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「真理と虚偽はわれわれの観念の実在に対する関係に依存する」、とブラッドリー氏は
言う（『論理学』、2 頁訳注 1）。そしてかれはただちに続けて、この言明において「観念
（ideas）」をたんなる「わたしの心の状態」を意味するのだと理解してはならない、と説
明している。かれの言うことには、真理がそれの実在に対する関係に依存する観念とは、
「それ自身以外の存在の

・
た
・
ん
・
な
・
る観念、

・
た
・
ん
・
な
・
る記号」であり、観念のこの側面を、わた

しの心のうちに観念が存在することと混同してはならないし、また、観念の内容と呼びう
るもの、つまり、このように存在するという観念の特定の特徴と混同してもならないので
ある。かれは次のように述べる。「少なくとも論理学にとっては、すべての観念は記号で
ある」（５頁訳注 2）。そして、「記号は意味を有する任意の事実である」いっぽうで、「意味
は、心によって切り取られ固定された（原初的なないし獲得された）内容の部分からなり、
それは記号の存在から分離して考慮される」（４頁訳注 3）。

∗ アリストテレス協会 (the Aristotelian Society) で読まれた。
訳注 1 ムーアが指示しているのは、Ｆ・Ｈ・ブラッドリーの『論理学原理』の、1883年に最初に出版された一巻

本（F. H. Bradley, The Principles of Logic, 1883, Oxford University Press）の頁数である。1922

年に出版された二巻本の第二版では、上巻のやはり２頁にあたる（1928年刊行の corrected impression

を参照した）。「判断は、厳密な意味では、真理と虚偽の知識がないところには存在しない。そして、真理
と虚偽はわれわれの観念の実在に対する関係に依存するのだから、観念なしには本来の判断はもちえな
い。ひょっとすると、これで多くのことが明らかであるかもしれない。しかし、わたしがこれから論じよ
うとしている点は、それほど明らかではない。われわれが観念を使用するまで判断することができないと
いうだけではなく、むしろ、厳密に言えば、われわれは、観念を観念

・
と
・
し
・
て使用するのでなければ判断を

なしえない。観念が実在でないこと、それ自身以外の存在の
・
た
・
ん
・
な
・
る観念、

・
た
・
ん
・
な
・
る記号であることに、

すでに気づいているのでなければならない。観念はそれらがシンボルである以前には観念ではなく、そし
て、シンボルを使用する以前にはわれわれは判断できない。」

訳注 2 第二版では上巻の５頁（第６節の冒頭部）。「最終的には観念を別にすれば記号はないと言ってよいのかも
しれないけれども、ここでわたしが強調したいのは、少なくとも論理学にとっては、すべての観念は記号
であるということだ。われわれが知ることはみな、精神的な事実 (psychical fact) として、そして特定
の性質や関係をもって存在する。」

訳注 3 第二版では上巻の４頁（第４節の末尾）。「記号は意味を有する任意の事実である。そして、意味は、心に
よって切り取られ固定された（原初的なないし獲得された）内容の部分からなり、それは記号の存在から
分離して考慮される。」
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しかし、なにものかの観念としての論理的観念という、この考え方をブラッドリー氏自
身は墨守しない。じっさい、そのようなものとしては、それはたんに心理的な観念でしか
ない。じっさい、それはそれがその記号となっている当のものに関係づけられてはいる
けれども、しかしたんに関係づけられているだけである。こうして、かれはあとでは、シ
ンボルのではなく、シンボルを与えられたもの（the symbolised）の「観念」を使用する
ことが必要だということを見出だす。「意味を有する事実」訳注 4としてのではなく、

・
意
・
味

(meanings) としての観念は、「われわれが「観念なくして判断なし」と述べたときにそれ
について語っていたところの観念である」とかれは述べる（８頁訳注 5）。そしてかれは引
き続いて、「述語づけにおいてわれわれが

・
使
・
用
・
す
・
るのは心的な事実ではなく、むしろ意味

である」ということを示す。もっとも、かれが「観念なくして判断なし」と述べた箇所で
のかれの文言は、「われわれは、観念を観念

・
と
・
し
・
て使用するのでなければ判断をなしえな

い。観念が実在でないこと、それ自身以外の存在の
・
た
・
ん
・
な
・
る観念、

・
た
・
ん
・
な
・
る記号であるこ

とに、すでに気づいているのでなければならない」訳注 6だったのだが。となれば、そちら
でかれが説いていたのが次のようなことであるのは明らかだ。われわれは述語づけにおい
て心的事実を使用するが、それはしかし、ただ記号としてのみ使用するのである。それに
対して、こちらでのかれの説は、われわれは心的事実を、たとえ記号としてであっても使
用しないのであって、ただそれがそれの記号であるところのものだけを使用する、とい
うことだ。この重大な移行を、かれは「しかし、観念は意味

・
で
・
あ
・
ると言ったほうがよりよ

い」訳注 7という文句で片付けている。間違いないことだが問題は、どう「言ったほうがよ
りよい」かではなく、どちらが真であるのかである。
さて、「判断のなかの観念は普遍的意味 (universal meaning)訳注 8 である」というブ

ラッドリー氏の議論に付け加えることはなにもない。観念を心的状態として扱ってきた

訳注 4 「facts, which have a meaning」とあるが、前出（訳注 3を参照）の「記号は意味を有する任意の事実
である (A sign is any fact that has a meaning)」を受けているものと思われる。

訳注 5 第二版では上巻の８頁（第９節の冒頭部）。「しかし、観念は―意味の観念を使用するならば―与えら
れも呈示されもしない。それはむしろ取られる (is taken)。それはそのようなものとして存在しえない。
それは時間や空間の系列中に場所をもつ出来事でさえありえない。それはわれわれの頭のなかにある事実
でも頭のそとにある事実でもありえない。そして、このたんなる観念をそれだけで取るならば、それは引
き離された形容詞であり、放り出された寄生虫であり、肉体を失って他に安息所を探す霊魂であり、具体
からの抽象であり、それだけではなにもの

・
で
・
あ
・
ることもないたんなる可能性である。／これら事実の逆説

的な影法師や幽霊は、われわれが「観念なくして判断なし」と述べたときにそれについて語っていたとこ
ろの観念である。そして、先に進む前に、次のことを簡潔に示すよう努めるのがよいだろう。それは、述
語づけにおいてわれわれが

・
使
・
用
・
す
・
るのは心的な事実ではなく、むしろ意味である、ということだ」（第８

節末尾から第９節冒頭にかけて。第一版では８頁、第二版では上巻の７–８頁）。
訳注 6 訳注 1を参照のこと。
訳注 7 第一版６頁、第二版上巻６頁。
訳注 8 「普遍的意味」という用語は次のように導入される。「紙とインクは確定した性質をもつ独特な事実であ

る。それらはあらゆる点で、世界の他のいかなるものとも同じでない。しかし、読んでいるとき、われわ
れが把握するのは、紙やインクではなく、それらが表現しているものである。そして、それらがこれを表
わしているそのかぎりにおいて、それらの私秘的な存在はどうでもよいことである。事実はシンボルとし
て取られるとそこで事実であることをやめる。それはそれ自身のために存在するとはもはや言われえな
い。その個体性はその普遍的意味のうちに失われる。それはもはや実詞的なものでなく、他のものについ
て成り立つ形容詞的なものとなる。しかし他方、この変化は喪失ばかりではない。それ自身の性質をより
広大な意味に溶け込ませることによって、それは自身を飛び越えて他のものを表わすことができる。それ
はそうでなければ参入できなかった世界での資格や影響力を得る。紙やインクが人びとの喉を掻き切り、
呼吸音が世界を揺るがす」（第一版４頁、第二版上巻４頁）。
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人々―そういう人が多すぎたのだが―への反論として説得的な議論だとわたしには思
える。しかし、私見では、かれもまたそれらの人々と同様の誤謬に蝕まれている。それ
は、自分が語っているのがシンボルについてなのかシンボルを与えらえたものについてな
のかを鋭利に区別しそこねるという先の過失においてと同様であり、また、「意味として
の観念」に賛成することにはっきりと決めたときに、かれがそれに与えた最終的な説明に
おいてと同様である。すでに見たように、「意味は、心によって切り取られ固定された（原
初的なないし獲得された）内容の部分からなり、それは記号の存在から分離して考慮され
る」訳注 9と述べている。そしてまた、「観念は―意味の観念を使用するならば―与え
られも呈示されもしない。それはむしろ取られる」（８頁訳注 10）。もしもじっさいに、「普
遍的意味」がこのように、心的状態としてのわたしたち自身の観念の内容の部分でしかな
かったとしたら、そしてまた、わたしたち自身の心によって「切り取られ」た部分だった
としたら、「真理と虚偽」が「わたしたちの観念が実在に対してもつ関係に依存する」と言
われるべきであることは理解可能となろう。反対に、わたしたちが示すべく努めるのは、
「判断において使用される観念」がわたしたちの観念の内容の部分でもないし、わたした
ちの心の作用が産み出すものでもないということ、そして、だからして、真理と虚偽はわ
たしたちの観念が実在に対してもつ関係に依存しないということとなる。
わたしが今後「概念 (concept)」という用語を使うときには、ブラッドリー氏が「普遍

的意味」と呼ぶものを指すこととする。というのも、「観念」という用語が多義性に満ち
ているのが明らかなのに対して、「概念」やそのドイツ語の同義語「Begriff」は、問題と
なっている用法にずっと近しく似た使われ方をしてきたからである。じっさい、カントが
自分の「Begriff」に与えた説明と、ブラッドリー氏が自分の「論理的観念」に与えたそれ
とは、とても似ているのである。カントにとってもまた、「Vorstellung」ないし「観念」
を「共通概念」（‘conceptus communis’ or ‘gemeinsamer Begriff’）に変えるのは、「意識
の分析的統一」である（R.V., p.116n.訳注 11） 。
概念を「観念」からの抽象としてこのように記述することに反抗することが、わたした

