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Peirce の 1867 年の「新しいカテゴリー表について」(“On a New List of Categories”) は，彼がのちに「第一
性」(Firstness)・「第二性」(Secondness)・「第三性」(Thirdness)と呼ぶようになる三つのカテゴリーが初めて
導出された重要な論文である．Peirce はこの論文で第二のカテゴリーを「被関係項への参照」(reference to a
correlate)と呼び，§8で取り上げているが，この節は非常に簡素で難解であり，彼が「被関係項」と呼んでいる
のが何なのかをめぐって，Peirce研究者の間で議論がある．本発表では，André De Tienneがその著書『パー
スにおける代表の分析論』(L’analytique de la représentation chez Peirce, 1996)で提示している解釈を紹介した
後，その問題点を指摘し，私の独自の解釈を提示したい．

まず，Peirceの被関係項概念を理解するのに必要な限りにおいて，「新しいカテゴリー表」の §8に至るまでの
議論を解説する．次に，De Tienneの解釈を紹介してから私自身の解釈を提示する．

「新しいカテゴリー表」はどのような著作か

「新しいカテゴリー表」は，1867年に American Academy of Arts and Sciencesで発表され，翌 1868年に同学
会の Proceedingsにおいて刊行された．Peirceが 28歳のときの作品であり，Proceedingsの同じ巻において発
表された他の四編と並んで，彼の初めての刊行著作である．Peirce自身，晩年に至るまで一貫して「新しいカ
テゴリー表」を自分の最重要著作と見なしていた．以下にいくつか引用を拾ってみる：

「もし私が世界に贈るものがあるとすれば，カテゴリー論がそれである．これは私の子どもだ．私——
私の身体——が跡形なく滅びた後も，私はその中に宿ることだろう」(W 2:1, 1867)

「1867年 5月 14日，私は『新しいカテゴリー表』において，哲学への私の唯一の貢献を生みだした」
(CP 8.213, letter draft to Mario Calderoni, c.1905)

「1905年の C. S. Peirceと 1867年の C. S. Peirceとの間に共通点はほとんどない．彼のことを全くの
別人として語っても良いと感じるほどだ．だが私見では，『新しいカテゴリー表』という論文は，哲
学の最も完璧な宝石の一つである．私は未だに，その中にはっきりとした誤りを一つも見つけること
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ができない．当時はまだ探り出せていなかった事柄は数多くあるが，主要点は正しく捉えられてい
る」(RL 224:73, August 1905 letter to William James)

Peirce が初めて読んだ哲学書は，ハーバードの学部生のときに読んだ Friedrich Schiller の『人間の美的教育
について』だった．そこから Kantの『純粋理性批判』に移り，ドイツ語が得意だった叔母の助けを借りなが
ら原文で読み，ほとんど完全に暗記したという．Peirceは当初，Kantの熱烈な支持者だった．彼が言うには，
「私は〔Kantの〕判断表とカテゴリー表を，それらがシナイ山からもたらされたものだとした場合よりも暗に
信じていた」(CP 4.2, 1898)．しかし彼は徐々に Kantのカテゴリー表とその導出方法に不満を抱き始める．

カテゴリー (category)：語源はギリシア語の κᾶτηγορία（告訴，述定）．「裁判で被告人について言えること」
から転じて，「あるものについて言えること（あるものに対して述定できること）」の意味に．Peirce（と彼が
依拠する Kant）の用法では，カテゴリーとは「普遍概念」(universal conception)である（ただし後期になると
Peirceは，カテゴリーが「概念」であるという立場を放棄することになる）．

普遍的 (universal)：「精神の数ある概念のうち，いくつかは特定の印象の集まりに対してのみ適用され，これ
らを特殊 (particular)と呼ぶ．また他にも，すべての印象の集まりに対して適用される概念もあり，これらを
普遍的 (universal)と呼ぶ」(W 1:473, Lecture IX of 1866 Lowell Lectures)

