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研究ノート

バークリ哲学における時間的および空間的概念
構成のシナリオ

尾崎有紀 ∗

A scenario for the construction of temporal and spatial concepts in
Berkeley’s philosophy

Yuki OZAKI

§1 はじめに

本ノートの目的は，ジョージ・バークリ（George Berkeley, 1685–1753）によって展

開された哲学を，新しい構成主義的試みの材料を与える哲学と捉えながら，バークリ

哲学から引き出すことができる時間的および空間的概念構成のシナリオを描くことで

ある．

構成とは，認識的に最も先であるものから高次の概念を体系的に導く哲学的試み

である．この試みには，何を構成の基礎とするかの決定，つまり構成におけるプリミ

ティブの選択が必要であり，また，このプリミティブの選択には，分析が必要である．

バークリ哲学を構成主義的哲学と捉える視点は，アルフレッド・ジュールズ・エア

（Sir Alfred Jules Ayer, 1910–89）によって与えられている．エアは，ジョン・ロック

（John Locke, 1632–1704）に始まるイギリス経験論を分析的哲学と捉えつつ，自らを

イギリス経験論の文脈に位置づけた論理実証主義者として知られる．エアは，バーク

リにもまた分析哲学者としての評価を与えた．エアの解釈によれば，バークリが否定

したのは「事物の実在性」ではなく，ロックによる「事物の概念の分析」であり，バー

クリは「諸観念が，単一の，みえずにそれ等の下に横たわっている『何ものか』に関

係させられている」というロックの分析を否定し，諸観念が「お互いにある関係の中

に立っている」という分析を行ったとされる 1．

一般に，バークリ哲学は，その観念論的側面によって特徴づけられることが多い哲

∗ 北海道大学大学院理学院 y-ozaki@mail.sci.hokudai.ac.jp
1 Ayer [1936]1955, pp. 39–41.
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学理論であるが，本ノートも，エアと同様，バークリによって与えられる分析に注目

しながら，時間的および空間的概念構成のシナリオをバークリ哲学から引き出すこと

を試みる．また，バークリ哲学から引き出すことができる概念構成のシナリオと，エ

アを含む他の構成的試みとの相違点について考察することで，バークリ哲学の再評価

のための一つの材料を与えたい．

§2 構成とは

構成とは，認識的に最も先であるものを基礎として，これから高次の概念を体系的

に導く哲学的試みである．

例えば，ロックの『人間知性論』（An essay concerning human understanding）や，カ

ルナップ（Rudolf Carnap, 1891–1970）の『世界の論理的構築』（Der logische Aufbau

der Welt），マッハ（Ernst Mach, 1838–1916）の「質量の定義について」（“Uber die

Definition der Masse”）等を，このような試みの例と捉えることができる．

構成の試みを特徴づける観点として，（1）何から導くか，（2）何を導くか，（3）ど

のように導くか，の三つの観点があると言える．これらの観点のうち，構成の試みを

最も特徴づける観点は，（1）の「何から導くか」，つまりプリミティブの選択であると

思われる．さらに，プリミティブの選択は，次の二つの観点から分類することができ

る．つまり，（I）関係か関係項かという観点と，（II）マッハ的「要素」（element）か

カルナップ的「要素的体験」（elementary experience）かという観点である．観点（II）

は，つまり，「要素」が認識的に先で「要素的経験」は「要素」から構成されたものと

するか，「要素的体験」が認識的に先であり「要素」の方が「要素的体験」から抽象さ

れた結果得られる概念であるとするか，という観点である．観点（I）については，関

係をプリミティブとする構成の例として，カルナップの『世界の論理的構築』が挙げ

られる．カルナップは「類似性の想起」（recollection of similarity）という関係をプリ

ミティブとし，この関係の関係項として基礎的要素である「要素的体験」を構成する．

一方，関係項をプリミティブとする構成の例としては，「単純観念」（simple idea）か

ら「関係の観念」（idea of relation）を構成する，ロックの『人間知性論』を挙げるこ

とができる．また観点（II）について，「要素」を認識的により先とする例にマッハや

ロックを，「要素的体験」を認識的により先とする例にカルナップを，それぞれ挙げる

ことができる．

本ノートで示すバークリ哲学から引き出せる構成のシナリオは，観点（I）からは関
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係をプリミティブとする構成，観点（II）からは「要素」をより先とするシナリオと