ちの目的である。
上で素描したように、ブラッドリー氏の学説が前提しているのは、わたしがなにものか

の観念（Vorstellung）を有するときに、そのなにものかそれ自身がわたしの観念の内容
の部分であるということだ。わたしは現時点では、この教説を容認することにやぶさかで

訳注 9 訳注 3を参照のこと。
訳注 10 訳注 5を参照のこと。
訳注 11『純粋理性批判』B133n、すなわち、「超越論的原理論」第２部「超越論的論理学」第１部門「超越論的分

析論」第１編「概念の分析論」第２章第 16節に付された注である。「意識の分析的統一はすべての共通概
念そのものにくっついている。たとえば、私が

・
赤一般を考えるとき、私はそのことによって、（目印とし

て）どこかで見たある状態、あるいは別の観念と結びついているであろう、ある状態を思い浮かべる。そ
れゆえ、前もって考えられた可能的・総合的統一によってのみ、私は分析的統一を思い浮かべることがで
きるのである。

・
異
・
な
・
っ
・
た諸観念に共通と考えられるべき一つの観念は、その観念以外にもそれ自身で

・
異
・
な

・
っ
・
た何かをもった観念に属するものと見なされる。したがって、私が一つの観念において、それを共通概

念に仕上げる意識の分析的統一を考えうる以前に、一つの観念は前もって他の観念（たとえ可能的観念で
あれ）との総合的統一において考えられなければならない。こうして、統覚の総合的統一は、われわれが
すべての知性使用を、また全論理学さえも、そして論理学に従って、超越論的哲学を係留しなければなら
ない最頂点である。それどころか、この能力が知性そのものなのである」（カント『純粋理性批判』〔上〕、
石川文康訳、2014年、筑摩書房、188頁）。

42



ない。現在のわたしの疑問は、わたしがなにものかの観念を有するときに、そのなにもの
かがわたしの観念の内容の部分以外のなにものかでもあると見なされ

・
も
・
す
・
るということが

あってはならないのかどうか、ということである。ブラッドリー氏が教えるところでは、
観念の内容は、観念がそれであるところのものである。それは、心的事実として扱われる
「他の」観念「の性格と異なるないし識別可能な性格」である訳注 12。さて、ブラッドリー
氏の理論によれば、わたしが判断を下すことができるようになる以前に、この性格のある
部分がすでに「心によって切り取られ固定され」ていたのでなければならない。しかしわ
たしの疑問は、わたしたちが問題の部分をそこから切り取るべき観念内容がいかなるもの
であるのかを、少なくとも部分的にさえ、まだ知らない場合に、わたしたちがこのように
みずからの観念の性格の部分を切り取り、その部分を他のなにものかに帰属させることが
できるのかどうか、ということである。もしもそうでないのなら、わたしたちはみずから
の観念の性格にかんして、すでにある判断をなしているのだ。しかしブラッドリー氏の理
論によれば、この判断が要求するのは、またしても、わたしが問題になっている一次的な
観念の性格にかんしてある判断をなしうるためには、わたしはわたしの観念についての観
念を有しているはずであり、また、その二次的な観念の内容の部分をすでに切り取ってし
まっているはずだ、ということである。そして同様に、わたしがみずからの二次的な観念
がいかなるものであるのかをもし仮に知ることが可能だとしたならば、そのときには、わ
たしはそれを今度は第三の観念の対象に―この三次的な内容を取ることによって―す
でにしていなければならないはずである。そして以下同様に無限に続く。それゆえこの理
論は、いかなる判断といえども、仮にもそれがなされうるとすれば、それより前に、無限
個の心理的判断による補完を要求しているように思われる。しかし、そのような補完は不
可能である。だからして、すべての判断が同じく不可能である。それゆえ、以下のことが
帰結する。この背理から逃れうるのだとすれば、「判断において使用される観念」は、わ

訳注 12 「論理的な目的にとっては、観念はシンボルであり、シンボル以外のなにものでもない。そして、先に進
む前に、陳腐な問いであるのは承知で次のように問わなければならない。シンボルとはなにか、と。／す
べてのシンボルにおいて、（i）存在と（ii）内容との二つの側面を区別できる。言い換えれば、わたしたち
には

・
が
・
あ
・
る (that it is) と

・
で
・
あ
・
る (what it is) との両方が分かる。しかし、シンボルであるようないか

なるものにも、第三の側面がある。その意味 (signification) つまり、それが
・
意
・
味
・
す
・
る (means) ところ

のものである。始めの二つの相に拘泥する必要はない。われわれはそれらが含む形而上学的問題に関心が
ないからである。同意が得られるはずだが、事実が存在するためには、それはなにものかでなければなら
ない。それが他の事実の性格と異なるないし識別可能な性格を有するのでないかぎり、それはほんものの
事実ではない。そしてこれを―それをそれがそうであるものたらしめるこれを (this, which makes it

what it is)―その内容と呼ぶ。どんなありふれた知覚もこの例になりうる。それが含む質と関係の複
合体は、その内容を、つまり、それがそうであるところのものとなる。そして、これを認識するいっぽう
で、わたしたちはそれ

・
が
・
あ
・
ること (that it is) をも加えて認識する。あらゆる種類の事実が、存在と内容

というこの二つの側面を有しているが、それらについてこれ以上語るつもりはない。／しかし、他の付加
的な第三の側面を有する事実のクラスがある。それらは意味をもつ。そして、記号ということで理解され
ているのは、意味をもって使用されている任意の種類の事実にほかならない。意味はもともとの内容の部
分でもありうるし、発見されたものでも、さらに敷衍して付加されたものでさえもありうる。それでも、
それでなにも違いはない。なにか他のものを表わしうるなにかを取れば、それであなたは記号をもつ。そ
れ自身の私秘的な存在と内容のほかに、記号は第三の側面をもつ。こうして、いかなる花も、存在し、そ
れ自身の質をもつけれども、すべての花が意味をもつわけではない。なにも意味しない花もあるいっぽ
う、他の花は、それが表現する種類のものを一般に表わす。他の花はさらにまた、希望や愛をわたしたち
に思い出させる。しかし、花それ自身がそれが

・
意
・
味
・
す
・
るもの

・
で
・
あ
・
る (be what it means) ことはありえな

い」（第一版３–４頁、第二版上巻３頁）。
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たし自身のいかなる観念についても、その内容の部分と別のなにものかでなければならな
い。ブラッドリー氏の理論が前提しているのは、それらの内容のある部分を共有している
二つの観念をわたしがもちうるということである。しかし、かれは同時に、内容のこの共
通部分を、なんらかの第三の観念の内容として記述することをわたしたちに強いている。
しかし、そのような記述によってなにが得られるのか。もしも、この第三の観念につい
て、その内容の部分が部分であるというのが、他の二つの観念の共通部分がそれぞれの観
念の部分だというのと同じ意味でそうなのだとすれば、そのときわたしは、説明されるべ
きだったことを前提する説明を与えていることになる。しかるに、もしも、説明に使われ
ている部分が部分だというのが、わたしの説明を有意味に、つまり存在する部分にすると
いう意味ででしかないのであるならば、そのとき、ひとつの観念に属しているものがいか
にして他の観念にも属し、なおかつしかし同一のものであり続けるようになりうるのかを
見てとるのは困難である。手短に言えば、判断において使用される観念は、じっさいに
「普遍的意味」であるけれども、この観念は、まさにこの理由によって、いかなる心理的
観念の内容の部分としても記述しえない。
これらの困難は、実体化されたプラトン的観念に抗して説かれた有名な τρίτος ἄνθρωπος

［第三の人間］と同じ性質のものであって、心的な事実であろうとなにか他の性質をもつ
事実であろうと、なんらかの存在する事実によって概念を説明しようとすることから不可
避的に発生する。じっさい、そうした説明はすべて、他のいかなるものにも還元不可能
な、本来種 (genus per se) としての、概念の本性を前提する。概念は心的事実ではない
し、心的事実のいかなる部分でもない。内容の同一性は、いかなる推論においても前提さ
れる。そして、内容がなんらかの第三の事実の内容の部分であることを想定して、二つの
事実のあいだで内容が同一であると説明しようとすることは、悪循環を含まざるをえな
い。なぜなら、第三の事実の内容がこの仕事を遂行するためには、それが他の二つの事実
と同様であると、つまり、なにものかをそれらと共有しているとすでに想定されているの
でなければならず、そしてこの内容の共通性こそまさに、説明が求められていることにほ
かならないからである。
それゆえ、「この薔薇は赤い」とわたしが言うとき、わたしはわたしの観念の内容の部

分を薔薇に帰属させているのではないし、わたしの薔薇の観念の内容の部分と赤の観念の
内容の部分とをともになんらかの第三の基体に帰属させているのでもない。わたしが述べ
ているのは、概念「この」、「いま」、「赤」とともに全体概念「薔薇」を形成する、諸概念
の特定の連結 (connexion) である。そして、判断が真であるのは、そうした連結が存在す
るときである。同様に、「キマイラには三つの頭がある」とわたしが言うとき、キマイラ
はわたしの心のなかにある観念ではないし、そのような観念のいかなる部分でもない。わ
たしが述べようとしているのは、わたしの心的状態についてのなにごとでもなく、むしろ
諸概念の特定の連結である。判断が偽であるとすれば、それはわたしの観念が実在と対応
していないからではなく、むしろ、そのような諸概念の連接 (conjunction) が存在者のう
ちに見出だされないからにほかならない。
となれば、これをもってして、わたしたちは命題ないし判断の本性に迫っている。命題

は語から構成されるのではないし、いわんや思考から構成されるのでもなく、むしろ概念
から構成されるのである。概念は、思考の可能な対象である。しかし、それはけっして概
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念の定義ではない。それが述べているのはたんに、概念は思考者と関係をもちうるという
ことでしかない。そして、概念がなにかをすることが