アリストテレスのカテゴリー論

アリストテレスは『カテゴリー論』で 10個のカテゴリーを挙げている：実体（何であるか），量（どれほどあ
るか），質（どのようであるか），関係（何に対して），場所（どこにあるか），時（いつ），体位（どのような体
位であるか），所持（何を持っているか），能動（何をしているか），受動（何をされているか）．アリストテレ
スのカテゴリーはすべて問いの形式で与えられている．彼のカテゴリーは，あるものに関する知識を得るため
にそれについて問うことのできる問いの最も一般的な形式であり，人間の日常的な探究行為を観察することに
よって得られている．また，「体位」や「所持」がカテゴリーとして挙げられていることから，人間が探究対象
のモデルになっていることが伺える．

Kantのカテゴリー論

Kantは，アリストテレスのカテゴリー表を，体系性も指導原理もない「狂詩曲的」(rhapsodistisch)なもので
あると批判し (A81/B107)，それに代わるカテゴリー表を『純粋理性批判』で提示している．アリストテレス
のカテゴリーが問いの形式の分類から得られているのに対して，Kantのカテゴリーは判断の形式の分類から
得られている．あらゆる認識行為は何らかの判断を伴うという発想から，Kantはまずアリストテレスに由来
する伝統的な論理学による命題形式の分類から，12個の判断形式を分類した「判断表」を作り，続いてそれぞ
れの判断形式に対応するカテゴリーを「カテゴリー表」にまとめている．

Kantの判断表とカテゴリー表では，四つの大分類（量，質，関係，様相）のそれぞれに三つの判断形式ないし
カテゴリーが配列されている．例えば判断表の「量」の行には，判断の三つの量化形式が配列されている：全
称判断（「すべての人間は死ぬ」），特殊判断（「ある人間は死ぬ」），単称判断（「ソクラテスは死ぬ」）．そしてそ
れぞれの判断形式に内在する概念（単一性，数多性，全体性）がカテゴリー表に配列されている．
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判断表
量 全称 特殊 単称
質 肯定 否定 無限
関係 定言 仮言 選言
様相 問題的 主張的 必然的

カテゴリー表
量 単一性 数多性 全体性
質 実在性 否定性 制限性
関係 内属と基体 因果性と依存性 相互性
様相 可能性/不可能性 存在/非存在 必然/偶然

ここで重要なのは，Kantにとってカテゴリーは「世界の側」にあるものではなく，世界を理解するために私
たち（の悟性）が経験の素材に当て嵌める形式だという点である．どんなものであれ，それが認識の対象とな
り得るためには，カテゴリー表の四つの大分類のそれぞれの中のいずれかの概念がそれに適用される（そして
対応する形式の判断がそれについて下される）必要があると Kantは考えていた．この意味で Kantのカテゴ
リーは「普遍概念」と言える．

Kantのカテゴリー論の問題点

1860年代の Peirceは，思考の中の普遍的な概念を見つけ出すという Kantのカテゴリー論のプロジェクトを
継承しながらも，彼のカテゴリー表とその導出方法に不満を抱き始めていた．Kantのカテゴリー論の問題は，
そのベースとなっているアリストテレス流の伝統的な論理学が欠陥を抱えているという点にあった．この頃
Peirceは George Booleや Augustus De Morganらの新しい代数的論理学に触れており，アリストテレス流の伝
統的な論理学では扱えない推論形式が存在することに気付いていた．

「新しいカテゴリー表」の §15に登場する次の推論はその一例である：「何かの半分であるようなものは，その
何かより少ない．Aは B の半分である．ゆえに Aは B より少ない」．このような関係概念を含む推論は伝統
的な論理学の範疇外だが，これは，伝統的な論理学に依拠する Kantの判断表とカテゴリー表が捉え損ねてい
る思考の形式が存在することを示している．それはとりもなおさず，Kantのカテゴリーが普遍概念ではない
ことを意味する．こうした事態を受け，Peirceは Kantのカテゴリー表を解体し，全く新しい導出原理によっ
て新たなカテゴリー表を作り上げることを企てた．その結果が彼の「新しいカテゴリー表」である．

§1–2導入

§1.本論は，すでに確立された理論，すなわち概念の機能は感覚印象の多様 (manifold)を統一性 (unity)
へ還元することであり，また概念の妥当性は，その導入なくして意識の内容を統一性へ還元すること
の不可能性に存するという理論，これに基づいている．

