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1

単称存在否定言明をめぐる逆説的事態は、さまざまな局面でわれわれの前に姿

を現わすけれども、その基本的な仕組みは単純である。われわれはたとえば、「ペ

ガサス (Pegasus)」や「現在のフランス国王 (the present King of France)」や「円

い四角 (the round square)」といった単称名辞を用いて、ペガサス等が存在しな

いと主張することができる。しかし、「N」という単称名辞を用いて、「Nは存在

しない」という言明をなすとき、この言明はNが存在しないことを主張している

にも関わらず、単称名辞「N」の有意味性はそれが何かを指示することに存する

のだから、「N」が使用されていることは、Nが存在することを何らかの仕方で伴

うように見える。したがって、「Nは存在しない」という主張は、Nが存在する

ことと Nが存在しないこととを、同時に肯定するように思われるわけである。

われわれは本稿で、現代哲学におけるこの種の問題に連なる古典的な議論と

して、A・マイノング (Alexius Meinong, 1853–1920)と B・ラッセル (Bertrand

Russell, 1872–1970)の論争を取り上げ、それについて考察することにする。ただ

し、ここでの議論の力点は、マイノング–ラッセル論争が歴史的事実として正確

にどのようなものであったのか、という問題にはない。むしろ、われわれは、こ

の論争に現われるマイノング的な議論の方向とラッセル的な議論の方向を、ある

特定の関心から概括的に特徴づけることに努める。われわれは、マイノング–ラッ

セル論争を歴史的事実に即して研究する代わりに、マイノング主義とラッセル主

義との対抗関係についての、いわば概念的な見取り図をつくりたいのである。

そのような作業に当たって、われわれが特に顧慮したいのは、このマイノング–

ラッセル論争についての理解を、それが存在論的なコミットメントをめぐる論争

であると考える、かつての通説から解放することにほかならない。この議論が戦

わされた本来の場所は、あくまで単称名辞ないしそれを含む言明の有意味性をめ

ぐる問題であって、存在論的コミットメントの問題ではない。したがって、われ

われの目標は、ラッセル主義とマイノング主義との対抗関係についてのわれわれ

の了解から、存在論的コミットメント云々という足枷を外すことであり、また、

そうすることによって、ラッセル主義とマイノング主義との相剋を、ともすれば

それが置かれがちな脈絡から切り離し、本来それがあるべき脈絡のうちに置き直

すことでもある。
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以下では、こうした観点からマイノング主義とラッセル主義との葛藤を吟味し

ていく。したがって、この考察の途上で、存在論的コミットメントというクワイ

ン (Quine,W.V.O., 1908–2000)による問題設定は、余計なものとして努めて排除

される。しかしながら、マイノング–ラッセル論争が、存在論的コミットメント

をめぐるものだと長い間考えられてきたことは事実である。そこにはそれなりの

理由があって然るべきかもしれない。つまり、論争の本来の脈絡はたしかにそう

ではなかったにもかかわらず、マイノング主義とラッセル主義との紛争が調停さ

れうる場所ないし調停されるべき場所は、やはり存在論的な議論の脈絡であると

いうことがあるかもしれない。しかし、もしもそうであるとするならば、マイノ

ング–ラッセル論争の主立った問題構成は、クワイン的分析のうちに首尾よく回

収されるのでなければならない。さもなければ、それは問題を切り詰めただけで

あって、解決を与えたことにはならないからである。本稿の最後に、われわれは

この点について、若干省みることになる。

2

この論文では、歴史的事実としてのマイノング–ラッセル論争には重きが置か

れない。とはいえ、この論争を本来の文脈に戻して考えるための最良の手がかり

は、当の論争の中心をなす文献、すなわちラッセルの 1905年の論文「表示につ

いて」(Russell[1905])のなかにある。ここでラッセルが提示しているマイノング

への批判が、存在論をめぐる批判ではないということ つまり、マイノングの

繁茂した気前の良すぎる存在論に替えて、より倹約された存在論を提出しようと

したのが、ラッセルのマイノング批判の眼目ではないということ が、確信さ

れるようになったのは、近年のラッセルの遺稿研究の成果の一つである。しかし、

実際のところ、そのことは「表示について」そのものにおいて、相当程度明瞭に

示されている。

この [マイノングの]理論は、文法的に正当な任意の表示句がある対象 (object)