なる．

§3 前提となる解釈

バークリ哲学から時間的および空間的概念構成のシナリオを描くという本ノートの

目的に関して，前提する解釈を示す．

まず，バークリの「感官の観念」（idea of sense）を，「所与」概念として捉える．「観

念」（idea）という用語はバークリにおいて多義的に用いられるが，中心的概念は「感

官の観念」と「内省の観念」（idea of reflexion）の二つに限定される．バークリの意味

規定において，内的原因による「内省の観念」と対照的に，「感官の観念」は認識主観

にとって外的原因による 2．よって本ノートでは，バークリの「感官の観念」を「所

与」概念，つまり，認識主観にとって外的な，かつ認識主観による推論が挟まれてい

ない認識主観に与えられたデータ，と解釈する．

次に，バークリ哲学における「関係」を，認識主観の側に備わった認識能力と捉え

る．よく知られるように，バークリ哲学においては，知覚するものとして存在する「精

神」（spirit）と，知覚されるものとして存在する「観念」という存在論的構図が示され

る．このような構図が強調される一方で，しかし，バークリは，「関係」（relation）を

「精神」と「観念」とから独立した哲学的主題として挙げ，これら二つに並列する捉え

方を明確に示している．

2 バークリの著作，特に主著である『人知原理論』（A treatise concerning the principles of human
knowledge, 1710）等において，「感官の観念」を「心の中にある」（exist in a mind）とする記述がよく
見られる．この表現は，バークリの「感官の観念」を，認識主観にとって外的な与件とする解釈と整
合しないようにも思われる．しかし，これも同著作などにおいてよく見られる記述であるが，この文
脈での「心の中にある」はバークリによって「知覚されている」（perceived）という内容で用いられ
ている．よって，バークリの「感官の観念」が「心の中」の存在である，という表現は，例えばマッ
ハ的な「要素」などのセンスデータ概念が，それが知覚されているときのみ存在する，というのと同
じ内容と捉えることができる．また，『哲学入門』（The problems of philosophy, 1912）におけるラッ
セル（Bertrand Arthur William Russell, 1872–1970）によれば，バークリは，「物を捉える心の働き」
（the mental act of apprehending the thing）である「感覚」（sensation）と，「捉えられた物」（the thing
apprehended）である「感覚与件」（sense-data）という，区別されるべき概念を共に「観念」と呼ぶ
ことで，前者が心的であることから後者もまた心的であるという誤った議論を行っている（Russell
[1912]2005, p. 15, pp. 50–52）．ラッセルのこのバークリ解釈に基づくならば，バークリの「感官の観
念」を認識主観にとって外的な与件と捉える解釈が成立しない可能性が考えられる．しかし本ノート
では，ラッセルによるこのバークリ解釈を共有しない．その理由は，ラッセルがこの解釈の論拠とし
ている「心の働き」としての「感覚」概念を，バークリ自身が否定していると思われる記述があるこ
とである（Berkeley 1713, pp. 195–196）．また，この概念は後にラッセル自身によっても否定される
概念であり，このラッセルのバークリ解釈は決定的な解釈ではないと本ノートは捉える．
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私たちは，事物相互間の，換言すれば観念間の，関係を知り，その思念を有す

る．が，この関係と，関係づけられる観念ないし事物とは，私たちが前者を知

覚せずに後者を知覚できるかぎり，別個である．私には，観念と精神と関係と

はすべてそれぞれの種類において人知の対象であり，談論の主題であって，観

念という名辞をもって広く私たちの知るすべての事物を表示させれば，すなわ

ち，私たちがなんらかの思念を有するすべての事物を表示させれば，適切を欠

くであろう，このように思われる 3．

このように，バークリは「精神」と「観念」と「関係」という哲学的主題の分類を

提示する．一方で，実際は，バークリ自身による「関係」についての積極的な議論は

ほとんど見られない．よって，このバークリの「関係」の捉え方については解釈の余

地が残されている．本ノートでは，この「関係」を，認識主観の側に備わった認識能

力と捉える．具体的には，「xは yの右」や，「xは yの左」，「xは yの上」，「xは yの

下」，また「xは yより先」，「xは yより後」，「xは yと共在」等の関係を扱う（ここ

で xと yは関係項とする）．

§4 バークリの時間空間論

本ノートは，『視覚新論』（An essay towards a new theory of vision）と『視覚論弁明』

（The theory of vision or visual language shewing the immediate presence and providence

