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私の「分析哲学」についてのノート 

 

山口尚 

 

 

 日本語で書かれた「分析哲学的な」本の中で「最も分析哲学的な」もののひとつが拙著『ク

オリアの哲学と知識論証』（春秋社、2012 年）だと言えます。これは私だけがそう考えてい

るわけではなく、例えばシノハラユウキさんがブログで本書について「これぞ分析哲学だよ

ねーという感じの本」と述べてくれたり1、井頭昌彦さんが本書の議論を（括弧つきで）「「良

質の分析哲学」の典型とも言える詳細な議論」と言ってくれたりしています2。 

 とはいえ、この本を公刊してしばらく経つと、これと同じようなスタイルの論文や書物を

著す気が起きなくなってしまいました。「分析哲学」という言葉にはいろいろな意味があり

ますが、私は、この《分析哲学的な著作をものにした後に、同種の著作を生み出すモチベー

ションが失われた》という出来事を振り返って、それを私の研究人生における〈分析哲学か

ら何か別のものへの転向〉と自己理解しています。 

 誤解のないように付け加えれば『クオリアの哲学と知識論証』をいま読んだとしても――

たしかにそこには探究姿勢に関する致命的な物足りなさが見出されるのですが――私は或

る種の達成感を抱きます。これは私の哲学的成長にとって必要な一歩であったのだ、と感じ

られます。加えて、どのページにも当時の私の全力が見て取られ、それが現在の私を鼓舞し

てくれたりもするので、《物事に精一杯取り組むことは、後々には、それ自体が自分にとっ

て褒美になるのだ》と思ったりもします。 

 私はこのノートにおいて「分析哲学」に対して批判的なことを述べるのですが、《それが

現在分析哲学に取り組んでいるひとを意気消沈させないように》と願います。ひとは、人生

のそのつどのステージで、自分にできることを全力でやり切る以外に道を持ちません。私は

――分野は何であれ――哲学に、いいかげんをせずに、精一杯取り組むひとが好きです（中

には付き合いにくいひともいるのですが）。だから、分析哲学に精一杯取り組むひとがいた

としたら、その「精一杯」という点に関して応援します。私の方もまた、自分自身を偽らな

いためにも、自分の考える「分析哲学」の問題点を指摘したいと思います。私は、どちらか

と言えば、読むひとが前向きになれるようなものを（押しつけがましくなく）書きたいと考

えているのですが、このノートではそれができるよう努めてみます。 

 

 私の考える「分析哲学」の問題点を説明するには、私がこれまでどのような研究人生を歩

んできたのかを語ることが近道だと思われますので、以下、その点について。 

 私を何年も指導して下さった安井邦夫先生は専門を〈ドイツ観念論と分析哲学〉とされて

                                                      

1 http://d.hatena.ne.jp/sakstyle/20130105/p1 

2 http://www.soc.hit-u.ac.jp/~soc_thought/seminar10.htm 
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いましたが、私は学部の卒業論文と修士論文で『エチカ』を取り上げました。博士課程の途