ここで言及されている「すでに確立された理論」は，Kant『純粋理性批判』の超越論的分析論のこと．この節
は，「概念」の機能的定義を与えていると考えることができる．
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多様 (manifold/Das Mannigfaltige)：Kantの用語．概念の適用による秩序付けがなされる以前の，感覚印象の
雑多な寄せ集め．認識の素材となるもの．これが概念による秩序付けを受け，一つの形式のもとに統一される
ことで初めて，感覚経験や思考などの認識が生じる（これを「多様の統一性への還元」と呼ぶ）

§2. この理論は，概念のうちの普遍的なものは階調 (gradation) を成しているという考えを生じさせ
る．というのは，ある概念はある仕方で感覚の多様を統一し，またその概念とそれが適用されるとこ
ろの多様とを統一するにはさらに別の概念が必要とされ，以下同様，という風になっているかもしれ
ないからである．

先取りして「新しいカテゴリー表」で導出されるカテゴリーを述べておくと，感覚から最も遠いカテゴリーか
ら順に次のようになる：

有 (Being)
質 (Quality)あるいは根拠への参照 (Reference to a Ground)
関係 (Relation)あるいは被関係項への参照 (Reference to a Correlate)
代表 (Representation)あるいは解釈項への参照 (Reference to an Interpretant)

基体 (Substance)

「有」と「基体」はのちにカテゴリーから外れ，中間の三つが順に「第一性」，「第二性」，「第三性」と呼ばれる
ようになる．

§3基体について

§3で Peirceは，最初のカテゴリーである基体 (substance)の概念を取り上げる．この節での Peirceの議論を要
約すると次のようになる．

私たちの認識のプロセスは，まず説明を要する何か（現われているもの）に遭遇することで始まる．この「何
か」が説明を要するのは，それが何の述定も受けていない段階では，それが何であるか，あるいはどのようで
あるかなどについて私たちは何も言えないからである．私たちは単にそれに注意を向け，「それ」として認識
することしかできない．この「それ」あるいは「現われているもの」が「基体」である．しかし「基体」それ
自体はカテゴリーではなく，「基体の概念」あるいは「現われているもの一般の概念」が最初のカテゴリーで
ある．基体それ自体は端的に現われている「それ」であり，概念ではない．私たちが，現われているものを現
われているものとして（そして説明を必要とする何かとして）把握する際に働いている概念が「基体の概念」
であり，これが認識のプロセスを始動させる最初の普遍概念である．

§4有について

続いて Peirceは §4で，認識のプロセスを完了させる最後の普遍概念である有 (being)の概念を取り上げる．

Peirceによると，認識のプロセスは命題の成立によって完了する．比喩的に言えば，認識のプロセスは疑問符
に相当する基体から始まり，ピリオドに相当する命題の成立を以て完了する．そして命題は，主語への述語の
結合によって成立する．当初は説明を要する何かとして現われていたもの（これが主語に相当する）が，それ
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に述語が結合されることによって説明され，当初の混雑さが取り除かれる（印象の多様が統一性に還元され
る）というわけである．命題は主語への述語の結合によって成立するから，その結合を担う繋辞 (copula)に含
意される概念，つまり有の概念が，認識のプロセスを完了させる最後の普遍概念だと Peirceは言う．繋辞に含
意される概念が「有」(being)の概念と呼ばれるのは，英語における主要な繋辞が be動詞だからである．日本
語の場合，「～である」に有の概念が体現されていると言って良いだろう．

§5前切の方法

以上において，基体と有がそれぞれあらゆる概念作用の始まりと終わりであることを確認した．次に，これら
の間に介在するかもしれない普遍概念を探し出さないといけないのだが，そこで不可欠な役割を果たすのが，
Peirceが「前切」(prescision)と呼ぶ概念分離の方法である．“prescision”は「何かを切り離してそれだけに注
意を向けること」を意味する “prescind”の名詞化であり，ラテン語の “praescindere”（前を切る）に由来する．

Peirceは概念分離の様式を三つ区別する：「識別」(discrimination)，「前切」(prescision)，「解離」(dissociation)．

識別：概念の意味に基づく区別．
前切：ある要素に注意して別の要素を無視することによって生じる区別．
解離：ある要素を，他の要素を必然的に同時に意識せずに意識することによって生じる区別．