を代表すると見なす。したがって、「現在のフランス国王 (the present King

of France)」や「円い四角 (the round square)」等は真正な対象であると想

定される。そうした対象が存立 (subsist)しないことは認められている。けれ

ども、それにもかかわらず、それらは対象であると想定される(1)。

「存立」という用語は、「存在 (exist)」が具体的対象について用いられるのに

対して、関係、特性等の抽象的対象について用いられている。ラッセルがここで、

現在のフランス国王や円い四角について、それらは存立しないけれども存在する

と考えているとは想像しにくいだろう。したがって、ここでラッセルは、マイノ
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ングの理論では現在のフランス国王や円い四角は存在も存立もしないとされる、

という認識を示していると見なされなければならない。であるから、 ある理

論がある対象に存在論的にコミットするということで、その理論がその対象の存

在することを論理的に含意することを意味する(2)のであれば ラッセルはここ

で、マイノングの対象理論は、現在のフランス国王や円い四角のようないかがわ

しい対象を含む存在論にコミットするものではない、と述べているのだというこ

とになる。ラッセルのマイノング批判が存在論的コミットメントに関わるもので

あるという印象は、ラッセル自身の回顧的錯覚や、なかんずくクワインによる存

在論的コミットメントという問題設定そのものによって強化されてきたのであっ

て、論争の行なわれた当時のラッセルとマイノングの共通理解では、そのような

問題などなかったのである。

以上のことを念頭に、マイノング主義とラッセル主義との対抗関係を再構成し

てみよう。われわれの課題は、存在論的コミットメントという問題を消してしまっ

たときに、マイノング主義者とラッセル主義者との間で、なお係争点となること

は何かを探ることである。

まず、単称存在否定言明「円い四角は存在しない」の有意味性を確保するため

のマイノング主義の戦略を確認しておこう。対象理論においては、最も一般的な

範疇として、対象という範疇が用意される。この範疇には、存在する対象や存立

する対象も含まれているけれども、存在も存立もしない対象も含まれている。さ

て、「円い四角は存在しない」という言明が有意味であるためには、単称名辞「円

い四角」によって意味される対象に、「存在しない」という述定がなされるので

なければならない。非存在的な対象に述定などできないのではないかとか、何ら

かの特性を帰することなどできないのではないかとかいった先入見は、排除され

なければならない。対象理論は、対象は自らを特徴づける特性を有しており、し

かもそうした特性を有することは、その対象が存在するか存在しないかというこ

とには依存しない、という原理を要請する。いわゆる独立性原理である。この独

立性原理によって、非存在的対象への特性の帰属は保証されることになる。

マイノング側のこうした構想に対して、ラッセルは「表示について」で、「存

在する現在のフランス国王 (the existent present King of France)」という表示句

を例に挙げて批判している。繰り返し指摘しているように、その批判の眼目は存

在論的問題にはなく、言明の有意味性の問題にある。この議論を定式化してみよ

う(3)。

われわれは「存在する現在のフランス国王は存在しない」という言明を真だと

考える(4)。しかし、対象理論を認めるなら、そこから矛盾が導かれる。

— 3 —



1. ∼Eιx(Kx&Ex) (「存在する現在のフランス国
王は存在しない」という主張)

2. (λx)(A)ιxA (マイノングの独立性原理)

3. (λx)(Kx&Ex)ιx(Kx&Ex) (2の例)

4. Kιx(Kx&Ex)&Eιx(Kx&Ex) (3、λ変換)

5. Eιx(Kx&Ex) (4、&除去)

6. Eιx(Kx&Ex)& ∼Eιx(Kx&Ex) (5、1、&導入)

(「E」は「存在する」、「K」は「現在のフランス国王である」、「ι」は確定記述操作子)

