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要旨

ムーアのパラドックスとは、「雨が降っているが、そうとは思わない」といった文
がなぜ奇妙なのかを説明する問題である。この文で「思う」が一人称現在であることは、
パラドックスの成立にとって本質的である。「思う」をはじめとする日本語の思考動詞
における人称と時制の考察を通じて、こうした動詞が文末に一人称現在で現れる文が、
話者の内的状態の記述ではなく、その表白としてはたらくことを明らかにし、ムーアの
パラドックスをめぐるウィトゲンシュタインの考察が、日本語によくあてはまることを
示す。

1 ムーアのパラドックス

ムーアのパラドックスとは、次のような英語の文について提起される問題である。

(1) It is raining, but I do not believe that it is.

ムーア自身は挙げていないが、次の文も同様の問題を提起する。

(2) It is raining, but I believe that it is not.

このパラドックスの生みの親であるイギリスの哲学者ムーア（G. E. Moore 1873–1958）

が言うように、この文が述べている事態、すなわち、雨が降っているときに、私がそうと

は思っていなかったり、そうではないと思っていたりすることは、実際に十分起こりうる

ことである。それにもかかわらず、私が、そうした可能性が現在生じていると言おうとす

ると、おかしなことになってしまう。私以外の他人ならば、この事態を簡単に述べること

ができる。二人称で「雨が降っているけれども、きみはそうとは思っていない」と述べる

こともできれば、三人称で「雨が降っているけれども、あのひとはそうとは思っていない」

と述べることもできる。なぜ、私についての事実でありながら、私だけが述べることので

きない事実などというものが、あるのだろうか。

それだけではない1。こうした事実は、私が存在するそのすべての時点で存在する。なぜ

ならば、私が存在しているどの時点においても、私が有限な存在である以上、 (1) その時

点で成り立っていながら、私が気付かないでいることは必ずあるし、また、 (2) 私がそう

思っているけれども、実際には間違っていることも必ずあるに違いないからである。
1[Moran 1997, 144]。
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解決されるべき問題は、 (1)や (2)が可能な事態を表していると思われるにもかかわら

ず、そうした文を発話したり考えたりすることが、どうおかしいのか、そして、なぜそう

なのかを説明することである。

また、ムーアが挙げた文は、 1944年 10月にムーアがこうした文について話した講演の

後に書かれたムーア宛の手紙2にも見られるように、ウィトゲンシュタインの大きな興味を

かきたてたことでも知られている。

私が与えた解説からもわかるように、 (1)や (2)に対応する日本語の文を見つけること

はむずかしくない。しかし、そうした文が、ただひとつに決まるわけではない。三つの点

で、選択の余地がある。第一は、 “believe”という単語に対応する日本語の動詞として何

を選ぶかであり、第二は、対応する動詞が決まったとしたとき、その動詞のアスペクトを

どうするかであり、第三は、パラドックスを生み出すのに本質的なはたらきをしている (1)