それぞれの概念分離の様式は，適用条件の「強さ」の点で異なる．Peirceは「前切は識別よりは強く，解離よ
りは弱い分離を前提とする」という言い方をしているが，これは「前切を行うための条件は識別よりは強く，
解離よりは弱い」という意味である．Peirceは次のような例を挙げている：

青から赤を，色から空間を，そして空間から色を識別できるが，色から赤を識別することはできない．
青から赤を，そして色から空間を前切できるが（これは，私の顔と壁との間に無色の空間があると実
際に私が信じていることから明らかである），空間から色を前切することも，色から赤を前切するこ
ともできない．青から赤を分離することはできるが，色から空間を，空間から色を，そして色から赤
を解離することはいずれもできない．

青なしの赤 色なしの空間 空間なしの色 色なしの赤
識別 ○ ○ ○ ×
前切 ○ ○ × ×
解離 ○ × × ×

識別によって赤を色から分離できない（つまり色のない赤を想定することができない）のは，赤の「意味」に
色であることが含まれているからだと思われる．

前切と解離の違いを理解するには，抽象観念 (abstract ideas)に対する George Berkeleyの批判を参照するのが
効果的．Berkeleyは，例えば私たちが抽象的な「人間」を想像するとき，その人間を何らかの肌の色や背丈な
どを持った人間としてしか想像できないと指摘する．具体的な肌の色や背丈などを持たない抽象的な「人間」
あるいは「人間性」なるものは想像不可能であり，それゆえそのようなものは存在しないと彼は議論する（『人
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知原理論』序 §9）．

これに対して，Peirceは次のように答えるだろう．確かに，私たちは具体的な肌の色や背丈を想像することな
く人間を想像することはできない．しかし，私たちは具体的な肌の色や背丈を無視して「人間性」に注意を向
けることができる．つまり，人間性を肌の色や背丈などから解離することはできないが，前切することはでき
る．解離は想像可能性に基づく心理的な区別であり，前切は想像可能性とは関係のない論理的な区別である．

§6カテゴリーの導出法

「新しいカテゴリー表」における，基体と有の間に介在するカテゴリーの導出手続きは二つのステップに分か
れている．第一のステップは，カテゴリーの候補となる概念を見つけ出すステップである．§6で述べられて
いるように，これらの概念は「経験心理学」(empirical psychology)のデータから見つけることになる．1 第二
のステップは，これらの概念が実際にカテゴリーとしての資格を満たすかどうかを検証するステップである．
この検証手続きで使われるのが上述の前切の方法である．

前切の特徴はその非対称性にある．つまり Aから B を前切できても，B から Aを前切できないことがよく
ある．これは，前切される概念 B が，被前切概念 Aの認識が可能であるための必要条件を成すのに対して，
いったん B が導入されれば，一般に Aを無視することが可能だからである．例えば，感覚印象の多様が空間
概念によって統一されていることは，色概念によって統一されるための必要条件である（ゆえに空間から色を
前切できない）．しかしいったん空間概念が導入されれば，多様の色は一般に無視できる（ゆえに色から空間
を前切できる）．一般に，もしある概念 Aから別の概念 B を前切できるがその逆ができないことを示せれば，
それはとりもなおさず，B の導入なくして Aを統一性へ還元することの不可能性を示したことになる．さて，
§1で見たように，概念の妥当性は「その導入なくして意識の内容を統一性へ還元することの不可能性に存す
る」．したがって，Aから B を前切できるがその逆はできないということは，Aが B の導入を正当化するこ
とを意味する（Aは何であれ意識の内容である）．カテゴリーの導入はこの意味で正当化されていなければな
らない．もしそうでなければ，それは余計な概念，そしてそれゆえ非普遍的な概念になり，カテゴリーでなく
なってしまうからである．したがって，すでにカテゴリーであることが確立されている概念 B があるとして，
もし Aから B を前切できるがその逆はできないというような概念 Aを見つけることができれば，Aが B の
導入を正当化する概念だということになる．もちろん，A以外にも B の導入を正当化する概念はあるかもし
れないから，これは Aがカテゴリーであることを直ちに立証するわけではない．だがもしこのような概念 C

