意志が働くことをやめてしまったかの

ように、ときにはまた、まるで自分が、ある高い力によって掴まれ、担われているかのよ

うに感じるのである26。」 

 以上から、われわれは、もちろん定義というのではないが、ジェイムズを手引きに、次

のようなものとして宗教を理解できるだろう。それは、広義の神的存在へとある態度をと

ることであるが、神秘的体験がその強いきっかけとなりうる、と27。 

 さて、これらの規定は規定としてよいとしよう。問題は、これとヴィトゲンシュタイン

とがいかなる関係にあるか、である。しかし、1901 年から 1902 年にエディンバラ大学で

行われた公演がもととなったジェイムズのこの著作は、もちろん『論考』など知る由もな

いにも拘わらず、彼の「神秘」の記述（それは「神秘」の標準的な記述であろうが）はか

なりの部分で『論考』と重なっている。まず、『論考』は神秘に何度か言及している。そし

て、「だがもちろん言い表しえぬものは存在する。それは示される
、、、、

。それは神秘である」

(6.522)と彼は言う。「神秘」は言い表しえない。ジェイムズが言うように、言い表しよう
、、、、、、

がない
、、、

のである。しかし彼は、それは示されるものであると言う。『論考』の彼の努力は、

認識的努力
、、、、

であると言える。それは、言い表しようがない。しかし、彼はその意義を、重

要さを示そうとする。その手段は、彼の「論理」を通してである。彼は、「語りえない」だ

                                                   
24ジェイムズ、『宗教的経験の諸相（下）』、183 頁。 
25ジェイムズ、『宗教的経験の諸相（下）』、184 頁。 
26同上。185 頁。 
27もちろん、神秘的体験が必ず必要というのではないということが、この言明に含まれる

ことは言うまでもない。 
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けで終わろうとしない。なぜ「語りえない」か。それを、認識的努力によって、彼の「論

理」、命題論によって示そうとするのである。さて、暫時性は置くとして、受動性である。

それは、「沈黙しなければならない」に現れているだろう。「語りえない」ことが示された

とき、われわれが「語りえない」とされたものに対してとりうる態度は限られている。そ

れは語らず、沈黙すること、受け入れ、黙することである。 

 われわれは、『論考』の内容から、ヴィトゲンシュタインが「神秘」と呼んだものへの態

度が、ジェイムズが「神秘的体験」として記述したこととかなり重なり合うことを確認で

きるのである。では、『論考』の宗教的側面はどうか。ジェイムズによれば、神的存在は、

存在において第一であり、万物を覆い包むもの、最も、根源的、包括的であり、深く真実

であるものであった。まず彼は『論考』の序において、同著が真理であることは侵しがた
、、、、

く決定的
、、、、

である
、、、

と述べ、そして問題は本質的に解決されたという。ただ正しいとのべるの

ではなく、侵しがたく決定的とあえて言わしめるもの。局所的にではなくして、問題を本

質的に解決しうるもの。彼の確信は、あれやこれやの正しさを述べたのではなく根源的、

包括的で、深く真実であることを述べたということによって支えられていると考えてよい

だろう。しかし、それはジェイムズのいう「神的存在」によってだろうか。ここでわれわ

れは、ジェイムズの定義が最大限広く取られねばならなかったことに注意しよう。それは、

人格のようなものであってもよいし、漠然と世界を満たすという何かであってもよいので

ある。ではそれは『論考』で見出せるか。われわれは、それを以下で示したいのである。

ここで簡単に言ってしまえば、それは『論考』の要となる。それは、『論考』において、存

在において第一であり、万物を覆い包むものである。それは、われわれがそれから決して

外に出られず、われわれが思考をするのなら、常にそれと共にあらざるを得ないものであ

る。わかりやすい人格や対象では決してない、『論考』的な存在。それは「語りえぬもの」

である。われわれはそれを『論考』における広義の「神的存在」と言ってよいと思う。そ

して、宗教が「神的存在」への態度を問題とするならば、その態度とは言うまでもなく「沈

黙しなければならない」であろう。また、彼が『論考』で「語りえぬもの」として触れる、

「神」、「高い次元」、「幸福」、そうしたものへの向き合い方に言及しているということは、

一つの、より高い生への渇望を表現していると言ってよいはずである。われわれは、『論考』

を宗教的な書として見るには十分な証拠がそろっていると思われるのである。 

 以上から、われわれは、一つの仮説を立てたい。まず、『論考』は、以上に述べたことか

ら、宗教的な書である。そして、その宗教はヴィトゲンシュタインの「神秘」によって導
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かれている、と。なぜ「仮説」なのかといえば、われわれはヴィトゲンシュタインの内面

を知っているわけではないからである。彼が何を体験したかなど、われわれには知りえな

い。しかし、『論考』の内容は明らかに、彼が神秘的体験によって導かれていることを、か

なりの蓋然性をもって示している28。われわれは、以下で『論考』を解釈していくが、こ

の仮説から始めたい。なぜかといえば、それはラッセルとの比較をより際立たせるためな

のであり、そしてなにより、この仮説から『論考』がよりよく解釈できるからである。 

われわれは比較を際立たせると述べた。では、具体的に何を際立たせるのか。もう一度

確認しよう。ラッセルは、「語りえぬもの」、「神秘」などなくてよいと考えていた。それは

『論考』の結論として決定的に重要なものではない。彼は、その成果は、ヴィトゲンシュ

タインの理論にあるというのである。対して、ヴィトゲンシュタインは逆である。彼は、

理論から、論理の叙述から始まったのではない。彼がもし神秘的な経験をしたのなら、以

上の説明から、それが彼にとって重要でな
、、、、

いということはありえない
、、、、、、、、、、、、

のである。すなわち、

ラッセルの述べる結論はありえない。同著は、結論から始まっている。すなわち、「語りえ

ぬもの」から始まっている。同著は、ラッセルの、通常の読みとは違い、逆さまなのであ

る。 

もちろん、これは、これから示そうとする結論である。われわれは、彼が宗教的経験を

大事だと思っていたという仮定のもと、『論考』を後ろから読む。すなわち、『論考』の結

論が揺るがないものとして読む。もちろん、それは網羅的というわけにはいかないが、『論

考』の一つの読解、そして、なぜ彼がラッセルと『論考』理解に関して激しく対立したか

の理由を説明する解釈を与えるはずである。 

 

2.2 世界に満ち、遍在するもの 

「語りえぬものについては、沈黙せねばならない」。『論考』の結論である。われわれは

同著の解釈をここから始める、と述べた。では、どう始めるのか。これについての疑問か

らである。「語りえぬもの」。それは、確かに『論考』において、「神秘」の別の名前である。

                                                   
28われわれは上に挙げた以外にも、ジェイムズが述べる神秘的体験と『論考』の内容の一

致を指摘できる。まずジェイムズは、神秘は全き肯定であり、その体験において「謎」は

消失するという。そして、『論考』においても、やはり謎は消失しているのである。「謎は

存在しない」(6.5)、「生の問題の解決を、ひとは問題の消滅によって気づく」 (6.521)。ま

た、ジェイムズは神秘的体験においては、時間が消失し、自らが「永遠」のうちにいるよ

うに感じられることがあるという。『論考』の次の主張を参照。「永遠を時間的な永続とし

てではなく、無時間性と解するならば、現在に生きる者は永遠に生きるのである」(6.4311)。 
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しかし、それは何なのか。結論から言おう。彼は「論理は世界を満たす」という(5. 61)。

彼にとって、「論理」とは「語りえぬもの」である。それが、「世界を満たす」という。わ

れわれは主張しよう。すなわち、「語りえぬもの」とは、世界に満ち、遍在するもの
、、、、、、、、、、、、

の謂い

である、と。それは、どこにあっても常にある。それは、万物を覆い包んでいる。しかし、

ある意味ではどこにもないものである。われわれは、別に難解で深淵なことを言おうとし

ているのではない。以下、ヴィトゲンシュタインに即して、その実例を挙げよう。 

例えばヴィトゲンシュタインは、幸福について述べる。彼によれば幸福とは、世界の中

にあるものではない。すなわち、それは、これがあるから幸福、これが幸福、といって名

指せるものではない（もちろん、そういうレベルの幸福もあるだろうが、ここで述べてい

るのとは違うものである）。『論考』の趣旨に沿うならば、幸福とは世界全体を変えるもの

である(6.43)。それは、満ち、遍在する。それは、そういう気分に満たされるものである。

それは世界が喜びに満ち、それにより世界全体が変わる経験である（もちろん、不幸、言

い換えれば絶望も世界を満たすだろう。深い絶望は、世界全体に満ちる）。それがあれば、

全てが変わる。しかし、世界の出来事が変わるわけではないのである。 

また、ヴィトゲンシュタインは倫理について述べる。「人を殺してはいけない」。しかし、

これについて、例えば「刑罰を受けるから」というのは答えにならない。彼は、そのよう

な、倫理的な命題にある事態をもって答える方法を棄却する。倫理はヴィトゲンシュタイ

ンにとって、世界の中のいかなるものにもかえられず、またいかなるものも根拠とならな

い。では、どうそれにどう理由を与えるのか。そう意志するから、と彼は答えるだろう。

では「意志」とは何なのか。それは彼によれば、よきにつけ悪しきにつけ「世界の限界」

である(6.43)。それは、そうしようと世界に向き合うことであり、世界の「色合い」であ

る。それは強まったり弱まったりする(6.43)。「人を殺してはいけない」という意志で世界

に向き合うこと、それは世界の中にいかなる新しいものも与えないが、それは世界全体を

変える。逆に「人を殺してもよい」と考えるなら、それは「人を殺してはいけない」人に

比べて、世界が変わっている。彼は、人を殺す世界を認める。こうして認めることに、世

界の事実がいかなる関係ももつことはないが、しかしこの認めるということは、世界にそ

う向き合い、そう色づけるということなのである。 

また、上の二つとは離れたところで、彼は「自己」について述べる(5.62-5.641)。彼は 

「主体は世界に属さない。それは世界の限界である」(5.632)と述べる。それは、幸福や意

志と同様、世界の中にない。鏡の中の自分はどうか。しかしそれはヴィトゲンシュタイン
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によれば、そこに映ったものであり、自己自身ではないのである。それではそれは何なの

か。「私は私の世界である」(5.63).。それは、世界そのものであり、世界の限界であり、そ

して世界を満たしている。それは、世界にある諸物を超えたものであり、また超えつつも

常に関わっているものなのである。ゆえに、彼にとって独我論は正しい。無論、その正し

さは「この私」として、世界の中で語られるのではない。「世界に私しかいない」は彼にと

って「世界は世界である」ということと同じなのである。 

 われわれは、世界に満ち、遍在する者の実例を挙げてきた。もっとも有名で、重要なも

のがある。「世界がいかにあるかは、より高い次元からすれば完全にどうでもよいことでし

かない。神は世界のうちには姿を現しはしない」(6.432)。神は、世界のうちにはない。そ

れは、諸物の形をとらないのである。それは、しばしば光の比喩で語られるだろう。それ

は世界に遍く満ちる。そして、光（光源ではない）がどこにあるのかと問わないように、

それはどこにあるというものではない。ジェイムズが言うように、それは「万物をおおい

包んで」いる。それは、ただ、われわれを照らし、われわれと共にあるとしか言えないの

である。 

 さて、われわれは、ヴィトゲンシュタインがそうだといっている「語りえぬもの」につ

いて述べてきた。しかし、例えば「幸福」とは本当にそうなのか、という疑問は当然可能

である。むしろ、ほとんどの人の幸福観は、地上の諸物が幸福を担保する、というものだ

ろう。われわれは、「幸福」が本当にヴィトゲンシュタインの述べている通りのものなのか

は問わない。われわれが今行いたいのは、幸福をそういうものとして捉えることが可能だ、

ということである。倫理然り、自己然り、神然り。ヴィトゲンシュタインによれば、それ

らは世界に満ち、遍在するもの、そして、世界の中にあるのではなくしてあるものである。

それは「語りえないもの」である。そしてそれは、生と密着している。幸福、倫理、自己、

神。それらはわれわれが生きている上で真剣に向き合うものであり、そしてそれゆえ、し

ばしばそれが何かと問われるものである。今は、その確認に留めておこう。 

 しかし、われわれは意図的に一つのものを通り過ごしてきた。そう、「論理」である。「論

理は世界に満ちる」というのに、世界に満ち、遍在するものの実例としてなぜわれわれは

それを挙げなかったのか。その理由は非常に簡単である。それは「実例」ではないからで

ある。論理は実例とならない。それは、形式であり、枠組みである。そして上で挙げたも

の、論理、ともに、世界に満ち、遍在するものであるならば、その関係は明白であろう。

かくして、われわれは次の主張を行いたい。 
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＊世界に満ち、遍在するものの形式
、、

が論理である 

 

この主張をヴィトゲンシュタインは『論考』で行っていない。しかし、それは見た目に反

して突飛で奇抜な主張ではないどころか、極めて『論考』に即したものだと思う。彼が 6.4

以降突然、倫理、意志、幸福、神、神秘（自己はこの少し前で論じられているが）を話題

にしているように見えるのはなぜなのか。それは突然ではないからであり、この話題が準

備されていたからである。そして、彼はこの話題以前は「論理」そして「世界」を論じて

いた。そのつながり、そして、われわれが十分強調したように、それらが、論理と同様、

世界に満ち、遍在するものであることを考えると、自然と上の結論が導き出されるのであ

る。この関係については、後に触れる機会があるだろう。 

 しかし、まだ考察は終わらない。われわれは『論考』を解釈すると述べた。『論考』は、

「神秘」から始まる。それは世界に満ち、遍在するものでありながら、世界の中に現れな

い。それは「語れない」。しかし、なぜそうなのか、という疑問は残る。そして、ここに、

「論理」が「形式」であることの強みがある。実例しかないならば、われわれはその都度

その実例について、なぜそれが語れないかを論じなければならないだろう。幸福は、倫理

は、自己は、神は、それぞれなぜ「ない」のかを。しかし、「形式」ならば話は違う。形式

があるのならば、その形式についての特徴は実例に遍く行き渡る。すなわち、それがもし

「語りえぬもの」ならば、それはその実例全てがそうであることになるのである。かくし

て、上の疑問への答え方の焦点が定まるだろう。なぜ「論理」は語りえないのか。このこ

とが答えられればよいのである。 

 

2.3「論理」と「語りえない」こと 

 「論理は語りえない。」われわれの目下の目的は、このことを『論考』に即して示すこと

である。そのために、われわれの探求は、二つのことを引き受けねばならないだろう。ま

ず一つに、論理とは何なのか。そしてもう一つは、語りえないということはどういうこと

なのか。それぞれ以下で解明していこう。なお、以下の議論は非常に長くなる。われわれ

の目的を見失わないようにしよう。われわれは、『論考』の導きを見ている。彼の「神秘」

がいかなる結論を導き出すのか。このことを、常に心にとめなければならない。 
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2.31 「論理」 

 まず、論理である。論理は「全てを包括し、世界を映し出す」(5,51)、「論理は世界を満

たす。世界の限界は論理の限界でもある」(5.61)。論理は、遍く行き渡っている。これは

前に確認したことである。しかし、何にか。「世界」にである。しかし、「世界」とは何な

のか。それは、『論考』に独特の概念であり、説明が必要であろう。論理が満たすと言われ

る、『論考』独特なそのもの、それがまず定められねばならないのである。  

 そこで、われわれは始めて、『論考』の冒頭に触れる。「世界とは成立していることがら

の総体である」(1)。それは、「事実の総体であり、ものの総体ではない」(1.1)と言われる。

世界は成り立っていることがらの全て、と言われれば、とりあえずはそうであろう、と考

えられる。しかし、これだけでは不十分である。ヴィトゲンシュタインは、「世界」を通し

て言いたいことがある。彼によれば、成立していることがらは、ある地平を前提するとい

う。「世界は諸事実によって、そしてそれが事実の全て
、、

であることによって規定されている。」

(1.11)（強調は引用文から）。「なぜなら、事実の総体は、何が成立しているかを規定する

と同時に、何が成立していないかをも規定するからである」(1.12)。世界は、何が成立し
、、、、、

ていないかをも規定する
、、、、、、、、、、、

。どういうことか。「このりんごは赤い」。これが事実であるとす

る。そうすると、この事実は、これだけを示すものではない。このりんごは、青かったり、

黒かったり、白かったりする。そういうことが可能である
、、、、、

。その中で、その可能性の中で

「赤い」なのである。すなわち、この事実は、事実だけを言うのではない。それは同時に、

様々な可能な事態があった中でそうである、といっている。事実は、可能性の地平を前提

とする、といってよい。だからそれらは、「成立していない」、つまり可能だったことを規

定するのである29。そして、世界が事実の全て
、、

であり、この「全て」に強調が置かれるな

らば、そのことの意味は、世界は可能性の総体を規定する、言い換えると、可能性の総体

という地平の中にある、と言ってよいであろう。くどいようだが、世界とは成り立ってい

ることだけ、という意味ではないのである。その、成り立っていること、そして、その全

ては、成り立っていない、可能なことを規定する。世界は、既にその可能性の総体を定め、

自らをその部分として規定しているのである。われわれは、ここで言われたことを以下で

何度も強調することになるので、ここでも強調しておこう。ヴィトゲンシュタインにとっ

                                                   
29もちろん、成立しないことの中には可能でないもの（矛盾）も含まれるが、ヴィトゲン

シュタインは「命題は、それが語っていることを示しているが、トートロジーと矛盾は、

それが何も語らないことを示している」(4.461)と述べているので、「成立しないこと」の

意味に矛盾を除外するのは許されるであろう。 
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て、現実は現実だけではない。可能性の地平の中で、それが前もって定まった上で、現実

というのがその中の特殊なものとしてあるのである。 

さて、われわれは上の説明で特にことわりもなく「可能性」というタームを用いてきた

ように思える。確かに、上の説明はわれわれの通常の「可能性」の理解で意味の通るもの

となるだろう。しかし、われわれはヴィトゲンシュタインが説明する独特の「可能性」概

念を見なければならない。まず、「可能である」と言われるものは何なのか。それは、彼に

とっても、事実、あるいは、可能な事実である、事態である。これは、われわれの理解と

異なっているわけではないであろう。しかし、彼は、その可能性は何によって表現されて

いると考えるのか。「事態とは諸対象（もの）の結合である」(2.01)、「他の対象との結合

可能性なしにいかなる対象も考えることはできない」 (2.0121)。彼は可能性にはっきりと

規定を与える。すなわち、可能性とは、対象の結合可能性である。つまり、彼によれば可

能性は対象のあり方から生じてくるのである。前に説明した例を使おう。「このりんごは赤

い。」これが示している可能性とは何なのか。それは、ヴィトゲンシュタインによれば、こ

のりんごが青かったり、黒かったり、白かったり、といった、このりんごに結び付きうる

あり方のことなのである。 

 そして、その可能性について、彼は重要なことを主張する。「かりに、ものがまずそれ自

体で単独で存在しえて、そのあとにそれがある状況のうちに現れうるというのであれば、

そのものがその状況のうちに現れたことがまるで偶然であるかのように思われよう」

(2.0121)、「私が対象を捉えるとき、私はまたそれが事態のうちに現れる全可能性を持捉え

る。…。あとから新たな可能性が発見されることはありえない」 (2.0123)。対象があると

すると、それは同時に、そのあらゆるありよう、そのあらゆる結合可能性が同時に与えら

れていなければならない。それは、一つ一つ、新たな可能性が次々と生じてくる、のでは

なく、まさに一挙に与えられるものである。そして彼が言う通り、現れうることは、偶然

ではない。それは最初から決まっている。そのものの可能なあり方、その総体は、そのも

のが与えられると同時に既に与えられているのである。再び、「このりんごは赤い。」これ

が事実として、ヴィトゲンシュタインの主張は、これが示している可能性は追加されない、

ということである。なるほど、われわれは新たに色を発見し、追加することがある。例え

ば、赤と黒の中間の色を「あろ」とする。「このりんごはあろい。」これは、あらたに付け

加えられたように思える。しかし、その追加は、現実になされたのであればそもそも最初
、、

から可能だった
、、、、、、、

のである。可能性の次元は、われわれが現実に、偶然追加するものとは関
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係がない。後者は、われわれが偶然によって追加するものだが、前者は、そもそもその追