や (2)の一人称性をどう表現するかである。そうした日本語の文として自然だと私が思う

のは、次である（「と」が「（ ）」の中に入っているのは、省略してもよいという意味で

ある）。

(3) 雨が降っているが、そう（と）は思わない。

このように、 “believe”に対応するのは「思う」とし、その非過去形（の否定）の使用に

よって、一人称現在であることを示すのが、日本語としてはいちばん自然なやり方だろう。

「私」や「ぼく」といった表現を用いて、

(4) 雨が降っているが、私はそう（と）は思わない。

としてもよいが、これは少し形式ばった言い方であると私には感じられる。

(3)についてもっと問題なのは、英語の “believe”に日本語の「思う」をあてがったこと

だろう。ムーアのパラドックスは、そもそも哲学に属する話題であり、しかも、それが当

然関係するはずの言語哲学以外では、認識論あるいは知識論と呼ばれる哲学の分野との関

連で論じられることが多い。そして、認識論もしくは知識論の文脈では、 “believe”とそ

の名詞表現 “belief”は、 “know”および “knowledge”との対比で論じられるのが常である。

しかし、日本語でこの対比を表現しようとすると、いろいろとむずかしい問題が出て来る。

一方で、 “know”を「知る」に、 “believe”を「思う」に対応させようとすると、「知る」

には「知識」という名詞があるのに、「思う」には、自然な名詞表現が見つからない。こ

れは決定的に不便である。そこで、「思う」の代わりに「信じる」を “believe”に対応す

る日本語の動詞として、「信念」をその名詞表現とするというやり方が、しばしば取られ

る。だが、「信じる」も「信念」も、ありふれた事柄に関しては使わないのがふつうであ

る。こうした言葉を用いることがぴったり来るのは、宗教上や政治上の信条であって、た

とえば、
2[Wittgenstein 1995, 315–6]。
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(5) 雨が降っていると信じる。

といった発言は、おおげさすぎて滑稽か奇妙にひびく。ただし、いまの場合には、 (3)の

代わりに

(6) 雨が降っているが、そう（と）は信じない。

としても、 (3)自体がおかしい文であるからだけかもしれないが、それほどおかしい文に

はならないように思われる。よって、知識と信念という哲学では長い歴史をもつ問題との

関連を示すために、 (1)に対応する日本語の文として、こちらを採用することも可能だろ

う。

もうひとつ問題なのは、英語の “believe”は状態動詞であるのに対して、日本語の「思

う」も「信じる」も、状態動詞ではなくて出来事動詞であることである。よって、 (3)や

(6)ではなくむしろ、「ている」を付加した形を用いて

(3a) 雨が降っているが、そう（と）は思っていない。

(6a) 雨が降っているが、そう（と）は信じていない。

とすべきではないかということである。しかしながら、こちらを採用することには、少な

くとも二つ問題があると思う。第一に、次節でも触れるが、 (3a)と (6a)は一人称以外の

文でもありうるので、一人称であることを明示したければ、「私は」とか「ぼくは」といっ

た表現が必要になる。第二に、後に取り上げる、ムーアのパラドックスをめぐるウィトゲ

ンシュタインの考察との関係では、 (3)と (6)の方が論点を鮮明にするに役立つ。そうし

た考察を離れても、 (3)と (6)の方が自然さに関しては勝っていると私には感じられる。

ついでに、 “know”を用いた文

(7) It is raining, but I do not know that it is.

も、ムーアのパラドックスと同じ問題を生み出すとされているので、こちらについても日

本語ではどうなるかを見ておこう。「知る」が “know”に対応すると考え、 (3)や (6)と同

様な文を作ってみると

(8) 雨が降っているが、そう（と）は知らない。

となるが、この文の奇妙さは、 (3)や (6)の奇妙さとは違う奇妙さが加わっているように

思われる。それは、「知る」が、いわゆる叙実動詞（factive verb）であるために、知られ

るべき、あるいは、知りうる事柄を明示的に述べたうえで、一人称で、それを自分が知ら
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ないと述べることから来る奇妙さである3。したがって、そうした奇妙さを明らかにするた