単称否定言明の有意味性を確保するための、マイノング主義的議論の要点は、

単称名辞による指示と、それにつねに伴うものであるかのように見える存在仮定

とを、きっぱりと分離することにある。しかし、単称名辞の中に、指示される対

象の特性として「存在する」という項目が明記されている場合には、そのような

分離を維持することは困難になるはずだ、というのがこの批判の骨子であろう。

こうした批判をした上で、ラッセルが対象理論に代わるものとして選択した方

途は、単称否定言明はそもそも単称言明ではなかったのだと解して、「Nは存在し

ない」のような言明を、「N」を含まない言明に書き換えてしまうことであった。

いわゆる記述理論である。しかし、マイノングはそのような書き換えを認めない。

上のラッセルの論駁に対するマイノングの直接の応答は、単称名辞「存在する現

在のフランス国王」に現われる「存在」と「～は存在しない」の「存在」とは別

物である、とするものであった(5)。これは強弁のようにも聞こえるかもしれない

けれども、むしろわれわれはそこに、単称名辞が単称名辞として分析されること

へのマイノングの執着の強さを看て取るべきであろう。他の哲学者による記述理

論以外の方法に基づく書き換えの試みにも、それが単称名辞の消去を含むもので

あれば、マイノングは同様の拒絶の姿勢を示している(6)。

さて、記述理論による分析は、いわゆる論理的固有名以外の単称名辞を、文の

脈絡のうちに解消されない限り意味を有たない不完全記号と見なして、次々と消

し去っていくことによって進行する。だから、ラッセル主義的な分析は、論理的

固有名と原始的普遍名とからなる、分析の完遂された正準的な言語を目指して、

不断に言語を更新していく過程として模式化されうるようなものにほかならない。

そうであるとすれば、「Nは存在しない」が「N」を含まない一般言明へと書き換

えられる手続きも、そうした完全な言語へと接近する過程の小さな部分をなすも

のと見ることができよう。しかしながらこれは、マイノング主義の側からすれば

本末転倒である。マイノング主義者は単称名辞の働きを解明したいのであって、
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単称名辞を消してしまいたいのではない。彼らは単称名辞を言語の外に放逐する

手立てではなく、単称名辞を言語のうちに繋ぎ止める方策を求めているのである。

ここまでわれわれは、ラッセル主義とマイノング主義の関係を、存在論的コミッ

トメントという問題枠組みを括弧に入れたうえで吟味してきた。そのときに見え

てくるようになるのは、単称名辞ないし単称言明の意味の理論をめぐる、両者の

調停しがたいようにも見える対立である。しかし、こうした対立が、存在論的コ

ミットメントという枠組みで考えていたときには、あまり目に付かなかったとい

うことは、逆に言えば、存在論的コミットメントという観点を導入することによっ

て、ラッセル主義とマイノング主義の対立が解消される可能性があるということ

でもあろう。すなわち、単称名辞の意味の理論にかかわるマイノング–ラッセル

論争の論点は、じつは存在論的コミットメントという問題設定の中に回収されて

しまうのかもしれない。以下ではこの問題について簡単に検討しよう。

3

マイノング–ラッセル論争が、存在論的コミットメントをめぐる論争であるよう

な印象を与えてきたのは、一つには、「なにがあるのかについて」(Quine[1948])

に登場する仮想の哲学者ワイマンが原因であるように思われる。つまり、ひとは

このふんだんに豊かな存在論をもつ哲学者を、マイノング主義の隊列にあるもの

と考えて、記述理論を用いたクワインによるワイマンの論駁に、ラッセルによる

マイノングの論駁を重ね合わせてしまうのである。しかし、ワイマンはマイノン

グ主義者ではないし、クワインも (正当にも)そんなことは言っていない。クワイ

ンは、ワイマンを〈ペガサスは存在しないが存立する〉と考える哲学者として紹

介している(7)。ところが、われわれが最初に見たように、ラッセルの「表示につ

いて」では、マイノングは円い四角のようなものは存立しないと認めている哲学

者として把握されていた。だから、クワインのワイマン批判は、ラッセルのマイ

ノング批判に平行的なものではありえない。それはもしかすると、マイノング自

身によっても提起されえた批判であるかもしれないのである。

さて、ラッセル自身の記述理論においては、分析の完遂された正準言語は、論

理的固有名と原始的普遍名から成るもの、すなわち、判断主観の直知する対象に

割り当てられた語彙から成るものであった。だから、ラッセル的な理論は、判断

主観によって直知される対象にのみ存在論的にコミットする。それに対して、ク

ワインにおける正準言語は、記述句や固有名・個体定項をすべて削除して、単称

名辞を変項にまで切り詰めたものである (変項もまた単称名辞と呼びうるのなら

ば(8))。したがって、クワイン的正準言語そのものによって、いかなる存在論にコ

ミットするのかが決まるわけではない。クワイン的分析が与えるのは、ある理論
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がもしも真であるとすれば、その理論はいかなる存在者の存在を含意するのか、