加が可能な空間を既に、一挙に開いているのである。 

さらに続けよう。彼は、可能性を定める結合の仕方について次のように述べる。「諸対

象が自体において結合する仕方が構造である」(2.032)。例えば、「このりんごは赤い」の

構造を示すならば、「このりんごは、（赤い）」となるだろう。そして「構造の可能性が形式

である」(2.033)。例えば、「このりんごは、（Ｙである）」。もちろん、変数には何でも代入

していいわけではない。すなわち、Ｙは当然色でなくてはならないだろう。この形式は、

可能性を示している、ということは理解できるだろうか。許される代入、例えば、青い、

黒い、白い、が、そのまま可能性、つまりはこのりんごの可能なあり方を示しているので

ある。 

 「世界」について、まずまとめよう。われわれは「世界」とは何かを論じなければなら

なかったが、それはとりもなおさず、ヴィトゲンシュタインの「可能性」概念に触れざる

を得ないことを意味した。なぜなら、世界は、可能性の中にあるものだからである。そし

て、可能性は一挙に与えられる。彼が考えるのは、可能性の総体である。その都度与えら

れる可能性は、可能性の総体という概念と矛盾する。そして、可能性は、事態の「構造」

を経由して「形式」によって示されるのである。 

 では、これを踏まえた上で、再び「論理」とは何なのかを問おう。「論理は全てを包括し、

世界を映し出す。そこで使われるものが、どうしてこんな特殊なもの―特殊なかぎ針と特

殊な編み方―でよいのだろうか。それはひとえに、その一目一目が全て限りなく細かい網

の目へと、巨大な鏡へと、編み上げられていくからに他ならない」(5.511)。この特殊なも

のとは、シェファーの棒記号を使った構成のことである。それは詳しくは述べないが、必

要な論理結合子を全て構成できる。そして、それは何を編み上げるのか。命題の全てであ

る。命題とは、可能な事態である。つまり、それは可能な事態全てを編み上げている。「世

界の限界とは、論理の限界でもある」(5.61)。世界は何を定めたのか。成立している諸事

実を通して、可能性の総体を定めたのであった。ならば、それと限界を共にしている論理

とは、やはり可能性の総体を定めている。それは、上の引用にもある通り、その可能性の

総体を編み上げている。つまり、可能性の総体は、論理を通して与えられるのである。そ

れは可能性の条件であり、可能性が可能となる要件である。「論理は超越論的である」(6.13)

とヴィトゲンシュタインは言う。それは可能性が可能であるために要請されているのであ

る。 
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 しかし疑問が残る。どのようにしてか。彼は「論理」に「足場」(Gerüst)(3.42)、「空間」

(Raum)(1.13)という「場所」を表す言葉をつけ加える。特に、彼は『論考』において「論

理空間」という言葉を多用し、しかも「空間」について独自の意味を与える。彼の言う「空

間」というのは何なのか。それは、そこにおいてものがあることが可能となる場所、のこ

とである。では、「論理空間」ということで、どんな「もの」が可能となるのか。「いかな

るものも、いわば可能な事態の空間のうちにある」(2.013)。ここで可能とされているもの

は、事態である。つまり、こう言ってよいだろう。「論理」は「事態」に対して「空間」を

張る。「論理」は、「事態」に場所を与える。それは、通常の物理的空間が「対象の形式」

であり、具体的諸物がその場所を満たす、ということと同様である。 

 しかし、論理はただ配置する場所を提供するのではない。それは、場所に対する「構造」

も定めねばならないだろう。どういうことか。「空間的関係を「空間めがね」越しに見ると

する観念論の説明も十分なものではない。つまり、単に空間のめがね越しにというだけで

は、空間的な関係が持つ多様性を説明できないのである」 (4.0412)。物理的な空間関係が

もつ多様性とは何か。それは、空間的構造であり、言い換えるなら距離関係である。つま

り、「めがね」を空間を説明するものとして導入したいなら、「めがね」によって「何かと

して見る」といっただけでは不十分である。この「めがね」が「距離関係」という多様性

をどのように捉えているか、このことが説明されねばならないのである。 

 「論理」にも全く同じことが言える。「論理」は「事態」に場所を与える。しかし、そう

いっただけでは不十分である。空間的諸物が、「近さ」、「遠さ」という「関係」を持ち、空

間的構造そのものが、その関係を与える、このことまったく同様に、諸事態も何らかの関

係を持ち、そしてその関係を担保する構造が与えられねばならない。しかし、どのように

してか。実はこれは明らかである。それは「論理的関係」によって、と言ってよいだろう。

それは何なのか、という問いは、われわれが「論理」ということで何を理解しているかを

見れば答えになるはずである。まず、関係を取り結ぶのは諸事態である（今は諸命題、と

考えてもよいであろう）。そして、それについて「論理的関係」があるとすれば、それは、

例えばある事態が、ある事態から導かれる、というのがそれに当たるだろう。また、ある

事態とある事態は両立する。ある事態とある事態は矛盾する（両立しない）。ある事態とあ

る事態は独立である、等々も「論理的関係」である。つまり、それはわれわれが諸命題の

関係を見るときに理解する関係に他ならないのである。よってわれわれは「論理」が「事

態」に場所を与える、ということに、この「論理的関係」を、その場所に用意した上で、
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と付け加えなければならないだろう。場所を与えるということは、そうした構造、関係も

同時に与えるということである（ハッセの図式が、恐らくヴィトゲンシュタインが想像し

た「論理空間」を最もよくイメージしていると思われる）。 

 まとめよう。「論理」は可能性の総体を与える。それは、諸事態に対し、その論理的関係

を担保しつつ、場所を与える。そして、それはその都度ではなく、一挙に与えられる。場

所があるとすれば、場所の全体もなくてはならないのである。 

 さて、以上によってわれわれは、『論考』における「論理」の説明を終える。しかしひょ

っとしたらわれわれは、以上の議論で結局「では論理とは何なのか」という問いに直接的

に答えていないと言われるかもしれない。教科書的な論理学では、様々な記号体系が教え

られる。それは、例えば、ヒルベルト式であり、シーケント算であり、自然演繹であり、

タブローである。「論理とは何か」という問いは、ひょっとしたらこれらの中から何かを選

んだり、あるいはそれらから何か共通点を抜き出す、ということであると考えられるかも

しれない。つまりは、この問いは、論理の本体を抽出することである、と。そして、『論考』

においても、この「本体」を抜き出すべきではなかったのか、そういうふうに考えられる

かもしれないのである。しかし、ここでわれわれの目的は、「論理は語りえない」というこ

とを『論考』において示すことであったことを思い出そう。結論から言うと、「論理」が語

りえないということは、論理には本体がないということである。少なくとも、この「本体」

のなさを、われわれはこれから示そうとするのである。つまり、『論考』に忠実であれば、

「論理」を少なくとも本体がないものとして理解することが必要となるのである。よって、

現段階で、上のような「本体なし」の説明になるのはやむをえない、そう考えていただき

たい。 

 

2.32 「語る」こと 

さて、次に「語りえない」ということ、である。しかし、このことを説明するには、少

なくとも何が「語れる」のかがわかっていなければならないだろう。何かが語れて、始め

て何が語りえないかが分かるからである。よって、われわれの探求は、何が語れるか、と

いうことの解明へと向かう。それでは、ヴィトゲンシュタインにとって、語るということ

はどういうことなのか。 

そこで触れなければならないのは、ヴィトゲンシュタインの「像」概念である。「像」

とは何なのか。それは何かによって何かを写し取ったもの、ということである。そして、
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写し取ることによって、写し取るものは、写し取られたものを語る。彼は、「像」概念を用

いて「語り」の説明を行うのである。では、この場合この両項は何なのか。それは、「命題」

と「事態」である。「命題」がある「事態」を語る。彼はそう述べる。しかし、どのように

してだろうか。それが説明されねばならないだろう。以下、ヴィトゲンシュタインになら

い「像」という言葉を多用するが、われわれは具体的にそれを「命題」と考えて差し支え

ない。 

例として「このりんごはあのりんごより大きい」を考えよう。まず像（命題）において

欠くことのできない要素がある。それは、像の中にある、対象を表す要素である。この場

合、それは「このりんご」と「あのりんご」となるだろう。「像の要素は、像において対象

に対応する」(2.13)。つまり、「このりんご」、「あのりんご」は何らかの具体的な、現実に

あるりんごを指す（とする）。これは問題ないだろう。 

しかし、もちろんこれだけでは像は目的を達することができない。われわれは像によっ

て事態を描写したいのであった。そのために、対象だけでは不十分である。何が必要だろ

うか。「像の要素が互いに特定の仕方で関係していることは、ものが互いに関係しているこ

とを表している」(2.15)。われわれは先に、事態がものの結合であることを確認した。な

らば、それを写し取るという像も、当然その結合の仕方を描写していなければならないだ

ろう。どのようにしてか。それは、ヴィトゲンシュタインははっきり述べていないが、約

定による、と言えるであろう。命題における、このような配置が、この結合の仕方を定め

ている、と。それは何語でもよいし、新たに作ってもよい。われわれは、それを任意に決

められるであろう。もちろん、決めた後にはそれに拘束されねばならないだろうが。 

しかし、命題が事態の結合の仕方を表している。とする規定は、実は不十分である。そ

の不十分さを示すため、ここでわれわれが「事態」に対して確認をしたことを思い出そう。

「事態」は構造を持つ。この場合だと、「（このりんご）は（あのりんご）（より大きい）」

である。そして、構造は形式を持つのであった。「（このりんご）は（あのりんご）と（あ

る関係Ｘにある）。」そして、形式と可能性は密接につながっている。変数への代入可能性

が、そのまま可能性になるからである。そうすると、事態を表すと言われる像は何ができ

なければならないか。それは、事態一つを、すなわち事態が表す対象の結合の仕方だけを

描写するのではない。「命題が事態の結合の仕方を表している」といっただけでは、このそ

の都度の現実性だけが命題によって描写されているものと取られかねないのである。そう

ではなく、命題は、その事態の構造、そして形式を、同時に表していなければならない。
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そして、その形式とは可能性を担保するものである。かくして彼は次のように述べる。「も

のは、像の要素と同じ仕方で互いに関係しうる。写像形式とはその可能性にほかならない」

(2.151)、「像が像という仕方で現実を―正誤はともかくとして―写し取っているために現

実と共有していなければならないもの、それは写像形式である」(2.17)。写像形式とは、

事態に現れるもの、そしてその結合可能性と、同じ結合可能性を表しているものである。

彼は、像はその都度の結合の仕方を写し取るというだけではない。その結合の仕方の可能

性、すなわち写像形式が、まさに像が写し取れねばならないものなのである。一つの表現

は、現実だけではなく可能性を包含している。それは、その可能性の裾野から一つの現実

を選んで表現している、といってよい。 

さて、形式を強調したわれわれが、少し触れなければならないことがある。それは、彼

が述べる写像形式の種類である。彼は、写像形式には様々なものがあるという。「空間的な

形式を持つ像はすべての空間的な現実を写し取れ、色の形式を持つ像は色に関する全ての

現実を写し取れる」(2.171)。例えば、「この大学は、駅から遠い。」この命題の写像形式、

すなわち、それが表現している諸物の結合の可能性は、空間的である。この「遠い」は、

変数にすると、代入可能なのは「近い」や「離れている」等の距離関係でなくてはならな

いだろう。そしてこれは、現実の可能な描写である。すなわち、それは正しいかもしれな

いし間違っているかもしれないが、とにかく可能な描写である。つまり、この写像形式は

「空間的」でありかつ「現実」に関するものである。例は省くが、色や時間でも同じであ

ろう。色や時間について述べた命題の写像形式は、「色」、「時間」に関するものであり、か

つ「現実」に関するものである。さて、全ての描写は、このように「現実」に関するもの

でもある。「空間的」とか「色」に関する、というのは、それに加わった特殊な規定と言え

る。つまり、「現実」の形式、現実に起こるかどうかの可能性というのは、規定の最も少な

い、最も一般的な可能性と言える30。かくして彼はこの形式を「論理形式」と述べる。「お

よそ像が現実を―正しいにせよ誤っているにせよ―写し取ることができるために、いかな

る形式の像であれ、現実と共有していなければならないもの、それが論理形式、すなわち、

現実の形式である」(2.18)、「その写像形式が論理形式であるとき、その像は論理像と呼ば

れる」(2.181)、「すべての像は論理像である（それに対して、例えば、全ての像が空間的

な像であるわけではない）」(2.182)。 

                                                   
30数学的命題やトートロジーはどうなのか。彼は注意深くも、それらは現実を語らないと

いうのである。4.461、6.1、6.11、6.2 参照。 
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「語れること」についてまとめよう。これにいても、図らずもわれわれは「論理」と同

様、「可能性」を強調することとなった。まず、「語る」とはどういうことか。事態を描写

することである。そしてそれは「像（命題）」によって行われる。そのため、像はまず対象

の要素を含む。像に含まれる対象の要素が、事態に含まれる要素に対応する。そして重要

なのは、像はそれと同時に写像形式を写し取っている、ということである。形式を写し取

る、ということは強調されねばならない。写し取っているのは、一つの事態ではない。像

は、様々な可能な事態、すなわちものの結合可能性があった、その可能性の中で、その一

つの事態を表現しているのである。可能性の裾野の中の一つ。このことは繰り返し強調さ

れねばならないだろう。一つのものを可能にする背景、地平。現実を覆い包み、満たすも

の。われわれは目下のところ、形式的な「論理」、そして表現可能性を考えているのである。  

 

2.4 論理が語りえないということ 

われわれは多少とも長い準備の後、ようやく本題に取りかかることができる。「論理は

語りえない。」なぜなのか。われわれは、先に言及したことを用いて、かなり形式的にこの

ことを示すことができると思われるのである。以下われわれは、論理が語れるとして、矛

盾が導かれることを示す。 

論理が語れるとしよう。すると、それは論理に対して何らかの事実が成り立っているこ

とを意味する。さて、われわれは先述において、ヴィトゲンシュタインにおける論理とは

何かについてかなり言及しておいたので、その中から一つの例をひく。「論理は可能性の総

体を定める。」これが世界の事実であるとする。  

ヴィトゲンシュタインに沿って話を進めよう。こうして一つの事実にわれわれは言及し

た。そうすると、まず一つ言えることがある。それは、この命題は、この命題が言及して

いる事実と写像形式を共有している。さて、あらゆる像は論理像であり、あらゆる写像形

式は論理形式でもある。よって、それは論理形式を共有している。ところで、論理形式と

は何だったのか。それは、現実の形式である。つまり、先の「論理」に関する命題は、こ

の命題が現実に成り立っている、という主張と同時に、「論理」に関してのある主張可能な

ものの中の一つである。言い換えよう。「論理」は対象であるから、様々なことが主張可能。

つまり現実に起こりえた。その中で、その可能性の中で、この「可能性の総体である」と

いうことが、その中から選ばれた一つの現実として成り立っているのである。「論理」は様々

でありえた、という背景が、まさに等の命題が「形式」を持つということの意味なのであ
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る。 

さて、しかしわれわれは「論理」が何なのか、次のような意味で分かっていない。もし

それが「色」の形式であったならば、われわれにはその可能性が（全てではないにしても）

見えている。現実に、何かが黒であった、ということは、それは青でも赤でも白でもあり

えた、ということは誰でもわかるだろう。この、可能性の裾野、つまり「色」に関する主

張の形式がわかっているから、われわれはその形式の具体例として、それが「青」だった

り、あるいは「赤」だという、様々な可能性が分かるのである。しかし、「論理」に関して

はどうだろうか。「可能性の総体である」とは、何なのか。それを色と見たときに「青」だ

として、では、それと同種であり、そして別である「黒」というものにあたるものをわれ

われは想像できるか。それは難しいと認めねばならないのである。もちろん、先に挙げた

規定を見れば、「論理」についてもっと言及できるかもしれない。しかし、そこで言及され

た性質は、「同種」で「別」の、つまり「青」と「黒」と同種の関係を持つものでなくては

ならない。形式が一致していなければならないからである。 

さて、われわれは困難にぶつかっているように見える。「論理」を語るときには、可能

性の裾野がある。しかし、一体どんな可能性が開けているのか、分からないのである。し

かし、ここで、われわれの目的は「論理は語りえない」ことを示すことであったことを思

い出そう。その目的のためには、ある「可能性の裾野」について気を留めさえすればよく、

具体的にその形式、つまりその全ての可能性を知っている必要はないと思われる。われわ

れは以下で、具体的な一つの可能性さえ挙げれば十分であることを示したい。 

では、その可能性とは何なのか。「論理は可能性の総体を定める。」それは論理について

語っている。ここに、この命題が事実であるとして、一つの極めて抽象的な可能性を考え

ることができる。それは「否定」である。すなわち、「論理は可能性の総体を定めるのでは

ない。」繰り返すが、われわれが挙げているのは可能性である。一つのものについて、ある

ことが事実成り立っているならば、そのものについて、あることが成り立たないことは常

に可能である。あるものが青だったら、青でないことは可能。あるものが、学生だったら、

学生でないことが可能。あるものが遅刻したなら、遅刻しないことは常に可能である31。

                                                   
31すこし注釈が必要である。われわれが性質を語るとき、それはうまくいかないように思

える。例えば、「青は色である」というとき、「青は色ではない」ということは可能か。し

かし、われわれはこの命題は本当は次のような命題であると考えることができる。つまり

「あるものが青であれば、それは色を持つ。」そしてこれはトートロジーではないだろうか。

トートロジーは何も語らない。そして、トートロジーを否定しても矛盾が起こる。「青であ
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よって、われわれは先の命題の否定を、一つの可能性と考えてよい。 

では、この可能性を考えてどうするのか。二つのことが可能である。「論理は可能性の

総体を定める」、「論理は可能性の総体を定めない。」しかし、ここで既に矛盾が見えてきて

いる。「論理は可能性の総体を定めない。」それは、論理は、そういうものでもありえた、

ということである。これは、事実そうである、といっているのではない。ただ可能だ、と

言っているのである。しかし、可能であるということを認めることで十分重大なことが帰

結される。それは、可能性の総体が、論理によって定められないことも可能だった、と言

っているのである。そうするとどうなるのか。「論理は可能性の総体を定める」。これは、

当の可能性の総体が、論理によって定められるということを述べている。一方、「論理は可

能性の総体を定めない」は、可能性の総体が論理によって定まらない、と言っている。つ

まり、「可能性の総体」は、このような二つの在り方が可能なのであり、それぞれ別なので

ある。しかし、「可能性の総体」とは何なのだろうか。それは、総体であり、可能性の全て

である。つまり、可能性の総体とは、この二つの可能性をあらかじめ含んでいなければな

らないはずのものである。このことは何を意味するか。最初の事実が、事実でないことを

意味する。「論理は可能性の総体を定める」と言うときの、その「可能性の総体」は、上の

議論から、実は全ての可能性を尽くしていないことが分かる。繰り返そう。その「可能性

の総体」は、「論理」によって定められているものである。他方、もう一つの「可能性の総

体」は、論理によって定められていない。最初の「可能性の総体」は、後者を含んでいな

い。しかし、それが真に「可能性の総体」ならば、後者を含んでいなければならなかった

はずである。 

論理を語り、その性質を言おうとすることは、それについて成り立っている事実を言お

うとすることである。しかし、以上の議論から、それは不可能だと判明する。論理の性質

を言おうとするなら、それが成り立っていないことが常に可能となる。そのとき、論理は

部分的なもの
、、、、、、

となる。それは、全てを尽くさず、満たさないものとなる。しかし、それは

最初の定義に反するのである。ゆえに、論理の名は、語れない。論理は対象ではない。そ

れを語ることは、それを、全てに満ち、遍在するものと理解することではなく、諸物の地

位へと貶めることなのである。 

                                                                                                                                                              