めには、 (8)よりも、もっと単純な文、

(9) 雨が降っているとは知らない。

あるいは

(10) 雨が降っていることは知らない。

で用が足りるだろう。したがって、ムーアのパラドックスとの関連では、むしろ次のよう

な文を考えた方がよい。

(11) 雨が降っているが、そうかどうかは知らない。

思いがけないことに、このちょっとした脱線は、ムーアのパラドックスの診断として出

されてきたさまざまな診断のひとつを支持するように思われる。それは、ティモシー・ウィ

リアムソン（[Williamson 2000, 252–3]）によるもので、だれかが何かを主張したり断言

した場合、それが正当なものであるためには、その何かがそのだれかに知られていなけれ

ばならず、ムーアのパラドックスを生み出す文は、この要件に抵触するからだという診断

である。

(11)はたしかに、この診断を支持する。その最初の連言肢で「雨が降っている」と断言

されているにもかかわらず、それに続くもうひとつの連言肢で、その断言が知識の裏打ち

をもたないことがわかってしまうからである。 (2)や (4)が問題を引き起こすことは、現

在の認識論において広く受け入れられているテーゼ、つまり、だれかが pということを知っ

ているのならば、そのだれかは pと思っている、あるいは、 pと信じているのでなくては

ならないというテーゼと、「主張や断言は、知識の裏打ちを必要とする」というウィリア

ムソンの主張から帰結する。

ウィリアムソンの診断は、ムーアのパラドックスの診断としてひんぱんに目にするもの

よりもすぐれていることは確かである。それによれば、だれかが pと正当に主張や断言で

きるためには、そのだれかは pと思っているか信じていなければならないというものであ

るが、これは (11)のような文がなぜ問題であるかを説明しない。なぜならば、雨が降って

いると思っていたり信じていたりしていても、そうだと知っていないことは、十分に可能

だからである。

ムーアのパラドックスに現れる文を、一人称以外の文にしたり、過去形の文にしたとき、

もはやパラドックスが生じないことも、こうした考えによって容易に説明できる。そのこ

とを確かめるために、 (3)を
3英語の “know”も叙実動詞であるから “I do no know that it is raining”といった文は奇妙にひびくので

はないかと思うのだが、ムーアのパラドックスを論じている論者の多くは、 “know”が叙実動詞であることには触
れずに、もうひとつの連言肢との整合性を論じているようにみえる。しかし、 [Green & Williams 2007]のイン
ターネット上の書評中に、 “p, but I do not know that p”という文について、次のように述べられているのを見
つけた。「[この文が]意味をなすのは、二番目の連言肢を『pという私の信念を知識としてよいほどの良い証拠が
あるわけではない』といった表現の代わりになっているときだけである」（[Hetherington 2007]）。
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(12) 雨が降っているが、かれはそう（と）は思わない。

のように三人称に変えたり4、

(13) 雨が降っていたが、私はそう（と）は思わなかった。

のように過去形にしてみよう5。

(12)と (13)はいずれも、あいかわらず最初の連言肢として「雨が降っている」もしくは

「雨が降っていた」という断言を含んでいる。よって、ウィリアムソンの主張によれば、

そうした断言は、そうした断言を行う者の知識に裏打ちされていなければならない。 (3)

の場合、その第二の連言肢がこの条件と矛盾したのに対して、 (12)についても、また、 (13)

についても、同様の事態は生じない。 (12)の場合の「かれ」は、「雨が降っている」と断

言している話し手ではないし、 (13)の場合、「雨が降っていた」といま断言している私で

はなく、それより過去の私が、この知識を雨が降っていた時点でもっていなかったことは

十分ありうるからである。

しかしながら、多くの論者が指摘している6ように、ウィリアムソンのような診断は、問

題となっている文の発話については、正しい説明を与えるかもしれないが、そうした文が

表現している内容を口に出さず、ただ考える場合については、説明を与えてくれない。つ

まり、雨が降っているが、自分はそうとは思っていないと、自分の心の中で考えようとす

ると、おかしなことになるのはなぜかを説明することもまた必要なのである。

ウィリアムソンのような解決策を、文の発話だけでなく、それが表そうとしている考え

を心のなかで抱く場合にも拡張することで、この問題に対処しようとすることもできるか

もしれない7。だが、この論文では、これまで述べてきたような解決案とはまったく異なる

方向で、ムーアのパラドックスに取り組んだウィトゲンシュタインの考えを取り上げたい。

そうすることは、意外にも、日本語こそが、ウィトゲンシュタインの考えをもっともよく

例証する言語であるかもしれないという推測に導く。
4ただし、次節で述べるような理由で、三人称の「思わない」は、現在の状態よりは、将来の出来事について述

べることになる。現在の状態について述べる文にしたいならば、「ている」を付加して、

(12′) 雨が降っているが、かれはそう（と）は思っていない。

とする必要がある。
5ここで本質的なのは、最初の連言肢の時制ではなく、二番目のそれである。 (13)の代わりに、その最初の連

言肢の時制を現在にした

(13′) いま雨が降っているが、私はそう（と）は思わなかった。

を例に取ってもよかった。
6たとえば、 [Moran 1997, 144] および [Huemer 2007, 144] を参照。
7前註に挙げた [Huemer 2007]がこれを試みている。
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2 思考動詞と人称

ここまでの例文に出てきた「思う」、「信じる」、「知る」といった動詞を、「思考動

詞」と呼ぼう8。

思考動詞がその一部である心的述語に関して、日本語には、英語よりもずっと厳しい人

称制限がある。いま次の二つの英文をできるだけ自然な日本語に直せと言われたとしよう。

(14) I am in pain.