・
で
・
き
・
るのならば、概念はすでになに

ものか
・
で
・
あ
・
るのでなければならない。だれかがそれを思考したりしなかったりすること

は、概念の本性と関係ない。概念は変化を受け入れないものであり、概念が参入する知る
主体との関係は、いかなる活動も反応も含まない。その関係は、主体とのあいだに始まっ
たり終わったりしうる独特の関係であるけれども、概念は、そのような変化の原因でも結
果でもない。関係が生起することは、疑いもなく、そうした変化の原因や結果である。し
かし、原因や結果が見出だされるのは、主体においてでしかない。
そうした存在者から、命題は構成される。命題のなかで、諸概念が相互に特定の関係に

ある。そして、わたしたちの問題はいまや、命題が概念と異なるところ、それが真とか偽
でありうることである。
一見すれば、命題の真理は命題が実在に対してもつ関係に依存していると言いたくな

る。存在者のうちに現実に見出だされるべき概念結合 (combination of concepts) から成
るいかなる命題も真であると。この説明は、じっさい現実に上で、準備的な説明としては
使われている（［本報告書の］44頁）。そして、これがそれにかんして事実であるような命
題は、真であると認められる。しかし、もしこれが命題の真理を成り立たせているのであ
れば、概念それ自身もまた真でありうることになろう。現実に赤いものがあるのであるか
ら、赤は真なる概念だということになろう。そして逆に、（わたしたちの知るかぎり）存
在するものどものなかにそうした組み合わせがこれまでなかったし、現にないし、これか
らもないのだから、キマイラは偽なる概念ということになろう。しかし、この理論は究極
的な理論としては退けられなければならない。たとえば 2 + 2 = 4は、二つのものがあろ
うとなかろうと真である。そのうえ、この場合には、命題がそれらからなる概念すら、は
たして真だと言いうるのかどうか疑わしい。２が存在するものでこれまでもあったし、現
にあるしこれからもそうだと言うためには、わたしたちは、存在の思念 (notion) を可知
性を越えて拡張しなければならない。
じっさい、この例からは、命題は複雑な概念以外のなにものでもないと思われよう。そ

れによって命題のみを真であるとか偽であるとか呼びうる、概念と命題の違いは、概念
の単純性にしか存しないように思われよう。命題は概念の総合 (synthesis) であり、そし
て、概念がそれ自身不変的であるのとちょうど同じように、概念相互間の無限の諸関係も
等しく不変的なのである。命題は、任意の個数の概念によって、およびそれらの概念間の
特定の関係によって成り立つ。そして、この関係の本性に従って、命題は真であったり偽
であったりしうる。いかなる種類の関係が命題を真とし、いかなる種類の関係が命題を偽
とするのか、それ以上定義することはできない。それはむしろ無媒介的に認識しなければ
ならない。
そして、この記述は、存在を指示しているかのように見える場合にもあてはまる。存在

はそれ自身が概念である。それはわたしたちが意味するなにものかである。そして、その
うちで存在が他の概念ないし概念の総合に結合される命題の大多数は、たんに、存在が他
の概念ないし概念の総合に対してもつ関係に従って、真であったり偽であったりする。こ
れが格別に重要な概念であることは否定しない。わたしたちは、なにが存在するのか知る
ことを格別に切望する。存在が真理に論理的に従属するということは言っておきたい。つ

45



まり、真理は存在を指示して定義することはできないけれども、存在は真理を指示するこ
とによってのみ定義できる。「この紙が存在する」と言うとき、わたしはこの命題が真で
あることを要請しなければならない。もしもそれが真でないのなら、それは重要でなく、
わたしはそれにまったく興味をもたない。しかし、もしもそれが真であるなら、それが意
味しているのはただ、この紙の概念において特定の関係で結合されている諸概念が、存在
の概念とも特定のしかたで結合されているということである。その特定のしかたは、赤や
２と同じく、無媒介的に知られるなにものかである。わたしたちはそれにそうした価値を
おくのであるから、それはとても重要なのだけれども、しかし、それ自身は概念である。
存在するものはすべて、このように、相互に特定のしかたで―また存在の概念とも同様
に特定のしかたで―必然的に関係づけられた諸概念から構成されている。
この理論がどんなに逆説的に見えるに違いないか、またどんなに侮蔑されるべきものに

さえ見えるに違いないかということは、十分承知している。しかしわたしには、これは一
般に認められた諸前提から帰結するのであり、これが避けられてきたのは論理的一貫性の
欠如によってでしかないと思われる。わたしは、真理と虚偽には概念が必要であるという
ブラッドリー氏の証明を仮定している。わたしが示そうと企てているのは、―わたしが
なにを所有しているはずなのかはわたしには完璧に自明に見えるのだが―概念は存在者
の想念 (conception) において前提されているのだから、概念は存在者としても存在者の
部分としても整合的に記述されえないということにほかならない。真理が存在者との関係
に依存するということも同様に不可能である。というのも、真理をそのように定義する命
題それ自身が真であるのでなければならず、そしてこれが真であることを、それが存在者
に依存していることを指摘することによって確立することは、悪循環に陥ることなしには
たしかに不可能だからである。しかしながら、真理はたしかに少なくとも二つの項を含む
ように思われるし、それらのあいだのなんらかの関係を含むように思われる。虚偽が含ん
でいるものも同じである。だからして、残っているように思われるのは、真理と虚偽を、
なんらかの諸概念の特性および相互関係―わたしたちが命題という名をそれに与える全
体―とみなすことである。
わたしは徹頭徹尾、論理の規則に訴えてきた。だれかがそれを拒否しても、わたしはか

れの議論をあまり恐れなくともよい。事実に訴えることは不要である。なぜなら、事実が
議論の基盤となるためには、まず事実が命題のかたちで置かれなければならないし、さら
に、この命題が真だと想定されなければならない。そして、そうであれば、論理の規則が
受け入れられるべきか退けられるべきかというジレンマが再帰する。そして、論理の規則
は、いったん受け入れられたなら、それら自身がわたしたちの理論に確証を提供するよ
うに思われる。なぜなら、すべての真なる推論は真なる命題からの推論でなければなら
ず、結論が前提から帰結するということもまた真なる命題であるのだからしてつまり、こ
こでもまた真なる命題の本性が究極的な

・
与
・
件 (datum) であるように見えるのである。命

題の「質料 (matter)」に訴えることは、先ほどの事実への訴えと同じくらい役に立たな
い。この質料は、感覚においてか、さもなければなにか他の想念可能 (conceivable) なし
かたで与えられるというのは、おそらく真だ。わたしたちが関心をもっているのは、それ
の起源ではなく、むしろそれの本性である。そしてそれの本性は、もしもそれが真なる命
題に参入しているはずならば、ブラッドリー氏の言うとおり、概念の本性であるはずで
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あり、ほかではありえない。そしてそうであるならば、おなじみの結論が出てくる。最後
に、論理の規則においてそのような考え方が前提されているのならば、論理の規則によっ
て真理にかんする結論を確立しようとするわたしたち自身の試みには、悪循環は含まれな
い。なぜなら、わたしたちの結論は、真理はそれ自身が単純な概念であるということであ
り、つまり、真理はいかなる命題にも論理的に先行するということであるからだ。ところ
が、悪循環は、ある命題がある概念に論理的に先行すると考えられる場合、あるいは、あ
るより複雑な命題（より多くの概念を含む命題）がより単純な命題に論理的に先行すると
考えられる場合にのみ生じるのである。妥当な論理的過程には二種類があるように思われ
る。複雑な命題から出発してそのなかにどんな命題が含まれているのかを考えることが可
能である。この場合、後者の命題はつねに前者の命題よりも単純でなければならない。そ
して、後者はたとえ前者が偽であっても真でありうる。あるいは、より単純な命題から出
発して、諸概念を継起的に付加していくことによって、より複雑な命題を演繹することが
可能である。これは、ユークリッドの諸命題において開陳される厳密に演繹的な手続きで
ある。そしてこの場合、結論が真ならば前提は真でなければならない。到達される帰結が
前提と異なり、帰結が前提とたんに関係づけられているだけだという意味あいで、どちら
の手続きも総合的だと述べるべきであろう。いっぽう、悪循環においては、二つの手続き
が混同されている。いま記述した二つの手続きのうちの前者によって到達された帰結が、
その前提が真であることを含んでいると見なされるのである。こうして、真理の概念的本
性が論理的手続きのなかに含まれると言うときに、わたしたちはそれによって論理的手続
きが真であることを前提していないので、いかなる悪循環にも荷担していない。しかし、
真理のなかにある存在者が含まれていると言うときには、悪循環に荷担している。という
のも、命題「あるものが真である」は、そのうちに「あるものが存在する」が含まれてい
ると想定され、後者の命題が真であるはずなら、前者自体も真でなければならないからで
ある。
こうして、世界を概念から形成されていると見なすことが必要であると思われる。概念

のみが知識の対象である。概念はものや観念からの抽象であるとは、根本的に見なしえな
い。なぜなら、ものも観念も同じく、それらについてなにごとかが真でありうるならば、
概念以外のなにものからも構成されえないからである。ものは、構成要素である概念に分
析されてはじめて可知的となる。一般的に出発点と解されている、ものの物質的多様性
は、導出されることにすぎない。そしてそのように仮定するなら哲学の問題として現われ
る、多様なものにおいて概念が同一であることは、もしもそれを今度は出発点にとるなら
ば、いまや導出を容易にしてくれる。そのとき、二つのものが区別されるのは、それらが
共有する概念が他の概念に対してもつ異なる関係によってである。概念と存在者の対立は
消え去る。なぜなら、存在者は、存在の概念に対して独特な関係にある概念ないし概念の
複合以外のなにものでもないからである。この場合には命題は主観的ななにか―なにご
とかを主張したり肯定したりすること―ではなく、むしろ主張される概念結合として理
解されるべきである。そのことを忘れなければ、存在者を命題（真なる存在命題）として
記述することさえも、その奇妙さは失われると思われる。なぜなら、わたしたちは存在者
を主張ないし「措定 (positing)」するという観念になじんでいるし、命題と同様に対象に
ついて知るという観念にもなじんでいる。そして、従来の困難は、この二つの仮定がどこ
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で同類的であるのかということであった。いまや、知覚を存在命題の認知であると哲学的
に見なすべきであることが明らかだ。だから、どのように知覚が推論の基盤をなしうるの
かも明らかである。そして、推論が、命題間の関連を示してくれる。逆に、推論の本性に
も光が当てられる。なぜなら、結論は前提とわたしの思考のうちで連結されるだけであ
り、推論はだれもそれをしないのならばなにものでもない、と主張するわけにはいかない
にもかかわらず、存在は項や項のあいだの関係に属する種類の客観性として理解されてい
たから、そうしたタイプの客観性にかんして大きな困難が感じられたのである。この困難
は、前提が結論に対してもつ関係が、存在が存在するものに対してもつ関係が客観的であ
るのと同じ意味で客観的な関係であることに気づけば、取り除かれる。論理的な連結が、
なにかぼんやりとした意味で存在しなければならないと言い張る必要はもはやない。存在
することは、たんにある論理的な連結のうちに立つことだからである。
この理論がカントの知覚理論とどれほど多くを共有しているのかは明らかだ。主要な違