り、かつ色を持たないものがある。」最初に何も語っていないのだから、その否定が可能か

どうかも意味をなさない。議論は不十分かもしれないが、以上のことは『論考』で十分正

当化できると思われる。 
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2.5『論考』の意義 ―神秘と高きもの 

ここで、議論を少し整理しよう。われわれはまず、『論考』を「神秘」に導かれた宗教

的な書だと仮定した。そして「語りえない」ものという「神秘」の別の名を持つものを、

「世界に満ち、遍在するもの」と理解した。それは、幸福であり、倫理であり、自己であ

り、そして神である。そして、それらがなぜ「語りえない」かを問うてきた。われわれは、

それらを一つ一つ問わなかった。「「論理」は、世界に満ち、遍在するものの形式である。」

われわれはそう主張した。われわれは、先に挙げたものが、「論理」の「実例」に当たると

解釈し、先の問いを、「論理は語りえない」ことを示すことに還元しようとしてきたのであ

る。そして、われわれは『論考』に即してそれを示した。それは、地上の諸物に引き下ろ

されない。それは、部分的ではなく、増えもしない。それは既にある。既に全体に満ち、

遍在し、全てを覆っている。われわれはそう結論づけた。 

しかし、この長い議論の最初の目的を思い出そう。われわれは『論考』を、「神秘」に

導かれた宗教的な書だと仮定したのである。対して、今までの議論で得られたのは「論理

は語りえない」ということだった。確かに、それにより、幸福、倫理、自己、神が語りえ

ないことが示された。しかし、それは結論になりえない。語りえないから、どうしたのだ、

そう言われてしまえば答えようがないからである。われわれには、しなければならないこ

とが残っている。なぜ、われわれの今までの議論が、宗教的な帰結をもたらすのか。われ

われはそれを以下で示そう。 

このことを示すため、われわれはまずこの著作のある「性質」について触れたいのであ

る。彼は『論考』冒頭でこう述べている。 

 

 おそらく本書は、ここに表わされている思想―ないしそれに類似した思想―を既に自  

ら考えたことのある人にだけ理解されるだろう。―それゆえこれは教科書ではない。 

―理解してくれたひとりの読者を喜ばしえたならば、目的は果たされたことになるの 

である32。 

 

この書は誰もが理解できるわけではない。「類似した思想」を持つもの、同じようなことを

考えたものだけが、これを理解できる、というのである。ヴィトゲンシュタインは、『論考』

                                                   
32ヴィトゲンシュタイン、『論理哲学論考』、9 頁。 
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を開かれた書とは思っていない。同書は閉ざされているのである。さて、このことと、わ

れわれが今まで行ってきた解釈の仮説を比べよう。われわれは、ヴィトゲンシュタインが

「光り輝く経験」に導かれて同書を著した、としてきた。それは、ジェイムズに神秘的体

験とされているものだが、彼はそれを、「言い表しようがなく」、そして「他者に伝えるの

が不可能」と述べているのである。それは、やはり閉ざされている。同じ経験をしたもの

のみに、それはわかることである。つまりは、『論考』はその内容も、その内容を導くもの

も、同じく閉ざされているのである。このことをまず、抑えてこう。 

 さて、それを踏まえたうえで、われわれが求める、『論考』の宗教的帰結を導き出したい。

そのために、われわれが「論理」について何を行ったかを思い出そう。われわれは「論理

は語りえない」ことを示してきた。その議論は、論理を何らかのものだと思い、それにつ

いて何らかの命題が可能だと仮定して、矛盾を導き出す、というものだった。つまり、「論

理」はものではない、地上の諸物には引き下ろせないことが示されたのである。では、幸

福、倫理、自己、神はどうか。われわれは主張しよう。「論理」のときと同じような議論が

展開できるのある、と。しかし、一つ注意せねばならない。それらは、地上に引き下ろさ

れるものと考えるとき、「論理」のときのように矛盾が起こるのではない。われわれが提出

できるのは、それらに関する二つの理解である。すなわち、それらを「地上に引き下ろす

とき」には、ある理解が形成される。そして、ヴィトゲンシュタイン的に「世界に満ち、

遍在する」と考えるときには、それとは違ったある理解が形成されるのである。しかし、

彼にとっては二つの理解は同意義ではない。むしろ、二つの理解はないと言うだろう。彼

は、自らの提示するものが、本当のあり方だというはずである。ともあれ、われわれは彼

の提示するものを見てみよう。なおわれわれは、上の四つのうち後ろの二つを論じるのは

省略する。省略されたものについて、同じような議論をすることは容易い。 

まず、幸福。ヴィトゲンシュタインによれば、「幸福な世界」(6.43)は「語りえない」。

それは、真に理解されたなら、世界全体のありようにかかわるものであり、「高い」次元の

ものである。そこでもし、幸福が「語りえる」諸物の地位へと引き下げられるとしよう。

そうすると、幸福は地上の諸物と関係することになる。例えば、幸福はビールを根拠にす

ることになろう。ビールを飲むという事態が、彼を幸福にする。これは一つの幸福観とな

るだろう。アルコールではなくても、何らかの地位、名声、栄誉、金銭、あるいは大切な

人、家族、友人や恋人。地上の諸物が、彼の幸福を担保する。ごく一般的な幸福感である。

そしてそれは、不幸であることも可能な幸福であろう。なぜなら、もし幸福が諸物を根拠
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にしているとしたら、その諸物がないことは常に可能だからである。それは失うことがあ

る。彼にとって、幸福でないときと、そうでないときがあるのである。 

しかし、ヴィトゲンシュタインの主張する幸福は、そういうものではない。幸福に関係

する意志は、世界の事実に関わるのではない。それは世界の全体に関わる(6.43)という。

しかし、それは何なのか。それにより世界全体が変わる。そして、その幸福には地上の諸

物は根拠とならない。われわれは主張しよう。それは神秘に触れたときの幸福
、、、、、、、、、、、

である、と。

では神秘とは何だったか。「神秘とは、世界がいかに
、、、

あるのかではなく、世界があるという

そのこと
、、、、

である」(6.44)（傍点は引用文から）。彼の幸福は、世界がいかに
、、、

あるかに依存し

ない。世界があるというそのこと
、、、、

が、彼の幸福である。それは、何があるから、何が起こ

るからというものではないだろう。それは、あること、起こること全てに関する幸福であ

る。彼の幸福は、世界に満ちているものである、そういうことができる。何かによって満

たされるのではない。彼の幸福は、全てのものに満ちており、そして、何が起ころうと、

あらゆる可能性に対して幸福なのである。そのような幸福はあるのか、と思うかもしれな

い。しかし、それはまさに、宗教が説く幸福である。まずほぼ全ての宗教は、大事なもの

は地上にはないと言うだろう。「自分の宝を地上にたくわえるのはやめなさい。そこでは虫

とさびで、きず物になり、また盗人が穴をあけて盗みます」（マタイ、６、１９）。なぜな

ら、地上の諸物や、われわれの地上のあり方はいずれなくなる。それに執着するならば、

それを失うことを恐れることとなる。恐れながら生きることとなるからである。「そういう

わけで、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい。」

（マタイ、６、３１）。では何を気にすべきなのか。『心を尽くし、思いを尽くし、知力を

尽くして、あなたの主である神を愛せよ』（マタイ、２２，３７）。地上の諸物ではなく、

神を愛することである。そして、神がその意志により世界を創造したならば、それはその

世界が「ある」ことを愛することである。何があっても、世界の全てを神の意志が通うも

のだと信じ、それを愛すること。それは信仰の業であり、また「神秘」に触れたときの歓

喜がなせるあり方であろう。そしてそういうことができることが幸福だと言うのならば、

聖書が説く幸福は、確かに『論考』的な幸福と言えるのである。 

次に倫理である。ヴィトゲンシュタインは、倫理は「語りえない」という。それは本来

なら高い次元のものである(6.421)。そこで、もし倫理が諸物の地位へと引き下げられたら

どうなるか。現実の諸事態、例えば賞罰を根拠にしていたらどうなるか。すると、賞罰ゆ

えに、ならば、賞罰がなければ善を放棄し、悪を行うことも可能となるだろう。条件付き
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で、彼は悪行もしえた。これは一般的な倫理観であろう。普通、善行、そして卑劣な行為

というのは、報いがあるとされる。そしてほとんどの倫理観は、それは現実の何か（また

はあの世における何かであってもよいが）であり、またそれがなければならないと考える。

善行には、なんらかの具体的な謝礼、報酬、誰かからの感謝、尊敬など。そして卑劣な行

為には、具体的な報復、損害、誰かからの軽蔑、嘲笑など。そういう実際の報いがあるか

ら、われわれは善行を行い、また卑劣な行為を慎むと考えられるのである。 

しかし、ヴィトゲンシュタインは、それは本来の倫理の次元の話ではない、というだろ

う。だから、彼は言う、「倫理はあきらかに通常の意味での賞罰とは無関係である」(6.422)。

彼は、上で挙げられたものは倫理的賞罰ではないというのである。では、本来の倫理的賞

罰とは何なのか。「ある種の倫理的賞罰というものは、あらねばならないのである。ただし、

それは当の行為自身のうちに
、、、、、、、、、、

あらねばならない」(6.422)（強調は引用者による）。行為自

身という。どういうことか。善行を行うことは、善行を行うこと自体が報酬である。卑劣

な行為を行うことは、卑劣な行為を行うこと自体が報酬であるということである。ところ

で、彼によれば、倫理の担い手は「意志」であるとされる。そして「意志」とは「世界の

限界を変える」とされるのである。そう考えると、善行や卑劣な行いというのは何と見な

されるか。それは、そういう意志をもってそのような行為を行ったことによって、世界を

そうあらしめた、ということである。善を行うことは、それを行う「意志」によって、世

界を善なるもの（悪が不可能なもの、つまりは「そうすまい」とするもの）たらしめる、

卑劣なことを行うことは、世界を卑劣なもの（卑劣な行為を許容するようなもの）たらし

める、ということである。 

しかし、ヴィトゲンシュタインの「世界」の理解は独特である。彼は「私は私の世界で

ある」(5.63)というのである。さて、善行、そして卑劣な行いは、そう意志することによ

り、そのような世界にいること
、、、、、、、

であった。するとどういうことになるのか。その、倫理的

行為によってある
、、

世界が自己と同一視されるなら、善行、卑劣な行いは、そのような行い

をする自分であること
、、、、、、、

を意味するだろう。 

そして、それがまさに、ヴィトゲンシュタイン的な倫理の賞罰の内実となるのである。

それは、そういう自己であること自体
、、、、、、、、、、、、、

となるであろう。善なる行いの報いは、善をなす善

なる自己であること、卑劣なる行いの報いは、卑劣なことを行う卑劣なる自己であること

である。報酬はそれ以外にない。それに尽きる
、、、、、、

のである。「だから、施しをするときには、

人にほめられたくて会堂や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹



123 

 

いてはいけません。まことに、あなたがたに告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取

っているのです。」（マタイ、６，２） 

さて、われわれは『論考』が「閉ざされた」書だと先に述べた。その理由は今や分かる

だろう。われわれは、字面上、上のことを理解できるかもしれない。しかし、ヴィトゲン

シュタインの主張するものが、本当に幸福の、倫理の内実をなすのか。躊躇しても不思議

ではないだろう。われわれにとって、地上の諸物は大事である。地上の諸物によって、わ

れわれは一喜一憂するのである。また、われわれは、犯罪者を罰しなければならないと考

える。犯罪の報いは、何らかの具体的な罰である、それ以外に何がありえようか。そうい

ったことを度外視する、幸福、倫理。しかしわれわれには、ヴィトゲンシュタインがその

「神秘」に導かれて主張したかったのはまさにそういうこととしか思われない。その経験

は、地上の諸物を価値なきものとし、それに代わる新たな価値を教えるのである。そして

彼はそれを「高い」次元という。「だがもちろん言い表しえぬものは存在する。それは示さ
、、

れる
、、

。それは神秘である」(6.522)（傍点は引用文から）。『論考』の意義は、この「高み」

があるということ
、、、、、、、

、そしてそれへの正しい接し方、すなわち、「語ること」、饒舌を慎み、

「沈黙する」こと、これを説くことである。もちろん、それは「論理」という形式に関す

る議論が主だった。そして、それは非常に大事なことである。形式を語らなければ、「論理」

の「哲学」にならない。単に「神秘」に導かれただけというのなら、彼は宗教家に留まる

のである。ゆえに、「論理」は、彼の哲学が示す重要な一つの「高み」である。しかし、そ

の形式とともに重要なのは、内容であろう。幸福、倫理、自己、そして神。それは生に密

着するものである。われわれが生に向き合うときに真剣になるものである。「神秘」はそれ

らに関する高みがある
、、、、、

ことを教える。ならば、『論考』の意義は、その哲学によって、「神

秘」に導かれつつそれを思考で捉えることによって、「高き」、価値ある生がある
、、、、、、、、、、、、、

こと
、、

を示

したことにある、そう理解するよりほかはないであろう。 

 

以上で、われわれは『論考』の解釈を終える。ラッセルがあくまで語ろうとした「語り

えぬもの」。なぜヴィトゲンシュタインはそれを語ることを拒んだのか。それをわれわれは、

彼の宗教に、神秘への向き合い方に求める。冒頭でも述べたとおり、それは「光輝く経験」

である。何かが、世界に満ちている、真理が、そこから発している、どこにでも、常にあ

りながら、隠れ、しかも言葉にならない、そのような経験を、ヴィトゲンシュタインは大

事にしていた。だから、「語りえない」ものは『論考』では揺るがない。そして、われわれ
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は彼の結論を「高き生」があることとした。それが、この経験が導いてきた結論である。

今やわれわれは、彼がラッセルと袂を分かった理由をこれ以上述べる必要はないであろう。

「高き生」を導くものを、なきものにしようとする解釈など、ヴィトゲンシュタインにと

ってはありえなかった、そう述べるだけで十分である。最後に、ラッセルの解説に関する

ヴィトゲンシュタインのコメントを引用しておこう。もちろん、これだけでわれわれの解

釈を証拠立てることはできない。しかし、ここで述べられている、誤解、浅薄とは何だっ

たか。われわれの解釈は、それを理解する手掛かりの一つを与えるであろう。 

 

 あなたに次のことを知らせるなら、きっとあなたは気分を害されることでしょう。す  

なわち、あなたの導入は印刷されず、その結果私の著作も同様に印刷されないことに 

なるということを。というのも、私は導入のドイツ語訳を受け取りましたが、それを 

私の成果と共に印刷させる決心がつかないでいるのです。あなたの英語のスタイルの 

繊細さは翻訳では明らかに失われ、残ったのは浅薄さと誤解だけです33 

 

結語 

では、ラッセルは実際に誤解し、また浅薄であっただろうか。よく言われるように、ラ

ッセルは『論考』を理解しておらず、自分の狭い関心から『論考』を歪めて解釈していた

のだろうか。われわれは、一部はそれは認めねばならないだろう。しかし、自分の関心か

ら何かを理解するということは、誰でも行うことである。それ自体はだから、責められる

ことではない。問題は、その関心が妥当であるかである。われわれは、一概にラッセルが

誤解から『論考』を解釈していたのではないことを、そして彼の関心も、浅薄と言って切

って捨てる以外の理解が可能であることを、最後に示したい。 

 まず誤解から。ラッセルは、『論考』を誤解していた、そうよく言われる。まず言われる

のは、彼の理想言語という関心と『論考』の関心のずれである。しかし、これについては

詳細には論じない。一言述べるなら、すぐ先でも述べたとおり、それは自らの関心によっ

て物事を理解したというごく一般的なことでしかない。しかも、その関心を除くなら、わ

れわれはラッセルの『論考』の解説は、理解に徹したわかりやすい内容であると考えるの

である。 

                                                   
33Ludwig Wittgenstein, ‘Letters to Russell Keynes and Moore ’, G. H. von Wright(ed), 

Oxford, Basil Blackwell, 1974, p. 87. 
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よって、誤解について論じるならば、われわれはラッセルがヴィトゲンシュタインと意

見を異にしている部分を論じたいのである。すなわち、上で引用されているとおり、「神秘」

が「語りえない」かどうかに関するラッセルの理解が誤解に基づいているかどうかを検討

したい。先に結論を述べよう。それは誤解ではない、と。 

そのことを示すために、われわれには上の議論に関して一つ指摘しなければならないこ

とがある。それは、上の議論が完全なものではなかった、ということである。どういうこ

とか。われわれは、ある仮定、すなわち、論理が語れるという仮定から、矛盾が導き出さ

れることを示した。そしてそこから、われわれは「論理は語りえない」ことを結論した。

しかし、われわれの議論において実質的に用いられた命題は、「論理は可能性の総体を定め

る」というものだったことを思い出そう。ヴィトゲンシュタインにおける「論理」を語れ

ると仮定する、そうすると、それは何らかの命題となって表現される。その当の命題が、

上のものなのであり、われわれは実質的にそれを前提にしてきたのである。よって、われ

われの背理法は、本当ならばこの「論理は可能性の総体を定める」という命題を否定する

という結論に留まらねばならなかった。もちろん、「論理」が語りえないならば、この命題

は否定されるだろう。「論理」が語りえないということは、それが命題で表現されるもので

はないということだからである。それは、矛盾が導き出されたときの、解決策の一つであ

る。しかし、これが唯一の解決策というわけではない。「論理は可能性の総体を定める」と

いう命題を、どのように否定するかは自由度があるのである。ヴィトゲンシュタインは、

「論理」が語れることを否定した。しかし、少なくとももう一つの否定の仕方があるだろ

う。それはまさに、先に触れたラッセルの『論考』解説にあるものである。「可能性に総体

などない」、彼はそう主張した。「可能性の総体」がないならば、当然「論理は可能性の総

体を定める」という命題は否定されるのである。つまりはこういうことである。われわれ

の議論には、実は結論に関して自由度があった。ヴィトゲンシュタインのように「論理」

を語ることを否定する道もあれば、ラッセルのように「総体」を否定する道もあったのだ。 

では、なぜヴィトゲンシュタインは「論理」を語ることを否定する道を選んだのか。実

は、この疑問に、われわれの解釈は答えを与えうるであろう。神秘は、世界に満ちながら、
、、、、、、、、、、、、、

言葉に表せない
、、、、、、、

。彼の出発点はそこなのである。それを正当化するための議論が『論考』

なのである。彼の議論は、世界、可能性、論理と進んで結論を導いているのではない。神

秘に対する向き合い方、「語りえぬものは沈黙せねばならない」、そして高き生とは何なの

か、それらをどう理解するかが、『論考』を導くものなのである。だから、彼はこの道を、
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すなわち、「語りえぬもの」を保存する道を選んだのだ、われわれはそういうことができる。