(15) She is in pain.

その場合出てくる日本語の文としていちばんありそうなのは、次だろう。

(16) 痛い。

(17) 痛そうだ。

(16)は、単独の形容詞がその基本形で使われているだけの文であるにもかかわらず、痛

いのがだれかについて、聞き手が間違える心配はない。それは、話し手以外にはありえな

い。このように、日本語では、心的述語が文末で基本形で用いられるとき、それは一人称

でなくてはならない。それに対して、心的述語を二人称か三人称で用いる際には、述語づ

けが何らかの証拠に基づいていることを、「そう」や「よう」といった表現によって示す

か、あるいは

(17a) 痛がっている。

のように、痛みが振舞いにも表れていることを示す表現を用いる必要がある。逆に、心的

述語に「そう」や「よう」が伴っているときには、その述語の主語が話し手でないことが

わかる。

(14)や (16)といった文を発話することによって、話し手は自身の痛みを表明している。

ウィトゲンシュタインにならって、こうした発話を「表白（Äußerung, avowal）」と呼ぼ

う。こうした発話は「一人称権威（first person authority）」をもつ。つまり、そうした

発話は証拠によって裏付けられる必要がないにもかかわらず、嘘をついていると思われる

とか、言い間違えをしていると考えられるといった特別の理由がない限り、正しいとされ

る9。それとは対照的に、他人に痛みを帰属するときには、必要があれば、その証拠を提出

する用意がなければならない。一人称の表白と三人称の記述との区別は、英語の (14)と (15)

8工藤真由美による動詞分類（[工藤 1995, 76]）では、「思う」と「信じる」が、「思考動詞」の部類に入れら
れている。「知る」もまた、工藤の思考動詞に入るのかどうかはわからないが、叙実動詞である「さっする」が思
考動詞に分類されているところから、「知る」をこの部類に入れることも許されるのではないかと考える。なお、
この節は、出版予定の私の論文 [Iida 201x]の一部で扱った材料を用いていることを断っておく。

9[Davidson 2001]の第 1章と第 2章を参照されたい。また、 [Glock 1996]の「avowal」の項目も参照のこ
と。
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よりも、日本語の (16)と (17)の方が数段はっきりしている。両者を比較することによっ