が見つかれば，上と同じ方法で検証することができる．つまり，すでにカテゴリーとして確立されている概
念 B があるとして，C から B を前切できるがその逆はできないという条件が満たされなければ，C はカテゴ
リーとしての資格を失う．このように，Peirceによるカテゴリーの導出は，Kantの超越論的演繹とは対照的
に，帰納的な手続きに基づいていると言える．2

ここで注意するべきなのは，カテゴリーの導出は基体から有ではなく有から基体という順序を通って行われる

1 後期になると Peirceは，（数学を除く）すべての学問の基礎を提供するはずのカテゴリーを，個別科学の一つである心理学のデータ
から得るのは問題だったと考えるようになり，カテゴリー導出のためのデータを得る手法として代わりに現象学 (phenomenology /
phaneroscopy)を構想する．

2 ただ，Peirceの前切の方法は，ある概念が別の概念の可能性の条件であるかどうかを検証する手続きであるという意味で超越論的
な手続きと言えるかもしれない (Gava 2011)．
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ということである．認識の過程自体は基体から始まって有に終わるが，私たちは認識の過程が終了してしまっ
た状態しか経験できないので，その過程を遡る形でしかそれを解明できない，というのが Peirceの考えだと思
われる．

§7第一のカテゴリー：根拠への参照

有の概念から出発し，有の概念が生じる契機となる概念を経験心理学のデータから探し出すことが，有から基
体へ通って行く順序における第一のカテゴリーを導出するための最初のステップである．Peirceによればこれ
は質 (Quality)である．有の概念の機能は，注意の対象（つまり基体）に対してある質を結合させて命題を形
成することだから，質こそが有の概念が生じる契機を成すというわけである．「新しいカテゴリー表」の初期
草稿では，Peirceは次のようにも書いている：「特徴 (character)が有の基盤である．何であれ有るものは，何
らかの仕方で有る」(W 1:352, 1866)．

Peirceは質を「根拠への参照」(reference to a ground)とも呼んでいる．根拠 (ground)とは，Peirceののちの用
語を使えば，ある述定を根拠付ける「実体化的抽象」(hypostatic abstraction)である．例えば「蜂蜜は甘い」か
ら「蜂蜜には甘さがある」への変換のように，X という性質からX-nessという新しい観念的存在 (ens rationis)
を作り出す論理的操作のことを，「実体化的抽象化」と呼ぶ．Peirceはこの操作と，その結果生まれる新しい対
象をともに “hypostatic abstraction”と呼ぶが，日本語では操作のことを「実体化的抽象化」と呼び，その結果
を「実体化的抽象」と呼ぶことにする．上の例で言えば，「甘さ」という対象が実体化的抽象に当たる．Peirce
が質を「根拠への参照」と呼ぶ背景には，彼の反唯名論的立場があると思われる．命題は，基体に対してある
質が適用可能であることを主張する．これが主張されるためには，その質は状況への顧慮なしに（つまり何ら
かの個別的な事例に適用されたものとしてではなく），それ自体において把握される必要がある．状況とは独
立に，それ自体において把握された質が，「甘さ」のような実体化的抽象である．

「このストーブは黒い」という命題を例として取り上げた後，Peirceは重要な指摘をする：「純粋抽象の概念が
不可欠である．なぜなら，我々は，二つの事物の一致を，ある側面 (respect)における一致としてしか理解でき
ないからである．この側面こそが，黒さのような純粋抽象に他ならない」．唯名論者は，一般者を個々の事物
間の類似関係に還元しようとする傾向がある．例えば「黒い」という一般概念の学習過程を考えると，私たち
は個々の黒いものの間に類似性が存在することを見て取り，それらに「黒い」という共通の記号を宛てがうよ
うになると思われる．このこと自体は心理学的に正しいとしても，唯名論者はそこから，「黒い」といったよ
うな一般概念は，私たちが類似していると認識する個々の対象に宛てがう名前でしかなく，それ以上の実在性
を持たないと考える．いわば，事物は共通の性質を持っているから類似しているのではなく，類似しているか
ら共通の性質を持っている（と私たちが認識する）というわけである．これに対して Peirceは次のように述べ
ている：類似性はある側面における一致としてしか理解できず，そのような側面こそが「黒さ」のような純粋
抽象（実体化的抽象）である．二つのものが類似しているという判断は，全く恣意的に下して良いものではな
く，何らかの根拠があるはずである．判断に先立って「黒さ」のような純粋抽象があらかじめ存在し，私たち
がそれを知っているからこそ，二つのものが類似しているという判断を下すことができる．ある一つのものに
対して何らかの判断を下す場合も同様である．これが，Peirceが「根拠への参照」が普遍的な概念だと述べる
所以である．どのような判断であれ，それが全くのデタラメでない限り，何らかの根拠を持っているはずであ
り，その根拠は，個々の適用事例とは独立に，それ自体において把握された質，つまり実体化的抽象だという
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わけである．抽象的なものが個々の具体的なものに先行すると考える点で，これは明らかに実念論的な発想で
ある．