いは、知識の与件として、感覚の代わりに概念を当てているところであり、また、概念ど
うしの関係を、なにかぼんやりとした意味でであれ、心の作品であると見なすのを拒むと
ころである。この理論は、「知識の可能性」を、究極的な

・
与
・
件ないし前提としての認知関係

を受け入れて説明することを拒否する。というのも、この理論は、カント自身が因果性に
よる説明に対置した反論を主張しており、また、他の概念との論理的連結による説明以外
の種類の説明は認めないからである。こうして、この理論は、想念について想定される統
一を観念論 (Idealism) によって保証することは断念する。それはカント的形態において
であれそうであるし、ヘーゲル的展開をしるしづける、「絶対精神」の調和へとすべての
差異を還元してのけるようなしかたであればなおのことそうである。しかし、この理論が
超越論 (Transcendentalism) の教説を保持しているのを指摘しておくことは重要だ。な
ぜなら、カントの超越論は、経験的な命題とアプリオリな命題とのあいだの区別に依存す
るからである。これは、定言的な判断と仮言的な判断との区別にはっきりと対応している
区別なのであり、この論文の目的の一つは、定言的な判断を典型的形式と見なして、その
結果それに仮言的命題を還元しようと試みる傾向のある見解と闘うことなのだからして、
カントの区別についていささか長く議論しても場違いにはならないはずだ訳注 13。
カント自身は、それによってアプリオリな判断を識別しうる二つのしるしを提示してく

れている。かれが言うには、「その必然性とともに思考される命題がアプリオリな判断で
ある」訳注 14。そして、それが絶対的にアプリオリなのは、それが、それ自身は必然的命題

訳注 13 この一文が、「判断の本性」のためにまったく新しく書き下ろされたと考えられている。これより前の部
分は、ほぼ 1898年のフェローシップ申請論文「倫理学の形而上学的基礎」(“The Metaphysical Basis

of Ethics”) の第２部から移植された文章であり、このあと結論部の前までは、同じ論文の第１部から移
植されている。すなわち、元来は別の脈絡のために書かれた２つのテキストを接合するために、この文が
草されたのである。Cf. G. E. Moore, Early Philosophical Writings, edited by Thomas Baldwin

& Consuelo Preti, 2011, Cambridge University Press, p.169n.
訳注 14 『純粋理性批判』B3、すなわち「序言」の IIの冒頭部への指示である。「ここで問題となるのは、われわ

れが何によって純粋認識を経験的知識からきっぱり区別できるのか、その目印である。たしかに経験は、
何かが「かくかくしかじかである」ということを教えてはくれる。しかし、「それ以外ではありえない」と
いうことを教えてはくれない。それゆえ

・
第
・
一
・
に、ある命題が同時に

・
必
・
然
・
性を備えていると考えられれば、

その命題はアプリオリな判断である。その上さらに、その命題がまた、同じようにそれ自身必然的な命題
として通用する以外のいかなる命題からも導きだされていないとしよう。そうすると、その命題は絶対的
にアプリオリである」（前掲石川訳書 49頁）。
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でないいかなる命題からも演繹されないときだけである。アプリオリな命題の二番目のし
るしは、厳密な普遍性だ。しかし遺憾ながら、カント自身は、これがしるしとして妥当で
ないと認めていたように思われる。というのも、かれはすぐに続けて、経験的な普遍性は
あらゆる事例で（たとえば、命題「すべての物体は重さをもつ (All bodies are heavy)」
で）成り立ち、したがって厳密に普遍的であると述べているからである∗訳注 15。
ほんとうのところ、この経験的な普遍性は恣意的なものでしかないとカントは述べてい

る。かれが言うには、わたしたちの命題は次のかたちで表現するべきである。「これまで
観察してきたかぎりでは、いかなる例外もなく」訳注 16すべての物体は重さをもつという規
則が成り立つ。しかし、そのような限定は、わたしたちの命題の真理に影響を与えるだけ
であって、その内容には影響しない。普遍性を主張する資格がわたしたちにあるかどうか
は問われうるけれども、わたしたちが主張するのは普遍性である。命題に属するとしてカ
ントが指摘している限界が適切に表現されうるのは、そもそもわたしたちは規則を見出だ
したのかという疑問においてであって、それに例外が存在するのかどうかという疑問にお
いてではない。すべての物体は重さをもつというのは真でないかもしれないけれども、真
であろうと偽であろうと、それは普遍的命題である。この命題とアプリオリであるような
命題とのあいだに、普遍性という点では、違いはない。そしてカントには、それが真であ
ることのうちに違いが存すると主張することはほとんど欲しえなかった。というのも、か
れも認めるだろうが、この命題は真でありうるし、もし真だとすれば、そのときそれはア
プリオリだろうからである。しかし、かれはそれがアプリオリでありうるという示唆を認
めることはないだろう。かれはそれがそうではないと主張しているのだ。だからして、経
験的な命題とアプリオリな命題との違いは、もし違いがあるとすれば、普遍性―カント
はそれが「それ自体誤りえない規準」（同書 35頁訳注 17）であると主張していたのだけれ
ども―以外のなんらかのしるしにおいてである。わたしたちが次に考察するのは、「必
然性」においてそうしたしるしを見つけ出すことができるかどうかにほかならない。
この研究においてもまた、かれの例「すべての物体は重さをもつ」を検討するのがよい

だろう。というのも、この命題は、それが疑いもなく普遍的であるのとちょうど同じよう
に、必然性への主張をも有しているように思われるからである。カントはこの命題につい

∗ R.V., p.35. ‘Hartenstein, ed. 1867.’
訳注 15 『純粋理性批判』B4、「それゆえ、経験的な普遍性は、単に多くの場合に通用する妥当性を、すべての場

合に通用する妥当性へと勝手に昇格させたものにすぎない。たとえば、「すべての物体は重さをもつ」と
いう命題がそうであるように」（前掲石川訳書 50頁）。

訳注 16 『純粋理性批判』B3–4、「次に
・
第
・
二
・
の件である。経験は判断にけっして真の普遍性を、あるいは厳密な普

遍性を与えてくれない。経験は単に仮の比較的な
・
普
・
遍
・
性（帰納による）を与えてくれるだけである。その

ため、本来次のように言わなければならない。「われわれがこれまで見てきたかぎりでは、あれこれの規
則に関して例外は見られない」、と。したがって、ある判断が厳密な普遍性をもつと考えられ、一つの例
外も可能であることが許されないようであれば、その判断は経験から導きだされたものではなく、絶対的
にアプリオリにあてはまるのである」（前掲石川訳書 49–50頁）。

訳注 17 『純粋理性批判』B4、「それに対して、ある判断に厳密な普遍性が本質的に含まれている場合、このよう
な普遍性はその判断が特別な認識源泉に由来することを示唆しているのである。それゆえ、必然性と厳密
な普遍性とはアプリオリな認識の確かな目印であり、互いに分かちがたく結びついている。ただ、これら
の目印をもちいる際、経験的に制約されていることを判断における偶然性として示すほうが、時として容
易である。あるいはまた、多くの場合、われわれがある判断に帰する無制限な普遍性を、その判断の必然
性として示すほうがわかりやすい。そのため、今言った二つの基準はどちらもそれ自身で確かであり、そ
れらを別々にもちいることが得策である」（前掲石川訳書 50頁）。
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て「経験から借りてきた規則」（同書 34頁訳注 18）だと語っている。この言いまわしや、か
れが「物体どもは重さをもつ (Bodies are heavy)」をこの命題と置き換え可能なものとし
て使っているところから見て、カントはかれがこの命題の経験的性格をその外延的解釈に
のみ基づけようとしているのでないことを示唆しているように思われる。もしも、おそら
くそうだと思われるように、かれが「物体は重さをもつ (Body is heavy)」や「人間は死
すべきものである (Man is mortal)」を同じく経験的命題と認めるのであれば、そのとき
かれが経験的と呼ぶものが必然性を含みうるのは明らかだ。いずれにせよ、もしもわたし
たちが、経験的命題ということで、経験が正当化しうるような命題のみを理解するのであ
れば、「すべての物体は重さをもつ」のような命題を経験的と見なすことはできない。そ
のような命題は、推論するのを目的に使うのだとすればそれと置き換え可能だと見なさな
ければならない、「物体は重さをもつ」という命題に基づけられている。それゆえ、わた
しの考えでは、カントは「物体は重さをもつ」を経験的命題と見なすのを拒みはしなかっ
たであろう。それはたしかに、「経験から引き出された規則」というかれの分類の下に落
ちるけれども、その一方で、外延的とのみ見なされる「すべての物体は重さをもつ」を規
則と呼ぶことはできない。この例の使い方は、経験的命題の定義に関する重要な帰結に至
るように思われる。
しかし、まずは「すべての物体は重さをもつ」に戻ることにしよう。というのも、この