of a deity vindicated and explained）をバークリの時間空間論を展開するための素材を

与える主な著作と捉える．本節で，これらの著書におけるバークリの主張を，バーク

リの時間空間 4 論としてまとめる．

4.1 所与の「質」と知覚可能最小量

バークリによって「感官の観念」に数えられるものを列挙すると，「色」，「音」，「抵

抗」，「寒熱」，「味」，「香」等となる 5．また，これらは互いに「質」において異なる 6．

これら互いに「質」の異なる所与のうち，以下，本論では，「抵抗」つまり触覚的感覚

3 Berkeley 1710, p. 80.
4 本ノートでは，前節で列記した「関係」としての空間と，視覚的空間や触覚的空間等のいわゆる知覚
空間を区別する．
5 Ibid., p. 41.
6 Berkeley 1709, p. 224.
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と，「色」つまり視覚的感覚 7 のみを主題とする．

バークリにおいては，「触覚可能最小量（minimum tangible）と視覚可能最小量

（minimum visible）が存在しており，それを越えて感官が知覚することはできない」8

と言われるように，これら互いに「質」の異なる所与のそれぞれについて，「知覚可能

最小量」（minimum sensible）の存在が仮定される．また，「点すなわち最小量」9 と言

われるように，バークリにおいては，少なくとも知覚空間が論じられている限りにお

いては，「点」（point）も「最小量」（minimum）の意味で用いられる．本ノートも，以

下，触覚可能最小量と視覚可能最小量をそれぞれ，「視覚的点」と「触覚的点」と書く．

4.2 互いに異質な知覚空間の独立性

空間に関するバークリの主張の第一のポイントとして，互いに質の異なる知覚空間

は「それら自身の間である秩序を持っている」という主張が挙げられる 10．この主張

は，より詳しく，例えば次のような形で述べられる．

視覚と触覚という二つの異なった領域は切り離して考察されねばならず，距離

や位置が問題になる時は，それぞれの対象が何の交通も持たず，互いにいかな

る関係もないかのように考察されねばならない 11．

例えば，「距離」（distance）について，視覚的点から触覚的点までの「距離」，また

は触覚的点から視覚的点までの「距離」は考えられないとされる．

一方の点が触覚的で他方の点が視覚的であれば，両者の間の距離は，視覚によっ

て知覚される点からも触覚によって知覚される点からも構成されない，という

ことはつまり，考えられない 12．

7 このように，「所与の質」と「感官」を一対一に対応付けることは，問題を含むと考えることもでき
る．例えばマッハにおいては，「色」や「抵抗」と並んで所与の一つに数えられる「空間」が，視覚
と触覚の両方により捉えられるとされる．このような捉え方をするならば，「色」イコール「視覚」，
「抵抗」イコール「触覚」とすることは適切でないと思われる．しかし，バークリにおいては，マッ
ハの捉え方と対照的に，空間はあくまで視覚的な領域と触覚的な領域で独立に論じられる．よって，
バークリの空間の捉え方を主題にする場合は，この捉え方で問題ないと考えられる．
8 Ibid., p. 191.
9 Ibid., p. 191.
10 Berkeley 1733, p. 271.
11 Berkeley 1709, p. 217.
12 Ibid., p. 216.
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バークリは，二点間の「距離」をその二点の間の点の数とした上で 13，「視覚的距