§8第二のカテゴリー：被関係項への参照

続く §8で Peirceは，有から基体へ通って行く順序における第二のカテゴリーである関係 (Relation)，あるいは
「被関係項への参照」(reference to a correlate)を取り上げているが，この節は非常に簡素で理解困難である：

我々がある質を知り得るのは，他の質との対比や類似によってのみであることは，経験心理学が確立
した事実である．もし被関係項 (correlate)という言葉を通常よりも広く使うことが許されるならば，
対比や類似によって，事物は被関係項へ参照される〔と言える〕．根拠への参照の概念が導入される
契機となるのは被関係項への参照であるから，被関係項への参照が〔有から基体へ通っていく〕順序
における次の概念である．

Peirceが「被関係項」と呼んでいるのは何なのかをめぐって，Peirce研究者の間で議論がある．3今回は，André
De Tienneの解釈を紹介した後，その問題点を指摘して私自身の解釈を提示する．

被関係項への参照：De Tienneの解釈

「新しいカテゴリー表」の 1866年の草稿で，Peirceは次のように書いている：「被関係項とは，最初の基体と
比較される第二の基体である」(W 1:524)．これとその他の論拠から，De Tienneは次のように提案している：
「被関係項は，すでに述定が行われた過去の経験における基体である」(De Tienne 1996:297)．つまり，目の前
にある未知の対象——Peirce はこれを関係項 (Relate) と呼んでいる——を，過去の経験によってすでに知ら
れている事例の基体（被関係項）と比較することで，その被関係項に帰せられたのと同じ質（もしくは類似あ
るいは対比する質）を，関係項に対して述定することが正当化されるというわけである．

Peirceの被関係項概念を解釈することの困難さは，彼がこの用語を二つの異なった意味で使用していることに
起因するように思われる．一つは De Tienneが述べているような意味，つまり，ある述定の先例としての役割
を果たすことで，根拠への参照が導入される契機を成し，その導入を正当化するものという意味である．他方
は，二項関係や三項関係における第二項という意味である（第一項は関係項）．この第二の意味において「被
関係項」という言葉が使われている箇所は数多くあるが，その一つは，「新しいカテゴリー表」の §9である．
そこで Peirceは，代表 (representation)の概念を説明するために「殺人」(murder)という二項関係を取り上げ
ている：

殺人者が殺される人と関係を取り結ぶとしよう．この場合，我々は殺人という行為を考え，この概念
において，すべての殺人者（そしてすべての殺人）には殺人される人が対応する，ということが代表
化される．したがってここでもやはり我々は，被関係項を代表するものとして関係項を代表化するよ
うな媒介的代表に頼っているのであり，この代表自身もまた被関係項と関係を取り結んでいる．

ここでは殺人者が関係項として捉えられ，殺される人が被関係項として捉えられている．De Tienneは，Peirce
の被関係項概念の理解には混乱があり，二つの両立不可能な意味で「被関係項」という用語が使われていると

3 例えば Ransdell (1966:86–88), De Tienne (1996:296–98), Ishida (2009:51–55)を参照．
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論じる：