命題でさえも、まさにその意味のうちに必然性の主張を含んでいるように思われるから
である。もしもこの命題が純粋に外延的に受け取られるならば、それは「この物体、あの
物体、あの物体、無限に続く、は、いま現に、これまでも、これからも重さをもつ」に分
解される。それゆえ、それは命題「この物体は重さをもつ」を含む。しかし、この単純な
定言形式のいかなる命題においても、実体の思念と属性の思念とが、すでに含まれてい
る∗訳注 19。ある述語がある主語について主張されるいかなるばあいにおいても、主語が
・
も
・
の (a thing) であること、つまり、それがなんらかの属性を保持することによってしる

しづけられ、かつ他の属性を保持しうるなにものかであるということが含意されている。
それゆえ、「この物体は重さをもつ」は「物体はものであり、重さはたんなる属性である

訳注 18 『純粋理性批判』B2、「とはいえ、アプリオリという表現はここで提出された問題にそって意味を完全に
言い表わすには、いまだ十分に規定されていない。というのは、人は経験という源泉から導きだされた多
くの認識について、よく次のように言うからである。すなわち、「われわれはアプリオリな認識を行使で
きる、あるいはそれにあずかっている。なぜならわれわれはそれを直接に経験からではなく、ある一般的
な規則から導きだすからである。もっとも、その規則自体は経験から拝借してきたものではあるが」、と。
そこで、ある人が自分の家の土台を掘り崩すのを見て、人は次のように言うのである。「彼は家が倒壊す
るであろうことをアプリオリに知ることができた。ということは、彼は家が実際に倒壊する経験を待つ待
つにはおよばなかったのだ」、と。しかしながら、彼はそのことを何から何まですっかりアプリオリに知
りえたわけではない。なぜなら、物体は重さをもつということ、したがって支柱を撤去すれば落下すると
いうことを、彼はあらかじめ経験をとおして知っていなければならなかったからである」（前掲石川訳書
48頁）。

∗ Cf. R.V., p.36.
訳注 19 『純粋理性批判』B6、「同じように、諸君が物体的・非物体的なあらゆる客体の経験的概念から、経験が

教えてくれる性質をすべてとり去るとしよう。それでも諸君は、諸君が客体を
・
実
・
体として、あるいは実体

に
・
付
・
随
・
す
・
るものとして考えるための性質を、客体から奪うことはできないのである（この実体という概念

は客体一般という概念より多くの規定を含んでいるとはいえ）。それゆえ、諸君は客体という概念が諸君
に迫る必然性に導かれて、次のように告白しなければならない。「実体という概念は、自分たちのアプリ
オリな認識能力の中に座を占める」、と」（前掲石川訳書 51頁）。
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(Body is a thing, and heaviness is a mere attribute)」を前提する。なぜなら、この命
題を「重さは物体的である (Heaviness is corporeal)」に置き換えることはできないから
だ。しかし、「物体はものである」ことや「重さは属性である」ことは、必然的な命題であ
るように思われよう。じっさい、わたしたちがそれらが真だと間違って想定しているとい
うことはありうる。しかし、もしもかりに重さが属性でないということを発見したとした
ならば、そのときには、それはこれまでもけっしてそうではなかったし、これからもけっ
してそうではないのだと、かつてはそうだったけれどもある時点でそうではなくなったの
でもないのだと、結論せざるをえなくなるはずである。そのような命題はすべてまさしく
「その必然性とともに思考される」訳注 20。それらの命題は 2 + 2 = 4と同様に必然的であ
る。命題のこの二形式の差異は、前者が必然性を欠いているところに存するのではない。
また、前者が「重さは存在する (Heaviness exists)」という命題を含意するからでもない。
たとえ重さが存在しなかったとしてもその命題は真であろうからである。その命題が意味
するのは、重さが属性以外ではありえないということであり、したがって、もしもカント
の言葉（34頁訳注 21）を厳密に受け取るのであれば、それは経験的ではありえない。それ
ゆえ、この点で、それはまさに 2 + 2 = 4と同等である。こちらもまた、たとえ二つのも
のが存在しなかったとしても真であろうからである。差異はむしろ、必然的関係がそれら
について述語づけられる諸概念の本性のうちにあるように思われる。「重さ」は存在しう
る。「いまここに重さが存在する」と言うことは無意味ではない。その一方で、「属性」や
「２」や他の同じような想念は、本来的な存在命題を構成しうる要素となりうるのがそれ
らだけであるような諸思念にそれらの想念が必然的に関係づけられるかぎりは、あやふや
な種類の存在を主張することしかできないのである。
それゆえ、もしも必然性を含まない命題∗を見出だしたいのならば、わたしたちは、純

粋な存在命題―実体と属性の思念を含まない命題―へと降下しなければならない。も
しも経験が「ものがそれ以外のしかたでありえなかったことをわたしたちに教えることは
できない」（34 頁訳注 22）のであれば、純粋な存在命題のみが、真に経験がわたしたちに
教えうる命題である。そして、純粋な存在命題でさえも、それらが必然性を帯びていない
のは、現実の時間の現実の部分にかんしてなにかを述べていると理解されるときにかぎ
る。「これがある (This is)」と「これがあった (This was)」の違いが無視されればただ
ちに、それらの命題は必然性を含む。事実、それが時間のなかにあるということが、それ
らの命題が述語づける種類の存在のしるしであるように思われる。それらの命題は「これ
が存在する (This exists)」や「これが存在してきた (This has existed)」と主張しうる。
しかし、もしもそれらが「これがある」という一般形式をとるならば、それは「これはつ
ねにあったし、いまあるし、これからもつねにある (This always has been, is now, and

always will be)」ということを意味しているとつねに理解しなければならないし、また、
時間が別個の瞬間に分割可能であるのと同じく別々の判断へと厳密に分析しうる。
それゆえ、もしも経験的な命題とアプリオリな命題との差異が存するのが、カントが含

訳注 20 訳注 14を参照されたい。
訳注 21 訳注 14を参照されたい。

∗ これらさえも、時間の必然的特性を含む。しかし、この点は、あとの考察にとっておこう。
訳注 22 訳注 14を参照されたい。
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意するように、おもに判断の本性においてであって、概念の本性においてでないのだとす
れば、存在命題のみが経験的であろう。「この物体は重さをもつ」でさえ、それを経験的
な命題として表現するためには、「物体のしるしと重さがいまここに存在する (Heaviness

and the marks of body exist here and now)」というかたちに分析する必要がある。それ
ゆえ、経験的な命題ということでカントがどういうことを意味しているのかを明晰に定義
してやるためには、その定義を経験的な命題のなかで使われている概念に基づけるのでな
ければならないと、想定せざるをえない。経験的な概念とは、時間の部分のうちに存在し
うる概念である。これは、経験的な概念を識別しうる唯一の方法であるように思われる。
そして、経験的概念が参入しているいかなる命題も経験的と呼びうる。
カント自身、「この物体は重さをもつ」のような命題に含まれる必然性を認識している。

もっとも、あとで明らかになる理由で、かれはいささか異なるしかたでそれを述べている
のだが。かれの「分析論」の主要目的は、そのようないかなる判断も「感覚直観の多様の
総合」を含み、それが「必然的アプリオリ」である（126頁訳注 23）のを示すことである。
しかしかれはこの総合を、経験的判断に直接含まれるものと見なすよりもむしろ、たんな
る知覚を「統覚の統一」との関係のうちにもたらすために必要なものと見なしている。さ
らに、総合の形式がどのようにその多様にあてはまりうるのかを説明するために、かれ
は、内部感覚を仲介項として導入し、かつ、判断を、カテゴリーをたんなる多様―これ
は本来は精神的なものとして記述しえない―に適用するものとしてよりもむしろ、表象
の精神的連結を客観的連結へと置き換えるものとして記述する。したがって、かれは、実
体と属性を適用すればそれから「物体どもは重さをもつ」が産出されるような究極的な
経験的命題として、上で与えた「物体のしるしと重さがいっしょに存在する (Heaviness

and the marks of body exist together)」という判断の代わりに、「わたしが物体を運ぶ
とき、わたしは重さの印象を感じるだろう (When I carry a body, I feel an impression

of heaviness)」という主観的判断を与えるのである∗訳注 24。かれの主観的判断が問題のカ

訳注 23『純粋理性批判』B151、「この、感性的直観の多様なものの
・
総
・
合は、アプリオリに可能であり、また必然的

であり、
・
形
・
象
・
的総合 (synthesis speciosa) と呼ばれうる。こう呼ぶのは、直観一般の多様なものに関して

単なるカテゴリーにおいて考えられるような総合と区別するためである。こちらを知的結合 (synthesis

intellectualis) という。両方の総合とも
・
超
・
越
・
論
・
的であるが、それはこれらの総合自身がアプリオリになさ

れるからというだけでなく、他のアプリオリな認識をも基礎づけるからである」（前掲石川訳書 202頁）。
∗ P.121, cf. also Prol., p.54n.