て、心的述語の使用において、日本語では、表白が、報告や記述から、いかに明確に区別

されるかがわかるだろう。

英語の (14)と (15)を見ている限り、そこでの違いは、主語が “I”か “she”であるだけで

あって、両者とも同じ種類の事態を記述しているのだという考えが出てきても、おかしく

ない。しかしながら、これらの文を日本語に翻訳するならば (16)と (17)になるという事

実は、 (14)と (15)とが違った種類の文であることを明らかにする。また、その違いは、

(16)が話者の内的状態を報告しているのに対して、 (17)は話者以外の誰かの外的振舞いを

報告していることにあると言うことも正しくない。 (16)は、内的状態を報告しているので

はなく、痛みを表現している。また、 (17)は記述ではあるが、それは単に他人の振舞いに

ついてのものにすぎないのではなく、まさに他人の痛みについての記述である。他人の痛

みの記述は、その証拠の存在を示唆する「そう」や「よう」が必要なだけのことである。

(17a)の場合は、さらにはっきりとしている。「痛がる」に対して「痛がるふりをしてい

る」という表現があることを思い出せばよい。

「痛い」のような形容詞は状態述語としてはたらく。状態述語の特徴は、その基本形が、

現在もしくは将来の状態を述べるのに用いることができる点にある。それは、出来事述語

の基本形が将来の出来事を述べることしかできないのと対照的である。 (18)に現れる動詞

「行く」は、出来事述語であるのに対して、 (19)の「いる」は、日本語では数少ない状態

述語を構成する動詞である。

(18) 田中さんは東京に行く。

(19) 田中さんは東京にいる。

(18)が現在生じている出来事について述べていると解釈できないのに対して、 (19)は、そ

れが将来成り立つ状態について述べていると解釈することもできるが、現在成り立ってい

る状態について述べているとする方が一般的である。そして、このことは人称にかかわり

ない。 (19)に対応する一人称の文、

(19a) （私は）東京にいる。

を見ればよい。

前節で問題とした三つの思考動詞、つまり、「知る」、「思う」、「信じる」は、すべ

て出来事動詞である。しかしながら、「思う」と「信じる」は、基本形で用いられた場合、

他の出来事動詞のように、将来の出来事について述べるのではないという点で、きわめて

特殊である。次を見られたい。

(20) 全員が無事に帰ったと信じる。

(21) 全員が無事に帰ったと思う。
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「信じる」も「思う」も心的述語であるから、基本形で現れている以上、 (20)も (21)も

一人称の文である。「信じる」も「思う」も出来事動詞であり、時制は非過去であるから、

(18)がそうであるように、将来の出来事—これから信じることになるだろうとか、思う

ようになるだろうとか—を述べることになると予想されるのに、実際はそうはならない。

話し手が、全員が無事に帰ったと信じたり思ったりするのは、発話時より後においてでは

なく、発話時においてである。

この点を除けば、「信じる」と「思う」は、他の出来事動詞と同様にはたらく。 (20)と

(21)を三人称に変えて

(22) 全員が無事に帰ったと山田さんは信じる。

(23) 全員が無事に帰ったと山田さんは思う。

とした場合、これらの文が述べているのは、現在の状態ではなく、将来の出来事である（こ

れらの文が奇妙だと思うひとは、文末に「さ」や「ね」などの終助詞を付加してみるとよ

い）。これは、「信じる」と「思う」が出来事動詞であることと一致する。

(20)と (21)が何らかの事象について述べているのだと考える限り、二つの可能性がある。

これらの文は、現在生じている出来事について述べているのか、あるいは、現在成り立っ

ている状態について述べているかである。

「信じる」や「思う」と特徴づけられる出来事が発話と同時に生じているとする、第一

の可能性は考えにくい。たしかに、ある特定の時点で生じる心的エピソードを指すのに、

「信じる」や「思う」という動詞を使うことはありえないことではない。しかしながら、

そうしたエピソードについて述べることは常に、それが過去になってからでなければでき

ないようにみえる。

(23a) その瞬間、全員が無事に帰ったと信じた。

(23b) その瞬間、全員が無事に帰ったと思った。

は、たしかに、ある時点で生じる心的出来事について述べる文であるとみなせる。しかし

ながら、現在形で

(23c) いまこの瞬間、全員が無事に帰ったと信じる。

(23d) いまこの瞬間、全員が無事に帰ったと思う。

とするならば、意味の取れない文になる。

では、 (20)と (21)は、発話者の現在の状態、すなわち、信じているとか思っていると

いった心的状態について述べているのだろうか。

そうすると、これらの文は、次の文と同じことを述べていることになろう。
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(24) 全員が無事に帰ったと信じている。