中まで私の専門は〈近世哲学〉であり、とくに〈スピノザ〉だった、ということです。 

 修士課程の頃は、学部の四回生のときに知り合った一つ上の先輩の川口茂雄さん（フラン

ス思想／哲学）やその同級生の竹内綱史さん（ドイツ思想／哲学）の主催する読書会が主な

勉強の場でした。川口さんや竹内さんの読書会では四年かけて Sein und Zeit を通読し、私の

同級生の佐藤慶太くん（近世哲学・歴史哲学）とやっていた読書会ではカントの第一批判や

第二批判を読みました。同じく私の同級生の山内誠くん（フランス思想／哲学）とはマルブ

ランシュやナベールを読んだ記憶があります。 

私が、もっぱらドイツ語・フランス語・ラテン語（そしてときに古典ギリシア語）を読む

研究者から、現代の英語圏のテクストを読む研究者へ転向したのは博士課程の三年目、すな

わち 2005 年あたりです。なぜ専攻を変えたかと言うと、当時の私は《古典の研究は権威主

義に支配されていて風通しがよくない》と感じていたのですが、その辛さが限界に達したか

らです。私個人の研究人生においては、スピノザをやっていたころはまったくのびのびと論

文を書くことができませんでしたが、分析哲学を始めてようやく自由に論文を書くという

経験が得られたのです。 

 さて、分析哲学への遅れてきた新参者であった私は、できる限り急いで分析哲学の型を身

につける必要がありした。私はすでに博士課程まで進んでいましたので《いかにスピーディ

に分析哲学で一仕事を行なうか》については自覚的に「戦略」を立てることができました。

一般に、古典研究の経験者は《なぜパスカルよりもデカルトが、あるいはシェリングよりも

ヘーゲルが、研究対象として薦められやすいのか》をよく知っています。それは、対象の哲

学的深みなどとは関係なく、むしろ《見通しのよい体系をもっているか否か》に関わります。

分析哲学者の中にそうした体系をもつひとがいるかと言えば、少なくともひとりいる――

デイヴィド・ルイスです。実際、ルイスに即せば、いろいろなトピックを取り上げて、統一

感のある見方を提供する複数の論文を書くことができる。私は、（これはまったく倫理的に

悪いことではないのですが）研究成果を量産するための方便として「意識的に」ルイスのス

タイルを引き継ぐことを選び、二年ほど籠って勉強し、2007 年から 2008 年にかけてこの

哲学者の体系に即したうえで言語論や心の哲学や形而上学をめぐる論文を書きました。 

 2009 年になると、博士課程に在籍して 7年目になるので（そのうちの 3年間は休学して

いたと記憶しています）、そろそろ博士論文を書かねばならないという気がしてきました。

そして、主題を「知識論証」に決め、全文書き下ろすことにして、2009 年の 8 月に執筆を

開始し、10 月の途中で完成しました。このように述べると私の筆が速いような印象を与え

るかもしれませんが、三カ月足らずで書き終えられた理由は、執筆開始時にすでに一切の準

備が完了していたからです。 

 この点は本ノートの話題と密接に関係してくるのでじっくり説明します。 

 2009 年ごろには、私は或るタイプの「分析哲学者」（これは分析哲学者一般ではないです）

として完成していたと思います。2005 年ころから英語圏の論著を読みつつ自らの「方法」

を鍛え上げてきたことの総決算として私は（これも倫理的に悪いことではないのですが）博
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士論文の準備の戦略として「自覚的に」次のことを実践しました。 

 

・学界で盛んに論じられているテーマの中で、ルイスも参戦しているテーマを選ぶ。 

・そうしたテーマのうちで立場（イズム）の対立が分かりやすいものを選ぶ。 

・そのテーマを論じる論文や書籍は手に入る限りすべて集める。 

・手に入った論著を時系列的にすべて読み、論戦の展開の骨組みを抽出する。 

・或る立場を自分の立場として選び（結果として私はルイスのそれを選んだが、これは作業

以前に決定されていたかもしれない）、その立場にもとづく他の立場の論駁を組み立てる。 

 