離」を，視覚的点と視覚的点の間にある視覚的点の数，また「触覚的距離」を，触覚

的点と触覚的点の間にある触覚的点の数，と定義する 14．

「距離」と同様に，「位置」（position）や「方向」（direction）についても，定義され得

るのは，視覚的点の「視覚的位置」や，触覚的点から触覚的点への「触覚的方向」な

ど，あくまで互いに同質な点の間の関係であるとされる．例えば，視覚的点の触覚的

点に対する「位置」や，触覚的点の視覚的点に対する「位置」，また視覚的点から触覚

的点への「方向」や，触覚的点から視覚的点への「方向」等は考えられないとされる．

これら異質性に関する一連のバークリの主張は，空間的関係は互いに同質な二点の

みを関係付ける関係である，という主張と捉えることが可能である．バークリにおけ

る空間的関係を，互いに同質な二点のみを関係付ける関係と特徴づけるならば，視覚

的な「色」と触覚的な「抵抗」という二種類の所与を考える限り，視覚的空間と触覚

的空間という二つの互いに独立した知覚空間が構成されることになる．互いに質の異

なる知覚空間が「それら自身の間である秩序を持っている」という上記の主張を，こ

のように理解することが可能である．

バークリにおける空間的関係の特徴づけに続いて時間的関係の特徴づけに進む前に，

いくつかの空間的概念のバークリの捉え方をまとめれば，以下のようになる．まず，

知覚可能最小量としての「点」から，これらの点の数として「大きさ」（magnitude）が

定義される（「大きかったり小さかったりするのは，それらのうちに含まれる点がより

多いかより少ないかによる」15）．続いて，「大きさの限界」として「形」（figure）が定

義される（「形とは大きさの限界」16）．これら「大きさ」や「形」も，「視覚的大きさ」

と「触覚的大きさ」，「視覚的形」と「触覚的形」など，視覚的空間と触覚的空間にお

いてそれぞれ独立に定義される（Berkeley 1709；1733）．

13 Ibid., p. 216.
14 ここでバークリによって主題とされている距離は知覚される距離であり，数学的距離または抽象的な
距離は，『視覚新論』や『視覚論弁明』の全体を通して主題から外れている．よって，ここでのバーク
リによる距離の定義も，知覚される距離についてのものであり，数学的距離に関わるものではないと
捉えるべきと思われる．

15 Ibid., p. 191.
16 Ibid., p. 213.
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4.3 互いに異質な空間的量の比較不可能性

『視覚新論』や『視覚論弁明』において主に論じられるのは空間論であり，バーク

リの時間論を明らかにする材料は，空間論に比べると少ない．しかし，バークリの時

間の捉え方を特徴づける鍵を，われわれは「共在」（coexistence）を経験する互いに異

種な感覚に同一の名前を与えているという形で述べられるバークリの現象主義的な主

張 17 と，バークリの奥行き概念 18 の捉え方に見出すことができる．以下，さらにバー

クリの空間論を追い，バークリの奥行き概念の捉え方を明らかにし，そこからバーク

リ哲学における時間的関係の特徴付けを行う．

空間についてバークリによって述べられる第二のポイントとして，異質な（hetero-

geneous）ものは「どのような割合でも互いに比較されえない」という主張が挙げられ

る 19．つまり，互いに異質な「視覚的距離」と「触覚的距離」や，「視覚的位置」と「触

覚的位置」，「視覚的方向」と「触覚的方向」等は，それぞれ互いに異質であるため，互

いに比較されえないという主張である．例えば，ある「視覚的距離」とある「触覚的

距離」とでは，一方が他方より大きかったり，一方が他方より小さかったりすること

はないし，また，ある「視覚的方向」とある「触覚的方向」とが互いに同じであった

り逆であったりすることはない，等である．

バークリにおいては，これら互いに異質な「距離」や「方向」，「位置」等を関係づ

けるものとして時間が捉えられていると思われる．以下，このことを見ていきたい．

4.4 互いに異質な知覚空間の対応の偶然性

バークリの主張の第三のポイントとして，互いに異質な空間的概念，つまり，「視覚

的距離」と「触覚的距離」や，「視覚的位置」と「触覚的位置」，「視覚的方向」と「触覚

的方向」の対応は，「偶然の事情にもとづく」ものであるという主張が挙げられる 20．

つまり，視覚空間と触覚空間の対応は，現実の対応と異なる他の対応でもあり得た，

という主張である．バークリによる，この対応の偶然性の主張は，主に「視覚的大き

さ」と「触覚的大きさ」の対応に関してなされる 21 が，もしこの主張を「大きさ」だ

17 Ibid., pp. 212–213.
18 ここでの「奥行き」は，いわゆる視覚的奥行きである．
19 Ibid., p. 224.
20 Ibid., p. 213.
21 Ibid., p. 195.
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けでなく「方向」にも適用するならば，例えば次のような主張も導かれ得ると考えら