(25) 全員が無事に帰ったと思っている。

出来事動詞への「ている」の付加は、状態述語を形成する。よって、 (24)と (25)は、話者

の現在の状態について述べている文と解釈できよう。ただし、 (24)と (25)は、三人称の

文としても用いることができる。たとえば、 (24)と (25)は、三人称の主語が明示された

(26) 全員が無事に帰ったと山田さんは信じている。

(27) 全員が無事に帰ったと山田さんは思っている。

とそれぞれ同じことを述べている場合もある。よって、一人称であることがコンテキスト

から明らかではない場合には、「私は」といった語句を付け加える必要があろう。

(26)と (27)は、 (22)と (23)とは違い、山田さんの現在の内的状態について述べている

文だと考えられる。では、 (24)と (25)も、私の現在の内的状態について述べる文なのだ

ろうか。そして、 (20)と (21)も、「ている」を欠いてはいるが、同様に、私の現在の内的

状態について述べる文なのだろうか。

こう考えたい誘惑は強い。しかしながら、そう考えないことも可能である。それは、現

在の議論の最初の前提、すなわち、 (20)と (21)は何らかの事象について述べる文である

という前提を否定することである。

つまり、「痛い」という文が、私の内的状態の報告ではなく、私の痛みの表現（表白）

であったのと同様、 (20)と (21)は、私の内的状態の報告でなく、私の信念や考えの表現

（表白）であるとみなすことである。

「ている」形を用いた (24)と (25)についても、 (20)と (21)と同様に、記述ではなく、

表白として使うことは、十分ありうることだろう。しかしながら、 (24)と (25)について

は、一人称であっても「よう」「らしい」といった表現を付加することが可能である。す

なわち、

(27a) 佐藤さんは信用できないと私は信じているようだ。

(27b) 佐藤さんは信用できないと私は思っているらしい。

といった文は、理解可能である。こうした文が、心理的カウンセリングの後で発せられる

場合を考えればよい。自分ではこれまでそう信じていたり思っているとは気付いていなかっ

たが、第三者から指摘されて、自分のこれまでの振舞いはそう信じたり思ったりしている

ことを示していると納得するような場合である。したがって、 (27a)の後で (24)と言うよ

うな場合、 (24)は、表白ではなく、自分をいわば外から見て行う記述になる。

それに対して、 (20)と (21)に関しては、 (27a)や (27b)に対応する文は存在しない。

(27c) *佐藤さんは信用できないと私は信じるようだ。

(27d) *佐藤さんは信用できないと私は思うらしい。
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はどちらも、文法的に許されない文である。よって、「信じる」「思う」で終わる文は、

記述としてはたらくことはできず、表白でしかありえないと結論できる。

ここで、一人称現在の「思う」には、直接的な断言を避けるための、一種の様相表現と

しての用法があることに触れておかなければならない。つまり、 (21)のような文は

(28) 全員が無事に帰った。

といった断言をやわらげるために、しばしば用いられる。しかしながら、それは、 (21)が

同時に、話者の態度の表白でもあることを妨げるものではない。 (21)を用いて、話者は、

(28)によって表わされる「考え」を表白するとともに、 (28)を主張するときと同様に、そ

の正しさにコミットするのである。「信じる」には、類似の用法はない。この点は、日本

語の「思う」が、次節で取り上げるウィトゲンシュタインの考えをよく例証すると考える

ひとつの理由である。

さて、 (16)と (17)に見られるような心的述語に関する人称制限は、過去形でも存在す

る。

(29) 痛かった。

(30) 痛かったようだ。

という二つの文で、 (29)は、一人称以外ではありえず、「よう」の存在は、 (30)が二人

称か三人称でしかありえないことを示している。

非過去形の (16)と (17)の場合と同様、過去における自身の痛みを報告するには「痛い」

に時制辞「た」を付加するだけでよいのに、他人の過去の経験について述べるためには、

間接性を表す「よう」や「そう」のような表現が必須になる。

(20)と (21)を過去時制の文に直すと次のようになる。

(31) 全員が無事に帰ったと信じた。

(32) 全員が無事に帰ったと思った。

いずれの文も、ふつうの会話においては、一人称以外に解釈できないことに違いはない。

例外は、これらの文が、物語や小説の中で使われる場合である。そうした「語り」の文脈

では、登場人物の心理を直接述べることが許されているからである。物語の語り手が、ど

んな証拠に基づいて、登場人物の内面を知っているのかという問いは、通常立てられない。

一人称以外の解釈を許さないとしても、 (20)と (31)、あるいは、 (21)と (32)の違い、

つまり、現在形と過去形のあいだの違いは大きい。それは、過去形になった場合、それは

もはや、表白ではなく、記述もしくは報告になることである。 (31)と (32)は、話し手に

生じた過去の心的出来事を報告している。そうした出来事が生じたことを直接知っている

のは話し手だけだから、第三者がそれを報告する際には間接性を表す表現が必要になる。
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(31)と (32)が一人称としてしか解釈されないのは、それゆえである（ここでも物語の文脈