しかし、このような導きがないラッセルが、上の議論に関して別の道を選ぶのは当然であ

ろう。いや、彼が指摘したのはもっと弱いことだともいえる、ヴィトゲンシュタインの結

論は、彼の議論から必然的には出てこないのではないか。ラッセルの「総体」の否定は、

やんわりヴィトゲンシュタインの「神秘」に関する「頑なさ」をたしなめているとも考え

られるのである。 

 そしてそれは、われわれのヴィトゲンシュタインの解釈からも言えることだったのでは

ないだろうか。彼は、「世界」であれ「論理」であれ、「総体」、すなわち、それ以上付け加

われない何かがある、ということを議論の前提としていた。可能性は、付け加わらない。

もし付け加わったのなら、それは最初から可能だったのだ。彼は恐らくそういうだろう。

しかし、その「総体」が、あらゆるものの「総体」であり、ヴィトゲンシュタインが言う

ような、決して語りえない「総体」であるという保証はどこにもない。先の、『論考』のラ

ッセルの解説を思い出そう。ラッセルは、「立場が違えば」、その総体は「語りえる」もの

であり、よってその立場からはそれは「総体」ではないと言う。そして、その立場にも総

体がある、というならば、その立場と別の立場によってそれは語りうる、と言うのである。

こういうことである。自分には見えていない可能性があるかもしれない。そして、自分よ

り広い思考可能性を持つ他者は存在するかもしれない。その人が私を見たら、彼は私の総

体を見るだろう。彼我を逆にしても然り。ラッセルの思考は極めて常識的である。いや、

そうではない、一般的な思考可能性、表現可能性が問題になっているのだ、とヴィトゲン

シュタインは言うかもしれない。では、そういう相対性を超えた、あらゆる立場に対して

成り立つ、思考、表現、語りえない「総体」があるのか。ラッセルはそれが虚構、幻影で

はないかと疑う。思考、表現、「総体」が意味を持つのは、その都度の立場においてである。

対して、相対的な思考、表現、「総体」に対し、それらに一般的なもの、普遍的なもの、そ

の極限があるかどうか、これはあるかもしれないし、ないかもしれない。少なくとも、あ

るということは必然的なことではない。ラッセルの主張は極めて穏当である。 

ヴィトゲンシュタインならば言うかもしれない。「論理」の「哲学」は、そのようなそ

の都度の、言い換えれば特殊なものを扱わない。「論理」の関心は一般的な形式にある、と。

ラッセルは、それには同意するかもしれないが、しかし「論理」が特殊なものを完全に脱

してしまえる、という考えには、彼の「論理主義」の歴史上、同意しないであろう。彼は 

「論理」を試行錯誤して構成していった。ある問題が解決されると、別の問題が起こる。
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一つの問題の解決は、不自然と思える形而上学を前提とする。彼はそれを、少しずつ矯正

し、そして「論理」を完成に近付けていったのである。もちろん、ヴィトゲンシュタイン

はこういう「論理」観を鼻で笑うかもしれない。わかっていない。そのような思考錯誤を

可能ならしめるもの
、、、、、、、、、

こそが「論理」なのだ。そのような場の開け
、、、、

こそが、「論理」の謂いで

ある、と。結局、「論理」とは何なのかについて、二人は違った見解をもっていると言わざ

るを得ないのである。では、ヴィトゲンシュタインの『論考』における「論理」が本当の

「論理」なのか。しかし、彼は同書において、理由を述べない。そのほとんどは、断言で

構成されている。「類似した思想を持つ者」のみがその「論理」を理解できるのである。だ

が、それは説得ではない。ヴィトゲンシュタインが断言に終始するならば、いくらそれが

妖しい魅力を持っていようと、ラッセルはやはり自分の「論理」を同じく主張する権利が

あるであろう。 

結局、ラッセルの立場、そして『論考』の解釈は「可能」なのではないだろうか。われ

われはこれまで、ヴィトゲンシュタインに寄り添って『論考』を解釈してきた。われわれ

は「光り輝く経験」を仮定し、それが「高き次元」、「高き生」導くことを見てきた。その

ことを、われわれは非常に重視してきたのである。しかし、それと、『論考』が必然的な結

論を導いているかどうかを吟味することは別である。ラッセルがこの次元で議論する限り、

彼がヴィトゲンシュタインを誤解していたと切って捨てることはできない。むしろ、彼は

『論考』を好意的に解釈し、その理解に徹していたからこそ、上のような『論考』の飛躍

が目に付いたとも言えると思われるのである。 

以上で、ラッセルの「誤解」に関する議論は終わりにしよう。次は「浅薄」である。「高

き生」がある、このことが『論考』の結論ならば、それをなきものにする解釈は「浅薄」

なのではないか。そのことを論じるために、まずわれわれはラッセルが「歩んだ道」に注

目しよう。われわれは『論考』において、ヴィトゲンシュタインの導きを確認した。他方、

それに対しラッセルも主張するのである。神秘はないほうがいい、と。これは、それだけ

見れば単なる主張である。しかし、彼のこの主張には、背景がある。彼は、こういう神秘

に対する捉え方を積極的に選んでいるのである。われわれはその手掛かりを第一節から得

られるだろう。「科学」である。われわれは、彼の「哲学における科学」を確認した。それ

は、明晰にすることである。それは、公共的にし、誰にでも理解できるようにすることで

ある。それは、皆で共有し、議論することである。われわれが議論してきた、ヴィトゲン

シュタインにおける「神秘」に、いかにそれが反するかが分かるだろう。それは「閉ざさ
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れた」ものだからである。われわれはさしあたって、ラッセルの「科学」的態度が、ヴィ

トゲンシュタインの「神秘」を必要ないものと言わしめたものであると考えることができ

る。 

しかし、これは「浅薄」の話とはあまり関係がないであろう。結局、この「科学」が「高

き」ものを理解できないのならば、やはりそれは「浅薄」であるかもしれないからである。

われわれには、他の判断材料が必要である。しかし、実はわれわれが確認できるのは、以

上のラッセル的な「科学」から予想できる「神秘」への向き合い方だけではない。彼はそ

れ以上に、はっきり「神秘」に関して、ある見解を表明しているのである。それを見てみ

よう。彼は「神秘主義と論理(Mysticism and Logic)」(1914)において次のように述べる。 

 

  神秘主義的世界の実在、非実在に関して、私は何も知らない。私はそれを否定する気 

はないし、その世界を顕わにする洞察が本当の洞察でないというつもりもない。私が

主張したいのは、そしてここで科学的態度
、、、、、

がとられねばならないのだが、精査も支え

もない洞察というのは、最も重要な真理が最初はそのような手段によって示されるこ

とが事実であるとしても、十分な真理の保証を持たないということである（強調は引

用者による）34。 

 

この引用に見られる通り、彼はこの論文において神秘主義的直観に一つの意義を与える。

それは、どのような分野であれ、われわれが何か重要なことを思いつくのは、このような

神秘としか言えない体験によるということである。そしてこの主張は、こと論理において

様々な発見をしなければならなかったラッセル自身の体験に基づいているかもしれないの

である。ある重大なことが発見されると、全てが辻褄があい、全てが上手くいく。それは

全体を照らす光となり、そして導きとなる。このような経験は、規模の大小の違いはあれ、

誰でもするであろう。そしてラッセルのしたことは、規模が小さいどころではなかった。

彼は、論理全体、数学全体を相手にしていた。論理、数学全体が一挙に見渡され、構成さ

れていく経験。彼がもし「神秘」を体験したならば、それはそのような広大な範囲に及ぶ

経験だったであろう。もちろん、ラッセル自身がそういう体験をしたわけではないかもし

れない。論理に聡いラッセルは、数学、論理学における「発見の飛躍」、これを見出すこと

                                                   
34 Russell, “Mysticism and Logic,” in The Collected Papers of Bertrand Russell , vol. 8, 

p. 37. 
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がどれほどの思考的な創造力を要するかを見出すことにもまた明るかっただろう。この飛

躍を埋めるものの名前として、彼は「神秘」を用いているかもしれないのである。 

ともあれ、彼は「神秘」を認めるのである。しかし、ラッセルはあくまで慎重で用心深

い。彼が続けて強調するのは、これがもたらす一つの欠点である。彼は「精差も支持もさ

れない」という。このような直観や体験は、いくらその人にとって重要な体験をなしたと

しても、それが正しい、あるいは他人に共有できるものであるとは限らない。それは、様々

な形で批判検討され、他者に分かる形で捉え直され、公共の場においてその是非が問われ

ることで、その地位がはじめて確立されるというのである。彼は、「語りえない」で終わる

ことをよしとしない。それは、いくらそのときに大事だと思ったとしても、語られなけれ

ばならない。ラッセルは「科学」を「（悪しき）哲学」と対比する。悪しき哲学とは、彼に

とって、語ることを放棄し、この「語りえない」ものを結晶化して有り難がるときに生じ

るものと考えられるだろう。 

さて、改めて問おう。ラッセルは浅薄なのか。しかし、われわれは敢えて断定は避ける。

われわれは、上述から導き出すことが可能な、二つの極端な
、、、

解釈を挙げるに留めよう。一

つの解釈は、ラッセルが「神秘」を分かっていないというものである。彼は上述において

神秘について語っているが、それは「人づて」である。それは彼の体験に基づいていない。

ラッセルは「神秘」を理解していないし、「光り輝く経験」もしていない。高き次元を、高

き生を理解していない。だから、彼は、「神秘」に関する常軌を逸した結果だけを見て、特

にその偉そうな勿体ぶった感じが嫌で、それを思考の、理性の敵と見るのである。彼はそ

れへの固執を、お高くとまっているだけであり、何より「明晰さ」を、他人に伝えること

を放棄している態度と考えるだろう。そして彼は、この狭い関心から、神秘を大事にする

ヴィトゲンシュタインに対し、彼を怒らせ、呆れさすような解釈を行う。彼の哲学は、理

解できないものに関心がない。（専門知識を有すれば）誰にでもわかるという意味での「明

晰」さに関心がある。そして、わかりにくいことを悪いことと考える。だから「語りえな

い」神秘をなきものにしようとし、自分の関心と重なり合う「理論」だけを重要だと思う

のである。 

もう一つは、彼が何もかも分かっているという解釈である。ラッセルは「神秘」を理解

している。「光り輝く経験」をしたことがある。高き次元、高き生を理解できる。しかし、

それでも敢えて彼は「科学的」たろうとする。彼は、最初からそれを疑っているのではな

い。彼はそれが本当に「高き」ものであることに理解を示す。そしてそれが価値ある生を
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もたらすことを分かっている。しかし、こと哲学において、彼はときにたしなめるのであ

る。それはむしろ思想を頑なにしてはいないか、と。だから彼は明晰さを、公共性を、そ

して他者を大事にする。ある直観を重視するあまり頑なになっている自分を、あるいは他

者を、テストし、検証してくれるものを大事にするのである。彼が悪いと思っているもの

は、必ずしも難解さ、深淵さ、高尚さではない。むしろ、それをただ有難がり、それに固

執する哲学のあり方、態度である。そして、彼が哲学においてよしとするものは、それら

「閉ざされたもの」を閉ざされたままにせず、皆に伝え、共有していこうとする態度、他

者へ開かれていこうとする態度なのである35。 

                                                   
35「極端な」解釈とわれわれはは述べた。正直なところ、われわれはラッセルの哲学のあ

り方は、この二つの態度の中間であったと思う。彼は、一方で自分の「神秘」の体験に基

づいて上のことを述べたと思われる。しかし他方で、彼のブラッドリーやヴィトゲンシュ

タイン、ベルグソンに対する態度を見るとき、われわれには彼が、ここで述べられた意味

で「神秘」を大事にしていたとは思われない。むしろこの態度の実践者は、われわれが宗

教において議論の手引としてきた、ジェイムズであったと思う。 
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第七章 「指示について」における「根本的誤り」 －ラッセルと

ストローソン 

 

序 

本論が行うのは、バートラント・ラッセルの代表的な哲学的成果とされる「記述の理論

(theory of description)」に対して、ピーター・ストローソンが「指示について(On Referring)」

(1950)で行った批判の検討である。「表示について(On denoting)」(1905)において主張さ

れた、ラッセルの哲学的業績の一つである「記述の理論」に対するストローソンの批判は、

当時哲学的な地位を確立していたこの理論に対し1、またこれを漠然と「正しい」ものとし

て受け入れていた哲学コミュニティーに対し多大な動揺を与え、またその論述の整然さと

鋭さから、その論文の歴史的な地位と、彼の哲学的名声を確固としたものとした。われわ

れの考えでは、その批判が重要であることの一つの理由は、彼の批判が、単に「記述の理

論」の問題点を指摘するものではなかったということである。ストローソンは同論文にお

いて、ラッセルの立場が、些細な誤りや訂正可能な不整合を有しているものでは考えなか

ったように見える。彼はかなり攻撃的に、その立場が「根本的に (fundamental)誤ってい

る」と繰り返し主張するのである。これはストローソンから見れば、ラッセルへの攻撃と

いう以上に、この立場を漠然と受け入れ、それに適切な批判を加えてこなかった哲学的状

況全体に対する攻撃をも意味したものだっただろう。ストローソンの批判は、問題点の指

摘という以上に、ラッセルの立場の奥深くにまで踏む込み、それを受け入れる土台を含め

て、広範にその成果を否定するものだったのである。そしてその上で彼は、その立場に変

わる自らの立場を主張した。それは、同論文において、「実際の」言語使用に依拠すること

により表明される。彼は、「実際の」言語使用に依拠することで繰り返し記述の理論の「誤

り」を指摘し、あるいは彼は、「実際の」言語の使用のあり方、あるいはわれわれの言語的

直観を無視した上でなされる、（ラッセルをはじめとする）「論理学者」の空疎な形式言語

を批判する。それらは、「実際の」言語使用に依拠することで行われる、この誤りの指摘、

あるいは批判を、彼が有効であると考えていたことを示すだけではない。それは同時に、

「実際の」言語使用を重視し、それの説明を第一と考える、彼の言語観、その背景にある

                                                   
1ラムジーはこれを「哲学のパラダイム」と述べ、ムーアもそれに同調した。次のムーアの

論文参照。 G. E. Moore, “Russell’s Theory of Description”, in P.A. Schipp(ed.), The 

Philosophy of Bertrand Russell, Evanston, IL, The Library of Living Philosophers, 

1946, pp.175-225. 
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哲学的態度、そしてラッセルのそれに変わる新たな思想の表明であったと考えられるので

ある。彼は、これによりしばしば（ラッセル的な「理想言語」の立場と対比する形で）「日

常言語学派」に数えいれられるであろう。ともかく、ストローソンは相当「根深く」ラッ

セルを否定し、自らの新たな立場を主張するのである。われわれがストローソンの批判、

そしてその重要さを理解する鍵は、この「根深さ」にあると言える。すなわち、この批判

が何らかの哲学的意味を持つのならば、ストローソンの立場は、極めて根本的な意味にお
、、、、、、、、、、、

いて
、、

、この、長らく保持されてきたラッセルの立場、「記述の理論」の立場を否定した上で

確立されたものと考えられなければならないのである。 

われわれが以下で行うのは、このような理解を踏まえた上での、「指示について」の検

討である。しかし、この論文は、既にこのような理解がなされ、あるいは少なくともその

重要さが意識された上で、先行研究が積み上げられているのではないだろうか。われわれ

がその検討を再度繰り返す必要がどこにあるのだろうか。このような疑問に対して、われ

われは次のように答えるだろう。従来の先行研究は、この批判の重要さにそれほど関心を

払わないまま、その対立を解釈してきた、と。従来の研究は、この批判が持っている重要

な意義に比べて、その理解があまりに部分的
、、、

であるように思えるのである。一般にこの批

判は、「記述の理論」、あるいはその理論の前提となる固有名に関する思想に向けられてい

るとされる。そして、ストローソンはそれを批判する過程で、「表現と使用」、あるいは「主

張と前提」という、言語哲学的に重要な区別を導入したとされる。このような理解は、間

違いとはいえない。しかし、このような理解においては、この批判を擁護する側にとって

も、再批判する側にとっても、その依って立つ地盤を明晰化し、議論を整え、整合的な理

論あるいは打開策を形成することが、この批判に向き合う唯一の仕方
、、、、、、、、、、、、、、

となってしまうので

ある。われわれは、この解釈状況を非常に残念に感じる。それらは総じて、この批判がも

たらした重要な意義を、そしてわれわれが上で指摘した「根深さ」の内実を取り損ねてい

る。われわれはストローソンの批判の意義は、ひょっとしたら彼の本来の意図を超えた、

もっと大きいものだと考えるのである2。 

 では、その意義とは何なのか。それは、この批判が引き起こす論争が、確定記述や言語

という局所的な次元ではなく、優れて「哲学」と言える次元で展開されているということ

である。すなわちストローソンが批判するのは、ラッセルの記述の理論でも、彼の言語観

                                                   
2われわれの以下の解釈は、ストローソンの意図と完全に一致するとは言えないことをここ

で断っておく。 
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でもない。哲学なのである。われわれの考察の目的は、両者の議論を通して、彼らの対立

におけるこの「哲学」という次元を明確化することである。この次元を明確化することで、

われわれは彼らの対立の重要さを、その意義、そしてその「根深さ」の内実も含めて深く

理解したことになると考えるのである。しかし、われわれの目標は漠然とし過ぎではいな

いだろうか。われわれは「哲学」というタームを乱用しすぎているのではないだろうか。

とりわけ、何が批判され、あるいは明確化されれば、このわれわれの目的が達成されたこ

ととなるのか。このことは、以下の論述で徐々に明らかにしていくべきことなので、現在

のところ明確に表現できるのはせいぜいわれわれの関心のみに留まる。しかし、ここで漠

然と述べておくならば、それに関心を払い、それを重要と思い、それと共に哲学してきた

もの、あるいはそれと共に哲学することを決めたもの、そういうものが批判の対象となり、

あるいは明確化の対象となるならば、そこで行われる議論は優れて「哲学」の次元におい

て生起していると言えるとわれわれは考える。われわれが以下で示すのは、ラッセルとス

トローソン、あるいは日常言語学派の対立は、この種の「哲学」の対立であったというこ

とである。 

 本論は以下のように構成される。第一節で、ストローソンの批判の内実を明らかにしつ

つ、その批判のいくつかの解釈が、ストローソンの、記述の理論が「誤り」であるという

判断を正当化しないことが示される。第二節でわれわれは、前節の行き詰まりを受けて、

ストローソンの批判を前節とは違った角度から解釈する。すなわちそれは、ラッセル哲学

の全体であり歴史であり、関心に向けられていることを示す。 

 

1 「指示について」におけるラッセル批判の検討  

 この節では、「指示について」におけるストローソンのラッセル批判が論じられる。彼の

批判は非常に明晰であり、力強いものであった。その議論で用いられる概念は、ラッセル

批判という枠内に留まらず、言語哲学における確かな成果と認められるものであり、また

その論述の仕方も、理論と実例を巧みに織り交ぜた、人を説得する際のリズムに支配され

たものであった。若きストローソンが大御所ラッセルに投げつけた挑戦状は、彼の確かな

実力に裏打ちされていたものだったのである。しかし、ストローソンのこの批判は、理解

しやすく、そしてそれだけ一層、そこに述べられている重要な部分が素通りされてしまう

危険があるように思える。われわれが以下で行うのは、彼の批判を検討することにより、

その批判が何に向けられているものであると理解すべき
、、、、、

かを論じることである。そのため
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にわれわれが以下で終始一貫して注目するのは、冒頭で指摘したように、彼の記述の理論