訳注 24 『純粋理性批判』への指示は B142、以下の箇所である。「連想の法則によれば、私は「ある物体をもて
ば、重さの圧力を感じる」としか言うことができず、「物体は重い」とは言えないのである。このことは次
のようなことを意味している。すなわち、これら二つの観念は客体において、すなわち主体の状態いかん
にかかわりなく結びついているのであり、単に知覚において（それが何度繰り返されようと）一緒になっ
ているのではない」（前掲石川訳書 195 頁）。『プロレゴーメナ』への参照先は、第 22 節に付された以下
の注である。なお、下の引用の末尾でカントが指示しているのは、第一批判の「超越論的分析論」の第２
編「原則の分析論」の第１章の図式論のことである。「しかし、経験判断は諸知覚の総合における必然性
を含むべきである、というこの命題は、経験はアポステリオリな認識として単に偶然的判断を与えること
ができるだけだという、私がさきに幾重にも銘記させた命題と、いかにして一致するのか？ 経験は私に
或ることを教える、と私が言うとき、私はいつでもただ、経験のうちに存する知覚のことを言っているに
すぎない。例えば、太陽による石の照射に、いつでも温かさが継起する、というのがそれであって、それ
ゆえ経験命題は、そのかぎりいつも偶然的である。温めるというこのことが、太陽による照射から必然的
に生ずるということは、たしかに経験判断のうちに（原因という概念により）含まれているが、しかしそ
のことを私は経験によって学ぶのではなく、逆に、経験は、知覚への（原因という）悟性概念のこうした
付加によってはじめて生み出されるのである。いかにして知覚がこうした付加を得るかに関しては、『批
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テゴリーをすでに十分に含んでいることに、かれが気づいているようには思われない。わ
たしの感じについての言明が、要求されている意味において「客観的」であるのは、空間
中で想念 (conceive) されるものについての言明が客観的であるのと同程度においてでし
かない。
それゆえ、上の定義によれば、なぜ「物体は重さをもつ」を経験的命題と呼ばなければ

ならないのかは明らかだ。他方、もしも必然性の欠如が要求されるしるしであったとした
ならば、理由を見つけるのは難しかったことだろう。なぜなら、この命題はたんに、「この
物体は重さをもつ」や「すべての物体は重さをもつ」と同様に、物体はものであるとか重
さは属性であるとかの必然的命題を含んでいるというだけではないからだ。この命題は、
いかなる経験にも証明や反証ができないような、「重さ」と「物体性」のあいだのある関
係を主張している。もしもわたしたちが重さをもたない物体を発見したとしたら、そのこ
とはじっさい、その命題が真であることを否定することにわたしたちを導くだろう。しか
し、それはまた、「物体は重さをもちえない」という対立する必然的命題を獲得する権利
をただちにわたしたちに与えもするだろう。そして、このことはまさに 2 + 2 = 4につい
て成り立つことである。いまのわたしたちには２たす２が４にならないことはおそらく想
念不可能 (inconceivable) である。しかし、数が最初に発見されたときには、２たす２は
３か５だと考えられていたかもしれない。疑いもなく、経験は、そんなことはなく２たす
２は４だという確信を産み出す手段であり続けてきたに違いない。それゆえ、命題の必然
性に疑いが差し挟まれるのは、経験がそれを真だとか非真だとか考えるようにあなたを導
くという事実によってではない。命題は真であるか非真であるかでなければならず、いま
真で次の瞬間には非真であることはありえない、という事実に命題の必然性の判別基準が
あるのではない。他方、存在命題にかんしては、これがいま存在することが真であり、な
おかつそれが存在するのが未来において現に非真であることがありうるのである。「物体
は重さをもつ」が真であることについての疑いはおもに、わたしたちが「物体」で、また
「重さをもつ」でなにを意味しているかということについて確信がもてないことに発して
いる。わたしたちには、それらの例を、数の例を認識するのと同程度の正確さをもって認
識することができない。だからして、わたしたちの命題が真であることを廃棄してしまっ
てよいのかどうか確信できない。あの命題はただ、この意味でのみ恣意的である。わたし
たちがそれによってある絶対的な必然性を主張しようとしているということには疑いがな
いであろう。しかし、わたしたちがそれについて確信をもつ必然的な関係が成り立つの
が、いかなる正確な概念のあいだにおいてであるのかは、経験がそれを見出だすのを待つ
しかない。
それゆえ、これまでの分析から、アプリオリとアポステリオリ、必然的と経験的という

命題についてのカントの区分がそれに基づいている区別は、時間の部分のうちに存在しう
る概念と、存在からまったく切り離されているように見えるけれども、絶対的に必然的な
関係を主張するよう促す概念とのあいだの区別にほかならないのは明らかであろう。カン
トは、経験的命題のうちに、そのうちで経験的概念が使われているすべての命題を含めて

判』の超越論的判断力についての章、137ページ以下が参照されねばならない」（久呉高之訳、『カント全
集　６』、2006年、岩波書店、260頁）。
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いるように思われよう。その命題が、経験的概念とアプリオリな概念とのあいだの必然的
関係を述べていようと、二つの経験的概念のあいだの必然的関係を述べていようとかまわ
ずにである。強調するべき重要なことは、これら二種類の命題は、かれがアプリオリな命
題に与えるしるしを欠いているということによっては識別できないということだ。それ
らはどちらも、必然性と厳密な普遍性のどちらも有している。経験的命題は、だから、そ
の主張の意味において大きく異なる、広い範囲の命題を含んでいる。それらは、上方へ
と進展する。まずはたんに、これやそれの存在を主張する、「重さがいまここに存在する
(Heaviness exists here and now)」というタイプの命題である。次は、「この物体は重さ
をもつ」という、通常の定言的形式の命題であり、これはその意味に必然的命題を含むが、
同時に存在主張も含意している。次に来るのが、あらゆる時点での存在を主張し、しかも
なお、直前のものに含まれていた必然性の要素も保持している、「すべての物体は重さを
もつ」のような命題である。そして最後にそこに至るのは、直前のクラスの命題の妥当性
がそれにのみ基づけられうる、どんな存在の含意もなしに必然的関係を主張する、「物体
は重さをもつ」というタイプの命題である。これらすべての異なるクラスに共通する唯一
の要素は、それらがすべて、なんらかの経験的概念、つまり、現実の時間部分のうちに存
在しうる概念にかんする主張をしているということだけであるように思われる。二番目と
三番目のクラスは異種混合であり、必然性を含む。なぜなら、それらのうちには、アプリ
オリな概念にかんする主張も含まれているからである。それらのすべてに対して、カント
が純粋にアプリオリな命題として対置するように思われるのは、アプリオリな概念にかん
してのみ主張をなし、存在のいかなる主張も含意しえない命題にほかならない。というの
も、アプリオリな概念は、上で説明した限定された意味で存在することができない概念だ
からである。
それゆえ、カントの超越論がそれに基づいている区分線は、経験的概念を含む命題とそ

のような概念を一切含まない命題とのあいだに引かれているように思われる。そして、経
験的な概念は、（すべての概念がそのようにして与えられているのだから）経験によって
与えられる概念としてではなく、むしろ現実の時間部分のうちに存在しうる概念として定
義されるべきである。この区分は、カントが経験的という用語のもとに含めているさまざ
まな種類の命題―その多くはアプリオリな概念を含んでいる―をすべて含むために必
要である。もしもその区分が、カントがそう自認しているように、そうした命題の本性に
基づいているはずであるのなら、純粋な存在命題のみが、経験的命題として、それら自身
でクラスを形成する権利をもつと考えることができるだろう。これらはじっさいには、別
の区分の基礎を形成している。なぜなら、単純な概念を、時間のうちに存在しうる概念と
して知りうるのは、それがそのように存在してきたか、いまも存在しているか、将来も存
在するかということを根拠にするのでなければならないからである訳注 25。しかし、わた
したちはいまや、存在命題でさえも、カントがアプリオリな命題に割り当てた本質的なし
るしをもつこと―それらが絶対的に必然的であること―を指摘しなければならない。
時間の区別は、存在命題にとって究極的だと言われた。もしもそのとおりなら、カント

訳注 25 ここまでが 1898年の論文の第１部から移植した部分である。このあとは再び同じ論文の第２部から移植
されたテキストになる。訳注 13を参照されたい。
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が感性論で打ち立てようと努めた種類の必然的命題が、存在命題のうちに含まれている。
純粋存在命題にできるのは単純な概念の存在を主張することだけだと指摘された。他のす
べての命題が、実体と属性というアプリオリな概念を含んでいる。存在命題「赤が存在す
る (Red exists)」をとるならば、要求されているタイプの例になる。主張しているのは、
この命題を述べるときにわたしが意味しているのは、概念「赤」と概念「存在」がともに、
相互に、また時間の概念に対して、ある特殊な関係に立つということである。わたしが
意味しているのは、「いま赤が存在する (Red exists now)」ということであり、したがっ
て、それが過去や未来に存在することからの区別を含意している。そして、赤と存在とわ
たしが「いま」で意味している瞬間とのこの連結は、いかなる他のどんな連結とも同様に
必然的であるように思われる。もしもそれが真であるならば、それは必然的に真であり、
もしも偽なら必然的に偽である。もしもそれが真であるのなら、それと矛盾することは、
2 + 2 = 4と矛盾することと同程度に十分に不可能である。
しかし、このように存在命題に必然性が含まれているからといって、経験的命題とア

プリオリな命題とのカントの区別の重要性が打ち消されてしまうわけではない。かれ
がそれを、経験的なものだけが「経験のうちにおいて与えられ」、また「感覚」への指
示を許す訳注 26という事実に基づけようと企てているかぎりにおいては、それはじっさ
い放棄しなければならない。しかし、感覚知識について見解を同じくしている英語圏の
哲学者たちに対抗するものとしては、それは十分な重みを保持している。超越論的演繹
(Transcendental Deduction) は、ヒュームの懐疑論への解答として、そして経験論一般
への解答として、完璧に妥当である。この学派の哲学者たちは一般に、存在者についての
命題以外のいかなる命題の妥当性をも否定する傾向にある。経験主義者が、知識の唯一の
とは言わないにしても究極の与件と考えている、これらの命題のいずれにも、かれらが自
身の見解を支えるために依拠しているのとまさに同じ論理によって、時間の斉一的で必然
的な継起や空間の幾何学的特性のみならず、実体や因果性の原理もまた含まれるというこ
とを、カントは指摘したのだと言ってよいだろう。かれはじっさい、そうすることで、問
題の公理や原理が真であることを証明したわけではない。むしろかれは、それらが、経験
論が依拠している公理や原理と少なくとも同等に妥当であり、より究極的であることを示
しているのである。それゆえ、もはやカントが考えていたように、存在者への指示が「知
識」という称号を名乗る権利があるいかなる命題にも必須だと主張することも、そして、
そのような知識のみが

・
無
・
媒
・
介
・
的
・
な知識としての権利をもちうると主張することも、もはや

不可能であるけれども、そしてまた逆に、存在命題のみが必然的命題の個別のクラスであ
るように思われるのだけれども、しかし、なお、超越論的演繹は重要である。「経験の可
能性」からの演繹は、じっさいのところほんとうにカントの議論の本性を表現してはいな
い。なぜなら、経験の可能性はわたしたちが経験を有することを前提しており、このこと
はまたしても、ある存在命題が真であることを意味するからである。しかし、このこと