これだけ準備すれば、あとは「論戦の展開 ⇒ 自らの採用しない立場の各々の論駁」という

順番で書き進めるだけです。 

うえのやり方は――ルイスの名を適当な哲学者の名に置き換えると――〈決して行き当

たりばったりでないスキーム〉であり、或る意味で「完成された」スキームだと言えると思

われます。実際、作業量の多寡の問題はあるのですが、テーマ選びが適切であれば、このス

キームに従うと確実に「それなりの」論文が書けるような気がします。具体的には「中国語

の部屋」や「ムーアの “Here is One Hand” 論証」をテーマと選べば、後は論著を集めて読む

「だけ」です（この「だけ」に時間やお金がかかるのですが）。 

 私は、うえのやり方に従って、まず「知識論証」をテーマに選び、それに関連する文献を

せっせと集めて、それを時系列順に読んでいき、相互の関係性を確認し……という作業を行

なって、「物理主義とクオリア」と題された博士論文を完成させたのですが、それに取り組

んでいる間はとても楽しかったことを記憶しています。なぜあれほど楽しかったのかを言

語化すれば、「そのやり方を実行する一回目だったからだ」と言いたくなります。私自身に

とっても《このやり方でうまくいくかどうか、自分はこのやり方を完遂できるかどうか》は

やってみなければ分かりませんでした。初体験のドキドキ感があった、ということです。そ

して 2009年に完成した私の博士論文は（2010 年春に受理され）、2012年に『クオリアの哲

学と知識論証』として春秋社から出版されました。 

 ――ここまでが本が出来上がるまでの話。ここからどうなるか。 

 だいぶ単純化して語ることになりますが、博士論文を書くことを通じて私が身をもって

知ったことは《うえのスキームは整った論文を書くやり方のひとつだ》ということであり、

その後もしばらく私はその方法で例えばレヴァインの「説明ギャップ」に関する論考を書い

たりもしました（これは信原幸弘・太田紘史編『シリーズ新・心の哲学Ⅱ 意識篇』（勁草書

房、2014 年）に収録されています）。しかしながら、だんだんとそうしたやり方で書くこと

ができなくなってきたのです。その理由はある意味で「心理的な」ものであり、それは、《自

分がこれ以上先のスキームで論考を書くことは、自分にとって人生の無駄だ》という、内か

ら湧き上がってくる感覚と関わっていました。 

 はたして哲学の論文は何のために書かれるのか。もちろん答えはひとつではありません。

私自身は論文を、ある程度まで他人（すなわち読者）のために書いていますが、同時にそれ
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を自分のためにも書いています。そして、この「自分のため」の中には、当然のことながら

〈キャリアのため〉という要素が多分に含まれていますが、やはり――無視できない側面と

して――自分の実存的成長のためというところもあります。 

 話を戻すと、先に挙げたスキームに基づいて論文を書くことは、私にとって、自分の実存

的な成長にまったく寄与しないように感じられるようになってきました。これは、後でも強

調するように、《私が分析哲学一般の問題点を見出した》という出来事ではありません。む

しろこの話は〈或る種の執筆スタイルに対する私の感じ方〉に関わります。いずれにせよ、

先の仕方でものを書く気が起こらなくなった、というのは、私の実体験として、とても「リ

アルな」出来事なのです（あくまで個人的な体験だという点に注意）。 

 このような出来事の結果として、私は先のやり方とは異なる論文の書き方を模索するこ

とになりました。その際――これもまた個別的な話ですが――、Facebook のノート機能が

役に立った気がします。あまり羞恥心がないタイプなので、2014 年あたりから、実験的な

スタイルで書かれた文章を Facebook 上にアップしたりして諸先輩方や友人の反応をうかが

いつつ、新しい書き方を模索しました。そして、そうこうするうちに、だんだんと次のよう

なスキームに落ち着いてきました。 

 

・自分にとって最も重要と思われる事柄を率直に書く。 

・事柄を立場（イズム）の差異や対立に帰着させることを避ける。 

・参考文献は、自分の言いたいことを言うのに必要な限りで取り上げる（網羅性や完備性を

追求しない）。 

・楽しく読めるように工夫する（長い文章を読ませるにはレトリック上の工夫が必要）。 

 

急いで注記すれば、これは現在の私が論文を書く際に従っているだいたいのスキームであ

るに過ぎず、私は《これは良いやり方だ》とも述べるつもりはなく、《これに従えばいい論

文が書ける》と言うつもりさえありません。とはいえ、私の研究人生において生じたひとつ

の事件として、私は、『クオリアの哲学と知識論証』のスタイルを捨てて、今挙げたような

やり方の書き方を採用するようになりました。そして例えば〈自由と物語〉をテーマとした

論考「物語・行為・出来事――野家と井頭の物語論的自由論を媒介にして」（これは山口大

学時間学研究所監修『時間学の構築Ⅱ 物語と時間』（恒星社厚生閣、2017 年）に収録され

ている）などをものにしました。 

 論文執筆の一般的スキームの違いは文体の差異に「象徴的に」現れるのですが（あくまで

「象徴的に」です！）、私の研究人生における文体的変化は、思わず笑ってしまうような類

のものだとも思われるので、変化の前後で比較してみます。次は変化前。 

 

 二元論は存在論的ギャップが開いていることを主張する立場である。この立場の正当化

を試みる典型的な論証は以下の順序で進む。はじめに認識論的ギャップが存在すること

を主張する。すなわち、Ｐ∧¬Ｑが思考可能だと主張し、例えばゾンビが思考可能だとす
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る。そしてここから、《思考可能なものは形而上学的に可能である》という原理を用いて、

ゾンビの形而上学的可能性を引き出す。この可能性は、定義に鑑みれば、存在論的ギャッ

プが開いていることを意味する（上記の信原・太田編の論集の 43 頁） 

 