れる．つまり，「視覚的右」が「触覚的左」に，「視覚的左」が「触覚的右」に対応する

対応も可能であった等の主張である．

このように，二つの異質な空間の対応に必然性がないことから，互いに異質な知覚

空間の対応は，「経験」（experience）に先立って知られない，とされる 22．

4.5 バークリにおける「物」概念の構成

バークリにおける「物」概念の構成の捉え方が，われわれは「共在」を経験する異

種な感覚に同一の名前を与えているという形のバークリの現象主義的主張 23 に見るこ

とができる．

この記述における「異種な感覚」を，「視覚的点」と「触覚的点」，あるいは「視覚

的形」と「触覚的形」等の空間的概念と解釈することで，互いに異質な「大きさ」や

「形」等の空間的概念を「共在」という時間的関係によって関係付けるという，バーク

リにおける「物」概念の構成の捉え方が得られる．

一方この記述は，バークリにおける時間的関係の捉え方を示す記述でもある．つま

り，「異種な感覚」が「共在」という時間的関係によって関係付けられるとされている

ことから，時間的関係を（空間的関係を互いに同質である二点を関係付ける関係と捉

えることができたのに対し），互いに異質である二点を関係付ける関係と捉えることが

考えられる．

4.6 時間的概念としての「奥行き」

バークリによる「奥行き」の捉え方は，例えば次のようである．

私たちが視覚観念によって距離と或る距離に置かれた事物とを認知するとき，

視覚観念は，或る距離に現実に存在する事物を私たちに示唆ないし表現せず，

ただ，かくかくの時間的距離を置いて，また，かくかくの行動の結果として，い

かなる触覚観念が私たちの心に印銘されるかを警報するだけなのである 24．

この「奥行き」の捉え方は，『視覚新論』だけでなく，主著である『人知原理論』（A

treatise concerning the principles of human knowledge, 1710）や『ハイラスとフィロナ

22 Ibid., p. 195.
23 Ibid., pp. 212–213.
24 Berkeley 1710, pp. 58–59.
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スの三つの対話』（Three dialogues between Hylas and Philonous, 1713）25 等，より包