訳注 26 『純粋理性批判』B2、「それゆえ、次の問いは少なくともなお詳しい探求を要する問いであり、一見した
だけではすぐには決着がつけられない問いである。すなわち、そのような経験から独立し、感覚のすべて
の印象からさえ独立した認識が存在するのか、と。このような認識はアプリオリな認識と呼ばれ、経験的
認識と区別される。経験的認識はその源泉をアポステリオリに、すなわち経験の中にもつのである」（前
掲石川訳書 48頁）。
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は、任意の個別の存在命題が真であることを含んではいない。たとえ、このことが真であ
ることが、任意の個別の存在命題が真であることに含まれているのだとしてもである。カ
ントがほんとうに示しているのは、空間と時間と諸カテゴリーが、個々の命題に含まれて
いるということだ。そして、この仕事は、経験の可能性からの演繹がもったであろうより
もはるかに大きな価値をもつ。演繹の起点となる諸命題がそれら自身必然的であること、
そしてまた、それらから演繹される見込みのない、同様の確実性への権利をもった他の必
然的命題がありうることに、カントはじっさいのところ気づいていない。それゆえ、かれ
は自身が知識の領野を探究し尽くしてしまうことを夢想したのだけれども、そのじつ、か
れは知識の領野内部のある論理的諸連結を示したにすぎないのである。しかし、ここで
は、個々の存在命題が真であるかどうか論じ立てるようとしているわけではない。カント
とは違い、わたしたちは個々の存在命題をたんに仮定されたものと認めているけれども、
それでもわたしたちは、それらからなにが推論されるのかをかれが示してくれたことに感
謝するべきだろう。
さらに、一方では時間と空間、他方では諸カテゴリーという区別をカントがしたことも、

その価値を保持している。もはやわたしたちは、かれがしたようには、それらの一般的な
差異を記述できないのだけれども。むしろ、次のようなことであると思われる。時間のみ
が最も単純な種類の存在命題、たとえば「快が存在する (Pleasure exists)」に含まれるの
だから、ある種の経験にとっては時間のみで十分である。そしてまた、時間と空間がと
もにあれば、カテゴリーを使わなくても、他の知識断片に説明を与えるには十分である。
ヒュームでさえ認識していたような、そして物理科学において普遍的であるような諸命題
を新規に仮定することが、実体と付帯性や、因果性が含意されることを見出だすために必
要である。そうしたすべての命題においては、時間や空間もまたさらに前提されるけれど
も、これらのカテゴリーは、時間や空間を含むあらゆる命題が含意するわけではない。
最も単純な存在命題は、だから、ある種の必然的命題だと見なすべきである。一つの種

類においては、時間の必然的特性が含まれる。別の種類においては、空間のそれも含まれ
る。しかし、カントが指摘しているこの事実は、経験論者への非常に重要な反論であるに
もかかわらず、わたしたちにはそれを、幾何学の真理や時間についての対応する諸命題の
真理を確立するとカントともに見なすことはできない。なぜなら、真である存在命題のみ
ならず、偽である存在命題もまた、空間と時間についての同じ諸命題を含むからである。
いかなる種類の存在命題といえども、そうだからといって偽でありえないような命題は、
発見しえないと思われる。有名な「コギト (Cogito)」でさえも不可疑ではない。それゆ
え、わたしたちは、「経験の可能性」を、いかなる可能な意味ででも、空間や時間につい
てのわたしたちの知識の十分な保証ととるわけにはいかない。そして、わたしたちは幾何
学の真理を、いくつかの存在命題がそのように知られるのとちょうど同じしかたで、独立
に真であると知られるものと見なすのでなければならない。
同じように、実体と属性を含む諸命題は、それらが含んでいる命題の真理を確立するの

に十分ではない。実体の永続性はじっさい、カントが示してくれたように、ヒュームがそ
れらのみが確実だと解した経験的な諸命題と同等に確実である。しかし、それが真である
ことは、そうした経験的な諸命題と独立に知られなければならない。というのも、それは
このタイプの偽である諸命題にもまた含まれているからである。事実それは、そうした諸
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命題が真であろうとなかろうと、真であるだろう。カントが教えてくれたのはただ、それ
ら諸命題のうちのどれが真であるとしても、それは同様に真であるのでなければならな
い、ということだけだ。それが真であると主張しうるのは、それら諸命題が真であると主
張しうるのと同じ根拠に直接基づいているのだということを、カントは見て取りそこなっ
た。というのも、かれは、それらの命題のうちにより直接的に不可疑であるものが存する
と想定する、哲学の既定路線に誤導されていたからである。事実、わたしたちの常識は、
誤った知覚になじんでいるにもかかわらず、それらの命題が真であることを最後まで疑お
うとしない。カントの長所は、かれ自身がなにに気づいていなかったにせよ、そうした諸
命題が疑われていないということが、それらが不可疑であることを証明しないということ
を指摘していたところである。あるいはむしろ、それら諸命題のうちのいくつかに投ぜら
れた疑いが、例外をもつ規則に安穏として常識はなにを知覚していなかったにせよ、それ
らの命題がたいへんに疑わしいということを説得的に証明するということを指摘していた
ところである。
こうして、わたしたちの結論は以下のようになる。判断は、普遍的に、概念の必然的な

結合であり、それは真であろうと偽であろうと同じく必然的である。判断は真か偽かでな
ければならないけれども、それが真ないし偽であることは、判断と他のいかなるもの―
たとえば実在、あるいは空間と時間のうちにある世界―との関係にも依存しない。なぜ
なら、実在も、空間と時間のうちにある世界も、どちらも、もしもわたしたちの判断が真
であることがそれらに依存しているはずであるのなら、ある意味では存在していると想定
しなければならないからである。そしてそのばあい、わたしたちの判断が真であることが
依存するのは、それらになのではなく、それらが―かくかくであるということが―存
在するというわたしたちの判断になのだということが分かる。しかし、この判断は今度は
それが真であったり偽であったりするために、他のいかなるものにも依存することはでき
ない。それが真であることや偽であることは、それ自身の無媒介的な特性であって、それ
がもつ他のいかなるものとの関係に依存するものでもないのでなければならない。そし
て、もしもこのとおりであるのなら、他の判断の真であることや偽であることが同等に独
立しているのでないと想定するためのすべての根拠を、わたしたちは排除してしまったの
である。なぜなら、経験へのカントの指示や、実在へのブラッドリー氏の指示において前
提されている存在判断は、他の判断と同様に、概念の必然的な結合にしかすぎないのであ
り、その結合の必然性の根拠を発見することはわたしたちにはできないし、その結合を
「所与 (the given)」に属性を帰属することで説明することはできないからである。概念は
可知的な意味で「形容詞」では、つまり、あたかもそれより究極的な、より実体的なもの
があるかのようなものではない。なぜなら、わたしたちが整合的であるはずならば、最も
実体的に見えるものを、そうした形容詞として想定されるものの集まりにすぎないものと
して記述しなければならないが、だとすれば、最終的に、その概念が唯一の実体ないし主
語であって、いかなる概念も他のどんな概念より形容詞的であったりなかったりすること
がないということが分かるからである。こうして、判断についてのわたしたちの記述か
ら、わたしたちの心や世界へのすべての指示が消え去る。それらが複合的判断である場合
を除いて、心も世界もいずれも、なにものにも「基礎 (ground)」を供給しない。判断の
本性はいずれのものよりも究極的であり、それよりも究極的であるのは、その構成要素の
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本性だけ、つまり、概念ないし論理的観念の本性だけである。

解題

1899年に「マインド」誌に発表されたこの論文は、訳注にも記したように、ケン
ブリッジのフェローシップ申請論文として前年に書かれた原稿を切り貼りするしか
たでつくられている（この報告書に収録した口頭発表「ムーアと前提」を参照され
たい）。
章立ても施されていない論文であるけれども、そうした成立事情も勘案すれば、

おおむね３つの部分に分けて読むことができる。最初の部分は、1898年の論文の
第２部から移植された部分である。ここでは、プラトン主義的な観念論に対して
「第三人間論」がおこなう批判に平行的な批判が、ブラッドリーの観念論的な判断
論に対して加えられる。第２の部分は、1898年論文の第１部から移植された部分
である。ここでは、アプリオリな命題と経験的な命題との区別に依拠するカントの
超越論的演繹の不備を論じる。ムーアは、カントがその区別のしるしとする必然性
について、それを欠くという定義によっては経験的命題を特徴づけることはできな
いと指摘する。そして、経験的命題の特性を、それが経験的概念を含むことである
と論じ、純粋な存在命題こそが真に経験がわれわれに教えうる命題だと主張する。
第３の部分は、1898年論文第２部から「判断の本性」の最初の部分に移植された箇
所に続く議論として書かれたテキストにあたる。ここでは、第２の部分で経験的命
題がそれに帰着される純粋存在命題もまた必然性を含むとして、アプリオリな命題
と経験的命題とのカントによる区別を掘り崩す。そして、にもかかわらず、ムーア
は、この区別とカントの超越論的演繹の重要性を強調してこの論文を結ぶ。
この論文のライトモチーフは、存在者 (existent) への指示 (reference) によって

概念を説明しようとすることの不可能性を指摘することにある。ここで存在者とい
うのは、時間部分のうちにあるようなものであり、ときに事実 (fact) もまたそのな
かに数え入れられる。ムーアは、存在者を指示することが知識の必須要件であると
いう考え方を、経験論哲学とカント哲学に共通のドグマと見なしているように思わ
れる。そのようなドグマを排し、いわば観念論ぬきの超越論哲学を打ち立てるため
に、新しい判断論を提示することがこの論文の目的にほかならない。
そうした観点から、論文の概要を見ていこう。まず第１の部分である。ここで