に対する手厳しい評価である。彼は、それを全面的に否定し、「根本的に誤っている」とま

で判断する。われわれが彼の批判の哲学的意義の理解にために注目するのは、この「根本

的誤り」という診断の根拠である。以下ではまず、彼の批判の理解の仕方がいくらか提出

されるが、そのどれもが「誤り」であるとの彼の判断にそぐわないものであると判断され

るであろう。 

 そのためにわれわれはまず、「指示について」で論じられている、記述の理論に対する理

解の大枠をつかんでおくのがよいであろう。ストローソンの議論は、彼自身が与えたこの

大枠によって非常に見通しのよいものになっていると思われるからである。それは、彼が

与える、「該当する存在者がいない確定記述」に関するジレンマと、それに対する対処の仕

方として以下のように理解できる。われわれは当の確定記述として、お馴染みの「現在の

フランス国王」そしてそれが含まれる命題である、「現在のフランス国王は賢い」を取り扱

おう。ストローソンは、この命題に関して次の四つのテーゼがジレンマを引き起こすとい

う。まずこの命題は、①文法的におかしなところがなく、しかもわれわれが問題なく理解

できるものであるので、これらは有意味であると考えられる。そして、②この命題が有意

味である以上、それは真か偽のどちらかでなければならない。③この命題が真であるのは、

「現在のフランス国王」が賢いときであり、偽であるのは、「現在のフランス国王」が賢く

ないときである。しかし、④「現在のフランス国王」というのは、それを指示する対象が

存在しない確定記述なので、この命題は③の真理条件が適用できない。 

ストローソンはこのように「該当する存在者がいない確定記述」に関する四つのテーゼ

から生じるジレンマを指摘する。彼にとって、この確定記述に関心を持ち、それと向き合

うことは、このジレンマを解消すべく「意味」、「指示」の内実を変容させることを意味し

たと言えるであろう。そして、「記述の理論」は疑いもなく、この確定記述へ関心を持ち、

そしてその理論が有する独自の「意味」、「指示」の枠組みによりこのジレンマを解消しよ

うと試みたものだった。では、どのようにしてだろうか。ストローソンの診断は、ラッセ

ルは③を問題視することでこのジレンマを解消したというものであった。すなわち、「現在

のフランス国王」を何らかの対象を指示するものと考え、それに対し述語を付加し、命題

を構成できると考えたことでこのジレンマは生じたというのが、ラッセルの判断だと考え

られたのである。そして、その解消方法は、われわれにお馴染みの「記述の理論」となる。

すなわちラッセルは、「現在のフランス国王」のような確定記述句を「実は対象を指示しな
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い」句と考え、「それ自体では意味を持たない記述句」として、それを含む命題全体におい

て、量化表現によって表現されるものと解釈する。その解釈とは周知のとおり、「現在のフ

ランス国王は賢い」は「ただ一人存在する現在のフランス国王なる人物がいて、その人が

賢い」となる。一般に、確定記述 D(x)（例えば「現在のフランス国王である」）が命題Φ

の中にΦ (D(x))という仕方で現れたとすると、記述の理論によればそれは∃x(D(x)∧∀

y(D(y)⇒x=y)∧Φ(x))となる3。ストローソンは、記述の理論を、このジレンマのある対処

の仕方から「発生」したものと解釈するのである。 

 さて、自身が与える大枠に則って、ストローソンは「記述の理論」を最終的に誤りであ

ると判断しているのであるから、彼は同時に上の形成過程にも誤りが存在すると考えてい

ることになる。結論から言うと、彼はラッセルが②ではなく③を否定した点で誤りだとし

ているのである。しかし、われわれはここで一つの注意を与えておきたい。われわれが目

下のところ確認したのは、ラッセルのジレンマに対する対処の仕方でしかない。そして、

「現在のフランス国王」のような「該当する存在者がない確定記述」に関する上のジレン

マは、ジレンマとしては通常のものであり、その解決策もわれわれが通常行うものと同様

となる。すなわち、これら四つのテーゼが両立可能でないならば、その解決のためには、

そのうちのどれかが否定されなければならないのである。その際、このジレンマ自体が間

違っているという場合（それは当然考えられるが、今回はそうではないとしよう）を除い

て、この否定の選択自体に関して「正しい」、「誤り」ということはできないであろう。も

ちろんその選択に際して考案された理論が問題のジレンマを解決しない（あるいはしよう

がない）ならばその選択を誤りと判断してよいかもしれないが、少なくともラッセルは記

述の理論でこのジレンマをさしあたっては解消しているのであり、この点でラッセルの選

択自体は今のところ問題であるとはいえないであろう。後に見るようにストローソンは②

を否定することでこのジレンマを解消する、というよりはすべきである
、、、、、、

と主張するのであ

り、彼は決して「二つの解決策」があるとは主張しない。彼は、ラッセルの選択は誤り、

しかも「根本的な」誤りであったと断ずるのである。繰り返し強調するが、われわれが見

なければならないのは、ストローソンのこの「誤り」をわれわれがどう理解しうるかであ

る。現時点でわかっているのは、われわれは、「ジレンマの解決」という地点に留まってい

る限り、ストローソンのこの「誤り」という判断を理解できないということだけなのであ

                                                   
3もちろん第一出現、第二出現などの相違はここでは考慮に入れられていない。それを詳細

に論じるのはわれわれの目的ではない。 
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る。 

 しかし、この論文を読んだものならば、この地点に留まっていることはない、そういう

ふうに言えるかもしれない。ストローソンの批判は、現にさらに先に進んだ上で「誤り」

との判断を下すのである、と。すなわち、ストローソンの記述の理論の批判のポイントは、

確定記述の解釈を含めた、それが前提する一つの言語観であり、この言語観というより広

い観点において記述の理論は誤っていたと彼は考えていたのである、というのが、この論

文の有力な一つの理解であるようにみえる。このことは、上述の「記述の理論の発生史」

をもう少し詳しく見ることで明らかになるであろう。われわれは、ラッセルが③の前提を

否定したことで記述の理論へと向かっていったことを確認したが、われわれはさらにこの

ことを可能にしたラッセルの言語観に踏み込むことが出来る。それは、上の議論で問題と

なっている「現在のフランス国王」とは何なのかという問いに対する包括的な解答によっ

て成されると思われる。すなわち、その記述句は、「それ自体では意味を持たない」とされ

た。まず、このことは、言語表現において「それ自体意味を持たない」ものと「それ自体

で意味を持つもの」という分類が存在することを示唆するであろう。さらにわれわれは、

記述句を「それ自体では意味を持たない」と主張することにどんな意味があるかを考える

必要がある。それは、一見それ自体で意味を持つように見えながら
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、実はそうではないと

いうことである。すなわち、それは人をある意味で欺きうるものなのである。これらのこ

とから帰結するラッセルの言語観はおのずから明瞭となる。ラッセルの記述の理論が一つ

の理想言語を志向するものであるというよく知られた理解が示すとおり、彼は「人を欺く」

日常言語を「分析」することにより、本当の言語の形式を示す「人を欺かない」完全な「理

想言語」の構築を目指した。上のジレンマが③を否定することで解決される背景、言い換

えるとその選択により構築された記述の理論が前提するのは、ラッセルのこのような言語

観であったということが出来る。そして、ストローソンの「誤り」という判断は、この言

語観に対するものであると考えることも可能であるように見えるのである。 

 さて、言語観の対立が「誤り」という判断の根拠となるかどうかはさておき、われわれ

はこの見方がストローソンとラッセルの対立をより明瞭にするものであることは認めなけ

ればならない。ストローソンの言語観は、まさにラッセルの言語観を肝心なところで反転

させることによって構成されると言えるからである。ラッセルにおいて、「人を欺く」と考

えられる「日常言語」は、ストローソンにおいてはむしろ正しさの基準となるものであっ

た。彼が「指示について」で繰り返し用いる論点はそれを明瞭に示している。彼は同論文
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で、記述の理論を、「われわれの実際の使用とかけ離れている」という点で繰り返し批判す

る。例えば確定記述に見られる量化表現や、同一性の主張を、彼は「実際の使用において

そのような主張がなされていない」ということを根拠に批判するのである。ストローソン

から見れば、ラッセル、そして同論文で繰り返し言及されている「論理学者」は、言語分

析において依拠すべきものを取り違えている。彼らは、通常の使用から離れた論理的分析

を、正しさの依って立つところであると考えているが、言語は、少なくともわれわれの通

常の使用が問題になる場合においては、そのような論理的分析の先に「それが実際にどう

使用されているか」が問題にされなければならない。ストローソンのこのような立場は、

彼の言語観のみならず、その哲学においてラッセルと対立しているものと考えられ、よっ

てわれわれはこのような「言語観」の理解を、われわれが求めていた彼らの対立の理解と

してもよいように思えるのである。 

 しかし、この理解は肝心な点で、先ほどわれわれが退けた理解、すなわちこの対立を「ジ

レンマの解消の仕方」として見る、という理解を一歩も超えていない。われわれが先に述

べたことは何だったか。それは、「二つの」ジレンマの解消の仕方があるというのでは、ス

トローソンの「誤り」という判断を理解できないということであった。この対立において

は、ストローソンにとって「二つ」というのはありえず、常に「一つ」でなければならな

いのであり、そうあるべきなのである。翻って、つい先ほど述べた、言語観の対立という

観点を考えてみよう。確かにストローソンは、自分の言語観から、ラッセル的な「理想言

語的」言語観を批判する。しかし、その根拠は、常に自分の言語観の「正しさ」を前提と

したものであった。このような批判ならば、ラッセルの陣営からも同様に行えよう。ラッ

セルの陣営からは、むしろ誤謬を含む可能性のある「不完全な」日常言語を、分析の正し

さの根拠とする理由は何なのか、という正当な疑問が提出されるのである 4。このような、

双方の疑問と批判の応酬は、双方が双方の正しさを前提した上で行われる。すなわち、こ

こではお互いの主著がすれ違っているだけであり、言い換えると「二つの」言語観がある

という状況を脱していないのである。しかし、繰り返すが「二つ」の言語観があるならば、

                                                   
4ラッセルを擁護する論者のいくらかは、正当にもこの点をついている。クワインは、日常

言語的な使用の仕方の存在を認めつつも、それを「記述の理論」をはじめとする「論理的」

分析と混同されるべきではないと主張する。W. V. Quinne, “Mr. Strawson on Logical 

Theory,” Mind, 62(1953), pp. 439-440. また、P. ヒルトンもストローソンにおけるこの混

同を問題として指摘している。Peter Hylton, “The Theory of Description,” in Nicholas 

Griffin(ed.), The Cambridge Companion to Bertrand Russell, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2003, p. 229. 
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あるいは可能ならば、その一方のみを「誤り」と判断することは出来ないであろう。スト

ローソンの「誤り」の判断の理由を理解するならば、ラッセル的言語観は「不可能」であ

ることの理由を探さねばならない。そうできないならば、われわれはストローソンの「誤

り」という判断自体を誤りと考えなければならないだろう。 

 われわれはこれまでストローソンの主張のかなり断片的な部分のみを取り上げた上で、

彼の「誤り」という判断の不十分さを確認したに留まったように見える。しかしわれわれ

は、ここまでの議論は、われわれの求めているものは、かなりの理解の仕方を排除するも

のであると考える。すなわち、これまでに確認したことは、われわれの求める、彼の「誤

り」の判断の根拠は、単なる論点の付加という量的側面の変化
、、、、、、、

によっては得られないとい

うことを示唆しているのである。そのことを示すため、彼の「指示について」の中心的な

主張である、「意味と使用の違い」という論点を、彼のラッセル批判の根拠として付加して

みよう。これは先ほど述べた、該当する対象が存在しない確定記述のジレンマを、②番目

のテーゼ、すなわち「有意味であるならば真か偽でなければならない」を否定することで

解決しようとするための主張であった。ストローソンは。命題には、その「表現」と「使

用」の区別が必要であると主張する。例の「現在のフランス国王は賢い」で具体的に考え

よう。われわれは、先ほど述べたようにこれを文法的におかしい命題とは考えず、しかも

「１は青い」のようなカテゴリー的な誤りを犯しているとも考えにくい。すなわち、先ほ

どあげたテーゼの①を否定するのは難しいと考えられる。しかし、②番目はどうだろうか。

ストローソンによれば、この命題を誰かが発したときと、われわれが自然に取る反応は、

「でも、今フランスに国王はいないよね」というものだという。この反応は、この命題が

理解されており、従って有意味でありながら、それに対する真理値の付加が留保されてい

ることを示している。その留保が行われないのは、実際に「現在のフランス国王」が存在

するとわかっているときである。すなわち、彼は②は誤りであり、命題は有意味であるこ

とによってはその真理値（または対象）の存在までは保証されないと主張する。では、有

意味なことと真理値（または対象）が付与されることのギャップはどのようにして説明さ

れるか。それが、彼が与える命題の「表現と使用」の区別である。命題（確定記述）は、

一方では、その構造から、何かを表現するものである。この、命題（確定記述）が表現す

るものが、それが有意味であることの内実であり、それはその表現方法が確立されさえす

れば無時間的なものである。他方、命題（確定記述）は「その都度」使用される。この「そ

の都度」の使用に応じて、その命題は真理値（対象）を持つことに、あるいはそれに含ま
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れる確定記述が対象を持つことに、成功したり失敗したりする。「現在のフランス国王は賢

い」は、現在のわれわれの状況では真理値を持つことに失敗し、「現在のフランス国王」も

対象を持たない。しかし、それはその状況に相対的なことである。例えば、この命題は 300

年前に発せられれば真理値を持つことに成功するだろう。「現在のイギリス国王は賢い」に

ついても全く同様である。このように、彼は命題が真理値を持ち、あるいは確定記述が対

象を持つことは、無時間的な「命題の意味」に依存するものではなく、その命題の実際の

使用、すなわちその状況や文脈によって定まることであると主張するのである。 

 さて、この「表現と使用」の区別を確認したわれわれは、ストローソンの「誤り」とい

う判断を正当化できるように見える。彼のラッセル批判は、次のように理解されるものと

考えられるからである。すなわち、ラッセルは上で挙げたジレンマのうち、③を否定して

しまったので、記述の理論を生み出したが、真に否定されるべきは②であり、そしてその

否定によってこの「表現と使用」の区別に注目すべきであった、と。この理解は、恐らく

「指示について」の読解において最も標準的なものであると思われる5。実際彼は、記述の

理論を批判する際繰り返してこの「表現と使用」の区別を、手を変え品を変え主張するの

であり、しかもそのときには常に「ラッセルがこのことを見抜いていない」ことを強調す

る。記述の理論は、ジレンマにおけるテーゼ③を否定したことにより、この「表現と使用」

の区別に至れない「誤った」分析であったとされるのである。しかも、われわれが冒頭で

述べた、この論文の意義も、この「表現と使用」の区別を生み出したこと、として理解す

ることも可能である。真理値と命題を切り離さず、命題の正しさのみが命題の考察におい

て重要視されていた以前の言語分析に対し、ストローソンが与える分析は、命題の使用状

況、文脈を重視するものであった。すなわち、この分析はわれわれの実際の言語使用にお

ける重要な要素を抽出したものであり、このことで彼以後の言語分析は言語使用の多様な

あり方を説明することが可能になったと考えられる。ラッセルとの対立も、ラッセル的な

「古い」分析に対し、語用論的な要素を強調するストローソン的「新しい」立場が生み出

されたきっかけとして理解できるのである。 

 われわれは、このような理解の仕方が可能であることは否定しない。しかし、それは、

                                                   
5ここに述べられたことは、マインドにおけるストローソンの論文の以下のレビューとほぼ

一致している。J. F. Thomson, “Review: P. F. Strawson, On Referring,” Journal of 

Symbolic logic, 18(1953), pp. 87-88.。また、ラッセルの立場がこの区別をカバーするもの

であると主張する論者として次を挙げる。James W. Austin, “Russell’s Cryptic Response 

to Strawson,” Philosophy and Phenomenological Research, 38(1978), p. 534. 
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ストローソンが実際に「指示について」において述べていたことに比べてかなり「波風の

立てない」解釈であると思われる。彼が実際にかなりの「波風を立てて」いるのは、われ

われが先ほどから繰り返し述べているとおり、彼がラッセル的な立場を「根本的な誤り」

と述べていることからわかる。再度、彼の主張は、ある一つの立場に対し、それと違った

立場を提出した、というものではない。彼は、この二つの選択肢のうちならば、自らの立

場を選ぶより他はない、と述べているのである。この主張は、この論文で述べられている

「表現と使用」の区別の議論により担保されるだろうか。彼がこの議論で常に、それを基

礎付けるものとして引き合いに出すのは「われわれの実際の言語使用」である。記述の理

論批判でも、「実際に」われわれは量化表現などを主張していない、ということからこれを

批判する。彼は、「実際に」確定記述が使用されている現場を見るならば、それはその使用

において「対象の存在」が前提とされていると主張する6。「実際に」の言語の使用の現場

を見るならば、われわれは確かに「表現」と「使用」を区別していることが観察できると

いう。このような議論に対して、当然次のように問うことが出来るであろう。「なぜ実際の

使用に依拠せねばならないのか」、と。しかし、ストローソン的立場からするならば、その

質問には逆にこう問い返すことが可能である。「実際の使用から離れて何に依拠するのか。

それ以外に妥当なものがあるのか」、と。われわれが分析に成功したり、失敗したり出来る

のは、その分析対象の「実際の」あり方に適合したり、反したりするときだけである。ス

トローソンにとっては、彼の立場に対する疑念は、分析という行為そのものを不可能にす

るものになりかねないと考えられるのである。 

だが、これに対してやはりラッセル的立場は、こう返すことが出来るであろう。「われ

われは実際の使用において、正しい場合も、誤っている場合も、混乱している場合もある。

われわれは、むしろその実際の使用のうち何が信頼するに値するかを問わねばならないの

であり、それに無批判に依拠するのは健全な立場とはいえない」、と。彼ももちろん、言語

分析がある日常的な使用からはじめなければならないことは認める。しかし、彼の分析の

目的はそこから「離れて」いくことで、依拠するに値する要素を抽出することである。最

                                                   
6本論では詳しく論じられていないが、この「主張と前提」の違いも、ラッセルとストロー

ソンの批判を理解する中心的な論点の一つである。Richard M. Gale, “Strawson’s 

Restricted Theory of Referring,” Mind, 20(1970), pp. 162-165; W. Sellars, 

“Presopposing,” Philosophical Review, 63(1954), pp.197-215. またライカンは、確定記述

に関して、ラッセル的な「主張」は強すぎであり、ストローソン的な「前提」は弱すぎで

あるとして、その中間の立場を主張している。William G. Lycan, “Transformational 

Grammar and the Russell-StrawsonDipute,” Metaphilosophy, 1(1970), pp. 335-337. 
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初に与えられているものは、多かれ少なかれ明晰ではない7。だからこそ「分析」に、そし

てそれをしようとする努力に意味があるのである。ストローソンの立場が、正しさの基準

として与えられる日常言語（の使用の仕方）がない限り「分析」に意味がないとするもの

であるのに対し、ラッセル的な立場はそれをある意味で否定しない限り「分析」に意味が

ないとするものなのである。 

 もちろん、ストローソンの立場は否定されない。このような分析の進行が何に依拠して

いるのか、と問うならば、やはりそれはわれわれが「実際に」もっている言語的直観によ

るほかはない、彼はそう言い得るであろう。言語の実際の使用を矮小化するラッセル的立

場に対し、ストローソンはそれを「何かを考察するときには依拠しなければならないもの」

と捉える。結局われわれには何が得られるだろうか。それは上述と全く同様の、言語に関

する「二つ」の立場である。「表現と使用」という彼の重要なコンセプトは、われわれが求

める、ストローソンの「誤り」という判断の根拠を求める限りは、この「二つ」の言語観

を単に先鋭化させるものに過ぎないのである。 

 われわれは、可能な全ての論点を枚挙する必要はないであろう。われわれの以上の議論

は、このような「量的な」論点の付加は、ラッセルとストローソンの言語観の対立をます

ます先鋭化させるだけであるということを示唆している8。ラッセルの「理想言語」、「存在

言明の主張」、あるいは、上で論じられていない「論理的固有名」、「主張 (assert)と前提

(presupposition)の違いの無視」が「不自然だ」といくらストローソンが述べたところで、

ラッセルはむしろそれが「正当な」分析の帰結であると主張し、逆にストローソンの「実

際の使用」という依って立つところを疑問視できる。ストローソンの「誤り」という判断

に反して、今までのところわれわれは、「指示について」を二つの言語観の対立を表すもの

としてしか理解していないのである。 

 

                                                   
7困ったことに、「指示」に関するストローソン的な「実際の使用」を批判し、「実際の使用」

は実はこうなのだ、とする論者もいる。「実際の使用」という立場は、一枚岩というわけに

はいかないようである。Charles E. Caton, “Strawson on Referring,” Mind, 68(1959), pp. 