そして次が変化後。 

 

 哲学者とは最も根本的な意味において「思索者」である。哲学者は、自由について思索す

ることにおいて、さまざまな自由の物語を検討し、ひとつを自らの物語として選ぶ。こう

してひとつの〈自由の物語〉が生まれる。他方で、物語の選択もまた自由の行使である以

上、物語の始源には自由がある。ここには〈物語の自由〉がある。かくして、哲学的自由

論が展開される場には、注目すべき「自己参照的な」構造が見出される。それは、〈物語

の自由〉の行使としてひとつの〈自由の物語〉が生まれると同時に、この〈自由の物語〉

がその始源にある〈物語の自由〉を語る、という構造である。ここには驚くべき内的完結

性がある。（上記の『時間学の構築Ⅱ』の 24頁） 

 

内容と文脈が異なるので単純な比較はできないかもしれませんが、理屈の型・語彙・姿勢に

関して有意な違いがあるような気がします。ここでふたつの間で優劣を語るつもりはあり

ませんが、いずれにせよ私は現在後者のような文章を書いています。ちなみに、文体上の問

題から、後者のような文章を読むことを避けるひとがいるかもしれない、などと懸念したり

もします。とはいえ私は現在、真摯に書こうとすれば、どうしても後者のようなスタイルを

採用してしまうのですが。 

 さて、書き方が変わると、何が変わるのか。これについても、これまでと同様に、一般的

な話はできないのですが（そしてここではそうした話をするつもりもないですが）、以下、

私自身に生じた変化（これは個別的な出来事です）を自己記述してみます。 

 2007 年から 2012 年あたりでは英語圏の書籍や同じく英語圏のジャーナル掲載の論文ば

かりを読んでいましたが、執筆スタイルを変えた後、少なくとも 2014 年くらいからは、そ

うしたものを読む機会が減りました。変化の原因は、これまた心理的なものであり、例えば

フランクファート事例をめぐるテクニカルな議論を含む最新の論文を読んでも心が躍らな

くなったからであり、そうした論文の書き手にほとんど共感しなくなったからです。そして、

自由意志の問題（これは私にとって最も重要な哲学的問題です）を考えるときには、カント

やベルクソンなどを読む方が知的興奮は大きい。とはいえ、現代の英語圏の書き手の中でも

ピーター・ストローソン、ネーゲル、ホンデリック、ダブル、ゲーレン・ストローソン、ソ

マーズなどはいまだに楽しく読めますが、人数はかなり減ってしましました。 

 その一方で、書き方を上記二番目のようなものに変えると、いわば「日本語で哲学する」

書き手に対する共感が増大し、その結果として、そうした書き手の著作を以前よりも読むよ

うになりました。もちろん「日本語で哲学する」という表現の意味も複数あるのですが、具

体的な名前を挙げると私がここで言わんとしていることは何となく伝わるかもしれません。
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例えば、いわゆる「大森門下」の面々（田島正樹さんや野矢茂樹さん）、永井均さん、森岡

正博さん、より若い世代だと青山拓央さんや古田徹也さん、國分功一郎さん、千葉雅也さん、

あと「思想史」まで範囲を広げれば中島岳志さん、など。これは、《私はこのひとたちが好

きだ》ということを言っているわけではなく、むしろ《私は、書き方を変えてから、これら

のひとの著作を以前よりもじっくり読むようになった》と言っているわけです。 

この変化の理由は何かと考えると――すぐうえで示唆しましたが――こうした哲学者あ

るいは思想家のやっていることが、私自身のやっていることに「照応」すると感じられるか

らでしょう。おそらく私は彼らを、〈業界的な議論の紹介者〉ではなく、〈自分にとって最も

重要と思われる事柄を率直に書く書き手〉だと見なし、《彼らから自分にとって有意義な何

かが得られるかもしれない》と期待しているのだと思います。 

 