は、存在する事実に依拠して概念を説明しようとする試みと、存在者との関係に
よって真理を定義しようとする企てのいずれもを、無限背進に陥るとして退ける。
ムーアはみずからがこの論文で採用する「概念」という用語を、ブラッドリーの
「普遍的意味」にあたると説明しながら、ブラッドリーのこの用語やカントの「共
通概念」という用語がもつ抽象理論的な含みを一切排除しようとする。すなわち、
ブラッドリーが意味を有する事実としての観念ではなく意味としての観念こそが判
断において使用される観念だと述べるときには、あたかも意味をもつ心的な状態と
いう存在する事実から普遍的意味という側面を切り出してくることが可能であるか
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のようなのであるけれども、ムーアによればそれは不可能である。というのも、そ
のような抽象を施して意味としての観念を得るためには、われわれはみずからの観
念についてすでにある判断をなしているのでなければならず、そのためにはすでに
その観念の観念を得ているのでなければならない、というぐあいに、いかなる判断
といえどもそれが可能であるためにはすでに無限個の判断がなされていなければな
らないという不可能事が要請されるからである（本報告書 42頁以下）。
同様の論法で、通常の真理論も批判される。真理をなんらかの存在者との関係に

おいて定義しようとすると、真理をそのように定義する命題それ自身が真であるの
でなければならず、そしてそのこともまたなんらかの存在者との関係によって説明
しなければならないのだから、われわれはまたしても悪循環に陥るのだ（46頁）。
さて、ムーアは、悪循環について論じるなかで、妥当な（総合的）論理的過程の二

種というのを提示している。複雑な命題から出発してそのなかに含まれるより単純
な命題を見出だしていくような論理的手続きと、より単純な命題から出発して概念
を付加していくことでより複雑な命題を導く手続きとを区別しなければいけないと
いうのである。前者の過程では出発点側の命題が偽であっても引き出される側の命
題は真でありうるのだが、後者の過程では結論が真であるなら前提も真でなければ
ならない。この二種類の手続きを混同すると悪循環が生じるという（46頁以下）。
前者の種類の論理的手続きについて、具体例は与えられていないのだけれども、

議論の脈絡からすると、ＢがＡに論理的に先行するばあいに、ＡからＢを導くよう
な演繹のことを考えているように思われる。となれば、「判断の本性」論文におい
ては、後出の、「物体は重さをもつ」から「物体は実体である」を引き出すような
推論がそれに当たることになる（後者が「より単純」かどうかは議論の余地がある
が）。「判断の本性」論文では、この「論理的先行性」による議論というのはあまり
前面に出てこないのだけれども、1898年のフェローシップ申請論文や、1900年の
「必然性」論文―書誌情報等は収録した口頭発表「ムーアは発狂していたのか」を
参照―を見れば、この観念が当時のムーアにとって重要だったのは間違いないと
ころである（ちなみに、ラッセルも 1904年のマイノング論文―こちらも「ムー
アは発狂していたのか」を参照―などでは、この観念を多用している）。
後者の手続きについては、例としてユークリッドの方法に言及している。だとす

れば、ムーアはここで、数学的な演繹では（通常考えられているような、公理が真
であることから諸定理が真であることが確信されるという順序とは反対に）、結論
側に現われるより複雑な命題が真であることが前提側に現われるより単純な命題
が真であることを保証することになる、と示唆していることになる。これはラッセ
ルのいわゆる遡行的方法―1907年の論文「数学の諸前提を発見する遡行的方法」
(“The Regressive Method of Discovering the Premises of Mathematics”) など
で提唱されている―を連想させる。ムーアの「判断の本性」がラッセルに与えた
影響としては、『数学の原理』（1903年）での、現在ではラッセル命題的と呼ばれる
枠組みにその原型を提供したという点が従来おもに注目されてきたのだけれども、
両者の盟友関係について、より視野を広げて検討する必要があるのかもしれない。
なにはともあれ、こうして、ムーアの判断論は、命題を概念の結合であるとし、
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概念は時間のうちにはないものであるから不変であって、それと同様に概念の結合
もまた不変なものだと主張する。そして、その概念のあいだの不変の関係こそが、
命題を真としたり偽としたりするものなのであり、時間部分のうちにある事実に
よっては真偽を説明することはできない。
そして、この観点からすれば、概念と存在者との二分法もじつは消失する（47

頁）。というのも、存在者というのは、存在の概念に対してある関係を有するある
概念（ないし概念の結合）以外のいかなるものでもないからである。こうして、真
なる命題の本性こそが知識の究極の与件であるとされる。これは、カントの認識論
が感覚知覚を究極の与件とするのと対比される。こうして議論は、第２の部分へ、
カントの超越論の検討へと進む。
カントは、アプリオリな判断を識別するしるしとして、普遍性と必然性を挙げて

いる。ムーアはまず、普遍性は経験的命題についても成り立つとして、これがしる
しとなるという主張を退け、必然性についての主張の検討に移る。
ムーアの結論では、必然性を含まないことを、経験的命題の基準とすることはで

きない。というのも、どんな命題も必然的命題を前提するからである（ムーアは、
「ＡがＢを前提する」という言葉遣いを「ＢがＡに論理的に先行する」と同じ意味
で用いる。「ムーアと前提」を参照されたい）。たとえば、「物体は重さをもつ」と
いう経験的命題は、「物体は実体である」とか「重さは属性である」とかの必然的
に真である命題を前提する（50頁）。
この観点からすれば、それに実体や属性のカテゴリーを適用して「物体は重さを

もつ」という命題を手に入れられる究極的経験命題として、「わたしが物体を運ぶ
とき、わたしは重さの印象を感じるだろう」を挙げるカントは間違っている。後者
の命題は、すでに実体や属性のカテゴリーを含んでいるからである（52頁）。
第１の部分の最後で、経験的命題とアプリオリな命題というカントの区別が、定

言的な判断と仮言的な判断の区別に対応する（48頁）、と述べているのは、おそら
く、ここの議論を念頭に置いていたのだろうと思われる。経験的命題が定言的でア
プリオリな命題が仮言的だとか、あるいはその逆だとか言われても、釈然としな
い。しかし、実体と属性のカテゴリーが適用されるのは定言的判断であるという論
理学的枠組みにカントの目が曇らされて、「わたしが物体を運ぶとき、わたしは重
さの印象を感じるだろう」という仮言的判断に実体と属性のカテゴリーが含まれて
いるのを見て取れなかった、ということなら、理解できよう。現代論理学が定言的
と仮言的との峻別を廃棄して成立する（たとえば、定言的判断に対応すると目され
る全称肯定文を、仮言的判断に対応すると目される条件文を全称量化した文だと考
える）ことを鑑みれば、ここでのムーアの議論には興味を引かれるところがある。
「物体は重さをもつ」をほんとうに経験的命題たらしめているのは、「物体のしる
しと重さがいまここにいっしょに存在する」といった純粋な存在命題であり、それ
はつまるところ、経験的概念―つまり時間部分のうちに存在しうる概念―を含
む命題こそが経験的命題だということだ、とムーアは論じる。すなわち、カントの
超越論がそれに基づく区分線は、経験的概念を含む命題と、そのような概念を一切
含まない命題とのあいだに引かれるべきであったのである（54頁）。
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しかしながら、結論部にあたる第３の部分で、ムーアは、「いま赤が存在する」の
ような存在命題もまた、それが真であるならば必然的に真であり、それが偽である
なら必然的に偽であるような命題だと主張する。というのも、赤と存在と「いま」
で意味される瞬間との連結もまた、他のどんな概念連結とも同様に必然的な連結だ
からである（54頁）。
第１の部分で提示されたムーアの判断論の枠組みからすれば、これはむしろ当然

の結論であるのだけれども、「いま赤が存在する」が必然的な命題だという主張そ
のものはやはりかなり奇怪なのであって、じっさいギルバート・ライルがこれを批
判している（「ムーアは発狂していたのか」を参照されたい）。
ちなみに、ライルは、この結論部でムーアが「有名な「コギト」でさえも不可疑で

はない」として、偽でありえないような存在命題など存在しえないと述べているの
を捉えて、ムーアは存在命題が必然的だという主張をここでは撤回していると言っ
ている。しかし、ムーアは同じ段落の冒頭で「最も単純な存在命題は、だから、あ
る種の必然的命題だと見なすべきである」と相変わらず明言している（56 頁）の
だから、ムーアが正気に返ったというライルの診断は怪しい。ムーアが論じていた
のは、「いま赤が存在する」という命題は、もしもそれが真であるなら必然的に真
であり、もしもそれが偽であるなら必然的に偽である命題だ、ということだ。（つ
まり、これが必然的命題だというのは、必然的に真である命題だということではな
く、必然的に真であるか必然的に偽である命題だということだ。）だから、「コギト」
が「いま赤が存在する」と同類の命題であるならば、ムーアが指摘しているのはむ
しろ、（「コギト」が必然的に真であるという観念論者たちの主張がほんとうにあり
うべきことなのであれば）「コギト」は必然的に偽であることもまたありうべきで
ある、ということになるはずである。
こうしてムーアは、経験（ないし感覚）へのカントの指示や実在へのブラッド

リーの指示が前提する存在判断は、じつは他の判断と同じく概念の必然的な結合
にすぎないのだと結論づける（57頁）。それはすなわち、時間的存在者への指示に
よって知識を基づける従来の哲学を、無時間的概念の結合に判断を帰着させるみず
からの判断論に依拠する新しい哲学に置き換えるということにほかならない。
しかし、ムーアは、カントがその適用のしかたを間違えたと考えているのであっ

て、経験的命題とアプリオリな命題との区別そのものや、超越論的演繹の方法それ
自体については、それらを否定するどころか、むしろきわめて重要視している（55

頁以下）。このことは、ジャック・ブーヴレスがウィトゲンシュタインの哲学を論
じて、それが一見すると経験的命題とアプリオリな命題との二分法を解体するもの
であるかのように思われたとしても、それは誤解なのであって、ウィトゲンシュタ
インは一貫してその二者の峻別を基軸にかれの思索を展開しているのだと主張して
いることを考え合わせると興味深い（収録した講演「意味体・仮説・文法」を参照
していただきたい）。ムーアの哲学とウィトゲンシュタインの哲学との関係につい
ては、これまでもさまざまな角度から検討がなされてきてはいるのだけれども、さ
らに考察の光を当てる余地がまだ残っているように思われる。
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