539-544.  
8もちろん、彼らの対立に関しては、様々な観点を作り出すことが可能である。彼らの対立

を実在論と唯名論の対立から解釈する論文として以下を挙げる。Sharon Kaye, “Russell, 

Strawson, and William of Ockham,” in Tom Rockmore(ed.), The Proceedings of the 
Twentieth World Congress of Philosophy, vol. 2, Philosophy Documentation Center, 

Bowling Green State University, 1999, pp. 207-216. しかし、この解釈もわれわれの議論

にとって重要性は高くない。 
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2 「根本的誤り」の再解釈 

 われわれが前節で行ったのは、ストローソンの「根本的誤り」に関する、いわば失敗の

解釈である。いくら量的な論点を付加したところで、ラッセルはいくらでも自分の立場を

同等に主張できるであろうことを、われわれは見た。れわれはひょっとしたらあまりにも

多くのものを求めていたかもしれない。ストローソンの「誤り」という判断自体が誤って

いたのではという疑問も可能なほど、これまでの議論でわれわれはこの判断を正当化する

根拠を限定してきたように思えるのである。われわれは道を間違えたのだろうか。われわ

れは、得られもしない「根本的誤り」に執着してきたのだろうか。結論から言うと、われ

われはそうではないと考える。われわれは、「指示について」の内部において、十分にこの

「根本的誤り」を示すことができると考えるのである。しかしそれはある譲歩付きで、で

ある。すなわち、われわれが行うのは、ラッセルがかかる誤りを実際に犯していたかどう

かを決定することではなく、ストローソンがそう考えたということが理解可能だというこ

とを示すことに留まるのである。われわれは本論において、二人の主張に白黒をつけるつ

もりはない。わわれわれが行うのはあくまで、ストローソンの「根本的誤り」を重要な主

張と捉えた上で、その解釈を行うことである。われわれは、その解釈自体に重要な意義が

あると強く信じる。それはまさしく、文字通り「根本的」なものであり、ストローソンの

ラッセルに対する激しい批判を正当化するものなのであり、そしてまさに、それが、冒頭

で述べた意味で、彼らの対立が優れて哲学的な対立であるという主張に意味を与えるもの

なのである9。 

 では議論を始めよう。われわれが前節で確認したのは、彼らが互いに争い、互いの理論

の正しさを主張し、そして、その主張には、お互いに反論の準備があるということである。

われわれは進展しなかった。しかしわれわれは、「指示について」において、その反論に少

                                                   
9それでは不十分だ、といわれるかもしれない。ストローソンが主張するように実際にはラ

ッセルが「根本的に誤って」いたのかどうか、そのことに決着をつけることが重要であり、

それがない限り議論は片手落ちである、と。われわれはそうは思わない。決着をつけ、結

論をつけ、一つに収斂させる。それは確かに哲学の一つのあり方である。しかし、それに

よって、止まり、留保し、開かれる、というあり方を全面的に否定するのは、明らかに哲

学の可能性を狭めてしまうであろう。確かに、あまりにも差がある主張同士は、並び立つ

ことはできない。留保すべき時というのは、場合によるのである。しかし、われわれは前

節において、ラッセルとストローソンが、少なくとも並び立つ程度にはお互いに思想を有

していたということを示したつもりである。もちろん、それによって、この二つの思想に

優劣がないことを示したなどというつもりは全くない。われわれはただ、前節の議論によ

って、二人の立場が並び立つものであると解釈することが可能であることを示したに過ぎ

ないのである。 
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し違った色合いのものが含まれていると考える。われわれが以下で行いたいのは、この「色

合い」を明るみに出すことである。結論から先に言ってしまえばそれは、ラッセル哲学の

あり方であり、その歩んだ歴史であり、そして、何がわれわれと共
、、、、、、

にあるべきであるか
、、、、、、、、、

と

いうことに関する洞察なのである。 

そのために、再びわれわれは第一節で論じた、確定記述と関連するラッセルの言語観を

もう一度確認したい。記述の理論とは、確定記述を含む命題を、ある量化を含む命題とし

て解釈するものだが、それは確定記述を「本来の言語構造を示さない」、それ自体意味のな

い表現であるとするものであった。言い換えると、ラッセルによれば確定記述は本来の言

語構造に関してわれわれを「欺く」ものなのであり、またこの量化を含んだ命題こそ、わ

れわれを欺く「見かけの言語構造」ではなく「本来の言語構造」を示すものなのである。

彼は、言語に層を設け、それらを対比させる。「本来の言語構造」を示すものと、「（われわ

れを欺く）日常言語の言語構造」。彼の言語観は、この二つの言語の対比をその特徴の一つ

として持つと言ってよいであろう。 

これは何を意味しているだろうか。われわれの見るところ、これは、一つの言語観であ

りながら、また何が探求されなければならないかということに関する道筋をも示している

のである。どういうことか。まず認めなければならないのは、われわれは、当初から常に

完全な言語を有しているわけではないということである。われわれが分析のはじめとして

出発しなければならないのは、完全な言語ではなく、われわれが既に有している言語、す

なわち日常言語である。しかし、ラッセルによれば、それは「欺く」。それは、よくないも

のなのである。それは到達点ではなく、分析の対象であり、ある意味では克服の対象であ

ると言える。つまり、われわれはこの不完全な言語から出発して、より完全な、そのあり

方自体が本来の言語構造を示すような言語への移行を、「分析」によって実現しなければな

らない。例えば、記述の理論などによって。この、ラッセルの言語観に付随する、この完

全な言語への移行、そしてその努力。われわれはラッセルの記述の理論を、このようなも

のを含むものとしても解釈できる。それは、確かに、確定記述をある形の量化表現として

解釈することだが、それはそれと共に、何が「欺く」表現なのか、何が「欺かない」表現

なのかについての探求を引き受けることをも意味する。そして、「欺かない言語」を構築す

ること、このことが彼の哲学の一つの目標となるのである。 

 しかし、問題があるかもしれない。ストローソンはそう見ていたのか。そうでなければ

われわれはストローソンに即して議論を進められない。しかし、彼は上のように、ラッセ
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ルの記述の理論を見ていたと言えるのである。彼は、より具体的な問題を持ち出し議論す

る。彼は、ラッセルの主張する、確定記述の「不完全記号」としての性質、すなわち「そ

れ自体が意味を持つわけではない」という性質を問題視するのである。確定記述が「不完

全」であるというラッセルの主張は、では何が「完全」なのかという疑問を引き起こすだ

ろう。確定記述が「それ自体で意味を持たない」ならば、「それ自体で意味を持つ」ものが

なければならない。それでは、この「それ自体で意味を持つ」ものとは何なのか。ストロ

ーソンは言う。それはラッセルによればそれは「論理的固有名」であった、と10。しかし、

まだ疑問が尽きるわけではない。われわれが通常使用している固有名ではない、「論理的」

固有名とは何なのか、これがそれ自体意味を持つと主張するならば、この疑問に答えねば

ならないだろう。記述の理論を受け入れることは、同時にこの疑問を引き受けることであ

る。言い換えるならば、この理論を受け入れることは、この理論の背景にある言語観を引

き受けること、特にこの、固有名として「完全」であると考えられる「論理的固有名」の

問題に取り組まねばならないということを意味するのである。 

 さて、この「論理的固有名」が記述の理論において問題だったのだろうか。確かにスト

ローソンは「指示について」でそう述べている。しかし、この問題点をわれわれは単なる

「言語観の相違」に回収してはならないのであるから、われわれはこの問題点を慎重に解

釈せねばならない。ここで注目したいのが、ストローソンが、非常に大雑把ではあるがラ

ッセル哲学の「歴史」に触れている点である。彼は同論文において四つの論文、「表示につ

いて」、『プリンキピア・マテマティカ（Principia Mathematica）』、『意味と真理の探究

（Inquiry into Meaning and Truth）』、『人間の知識（Human Knowledge）』に、いずれ

も確定記述に関連した形で触れている。これら論文が発表されたのは、それぞれ 1905

年,1910 年（確定記述に触れているのであるから、第一巻であろう）、1940 年、そして 1948

年である。ここで目を引くのが、なぜ彼のこのラッセル哲学の歴史の言及が、「表示につい

て」から『人間の知識』までなのかである。それは次のように理解できるであろう。すな

わちそれは、「表示について」にはじまり、ラッセルの哲学において一つの中心的な役割を

担ってきた「記述の理論」が、40 年以上の時を経て何をもたらしたか、に関する歴史であ

る。言い換えるとそれは「記述の理論を受け入れた哲学者」としてのラッセルの思想の歩

                                                   
10「指示について」では「論理的主語(logical subject)」とあるが、意味は同じであり、か

つ議論の性質上「固有名」の方が相応しいので、本論では「論理的固有名」のほうを用い

ることとした。 
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みであり、その総括と言えるであろう。前段落で述べたことを考慮に入れるならば、それ

は、記述の理論を受け入れたラッセルが、それを受け入れることに付随する一つの使命、

つまり彼の「完全な」（欺かない）言語を形成するということに関して、特に論理的固有名

の問題に関してどのような成果を挙げたか、ということと理解することができるのである。 

 そしてわれわれは、ストローソンがこのことに関して決定的な総括を行っているのを見

出すことが出来る。彼は「ラッセル哲学の歩み」の総括とも言える、次のような結論を下

すのである。 

 

  これ（前段落の区別）は、言い換えると次の区別である。 

  （１）人や物を指す、言及する、あるいは指示するために用いられる表現を含む言明 

  （２）唯一つの対象を持つ存在言明 

  ラッセルが行うのは、漸次的に、（１）のクラスの言明を（２）のクラスへと吸収させ

ていくことである。そして結果として彼は論理的主語、そして個体変項一般に関する

克服できない問題と関わることになる。その困難は、『（意味と真理の）探求』、『人間

の知識』において展開された、論理的に破滅的な
、、、、

理論へと彼を導いてきた
、、、、、

のである。

記述の理論にその動機を与える、論理的主語表現の意味に関するこの見方は、同時に、

（確定記述とは違う）実体的な句からはじめた彼が、漸次的に論理的主語の地位から

引き下げてきた（確定記述のような）このような表現に対して、金輪際
、、、

満足の行く代

替案を見つけ出す可能性を締め出すものなのである（補足、強調は全て引用者による）

11。 

 

彼は「破滅的」とまで言う。なぜか。彼にとっては、引用の（１）と（２）の区別は保存

されねばならないものであった。なぜなら、前節で確認したように、われわれは言語をそ

う使っているからである。対して、ラッセルは何を行ってきたか。この、当たり前にある

べき区別を、漸次的に消去し、いわば「名前」を「名前」でなくすることである。そして

最終的に、上の（１）にあたる名前は、非常に不自然な、（とストローソンには思われる）

感覚的な性質に対するものだけに限定されてしまった12。それは、われわれの「名前」の

使用を説明しないもの、「名前」とは似ても似つかないものになってしまったのである。 

                                                   
11 P. F. Strawson, “On Referring”, Mind, 59(1950), p.334. 
12Bertrand Russell, Human Knowledge: Its Scope and Limits, London, Gerge Allen and 

Wuwin, 1948, pp. 87-99. 
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 われわれはこの判断の正しさを判定することはない。彼の名前の理論には、彼の世界観、

科学観が背景にある。その背景に触れずに、彼の名前の理論の是非は判断できないはずだ

からである13。しかし、われわれは今や、ストローソンの「誤り」の判断を理解できるで

あろう。まず、確かに、われわれは「成果が上げられなかった理論」を誤りであったと理

解することは出来る。これは間違いではないが、ストローソンの「誤り」の意味づけをそ

れほど捉えるものではないと思われるのである。この意味づけを捉えるには、確定記述に

関する「ラッセル哲学の歩み」を簡単に振り返るのがよいだろう。彼は、「対象のない確定

記述」、そしてそれに付随する理論的問題に対する関心から、記述の理論を生み出し、それ

を受け入れてきた。それは、その理論に付随する問題点も同時に受け入れ、克服していく

ことを選択することである。言い換えるなら、彼は、それを受けいれたときから、多かれ

少なかれ「それと共に」哲学してきたのである。そして彼は、その理論に付随する、論理

的固有名の問題に向き合い、（常に同じではないにしても）それに対する見解を表明してき

た。そして、その修正、改訂、補強により、自説を強化し、強化し続けてきたのである。

このような、「記述の理論」を受け入れたことからはじまる「歩み」によって最終的に『人

間の知識』において表明された主張を、ストローソンは「破滅的」だったと総括する。し

かも彼は、この「歩み」は、それに変わる満足のいく代替案を生み出す可能性を金輪際締
、、、、

め出してきた
、、、、、、

ものであるとまで主張するのである。われわれはこのときに彼によって否定

されているものを見なければならないであろう。 

 彼によって否定されているもの、それは確かに「記述の理論」である。それは間違いな

い。しかしそれは決してその理論的内実だけではない。確かに、「指示について」ではそれ

も否定されているように見えるが、その否定のためにストローソンが用いる根拠が、逆に

ラッセルから批判されうるものであるのは第一節で確認したとおりである。むしろ彼が否

定するのは「記述の理論を受け入れること」である。ある関心に導かれて理論を受け入れ

ることは、多かれ少なかれ、それがもたらす問題を受け入れ、「それと共に」哲学していく

ことを意味する。先にわれわれが記述の理論に関して述べたように。そしてそれは、その

                                                   
13ラッセルの『人間の知識』における関心は、「最低限の語彙」(minimum vocabulary)に

よってわれわれの世界を構成することにある。それを彼は科学と同様の行為と見ている。

科学も、以前に実態を表す名前と思われていたもの（例えば水）を、漸次的に分解し、「本

当にあると言えるもの」から構成する（分子、原子等）からである。彼はそうすることが

哲学を進展させると考えたのである。その是非は、彼の哲学全体を眺めることなしには決

定されないだろう。彼の「最低限の語彙」からの構成は、特に次を参照。Russell, Human 

Knowledge: Its Scope and Limits,, pp. 251-337. 
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最初の関心の正しさを、その探求により強化していくであろう。彼はそうして、自説を補

強し、よりよいものを生み出そうとする。しかし、理論が、そしてその歩みが全て幸運な

結果をもたらすとはいえない。カントールが連続体仮説の正しさを証明しようと無為な努

力を続けたのはわれわれには周知のとおりである。現在では誤っていることが知られてい

るが、当時ではそれが判明していない科学理論を受け入れるならば（例えば光の媒質とし

てエーテルを仮定するならば）、それが説明する現象と実際の現象との齟齬に苦しめられる

ことになるであろう。われわれは、必ずしも何かを受け入れることの帰結を、受け入れた

当初から知っているわけではないが、このような事例は、何かを受け入れるということは

慎重に決定されるべきであることを教えるものである。このことを考慮に入れた上で、わ

れわれは、何がそれ「と共」哲学するに値するかを決めなければならない。ストローソン

は問うであろう。「記述の理論」がそうなのか、と。彼によれば、ラッセルがそれを受け入

れて以来、彼が出した答えは、結局のところ「破滅的な」論理的固有名の思想だった。そ

れはこう言い換えることでよりその意味が先鋭化されるであろう。すなわち、それを受け

入れることで、理想言語という不適切な関心に囚われ、それを巡る問題に固執し、そして

結果的に「破滅的な」結論しか出せないような理論、そしてそれ「と共に」哲学していく

こと、それは既に、ストローソンによればラッセルが身をもって「無駄であった」ことを

示したものなのである、と。このようなことがわかっている以上、それは既に「もう一つ」

の選択肢ではない。われわれの歴史を、哲学を、生を無駄にする選択肢は、締め出されね

ばならないのである。われわれは今やラッセルの「誤り」が「根本的」だったとするスト

ローソンの判断を理解できるであろう。それは、単に誤った理論を主張したということで

は決してなく、記述の理論が導いてきた、ラッセルの哲学の歴史、言い換えるなら彼の哲

学を支えてきた根本的な（理想言語という）「関心」、そしてその哲学的なあり方に対して

向けられたものだったのである。 

 

3 結語 

 われわれがしてきたのは、ストローソンがラッセルを誤っているというときの、「根本的」

の意味を捉えなおすことであった。そしてそれは、歴史的、全体的なものであるというこ

とをわれわれは示してきた。われわれは、ときに勘違いし、錯誤する。間違った言葉を使

い、間違った理解を形成する。しかし、それは大抵の場合、「根本的」でも、歴史的、全体

的でもない。それは、指摘されれば直ちになおされるものである。それは、全体の中の特
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異点のようなものであり、それはすぐに訂正され、安定した全体の中に取り込まれる。わ

れわれが議論してきた、「根本的誤り」は、そうではない。それは、もし間違っていたとす

れば全部が間違っている。その全体は、最初の関心の拙さから、あやまった目測のもとに

形成される。ストローソンが、「理想言語」に捕えられることをそう理解したように。そし

て、それはその拙い関心のもとに歩んだ歴史により、自信を強化、補足していく。それは

そうすることでますます「間違う」。そして、間違った結論を出し、破滅する。いや、間違

いに、破滅にすら気付かないかもしれない。その全体は、間違いは、自分を守ろうとます

ます頑なになるかもしれない。ラッセルは、ストローソンによれば「破滅的な」固有名に

関する理論を展開しているが、ラッセルによればそれは「正当な」ものだった。彼は、そ

の背景にある言語観、科学観、世界観、そして哲学観をもって、その正当さを主張するの

である14（くどいようだが、われわれはラッセルが「根本的に誤っている」と言っている

のではない）。 

 さて、われわれは何のためにこんなことを論じてきたのだろうか。われわれは非常に極

端なことを取り上げ、論じてきたかもしれない。「根本的誤り」などというのは、実際には
、、、、

ありそうに
、、、、、

ない
、、

。現に、上の議論でこの「根本的誤り」があったということは示されてい

ない。実際に起こりそうにないことを長々と論じて、何になるのだ。そう言われそうであ

る。しかしわれわれは、この「誤り」を示すことを非常に重要なことと考え、上の議論を

行ったのである。それは、確かな成果を持つとわれわれは考える。本論の最後に、その成

果を二つ述べることとしよう。われわれは上の議論から、穏当な成果と、そして過激な成

果を引き出すことができると考える。 

 まず、穏当な成果から。われわれは他者が「根本的に誤っている」ということを見るこ

とはほとんどないし、まして自分が「根本的に誤っている」などと思うのは杞憂だと思う

だろう。しかし、この誤りのあり方を論じる過程で何度か強調した、「関心」についての拙

さ、誤り、そしてそれにより道を間違うこと、これは、無視できないどころか、しばしば

見られるのではないだろうか。それは特に哲学においてである。何を示すべきものと思い、

何に注目し、何に精力を使うのか。そして何を形にするのか。われわれは、それらについ

てしばしば惑う。また、哲学を始めるにあたって古典的名著に臨むときにも、われわれは

迷うであろう。難解な概念が多用されていて内容がつかめない。その著作が何を重要と思

                                                   
14彼のストローソンへの応答は、次を参照。 Bertrand Russell, My Philosophical 

Development, George Allen and Unwin, London, 1959, pp. 238-245.   
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っているかがわからない。その著作が現代のわれわれにとってどう重要なのか理解できな