 以上が私のこれまでの研究人生の（ある観点からの）自己記述であり、それは私自身の言

葉づかいの纏いつく偶然性と恣意性を被っていますが（これは誰が自己記述しようと避け

られない）、少なくとも私にとっては「リアルな」歴史物語です。 

 ところで、個別的記述を意図したここまでの叙述においてすら分析哲学に関する一般的

批判のニュアンスが感じとられるのは、《私が何をどのような言葉で語るか》のうちに私の

一般的な考え方が現われるからでしょう。このものを「このもの」と呼ぶや否やただちに普

遍性が姿を現す、と「感覚的確信」の章でヘーゲルが指摘したように、私があるものを「分

析哲学的」と形容するとき、そこには分析哲学に関する私の一般的見方が顔を出さざるをえ

ません。 

 私は、本ノートの冒頭で、私の研究人生において起きた上述の変化を「分析哲学から何か

別のものへの転向」と呼びましたが、この呼び方に反対するひとがいるかもしれません。そ

うしたひとと私の対立は――ここはいささか独断的な印象を与えるかもしれませんがいず

れにせよ私の「政治的な」言葉づかいで表現すれば――「言葉をめぐる政治」であり、ここ

においては《はたして或る出来事を「分析哲学からの転向」と呼ぶことは適切か》というこ

とが私たちの間の「政治的」問題になっていると言うことができます。 

 本ノートの以下の箇所においては、先の自伝的叙述を踏まえて、「分析哲学的な」ものに

対する政治的な批判を行なおうと思います。これは、分析哲学はダメだという「客観的事実」

を証明するなどということを意図するものではなく、むしろ《できるだけ多くのひとが私の

ように考えるようになってほしい》という想いに導かれた実践です（この意味で「政治的」

と形容されているわけです――ちなみに、こうした言説の運び方もまた分析哲学から転向

した後で身についたものであり、分析哲学から離れることは、場合によっては、表現の幅を

広げてくれると言えます）。 

 

 以下は私の「分析哲学」批判ですが、それは〈多くのひとに共有してもらいたい感覚を伝

達する努力〉でもあります。感覚にはそもそも掌握しえないところがあるので、「手を変え、

品を変え」という迂遠なやり方で何とかアプローチしてみたいと思います。 
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 私自身は、分析哲学が具える或る種の「若々しさ」をいまだにかなりの程度好ましいもの

と感じていますが、こうした「若さ」には一種の陥穽が伴っているとも考えています。この

点を理解して頂くにはここで分析哲学のどのような特徴が言及されているのかを掴む必要

があるのですが、分析哲学の「若さ」に関わる文章として、ここではジョン・マーティン・

フィッシャーの次の文を引きます。 

 

 私はかつてハリー・フランクファートが述べた次の不満がよく分かる。それは、彼の事例

をめぐる文献はいまや「若者のスポーツ」だ、という不満である。（J. M. Fischer, “The 

Frankfurt Cases: The Moral of the Stories,” Philosophical Review, 119, 2010: 315-336） 

 