括的に哲学が展開される他の著作にも共通して見られることから，バークリによる

「奥行き」の基本的な捉え方と見なしてよいと思われる．この記述において「奥行き」

は，「視覚観念」と「触覚観念」という互いに質の異なる所与の間の「時間的距離」と

捉えられている．つまり，前節の「物」の構成に関わる記述においても，「奥行き」の

構成に関わる記述においても，互いに異質な点の間の関係という時間の捉え方が共通

している．よって，バークリにおける時間的関係を，互いに異質な二点を関係項とす

る関係として特徴付けることが可能であると思われる．

最後に，「物」と「奥行き」の構成の順序について考察する．バークリにおいては，

「奥行き」の構成は「物」の構成の後になされる．というのは，先にみたように，バー

クリにおいて，互いに質の異なる空間の対応は「偶然の事情にもとづく」ものであり，

よって，これを知るのは「経験」の他にないとされるからである．このことから，互

いに質の異なる点の間の時間的距離としての「奥行き」の構成は，共在の「経験」の

後，つまり「物」の構成が行われた後でなければ行われ得ない．

4.7 バークリ哲学における時間的および空間的概念構成のシナリオ

ここまでで提示した内容を基に，概念構成のシナリオをまとめると，以下のように

なる．

1. 認識主観の側の認識能力として，次の「関係」を仮定する．

（a）「xは yの右」，「xは yの左」，「xは yの上」，「xは yの下」，これらの関係

をまとめて「空間」と呼ぶ．

（b）「x は y と共在」，「x は y の先」，「x は y の後」，これらの関係をまとめて

「時間」と呼ぶ．

2. 上記の関係の関係項として，「視覚的点」と「触覚的点」という，互いに「質」の

異なる二種類の「点」（知覚可能最小量）を仮定する．これらは認識主観にとっ

て外的なものである．

3. 時間的および空間的関係の特徴づけ

（a）空間的関係の関係項は，互いに「同質」である．

（b）時間的関係の関係項は，互いに「異質」である．

4. 二点間の「距離」は，その二点の間にある「点」の数である．

25 Berkeley 1713, pp. 201–202.
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5.「大きさ」は，それが含む「点」の数である．

6.「形」は「大きさ」の限界である．

7. 互いに質の異なる空間的概念の時間的「共在」として「物」が構成される．

8. 互いに質の異なる二つの「点」，「距離」，「大きさ」，「形」等の時間的距離とし

て，「奥行き」が構成される．

§5 バークリのシナリオと他の構成シナリオの比較

前節の最後で示したシナリオと他の構成的試みとの相違点について考察を行う．

まず，マッハによる構成との相違点について考察する．バークリ哲学は，物理学の

哲学として，カール・ポパー（Sir Karl Raimund Popper, 1902–94）によってマッハの

先駆と評価されるなど 26，マッハ哲学との関連において，これまで一定の評価がなさ

れているものの，その評価は概ね先駆としてのものに留まっている．ここでは，バー

クリ哲学が備えているオリジナルな論点を取り出したい．マッハは，主著『感覚の分

析』（Die Analyse der Empfindungen, 1918）の中で，現代物理学の諸概念は「その基礎

となっている感性的諸要素にまで容易かつ確実に遡及できる」27 あるいは，「感性的要

素こそが概念にとって基底的な意義をもつ」28 と述べるなど，概念にとっての感覚の

重要性を明確に主張した哲学者である．そのマッハによる構成的試みは，ニュートン

の運動法則の再構成に見られる 29．マッハは，ニュートンの運動法則を，「加速度」か

ら「質量」，さらに「質量」から「力」，という順序の概念構成として提示する（マッハ

の構成において，ニュートンの運動方程式は，左辺（「力」）の右辺（「質量」と「加速

度」の積）による定義式と解釈される）．このマッハが概念の基礎とする感覚ないし要

素，つまり「所与」は，よく知られるように，「色」，「音」，「熱」，「圧」，「時間」，「空

間」，と列挙されるものである 30．これら要素のうち「空間」には，「大きさ」や「形」，

「奥行き」等が含まれる 31．これらは，バークリの構成においては，所与から空間的お

よび時間的に構成される概念である．よって，バークリのシナリオは，これらを所与

26 Popper 1953, pp. 26–36.
27 Mach [1918]1971, p. 296.
28 Mach [1910]2002, p. 92.
29 Mach [1933]2006, pp. 383–384
30 Mach [1918]1971, p. 4.
31 Ibid., pp. 104–107.
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として「空間」に数え入れるマッハとは異なる．

次に，バークリを分析哲学者として評価する論理実証主義者エアとの比較を行う．

エアが「感覚内容」（sense-contents）から「物質的事物」（material things）を構成する

過程に，「いかにしてこれ等のお互いに分離した視覚的ならびに触覚的感覚内容群が相

互に関係づけられるかを示す」段階がある 32．エアは，この段階を以下のように説明

する．

人の視覚群ならびに触覚群中の任意の二個は，視覚群の要素中，最小の視覚的

な深さを持つものがすべて触覚群中最小の触覚的な深さを持つものと同じ感覚

経験の部分をなす時，同じ物質的事物に属する 33

この構成の段階では，エアによって，視覚と触覚という異なる「感覚内容群」の対応

が問題にされている．このエアの記述から読みとれることは，（i）エアにおいては「深

さ」つまり「奥行き」が，視覚と触覚の両感覚群においてそれぞれ考えられていると

いうこと，また，（ii）この「奥行き」概念に基づいて「物」概念が構成されると考え

られていること，である．まず（i）の観点について，「奥行き」は，バークリの構成の

シナリオにおいては，「距離」や「大きさ」と異なり空間的概念としては構成されず，

互いに質の異なる空間的概念を対応付ける時間的概念として構成された．つまり，「奥

行き」概念に関して，バークリ哲学は，エアと異なる独自の捉え方を備えていると思

われる．また，（ii）の観点について，バークリの構成のシナリオにおいては，前節で

見たように，「奥行き」概念と「物」概念の構成の順序はエアのそれと逆である．

マッハの先駆としての評価（Popper 1953）においても，エアによる分析哲学者とし

ての評価（Ayer [1936]1955）においても，バークリ哲学の評価は，従来，概ね先駆とし

ての評価に留まっているように思われるが，このような相違点に注目するとき，バー

クリ哲学を新しい構成主義的試みの材料を与える哲学として再評価することができる

と思われる．

§6 バークリのシナリオの意義

バークリのテキストから直接引き出すことができるシナリオから進んで「速さ」の

概念についての考察を加え，最後にバークリのシナリオの意義について論じたい．

32 Ayer [1936]1955, p. 62.
33 Ibid., p. 62.
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第 4節でみたように，バークリのシナリオにおいては，「距離」や「形」等について，