は例外である）。

(31)と (32)が表白でないゆえに、そうした発言から、話者が「全員が無事に帰った」と

いうことの正しさに現在コミットしていると推論することはできない。それに対して、 (20)

と (21)からは、そう推論できたことを思い出そう。この違いは、ムーアのパラドックスと

の関連で重要になる。

日本語における人称制限は、何を信じ思うのかを自分で表明することと、それを他人に

帰属させることとのあいだに存在する認識論的溝を反映している。自分が何を信じ何を思

うかは端的に言うことができるのに対して、他人が何を信じ思っているかについては常に、

そうした信念や考えを帰属するための根拠となる何らかの証拠や手がかりを示す必要があ

るからである。

この違いがもっとも明確に現れるのは、動詞「信じる」と「思う」が文末で基本形で用

いられた文においてである。そうした一人称現在の文は、話者の現在の心的状態を報告し

ているのではない。それは、心的述語が一人称現在で使われるときの通例として、記述で

はなく表白なのである。いわゆる命題的態度を表す次のような動詞もまた、「信じる」や

「思う」と同様の特徴をもっている。

望む、おそれる、期待する、あやぶむ、予想する、推測する

このことは、たとえば、次のような例文によって確かめられるだろう。

(33) 全員が無事に帰ったと望む。

(34) 全員が無事に帰ったのではないとおそれる。

(35) 全員が無事に帰ったと推測する。

このいずれの文も、一人称としてしか解釈されず、また、話者の心的状態の記述ではなく、

そこで話題となっている命題への話者の態度の表明であるとみなすべきである。

これらの動詞がその基本形で文末に用いられている一人称現在の文のこうした特徴は、

同じ一人称現在であっても、「ている」の付加によって失われる。先に挙げた (24)と (25)

に加えて、「おそれる」を用いた例を挙げておこう。

(24) 全員が無事に帰ったと信じている。

(25) 全員が無事に帰ったと思っている。

(36) 全員が無事に帰ったのではないとおそれている。

先にも述べたように、これらの文は、一人称であるとは限らず、他のどんな人称でもあり

うる。それでも、これらの文が一人称で用いられる場合には、それを表白として用いるこ

とも可能である。
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基本形ではなく、「ている」形ならば、他人の心的状態を記述することができるという