被関係項への参照という概念には，過去の経験の蓄積への参照，つまりすでに遂行された代表のス
トックへの参照という概念が含まれている．殺人者とその被害者の関係のどこにこのような参照があ
るだろうか？ もし前者が関係項で後者が被関係項であるなら，明らかに，被害者への参照は過去の
経験への参照とは言えない（…）しかし，殺人者と被害者との関係付けがすでに行われた過去の代表
を参照できないとすれば，解釈項はいかにしてこの関係付けを行い得るだろうか？ 「このストーブ
は黒い」と「殺人者は被害者を殺す」の唯一の主要な違いは，述語が関わる主語の数であり，このよ
うな違いが，プロセスそのものの一般的特徴付けに影響を与えるべきではないと私は考える．言い
換えれば，どちらの場合にも形式的に同一のプロセスを提示できるはずである．ゆえに，もしストー
ブへの「黒い」の適用が，同様の適用を被った（あるいは経験した）被関係項への参照から帰結す
るのであれば，殺人者とその被害者に対して殺人関係を適用する場合も同様であるべきだろう．(De
Tienne 1996:297)

つまり，殺人関係の場合，被関係項は殺人者でも被害者でもなく，認識者が過去において経験した（実際もし
くは空想上の）殺人の事例だというわけである．目下の未知の事例を，既知の殺人関係の事例と比較すること
で認識者は，目下の事例を，過去の事例を上手く説明した（統一性に還元した）のと同じ根拠へと参照する．

De Tienneの解釈の問題点と私の解釈

De Tienneの解釈は，Peirceが「被関係項」という用語に付与している二つの意味——すなわち，(1)根拠への
参照が導入される契機を成し，その導入を正当化するものという意味と，(2)二項関係や三項関係における第
二項という意味——が両立不可能であることを前提としている．だからこそ彼は，前者の意味での被関係項概
念を維持するために，後者の意味での被関係項概念を斥けているのである．しかし私は，被関係項概念の上記
の二つの意味は両立することを示したい．そうすることで，関係項に帰せられる質が二項関係や三項関係であ
る場合，被関係項は，目下の事例と類似的あるいは対比的な過去の事例ではなく，Peirce自身のテクストに忠
実に，二項関係や三項関係の第二項であると考えることができる．関係項に帰せられる質が一項関係（単項述
語）の場合，De Tienneの言うように，被関係項は目下の事例と類似的あるいは対比的な過去の事例である場
合もあるだろうが，常にそうだとは限らない．例えば「これは青い」という単項述定を考えると，被関係項は
認識者が過去において経験した青いものの総体かもしれないし，あるいは述定の対象と対比的な色合いを持つ
背景かもしれない．要するに私の解釈では，Peirceの言う被関係項は，目下の事例と類似的あるいは対比的な
過去の事例よりも遥かに広い概念だということである．4

では，被関係項概念の二つの意味はどうやって両立するのだろうか．そのヒントが，Peirceの 1894年の「新し
いカテゴリー表」の書き換えにある (R 403)．5 被関係項への参照を扱う §8の書き換えは，次のように始まる：

4 目下の事例と類似的な過去の事例が被関係項だとすると，さらに別の問題が生じる．目下の事例と類似的な過去の事例が被関係項
だというのははつまり，関係項と被関係項の類似性が，根拠への参照が導入される契機を成し，その導入を正当化するということ
だが，「根拠への参照」の箇所で見たように，Peirceにとって二つのものが類似しているという判断は，その類似性の根拠（純粋
抽象）への参照を前提とする．関係項と被関係項の類似性の判断が根拠への参照を正当化し，また同時に，根拠への参照が関係項
と被関係項の類似性の判断を正当化するというのは，明らかに循環している．この循環は，Peirce自身が気付いていなかったもの
なのか，それとも，これまでの Peirceのテクストの解釈が何らかの点で誤っていることから生じるものなのかは私には判断できな
い．この問題を私に指摘して下さった雪本泰司氏に感謝したい．

5 この書き換えは，『いかに推論するか：論証批判』(How to Reason: A Critick of Arguments)という表題で構想されていた本の第一
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心理学の研究からいくつかの原理を借用するのが便利であるが，それによると我々は，ある事物があ
る質を持っていることを知ったり，あるいは考えたりすることさえ，次のような場合以外にはできな
いのである．すなわち，その質を保持している他の事物や，さらにはその質を欠いているか，あるい
は少なくともより小さな度合いで保持しているような他の事物を思考するか，すでに思考したのでな
ければできないのである．これは大多数の人間が持っている常識的信念であり，綿密な観察によって
検証されているように思われる．これを受け容れない論者は少数しかいない．これは厳密を期すた
め知識の関係論と呼ばれるべき学説である．6