視覚的なものと触覚的なものの二つが別々に考えられた．このようなバークリのシナ

リオに従えば，「速さ」についてもまた，「視覚的速さ」と「触覚的速さ」という二つ

の互いに異質な「速さ」が定義されることが考えられる．

ラフではあるが，例えば「視覚的速さ」の定義を次のように考えることができる．

まず，「視覚的点」に関しては「我々はいつでも同じ数を見ている」34 というバークリ

の主張に基づき，これが縦に m個，横に n個あると仮定する（「上」と「下」という関

係を仮定しているので「縦」という言葉は意味を持ち得，「右」と「左」という関係を

仮定しているので「横」という言葉も意味を持ち得るものとする）．さらに，この仮定

のもと，例えば最も左下の視覚的点のみ白で残りの視覚的点はすべて黒であった配置

が，最も左上の視覚的点と最も右下の視覚的点のみ白で残りの視覚的点はすべて黒で

あった配置に変わったとき，後の配置における右下の点の左上の点に対する「視覚的

速さ」を n/mとする，という定義が考えられる．つまり，カバーした視覚的点の数の

比を「視覚的速さ」とする，という定義である（もちろん，バークリのシナリオに従

えば，「視覚的点」から「触覚的点」への変位や，その逆の「触覚的点」から「視覚的

点」への変位などは考えられない）．

さて，バークリにおいて，「奥行き」は，互いに質の異なる空間的概念の時間的距離

と捉えられていた．例えば，同一の「触覚的大きさ」が，それがもつ認識主観からの

時間的距離によってさまざまな大きさの「視覚的大きさ」と対応することから，これ

ら二つの互いに異質な「大きさ」の時間的距離として「奥行き」が構成される 35．こ

の「奥行き」の捉え方を支持する論点として，上記の二つの互いに異質な「速さ」の

概念を加えることができると考えられる．つまり，同一の「触覚的速さ」が，それが

もつ認識主観からの時間的距離によってさまざまな大きさの「視覚的速さ」と対応す

ることから 36，これら二つの互いに異質な「速さ」の時間的距離として「奥行き」が

34 Berkeley 1709, p. 204.
35 バークリにおいては，第 4節でみたように，ある「触覚的大きさ」が主観からある距離をもったとき
にどのような「視覚的大きさ」と対応するかということは，「共在」の経験より先に知ることはでき
ないとされる．特に，バークリにおいては，これは幾何学的な計算から導かれ得るものではないとさ
れる．これは，バークリにおいて幾何学はもっぱら触覚的大きさや形に関わると捉えられていること
による（Berkeley 1709, pp. 232–235）．よって，主観からある奥行きをもった触覚的大きさに対応す
る視覚的大きさが幾何学的計算によって導かれるように思われたとしても，バークリの主張に従うな
らば，そのような計算は実際は徹頭徹尾「触覚的大きさ」や「触覚的距離」を用いて行われるもので
あり，二つの互いに異質な「大きさ」の「共在」の経験を先取した主張ということになると思われる．

36 具体的な状況としては，例えば，日常的に使う表現として“同じ速さで走るものでも遠くのものは
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構成される，という論点である．

前節でみたように，バークリの哲学はマッハやエアと異なる分析を備えた哲学と捉

えることが可能であると思われるが，特にバークリの主張に独特な論点は，二つの互

いに異質な空間的概念（あるいは量）の対応が，経験に先立って知られないという論

点である．この論点は，例えば，未知の現象の経験的内容を問う問題（例えば物理学

などの個別科学における）を哲学的に捉え直してこれに答えを与えようとするときな

どに，新しい視点を与えるものと考えることができる．ここで示した構成のシナリオ

は，そのような応用のレベルには遠いものの，このような関心のもと検討する意義を

もつものと考えることができる．
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