い。何を読み取り、何を把握しとし、どれを成果と思うのか、それは最初から自明ではな

い。つまりわれわれは、適切な導きがないと「誤る」可能性がある。大事なところを素通

りし、価値のないことを重要だと思い、意味のないことを示すべく努力する、そういうこ

とは、特に哲学において常にありうるのである。 

だから、われわれには、正しき導きが、すなわち師、そして環境が必要である。われわ

れは、師から、そして環境から、どのように読み、どのように理解し、どのように向き合

うべきかを教えられる。それは哲学に表現を、解釈を、そして形を与えるもととなるので

ある。そしてそれは、「正しさ」を教える。哲学において、何が適切な関心なのか、何が共

にあるべきなのか、そしてどのように歩むべきなのかを。また、それは惑うこと、そして

道を誤ることを正してくれるだろう。われわれは、誤った関心を表明したとき、ときに厳

しく指導されるのである。確かに、「根本的に誤る」ことは、実際にはほとんどないかもし

れない。全体的に悪い、ということは、現実的にはほぼ杞憂である。しかし、われわれは

道を誤ることは恐れねばならないだろう。そしてそうならば、われわれは哲学において、

自ら正しく歩み、そして正しく歩ませること、そしてそれに気を留めることを重要だと思

うはずである。 

しかし、われわれは二つ、と述べた。もう一つあるのである。それは「過激」であると

述べておいた。それは、上のものとは違い、ほとんど病的に見えるかもしれないのである。

上の理解は、実際には安心している。それは、われわれは根本的に誤っていない、という

仮定に立っている。そしてその上で、穏当な結論を導き出す。しかし、今回は違う。それ

は次のような「恐れ」の上に立っている。われわれは本当に、「根本的に誤っている」かも

しれないのである。 

 もし、われわれが「根本的に誤って」いるとしよう。すると、それはわれわれが「間違

った」関心に囚われ、「間違った」決心をし、それ「と共に」間違った道を歩みつつ哲学し

ているということを意味する。そしてそのとき、その関心に導かれた哲学の歴史、そして

それによって生じた諸信念は、最初の探求方針を肯定し、強固なものとするものとなるだ

ろう（理想言語という関心に導かれてそれを追求していくことが、ラッセルにとってはそ

うであったように）。そのため、それはその関心と共に、その全体を肯定する一つの結びつ

き、一つのシステムを形成するであろう。しかし、最初の関心が間違っているならば、そ

のシステム全体は「誤り」で満たされたものとなる。強い関心に導かれているならば、そ
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れだけそれに伴うシステムはその諸部分が強い結びつきを持つことになるだろう。しかし

この結びつきゆえに、その全体はますます「誤る」ことになる。そのシステムは、一時的

な勘違いや錯誤の場合を除いて、その「誤り」を、その強固な内部の結びつきゆえ修正が

困難なものとするのである。もしわれわれがその「誤った」信念のシステムを持つならば、

ときとしたら「誤った」ものを肯定し、それに固執するがゆえ、われわれに本当に大事な

ものを、その誤っている信念のゆえに「誤り」と判断するような哲学を持つことになるか

もしれない。そして、決定的なことに、もし「根本的に誤っている」ならば、このことが
、、、、、

わからないのである
、、、、、、、、、

。彼の内部では、事情が反転しているからだ。その「誤り」の決断は、

彼にとっては正しい判断となる。彼の正しさの審級は、今まで保持し、強化し、そしてと

きに頑なにしてきた信念のシステムだからである。 

 「根本的誤り」とは、自分が決して気付かない誤りである。それは特異点ではなく、全

体に満ち、遍在している。そして、その全体が「悪い」のである。さて、われわれは何を

言いたいのだろうか。われわれは敢えてこう問いたいのである。この「誤り」にどう向き

合うのか、と。あれやこれやではなく、自分が「全体的」に悪い可能性。それはほとんど

病気のように見えるかもしれない。分からない誤りなどとは何なのか、と。そして、それ

について問う価値については尚更疑われそうである。そんなものは病人が気にするものだ、

と。しかし、われわれは、この問い、そして向き合い方について何かを主張することは、

疑いもなく哲学的価値があることだと思う。しかし、それは考察や論証の次元においてで

はない。それは、一つの結論というものを持つようなことではないのである。それについ

て「正しい」態度などというものはない。われわれは、この重要さを確信しつつ、しかし、

結論は述べないまま、この理解、そして「根本的誤り」に対する三つの態度の取り方を枚

挙することで、本論を締めくくりたい。 

 一つは、この可能性を一蹴することである。この態度をとる人は、次のように言うであ

ろう。あることに関心を持ち、何かを肯定して生きてきた人にとって、「根本的誤り」は原

理的に認識不可能である。彼が何かを認識するのなら、それは今までの経験から得てきた、

手持ちの資源によるしかないであろう。それによって、われわれは、理解し、解釈し、認

識するのである。その仕方の、あるものは成功し、あるものは失敗する。成功した仕方は

残り、失敗した仕方は修正されるであろう。われわれは、そのようにして生きていき、よ

りよい、より深い哲学的考え方を理解していくのである。しかし、上の理解は何と言って

いるのか。そのように積みあがった、その仕方が「根本的に誤っている」のではないかと
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いっているのである。われわれは、このように積みあがったものを通して、理解、解釈、

認識するというのに、この考えはその土台を疑うことに他ならない。それは、「何か」が誤

っているといっておきながら、その「何か」を特定できず、しかも原理的にその「何か」

を述べられないのである。それは、「われわれの本当に大事なもの」、などとも述べている。

しかし、それも、そうであることを決めるのはわれわれの理解、解釈、認識である。何か

を大事なものを素通りしているといっておきながら、それを示せない、そのようなものに

われわれは関わる必要があるのか。「根本的誤り」などというのは、われわれの外にある。

われわれに再認不可能である。ゆえに、それは考えるに値しないものである。 

 このように考える人は、「根本的誤り」などに動じない、それを一蹴する強さのある人だ

と言える。彼は、これを排除しても失うものなど何もなく、むしろそんなことに「関心」

を持つことは意味のないことだと考える。重要なのは、彼に特定でき、認識できることな

のである。それ以外に何がありえようか、と彼は言うであろう。彼は、「根本的誤り」など

という無意味なものに「関心」を持ち、あるいは「気にする」人を理解できない。それは、

彼にとって迫ってくるものでも、切実なものでもない。そのような人にとっては、「根本的

誤り」を自らの問題として捉えるということは、「病気」以外のことを意味しない。それに

哲学的価値があるなどというのは、彼には一笑に付すべき考えと思われるであろう。 

しかし、世の中には少なくとも、このことに関心を持つ人間が一人いる。以下で描くの

は、これを「気にする」人であり、その人の、上の理解に対する態度である。 

 例えば、ある哲学の論文を書こうと思う。彼はあるテーマを、非常に重要だと思い、そ

れを示すことを価値のあることだと考える。そして、そのため彼は様々な努力をする。文

献を集め、それを理解し、そして自らの信じる、価値あることを示すためそれを組織立て

る。矛盾や齟齬もあるかもしれないが、見つけるたびにそれらを改良していく。示される

べきことが、論の組み立ての拙さにより覆い隠されていると漠然と思ったとしたら、その

覆いを取り除けるべく、どこを変えるべきかに思い悩む。構成、各部分の主張の強弱、得

られるべき成果に対して慎重に思いをめぐらし、自らの結論がもっとも明瞭に、もっとも

生かされるものとなるよう気を配る。そうして、一つの論、一つの組織、一つの全体を形

成したとしよう。しかし、彼は疑念に駆られるのである。私は間違っているかもしれない。

そもそも、最初の問題は、本当に価値ある問題だったのか。それをもとに出される結論は、

示されるべき価値のあることだったのか。その見通しが間違っていたとしたら、そのため

の努力全てが無駄なのである。しかも、これは杞憂だろうか。哲学は、他の諸学以上に、
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示すべき問題、解明されるべき課題が任意に設定できる。これは、最初の設定が的外れで

ある可能性を増すものであろう。それが何か新規性を主張するのであれば、なおのことで

ある。しかも、私は他人の論争を見る。ストローソンが主張したのは、ラッセルが「根本

的に誤って」いるということだった。本論では詳しく述べていないが、ラッセルはその主

張に対し、逆にストローソンが「根本的に誤って」いるということを示した 15（引用）。他

人が、他人に対して「根本的に誤っている」と主張しうるならば、私だけが、そうされな

いという保証はない。そしてなおさら、現に「根本的に誤って」いない保証など、どこに

もない。もちろん、どこが間違っているかはわからないのである。しかし、間違っている

かもしれない。間違っているのならば、私の全てが無に帰すような、そのような間違いが

ある。それはのっぴきならぬ問題である。しかも、私がそうでないなどとは言えない。そ

れは、私の認識外にあるからといって、どうでもよいことではないのである。 

彼は臆病な人である。彼は、最初の態度を取る人と違い、「根本的誤り」を無視できな

い。彼にとって、「根本的誤り」は、切実であり、関わるべき問題である。しかし、彼は、

恐れている。それが、自分の積み上げてきたもの、自分の土台を、自分の哲学を否定され

ることを。彼にとって、「根本的誤り」は、見たくないものであり、向き合いたくないもの

である。しかし、彼は、それに関わらないことは不可能と考えているのである。われわれ

は続いてもう一つの態度を描きたい。彼は、上の二人と違う。彼は、「根本的誤り」に、無

視という態度でも、目を背けるという態度も取らない。彼は、それに向き合う。彼は勇気

のある人だと言える。 

彼は、確かに最初の態度の言い分を認めるであろう。われわれが何かに関心を持ち、何

かを肯定していくということは、それを肯定し続けることであり、それに伴う理解、解釈、

認識を（部分的な否定も含めて）再補強していくことである。そして、われわれは、哲学

し、生きている以上その外に出られないのである。それは否定できない。われわれはその

ようにして生きているのであり、それを否定することは哲学を、そして生きることを否定

することである。しかも、彼は、われわれが哲学する限り、この「根本的誤り」を認識で

                                                   
15ラッセルは『私の哲学の発展』において、ストローソン、そして彼が同著で言及する日

常言語学派の批判に対して応答を行っている。それは、われわれの上の解釈を確かに裏付

けるもののように思われる。われわれは、ラッセルの哲学の歴史、哲学の全体が攻撃の的

になっていると解釈してきたが、まさに彼はストローソン、そして日常言語学派への哲学

を、全体的に、それが有するあり方、関心から、根本的に否定していると思われるのであ

る。彼の日常言語学派への批判は、次を参照。Russell, My Philosophical Development, pp. 

215-230. 
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きないことも認めるだろう。それは原理的に、哲学に、思考に、そして生に背反するもの

なのである。しかし、だからといって彼は、一人目の「関心」までは共有しない。彼が共

有するのは、二人目の関心である。彼は、自分が「根本的に誤っている」ことを無視でき

ない問題と考える。彼は、「根本的誤り」によって、認識不可能なものが「失われ」、哲学

が無意味となるかもしれないということを非常に重要と考えるのである。しかし、彼は二

人目の「根本的誤り」への向き合い方までは共有しない。二人目の人は「恐れて」いた。

しかし、彼はむしろそのことに「負い目」を感じ、それを向き合わなければいけない問題

と捉えるのである。そう思わせるもの、われわれが哲学し、ある考えを持ちつつ生きてい

ることで「失われるもの」に対する「負い目」の意識は、人によって、「罪」、「良心」、「他

者への責任」、あるいは「神」と理解されるかもしれない。しかし、いずれにせよ彼は「失

われているもの」を重要だと考え、それに態度をとり、それと関わり、向き合っていく。

しかし、どのようにしてだろうか。哲学しつつ生きているうちで何か具体的なものを得た

からといって、その失われているものが得られるわけではない。それは哲学することで、

生きていることで失われるものだからである。また、それを得るために、自らを、そのあ

り方を保持しつつ部分的に変えたのでは不十分である。そのあり方により逸せられるもの

がまさに「失われる」ものだからである。それは、「根本的に」失われているのである。だ

としたら、彼は、それを得るために自らを「根本的」に変えなければならないだろう。そ

れは言い換えるなら、彼がそのようにして「哲学してきたこと」、「生きてきた」ことによ

って積み上げられたもの、そしてそれによって形成された理解、解釈、認識を打ち捨てる

ことである。それは、完全には不可能かもしれない。しかし、不可能であったとしても、

彼はそれに開かれていようとするだろう。彼は、自分の生に、理解に、解釈に、認識に、

そして哲学に固執しないであろうし、また固執しないことが重要であると考えるのである。

彼は、「失われているもの」に対し、それを「受け入れる」準備をし、また自らを根本的に

変える「覚悟」を持つ。彼は、「生きて」いながら、それによって逸せられていることへと

向かう。そして、彼はそのことにより、「生」とは違った次元に開かれている。彼は真剣に

哲学しながら、常に哲学に皮肉を持って接することを忘れないだろう。 
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結び 

 

 われわれは序において、本論は半ば論文集である、と述べた。それは、恐らく本論を通

読したものにとっても変わらないと思う。やはり、本論は論文の集まりだったのである。

しかし、われわれはそれ以上のものと見ることも、少しだけ可能である、とも述べておい

た。すなわち、第一部と第二部とはある関連を有するということが、本論に緩やかなまと

まりを与えるものであるとされたのである。本論を、少なくとも何かとして問える一つの

ものと見なすには、このことを強調せねばならないだろう。われわれは序において、その

関連に関して二つのことを述べた。一つは、それらの間にある関心の違い。そしてもう一

つは、それらの間の内容的なつながりである。われわれはしかし後者については詳述しな

かった。本論の内容が与えられていなかったからである。しかし、今やそれが与えられて

いる。本論にある程度のまとまりを与えると言われる、その内容的つながりについて、わ

れわれはここで論じなければならないだろう。われわれは、この内容的つながりを、比較

されているものの間の関心の違いも念頭に置きつつ以下で総括することで、結語に変えよ

うと思う。 

 われわれは第一章「ラッセルの命題論とイギリス観念論」と第五章「教え、導くものと

しての哲学 －初期ラッセル哲学の考察を通して」で、ともに「イギリス観念論」とラッ

セルとの関係を論じた。同じテーマを論じているからには、この二つの論文は当然何かが

違っていなければ意味がない。そして、序文で述べたとおり、第一章と第五章は、それを

書かしめた関心という点で決定的に異なっているのである。第一章は、記述の理論、そし

てそれが主張された論文「表示について」が重要だという前提から出発する。そして、そ

の重要さが、『数学の原理』の通り一遍な理解によって損なわれる可能性があるから、われ

われはその著作をもう一度再解釈しなければないと主張するのである。では、その再解釈

の鍵は何だったか。われわれはそれを、イギリス観念論とラッセルとの関係に求めた。イ

ギリス観念論と対峙しなければならなかったラッセルとは何だったか。われわれは、この

ことを明らかにすることが、ラッセルの『原理』の理解のみならず、彼の思想史への理解、

及び彼が「論理」の哲学者として向き合わねばならなかった問題の解明をもたらすと考え

たのである。さて、われわれは、このような意図に基づいた論文の意義は否定しない。そ

う説明されれば、なるほど、そのとおりだと感じられるからである。もちろん、完全とは

言わないが、われわれはそれを一つの論文として問えるものだと考えている。 
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対して、第五章は、まずはじまりから突飛である。それは突然、「われわれは最初から

哲学ができない」などという、哲学の論文としてはおよそありえない断定からはじまる。

以下、延々と偉そうな、鼻もちならない主張が続き、そして、終わりごろにようやくその

断定の意義がわかるのである。これは、イギリス観念論、とりわけブラッドリーと、ラッ

セルの関係の一般化なのだな、と。しかし、およそそれは研究論文の序文とは見えない。

そこには、注を除いて、二次文献への言及も、テーマの研究状況に関する理解もない。あ

るのは、哲学に関する身の丈に合わない、鼻につく偉そうな断定だけである。われわれは、

自身でそう思っているのではない。そう思われるだろうことを予想しているだけである。 

もちろん、われわれはこう思われることを覚悟で第五章を問うたのである。何が違って

いるのか、と言われれば、何が論じるに値することかということが違っている、そう答え

るしかない。われわれは、鼻もちならない断定をしたとは思っていない。われわれは、哲

学における一般的な状況を記述したつもりである。そして、それを実例に即して見ること

で、この状況理解が深まることを目指したつもりである。われわれは、確かに第一章でも

彼らの哲学を比較した。しかし、簡単に言ってしまえば、それは「全体論」と「原子論」

の対立でしかなかった。対して、第五章ではこの比較のアスペクトが全く違うのである。

「教え」、「導き」、われわれはこれを比較した。彼らの哲学は、「教え、導く」ものなので

ある。ではブラッドリーは何を「教え」るのか。「全き「一」なるものの存在」、そして「人

間の不完全さ」である。だから、それは安らうことを教えない。われわれの哲学は常に不

完全であり、だから、何かを確立したと思わず、さらに完全な「一」なるものへ向かわね

ばならない、そう教える。つまりそれは、思考の仕方、世界の、自己の捉え方、つまりは

哲学の仕方を教えているのである。では対して、ラッセル、ムーアは何を教えているのか。

世界は、分析できるものからなる、そう教える。彼らは、分析には終わりがあり、そこか

ら始められる出発点が見出せると主張する。それは、不完全なものではなく成果である。

そして、そこから確かなものを構築していけるとする。彼らは、分析せよ、そして、それ

で得られた確かなものをもとに、構築せよと教えるだろう。やはり、それは思考の仕方、

世界の、自己の捉え方、つまりは哲学を教えているのである。 

では、なぜわれわれは、こういう観点から論じたのだろうか。それは、われわれが哲学

に人を動かす力があると信じているからである。何が人を動かすのか、あるいは、人は哲

学に何を求めるのか。「全体論」なのか、「原子論」なのか。違う。教え、導きである。ど

うやってものを考えるべきか、何を形にすべきか、そして、どうやって世界を、自己を見
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るべきか。それがわからないから、われわれは教えを乞い、導きを求めるのである。そし