ここまでは De Tienneによる被関係項概念の解釈，つまり被関係項を，述定の対象と類似的あるいは対比的な
質を持つ過去の事例として捉える解釈と符合する．しかし問題は，このような事例が被関係項であるかどうか
ではなく，そのような事例だけが被関係項であるのか，それともそれはあくまで特殊なケースなのかである．
上の引用に続く一節は非常に興味深い：

存在に関しても対応する真理がある．つまり，事物はその相互作用によってのみ質を持つことができ
る．この命題を事実の相対論と呼ぶことができる．例えば，ある事物が硬いのは，それが他の事物に
対して抵抗することによってしかあり得ない．もし宇宙に一つの原子しか存在しないとすれば，その
原子のことを硬いと言うのは意味のないフレーズである．7

「硬い」という質を考えてみよう．Peirceがここで述べているのは，硬いという性質は，その性質を持つ物体
と他の物体との相互抵抗に存するということである．例えばダイアモンドが硬いというのは，ダイアモンドを
他の物体，例えばナイフで擦っても傷付かないということである．プラグマティズムとの繋がりは明白であ
る．実際，「硬い」の例は Peirceが「我々の観念を明晰にする方法」(“How to Make Our Ideas Clear”)でプラ
グマティズムの格率を説明するために取り上げているのと同じ例である．だが上の議論が行われている文脈を
意識するのが重要であると思われる．つまり，これは被関係項への参照が主題である「新しいカテゴリー表」
の §8の書き換えである．Peirceが述べているのは明らかに，硬い物体の反発を受けている物体が，「これは硬
い」という判断における被関係項だということである．上のダイアモンドの例で言えば，ダイアモンドが関係
項であり，ナイフが被関係項である．こうした例で考えると，関係（今の場合は相互抵抗の関係）における第
二項として捉えられた被関係項が，いかにして根拠への参照を誘発し，その導入を正当化するのかが分かる．
ダイアモンドをナイフで擦っても傷付かないことを見て取ることが，ダイアモンドに対して「硬い」という性
質を帰すための契機を成し，さらにその帰属を正当化する．もちろん，ある事物が「硬い」と言うためには，
それが常に何かに対して反発している必要はない．これはつまり硬いという性質は，その性質を持つ物体と反
発関係にある被関係項への参照から前切できるということである．

章として書かれた．通称『大論理学』(Grand Logic)とも呼ばれるこの本は，Peirceが生前完成させた唯一の論理学・哲学の本であ
るが，彼は出版社を見つけられず，生前出版することを諦めたようである．今のところこの本の内容は断片的にしか刊行されてい
ないが，Writingsの Vol. 11として全体が刊行される予定である．

6 “The study of psychology, from which we find it convenient to borrow a few principles, shows us that we can never know, or even think,
that a thing has a quality without thinking or having thought of other things partaking that quality and of still others wanting it, or at
least possessing it in smaller measure. This is the natural, common-sense belief of the mass of men; and it seems to be confirmed by
careful observation. There are only a few thinkers who do not accept it. This is the doctrine which ought in strictness to be called the
doctrine of the relativity of knowledge.” (R 403:11–12, 1894)

7 “There is a corresponding truth in regard to existence. That is to say, things can only possess qualities by virtue of their mutual
interactions. This proposition may be called the doctrine of the relativity of facts. For example, a thing cannot be hard, except by virtue
of resisting other things; and if there were but one atom in the universe, to say that atom was hard would be a phrase without meaning.”
(R 403:12, 1894)
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Abbreviations

CP x.y = Collected Papers of Charles Sanders Peirce, volume x, paragraph y.
W x:y = Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition, volume x, page y.
R x:y = Manuscript housed in Harvard University’s Houghton Library. The number x signifies the catalogue
number assigned by Richard S. Robin in his Annotated Catalogue of the Papers of Charles S. Peirce; y is the sheet
number.
RL x:y = Correspondence housed in Harvard University’s Houghton Library. The number x signifies the catalogue
number assigned by Richard S. Robin in his Annotated Catalogue of the Papers of Charles S. Peirce; y is the sheet
number.
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