実に――英語圏の自由意志論に触れたことのあるひとはみな知っているように――いわゆ

る「フランクファート事例」に関しては、それが提示された 1969 年以来、多数の研究文献

が公刊されており、もはや「スポーツ大好きの若者」でなければそれに取り組む気も起らな

いほどです。引用の（フィッシャーの紹介する）フランクファートの不満はこうしたスポー

ツで評価される知的能力の種類に関連するものとも解釈できます。すなわち、スポーツでは、

知的なスタミナや、知的な俊敏さがモノを言いますが、それはそれとして、他にもっと大切

にすべきことも存在するだろう、という不満です。 

 「分析哲学」と呼ばれるものに取り組むひとがすべて、ゲティア事例やフランクファート

事例やメアリー事例や帰結論証やこれらと似たような何かで仕事をしている、というわけ

ではありませんが、私は、能力の高い分析哲学者の多くに同様の〈スポーツ指向〉を見出し

ます。そして「スポーツ」が得意なことは、それ自体では「徳」であると言えます。若い頃

くらいは何らかの「スポーツ」に打ち込んだ方がいい、という考えもよく分かります。 

 さて「スポーツ」においては大量の情報（＝文献）をスピーディに処理することが求めら

れ、そこでは例えば〈自分自身にとって重要と思われる問題にじっくり取り組むこと〉は場

合によっては軽視されるのですが、その理由はそうした場合に《それほど多くの参考書が取

り上げられない》という事態が起こりうるからです。これは分析哲学に特有のことではない

かもしれませんが、以前私が〈参照文献が 9個〉の論文を投稿すると「参照文献が少なすぎ

る」というコメントがついたことがあります。ちなみに Journal of Philosophy of Life の Vol.5 

No.3 に掲載された私の論文は〈参照文献が 1 個〉だったのですが、あれはあれで立派な論

文だと自認しています（ちなみに、その論文の文献表のあたまに “References” と書いてい

たら、編集から “Reference” の方が適切ではないかというコメントが届きましたが）。 

 もちろん、能力の高い分析哲学者の中にも「スポーツ嫌い」や参照文献の少ないひとも存

在しており（例えば、「分析哲学者」と呼ばないひともいるかもしれませんが、ネーゲルは

そうしたタイプだと言えます）、あるいは分析哲学以外の哲学分野――例えば現代ドイツ哲

学や現代フランス思想など――においても「スポーツ好き」は存在するでしょう（雑誌の『現

代思想』を繙くと、とくに若い書き手に多い気がしますが、ひとつのテーマに関してかなり

たくさんの文献を集めているひとが見出されます）。それゆえ、以上のように分析哲学の「ス
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ポーツ性」を批判するとき、すなわち知的スタミナや知的俊敏さを「特権的に」重視する傾

向性を批判するとき、私は分析哲学の本質を非難しているわけではありません。とは言うも

のの――いろいろな歴史的偶然性が作用しているのでしょうが――現在の日本の分析哲学

において〈英語の文献を、よく調べて、よくまとめる〉というタイプの論著以外がめったに

「まともなもの」と見なされない、という現状については《つまらない》という印象を抱い

ています。 

 例えば青山拓央さんの『時間と自由意志』（筑摩書房、2016年）は時間・様相・自由意志

に関する多くの文献に言及していますが、この本に関して最も価値ある部分のひとつは、

〈英語の文献を、よく調べて、よくまとめる〉という点には依存せず、むしろそうした点と

は却って相反するような、彼自身の直感に関わる、いわゆる〈自由意志の二人称性〉につい

ての叙述です。ここで私は、もっと多くのひとが《あの本の自由意志と人称性に関する議論

は面白い》と述べるべきだ、という政治的主張を行なっているのですが、この考えは《現在

の日本の分析哲学はあれを肯定的に評価する度胸がないのではないか》という疑念の裏返

しでもあります。 

 私はここまで現在の（とくに日本の）分析哲学の問題点を「若さ」・「スポーツ性」・「よく

調べて、よくまとめる」などの言葉で表現しようとしてきましたが、私の言いたいことの要

点に達するにはあと一歩です。そしてここについては「賭博性の隠蔽」というフレーズで説

明できるかもしれません。 

かつて大森荘蔵は、帰納法には正当化は存在せず、むしろそこには《私たちは帰納法に命

と生活を賭けている》という事実があるだけだ、と指摘しました（『物と心』の或る論考で）。

私もまた、哲学的主張を行なうことは、その主張（およびそれが伴立する諸々の事柄）に命

を、生活を、「生き方」を賭けることだ、と考えています。他方で、《先行文献を、よく調べ

て、よくまとめて、それで整った論考が出来上がる》と考えることは、哲学における「究極

の」賭博性を隠蔽することに繋がるような気がします。 

実際には――帰納法の事例が示唆しますが――私たちの取り組んでいる哲学という営み

には、本質的に「無根拠な」ところが存在するのです。そして、哲学的主張はこうした「深

淵」を跳び越すことを通じて行なわれるのですが、その際に必要なのは〈自らの足でジャン

プすること〉だと言えます。思うに、〈よく調べて、よくまとめる〉という作業はうまく跳

躍することの補助にはなるでしょうが、それは〈跳ぶこと〉それ自体を構成するものではあ

りません。「スポーツ」に邁進することは、ともすれば、哲学の根底にある「賭け」の存在

を忘れさせてしまいます。とはいえ――これも多くのひとに共有して頂きたい感覚ですが

――《そうした「賭け」においてどのような仕方で賭けたか》こそが各人の哲学の最も面白

い部分を形作るのではないでしょうか。 

 以上を踏まえると、私の現在の執筆スタイルにも一定の意味づけが与えられます。私は、

今は「自分にとって最も重要と思われる事柄を率直に書く」というやり方を大事にしていま

すが、ここには〈賭けを賭けとして遂行する〉という意味があると言えるかもしれません。

千葉雅也さんの語るところの「切断」がある、と言ってもよいかもしれません。 