を明らかにする規準である(9)。何らかの特定の存在者が、理論のコミットするべ

き存在者として、初めから想定されているわけではない。したがって、クワイン

の存在論的コミットメントの規準そのものは、ペガサスに対しても、戸口のそば

に立っている可能的な男に対しても、中立でありうる (戸口に鮨詰めになってい

る男たちを認める理論にどんな眼目があるのかということを別にすれば)。

それにもかかわらず、クワインの議論がワイマンへの反駁になるのは、ワイマ

ンが、記述句や固有名によって名指されること即存在すること、という前提に立っ

ていたからにほかならない。つまり、単称名辞を消去することによって、ワイマ

ンがペガサスの存在を主張する根拠を奪うことができたのである。しかしながら、

対象理論の要点は、まさにそのワイマン的前提を外すところにあるのであり、し

たがって、クワインのワイマン論駁の方法は、直接にマイノング主義を打ち倒す

ものではない。

じっさい、マイノング主義者の陣営からは、むしろ存在論的コミットメントの

解釈を修正して、この道具立てをマイノング主義的に変容させてしまおうとする

議論が現われている。マイノング主義者に限らず、次のような議論がなされるこ

とがある。クワイン的な解釈では、存在論的コミットメントは、指示理論の領域

内で特徴づけられるという意味合いで、外延的なものである。それに対して、存

在論的コミットメントはむしろ、意味理論の概念を援用しなければ十分に把握す

ることができないという意味合いで、内包的ないし志向的に解釈されるのでなけ

ればならない。そのように論じる者たちによれば、「存在論的コミットメントの

有意味な観念に至る唯一の道は、意味理論の領域へ移行することである(10)」。マ

イノング主義者は、そうした主張に乗って、さらにそこで援用されるべき道具立

てとして、マイノング的な非存在的対象の理論をもってくるわけである(11)。もっ

とも、その場合、変項の値となること即存在することというわけにはいかなくな

る(12) ので、コミットメントの内実は相当程度改訂されることになるかもしれな

い。いずれにせよ、クワイン的分析のなかにマイノングが吸収されるのか、マイ

ノング的分析のうちにクワインが解消されるのかは、予断を許さないことである

ように思われる。

また、存在否定言明の問題を脇に置いて、「必然的に、ペガサスはペガサスで

あり、ペガサスは魚ではない」といった言明や、「ヴィーナスの像はルーヴルに

ある」といった言明について正面から考えようとするならば、われわれの言語か

ら存在論的コミットメントという縛りを取り除くことも考慮されなければならな

くなってくるかもしれない。すなわち、量化子の対象的解釈に代えて、代入的解

釈を選ぶべきかもしれない(13)。われわれの問題にあえて付会すれば、量化子の
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代入的解釈は、しばしば対象理論と関連づけて語られる(14)。それは別にしても、

代入的解釈を採るのであれば、われわれが対象を指示するのは、何らかの単称名

辞を介してでなければならなくなるように思われるので(15)、結局のところ、ここ

でも問題は、単称名辞ないしそれを含む言明の有意味性の問題という、マイノン

グ–ラッセル論争の圏域に舞い戻ってくることになる。

以上見てきたように、クワインによる分析は、存在論的コミットメントという

観点を導入することによって、マイノング–ラッセル論争が置かれる脈絡を変更

するものではあっても、この論争の論点を回収し尽くしてしまうようなものでは

ない。むしろわれわれは、存在論的コミットメントという概念装置の射程や有効

性を吟味するために、マイノング的対象とは使用に耐えるものであるのかどうか

とか、単称言明はいかにして有意味でありうるのかといった、マイノング–ラッセ

ル論争の論点に戻って、それらについて問い返さねばならなくなる。
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(5) Meinong[1906/7], S.223, cf. Russell[1907].

(6) Cf. Perszyk[1993], pp.169–174.

(7) Quine[1948], p.3.

(8) Cf. Quine[1980], p.172.

(9) Cf. Gottlieb[1980], ibid., Haack[1978], pp.43–45.

(10) Parsons[1967], p.450.

(11) Jacquette[1996], pp.56–69.

(12) Ibid., p.69.

(13) Cf. Marcus[1972].

(14) Parsons[1971], p.233, Routley[1980], pp.81–82.

(15) Haack[1978], pp.49–55.
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ちたい。お礼とともにお詫びを申し上げたい。
　なお、小論には、平成 9–10 年度文部省科学研究費補助金：奨励研究 (A)(課題番号 09710001) の
研究成果の一部が含まれている。
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