て、それがわれわれの哲学観である。 

一つ言わねばならない。第二部の他の章でも言えることだが、われわれは、以上のこと

を、ただ偉そうに言ったとは少しも思っていない。われわれは適切に、具体的に、論文の

解釈に基づいて論じたつもりである。繰り返そう。偉そうなことを述べたとは少しも思っ

ていない。われわれの至る結論には、必ず筋道があり、そういう結論に至る展開、そして

必然性がある。この筋道を、展開を、そしてそれが導き出される必然性を見ずして、偉そ

うな序文、あるいは結論だけを見て、鼻で笑ったり、あるいは「生意気だ」と評価するの

なら、われわれはそういうものとは議論するつもりはないと言っておこう。批判は大いに

歓迎する。しかし、その批判が批判をなすのは、批判する当のものの理解を形成できたと

きだけであろう。 

ともあれ、続けよう。われわれは第二章「対象と論理 －ラッセルとマイノング」にお

いて、ラッセルとマイノングの比較を論じた。われわれがそこで注目したのは、ラッセル

のマイノング批判である。そしてわれわれは、その批判の仕方は、「論理」への「関心」に

導かれていることを示した。マイノングによって想定された「対象」は、ラッセルにとっ

ては不十分だった。それは彼にとって、われわれの素朴な対象観から支持を得るのであっ

てはならないものである。彼によれば、それは「論理」的に考えられなければならない。

それは「論理」によって「分析」され、また「論理」的に「構成」されねばならない。わ

れわれはラッセルの「論理」、そしてそれに付随する「分析」、「構成」という契機をこの章

で強調したのである。 

この、ラッセルの「論理」への関心を受けているのは、第六章「光り輝く経験と哲学 －

ラッセルとヴィトゲンシュタイン」である。われわれはこの章において、ラッセル哲学の

特徴を素描した。われわれは、ラッセルの「論理主義」の歴史を掘り起こし、それが数学

を基礎づけるときに有するメリットが、彼の哲学的特徴をなしていると主張したのである。

「論理」による「分析」と「構成」のメリットは、明晰さである。われわれの主張はこう

要約できる。そして、それにとどまらず、この「明晰」さを、彼の哲学に関する理念と結

びつけた。それは「科学」を基調とする。それは「明晰」を起点として、議論の基盤を、

そして問題を共有しあい、それをもとに哲学を発展の文脈に位置づけようとするものであ

った。われわれは、二章において示した論理への関心を、六章において、ラッセルの哲学

観へと拡大させた。それは、なぜ「論理」への関心が「哲学」になるかの答えを与えるの
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である。なんであれ、「明晰」にならないことは、森に迷うことに例えられる。森に迷うと

きは、方向が定まらず、進んだと思ったら戻る。同じ道を繰り返し、決して先に進めない。

対して、「明晰」であることは、地盤を整え、方向を定めることである。それは方向を定め

ているので、先に進んでいく。それは、確かな道筋を辿り、発展していけるのである。し

かも、「明晰さ」は孤独な努力とは正反対である。「明晰」であるからこそ、長所や問題点

が共有される。それは皆がそれに参加することができるもととなる。「明晰」さは、公共的

な発展の理念とつながる。われわれは「論理」から、かような哲学の理念へとラッセルの

思想を解釈したのである。 

しかし、われわれは第二章と第六章のつながりを言わなければならない以上、このよう

なことを指摘するのである。それらは、確かに、つながっている。ラッセルにおける「論

理」の「関心」は、第六章においてより広い彼の「哲学観」へと拡大された。それは確か

にそうだろう。しかし、第六章において、本当にわれわれが大事だと思ったのは、言うま

でもなくそういうことではない。ラッセルの哲学観を示すことは、第六章においては目的

ではなく、手段に過ぎなかった。「光輝く経験」。第六章は、これを巡る議論であった。こ

の経験が、第六章の起点を成しているのである。そして、これが、第六章が、無難に仕上

がったと言える第二章とは性質を大きく異にするもととなったものなのである。 

われわれはもう、その序文がいかにずれている
、、、、、

かをここで述べることはしない。読めば、

それは理解できるからである。ただ、あるのかどうかがわからない経験、人によっては決

して縁のないと思われる経験、こういう、誰でも受け入れられるものではない出発点を選

んだのは、やはり、われわれがそれを論じることが重要だと思ったからである。それは、

哲学における特異点ではない。しばしば、哲学はそれを中心に起こるのである。世界に満

ちる光、深淵なる真理、至高の存在、一なるもの、「語りえない」もの。われわれは、ある

哲学者たちが、そのような経験、直観に導かれて自らの思想を表現したと強く信じている。

だから、われわれは、それらについてどう態度をとるかを重要視するのである。しかし、

一方でわれわれは、科学の時代に生きている。われわれは神秘を、科学的観点から見ざる

を得ない。科学によって、神秘にどう向き合うか、これはやはり重要な問題だと思われる

のである。 

だから、われわれはラッセルとヴィトゲンシュタインを論じたのだ。われわれの結論は、

どちらも重要だ、ということだった。最も意義深い、深遠な思想は、あれやこれやの経験

ではない、深い経験、「光輝く経験」から生じる、われわれはそう信じる。そして、われわ
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れは、『論考』をその仮定の下で解釈したのである。それは、「神秘」に満ちた書である。

それは、一見「論理」の「哲学」の書に見える。命題を、言語を、論理を論じる。そして

場当たり的に「幸福」、「倫理」、「神秘」、「神」が出てくるように思える。われわれはそれ

を反転した。『論考』は「神秘」から始まっている。それが大事であり、それが「高きもの」

を示しているという確信から始まっているのである。そして、『論考』の「論理」は、「高

きもの」の形式である、とわれわれは理解した。「論理」が「高きもの」の形式であるから、

最後の方で「幸福」、「倫理」、「神秘」、「神」が言及されるのが場当たり的ではないのであ

る。さらに、われわれは『論考』の結論を、新たな精神的段階を目指すものであるとした。

それは、自己を、幸福を、倫理を「高い次元」へと引き上げ、新たな「世界」への向き合

い方、そして生のあり方を教えるのである。もし、このわれわれの解釈が正しいならば、

「光り輝く経験」は重要なものとなろう。高きもの、高き価値ある生がある、「光り輝く経

験」はそういうことを教えるものだからである。 

他方われわれは科学的でもあらねばならない。それは、疑いの余地を残すことであり、

公共的にすることであり、テストすることである。それは、ヴィトゲンシュタインが説く

「高い次元」が、本当にそうなのかを疑うだろう。そして、それは必要なことなのである。

ラッセルの『論考』の理解は、それだけ見れば誤解に見えるだろうが、決してそうではな

い。それは、そもそも『論考』から妥当に導かれる反論でもあったのである。では、「科学」

は、『論考』が主張する高き生にどう向き合うか。われわれは、二つの可能性を示した。一

つは、わかりやすいものだけに固執し、哲学に内容のレベルを下げることを要求するあり

方。もう一つは、高き生を理解していながら、やはり「科学」的であろうとするあり方で

ある。われわれは、必ずしもラッセルのことを言っているのではないことに注意されたい。

ラッセルは、恐らく中間であった。われわれは、理想を語ったのである。 

さて、残ったのは第三章、第四章、そして第七章である。上の議論の進め方から言うと、

第三章と第四章が、第七章と関係するということになるであろう。そして実際そうなので

ある。しかし、それを説明するために、われわれは第七章の意図を、最初に述べておきた

い。 

第五章は、師、環境、教え、導きがキーワードと言える。第六章は、神秘、科学、そし

てやはり教え、導きが関わっている。第七章も、教え、導きが主題である。しかし、第七

章の最大のテーマは、「皮肉」である。すなわち、われわれがその章の最後で提案したこと

である。それは、真剣に向き合い、真剣に教えに従い、真剣に何かを主張することとは対
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極のことである。それは、その真剣さに風穴を入れる。それは、ときに笑いとなり、とき

に懐疑となり、ときに矛盾となる。われわれの主張は、それが哲学で大事なのだ、という

ことである。力を抜き、気楽に、ときには自分をも嘲笑する態度をとること。深い意味で

の、「関心」の否定、「生」からの脱却、「どうでもいい」こと。われわれはその大事さを最

後の最後で、主張ではなく、論証にはよらずに、提案したのである。 

しかし、何が「深い意味」なのか、そう言われるかもしれない。それは、この「皮肉」

を理解する背景に関わってくる。われわれの考えは、皮肉の大事さは、極度の「真剣」さ

がないと恐らく理解されないだろう、ということである。普段からいい加減に物事に向き

合っているならば、真剣にものを考えず何でも、誰でも受け入れるならば、そして主張が

最初から矛盾だらけならば、そういう人はそもそも「皮肉」を理解する段階にない。そう

いう人にとっては、「関心」の否定、「生」からの脱却は、極めて浅い意味で「どうでもい

いこと」と同義になる。それは、ただ周りに無関心になり、生においてひたすら無気力に

なること以外のことを意味しないのである。「皮肉は大事だ」、それだけでは不十分である。

皮肉は、真剣さがない限り意味をなさない。問われるのは、その人がいかなる真剣さの背

景に皮肉と向き合っているかなのである。 

だから、われわれは七章において、最初に「真剣さ」を論じた。その章において「皮肉」

が重要ならば、その分われわれは「真剣」にならねばならない。われわれは、その背景を

論じなければならなかった。そしてそれは、やはり「教え」と「導き」として表現された

のである。ストローソンが主張した「根本的誤り」とは何だったかを思い出そう。それは、

間違った歴史を、全体を、生を形成することだった。それは、間違った関心に導かれ、そ

れによって自分を頑なにし、ますます間違うこととされた。われわれがこのことを論じた

理由は、冒頭で言われた、「哲学」の次元を明確化するためである。それは、単なる主張の

正しさ、そして一時的な錯誤や勘違いを指摘するというものではない。何が正しくて、何

が間違っているのか、ということは、こと哲学においては、何に導かれ、何に従うべきか、

ということであるとわれわれは主張したのである。そして、そのことに、われわれはより

真剣になる。それは、部分ではない。それは、関心に、歴史に、全体に関係する。われわ

れがそれと共に歩んでいるもの、それに対して従っているもの、そういうものの否定は、

一歩間違えば激しい非難、そして侮辱になる。それが否定されれば、その関心が、その歩

んできた道が、その全体が否定されることとなるからである。そしてわれわれはこれを、

哲学を否定することと理解した。われわれのこの章での主張は、ストローソンが言う「根
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本的」の意味を理解することだったが、われわれは「根本的」ということをこのような意

味で理解してきた。そして、彼はこの意味で「根本的に」ラッセルを攻撃したのである。 

さて、この教え、導き、そしてそれらに伴う「真剣さ」に対応するのは、第三章である。

第三章の内容は何だったか。それは、「表示について」の意味を、局所的なラッセル研究で

はない、哲学自体の遺産として解釈せねばならない、というものであった。そしてわれわ

れがそこで提出したのは、「疑問」と「問い」の区別である。われわれは、哲学の難問に向

き合うとき、ただ単に「分からない」という状況に陥る。それは、そもそも何が問題とな

り、どのように問題が解決されるかの糸口が見いだせない、しかし単に何かが解決される

べき、という漠然とした状態である。われわれは、かかる状態を「疑問」に留まる状態と

した。対して「問い」というのは、何が問題であり、どのようにしてその問題を解決すべ

きかが分かっている状況を指す。それは、これからその問題にどのように向き合っていく

べきかの方針が定まっている状態である。では、ラッセルの「記述の理論」はこれらとど

う関係するのか。われわれの主張は、「記述の理論」はまさに、哲学の「疑問」を「問い」

へと変換する手段として解釈されるべきである、というものであった。「疑問」は、方針の

定まらない状況を指す。それは、惑い、進まない、進むべき方向が見えない状況である。

対して、「記述の理論」は、その問題の何が問題であったかをはっきりさせる。それは、表

面的には命題の構造を書き換えるだけである。しかし、それは「主語に見える主語」、すな

わち確定記述を消去した。そのとき、それを主語と見たときに難問と見えたものは、なく

なる。記述の理論は、それが本当の問題ではないことを「教える」。問題をはっきりさせよ

うとする努力、すなわち「疑問」を「問い」へと変換する努力は、問題を消去せしめたの

である。 

つまりは、こういうことである。「記述の理論」によれば、確定記述を主語と見ること

は、間違った方針であり、人をして誤った哲学的探求へと「導く」のである。それを主語

としたとき、あるパズルによって矛盾が起こる。そして、その矛盾は、解消されるのでは

なく、ある一派（ラッセルは、ヘーゲルに近い一派だと考えたようだが）によって有難が

られるのである。哲学は、難解で、深遠だ、と。対して、「記述の理論」による分析を経た

後では、それが本当の問題ではないことが分かる。そこには、矛盾も、謎もなかった。そ

れは、そもそも哲学の問題ではなかったのだ。われわれは、「記述の理論」を、「疑問」を

「問い」へと変換する努力の具体例と見る。すなわち、それは、何が本当の哲学の問題で

あり、われわれが何に本当に向き合うべきなのかを定める努力の現れなのである。 
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さて、そうしてわれわれは、教え、導き、そして真剣さの次元を説いた。それは「然り」

である。それは教え、導きを形成する。それは、歩むべき歴史を、全体を形成する。そし

てそれを肯定する。もちろん、部分的な誤りはあるだろう。しかしそれは訂正可能で、何

より認識可能な誤りである。すなわち、その訂正は、また彼の「然り」によって行われる。

繰り返そう。訂正は「然り」なのである1。 

われわれは「真剣さ」の次元を語った。ならば、次に語るべきは「皮肉」である。しか

し、なぜ「皮肉」が大事なのか。われわれはその大事さを次のように理解する。「真剣さ」

は、そのあり方が強いほど、よりよい結果と結びつく。それは、歩みを確かなものとし、

自分の間違いの可能性により鋭敏にさせ、そしてよりよい成果を積み上げることに執着さ

せる。だから、われわれは哲学する上で、一方で真剣であれねばならない。しかし、「真剣

さ」は、その度合いが強ければ強いだけ、閉ざされ、頑なになり、失わせるものでもある。

自分を正しいと思うことは、正しくないものを定めることでもある。そして、その正しい

ものが、その全体、歴史という広大な背景を持っていたのなら、その正しくないという判

断はますます強く確信を持つだろう。しかし、それは新しいものかもしれない。ひょっと

したら、その人が理解できない価値を持つものかもしれないのである。だから、われわれ

はときに「真剣さ」を否定し、その否定した先に見えるものを大事にしなければならない。

われわれはそう考え、「皮肉」を提案したのである。 

「真剣さ」により失われるもの。われわれはそれをまず第四章で論じた。この論文は、

いわばラッセルの思想の「深み」を示すものであった。ラッセル研究は、とかく彼を「あ

れこれの思想家」として捉える。実在論者や、論理主義、論理的原子論として。もちろん、

それは彼の重要な一面を捉えているのだが、この論文はこの「として」が非常に重要なも

のを見落としているのではないかという示唆を与えるのである。われわれが、研究として、

論文としてある考えを形にしようとするとき、われわれはそれを支持するものばかりを見

                                                   
1しかし、次のように批判されるかもしれない。「あなたは、この次元を、あまりにいわば

頑なさと結び付けすぎではないか。われわれは事実、反省し、訂正し、他者を受け入れ、

また自らを否定するだろうし、そういうことを大事にするのではないか。」それは反論にな

っていない。しかし、われわれはそういう人に強硬には主張しない。次の比喩で語ろう。

この「頑なさ」を「悪」と、「皮肉」を「回心」と思っていただきたい。そうすると、その

批判は「あなたは、人間をあまりに「悪」と結び付けすぎではないか。われわれは事実、

反省し、訂正し、他者を受け入れ、また自ら悔やんで回心するだろうし、そういうことを

大事にするのではないか。」われわれは言おう。「悪」の理解を変えてほしい、と。「回心」

と言うのは、劇的なものである。それは一挙に、根本的に変わる。それを理解するために、

「悪」をもう少し深く理解してほしいのである。 
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ようとするだろう。われわれは、様々な考え、論文を、当初の目論見を支持するためのも

のとして向き合うようになる。そして、そのような「世界」に対する向き合い方を続けた

結果、それは「成果」となるのである。それは、重要であることは間違いない。われわれ

の研究生活は、そのようにして成り立つのである。しかし、この論文は、このようなあり

方が否定されることもまた重要であることを主張している。「として」は何かを失わせてい

るのである。それは、この論文では、ラッセルの、「として」に回収されない、慎重さであ

り、懐の深さであり、柔軟さであった。われわれは、この論文は、積極的に何かを主張し

た論文とはみなさない。それはただ、彼を「原子論的実在論者」である、あるいはその反

動から「プラグマティスト」となったという見方を「否定」したのである。しかし、この

論文の意義はこの「否定」にあったとわれわれは考える。それは、積極的には何も主張し

ていないが、主張を「皮肉」っているのである。 

そして、第七章の結語である。われわれは、それまでの議論から得られる成果が二つあ

ると述べた。その一つは穏当なものである。「根本的な誤り」が示しているのは、哲学が教

え、導くものであるということであり、正しく歩むこと、正しく歩ませることであるとい

うものである。それは、この前の章とも連続する問題意識であろう。しかし、もう一つ、

過激な成果があるとわれわれは主張した。われわれが「根本的に誤って」いるのではない

か、この疑念にどう向き合うかを、上の議論は突きつけているのではないか、と。それは、

あれやれこれやの誤りではないのである。それは、一つ間違い、そしてすべて間違ってい

るという可能性である。そして、その、原理的に気づかない間違いゆえに、大事なものを

失っているのではないか、という可能性である。われわれは、この疑念への態度を三つ述

べた。それらは、全て可能な態度である。われわれは、そこでどの態度が正しいのかとい

う問題ではないことを強調した。それは、考察とか論証とかいう次元の外にある。しかし、

われわれはそれを非常に重要だと考えた。われわれはいわば弁証法的に、三つの段階を挙

げたのである。それは、われわれにとっての、高みへの段階を表現していると言える。し

かし、それを読んだものがどう考えるかは分からないし、われわれと同じように考えるべ

しとも思われない。考察とか論証の次元の話なのではないからである。だが、恐らく「類

似した思想を持つ者」ならば、分かってくれるだろうと思う。われわれは、理解してくれ

るそういう人のために、この章の結語を書いたのである。 

以上、われわれは、本論全体の構成をざっと見てきた。それは、やはり論文集とのそし

りを免れまい。結局、それらを統一する一つのテーマはないのである。教え、導き、確か
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にそれは諸論文に見られるが、本論はそれらを粘り強く論じたというものではない。それ

らは、ときには中心的テーマになっても、ときにはただ散発的に現れているだけである。

第二部の、いかにも思わせぶりな、宗教的タイトル。しかし、やはり宗教というのは、本

論の主要なモチベーションではあっても、本論が正面を切って論じたことではない。まし

て、ラッセルの哲学的概念を粘り強く論じていないのは、なおのことである。命題、論理、

存在論、記述の理論、どれも、上と同じく、あるときにだけ中心的なテーマになっている

に留まっているのである。 

しかし、われわれはある意味で満足している。われわれは、哲学を論じたからである。

ラッセルの、だけではない、哲学を論じたからである。この試みを行い、完全ではないに

しても形にしたということが、本論の意義であり、そしてわれわれが受ける唯一の報酬
、、、、、

だ

ろう。われわれはそれ以上を求めない。われわれは、皆の満場一致の賛成を求めて本論を

問うたのではないのである。ヴィトゲンシュタインは『論考』の冒頭でこう述べた。理解

してくれる一人の読者を喜ばせたならば、目的は果たされたことになる、と。しかし、わ

れわれは、われわれが解釈した『論考』の精神に則り、本論の結びとして次のように言お

う。理解してくれる読者が一人もいなくてもかまわない。本論の目的は既に果たされてい

るのである、と。 
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初出一覧 

 

第一部第一章 ラッセルの『数学の原理』における命題論とイギリス観念論 

    ２０１４年４月発行、日本哲学会編、『哲学』、第６５号、２５２頁―２７１頁に掲載 
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第一部第四章 ラッセル哲学における自明性について 
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     日本哲学会７３回大会（２０１４北海道）にて、「「一」と「多」 －ラッセルの存在論と
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第二部第六章 光輝く経験と哲学 －ラッセルとヴィトゲンシュタイン 
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第二部第七章 「指示について」における「根本的誤り」 
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