ことは、説明を必要とする。ひとつの説明は、こうである。「信じる」、「思う」、さら

には、上に挙げた「望む」「おそれる」のような動詞は、広く受け入れられている金田一

春彦の動詞分類（[金田一 1950]）によれば瞬間動詞に分類される。「ている」が付加され

ることによって、これらの動詞は、時間的に広がりをもつ状態を表すことになる。よって、

他人の場合であっても、外に現れる振舞いからそのひとの心的状態がどうあるかについて

の証拠や手がかりを得るだけの時間があることになる。

こうした説明の正しさはいま措くとしても、伝聞や推測を示す「そう」や「よう」を付

加しなくとも、「ている」形だけで、他人の心的状態を記述できるということは、日本語

が、他人への心的状態の直接的帰属を許す程度には、非独我論的であることを示すと言う

こともできよう。

これまで考察してきた思考動詞は、すべて非叙実的（non-factive）な動詞である。それ

に対して、「知る」を代表とする叙実的な思考動詞については事情は異なる。そうした動

詞としては、「知る」以外に次のようなものを挙げることができよう。

気付く、後悔する、証明する

(20)の「信じる」、あるいは、 (21)の「思う」を「知る」に変えて得られる文

(37) 全員が無事に帰ったと知る。

は、一人称ではありえない。先の (22)と (23)の場合と同様、 (37)はそのままでは奇妙だ

が、文末に「よ」や「ね」といった終助詞を付ければ、問題はなくなり、その意味は、会

話の相手、もしくは、そこで話題になっている人物が、全員が無事に帰ったと知るように

なるだろうというものになる。

話者自身について言うためには、「知る」に「ている」を付加して、状態述語にして、

(38) 全員が無事に帰ったことを知っている。

あるいは、

(39) 全員が無事に帰ったと知っている。

とする必要がある。ただし、どちらの文も一人称としてしか使えないというわけではない。

話題になっている誰かが「知っている」ということでも十分ありうる。

次に、 (37)を過去形にした

(40) 全員が無事に帰ったと知った。
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を考えよう。 (31)と (32)の場合と同様、物語や小説の文脈以外では、この文は一人称と

しての解釈しかない。それに対して、 (38)と (39)については、それを過去形にした文は、

どの人称でもありうる。

(31)や (32)とは違い、 (40)からは、話者が「全員が無事に帰った」の正しさにコミッ

トしていると推論できるが、これは、「知る」が叙実動詞であることによる。 (40)を主張

する話者は、知識の対象として、「全員が無事に帰った」が正しいことにコミットするが、

(40)自体は、第一義的には、話者が過去のあるときにその知識を得るようになったという

心的出来事の報告である。全員が無事に帰ったのではないと考えるのならば、その理由で

(40)がまちがっていると批判することはできる。しかし、何かを知るようになるというこ

とは、その主体にしか直接的に知ることのできない心的出来事である。したがって、 (40)

が知識の誤った主張を含む、つまり、全員が無事に帰ったということは正しくないと考え

るとしても、それだけでは、 (40)の話し手が、そのことを知るようになったと思ったこと

を否定することはできない。この限りで、一人称とそれ以外との対比は、「知る」の場合

であっても存在する。「気付く」と「後悔する」についても同様のことが成り立つことは

容易に確かめられよう。

しかしながら、人称間のこうした対比は、「思う」のような非叙実的な思考動詞の場合

とは根本的に違う。それは、叙実的な思考動詞を用いた一人称現在の文は一人称権威をも

たないことから来る。 (38)や (39)が一人称で使われる場合を考えよう。本人が「知って

いる」と言うことは決して、その発言の正しさを保証しない。それは、一般に、知ってい

るかどうかは本人の申告だけで決まるのではなく、知られているとされる事態が成り立つ

かどうかにも左右されるからである。したがって、 (38)や (39)のような文は、 (20)や (21)

の文とは違い、表白としてははたらかないのである。

3 言語と主観性

ムーア自身から始まり、現在に至るまで10、ムーアのパラドックスの提起する問題とは、

(1)や (2)といった文が、可能な事態を述べているにもかかわらず、矛盾に陥ることなしに、

それを言ったり考えたりすることができないのはなぜかという問題だと考えられてきた。

問題のこうした把握の出発点には、 (1)や (2)が、事態の記述であり、真理条件をもつと

いう仮定がある。もともとの英語の文ではなく、それに対応する日本語の文を考えれば、

「p」を「雨が降っている」のような文、「¬p」を「雨が降っていない」のような pの否

定として、

(i) pが、 pとは思わない。

(ii) pが、¬pと思う。
10この問題が小規模ながらも一個の哲学的産業を生み出すまでになっている現状は、その全体がこの問題にあて
られたアンソロジー [Green & Williams 2007]が存在することからもわかる。
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という形の文になる。 (i)も (ii)も、少なくとも二つの点で発話のコンテキストに依存して

真偽が変化する文である。その二つとは、発話者と、発話の時点である。したがって、 (i)

と (ii)の真理条件は、発話者と発話時点と相対的に与えられ、次のようになる。

(I) 発話者Aによって時点 tにおいて発話された (i)が真であるための必要十

分条件は、 pであり、かつ、Aが tで pと思わないことである。

(II) 発話者Aによって時点 tにおいて発話された (ii)が真であるための必要十

分条件は、 pであり、かつ、Aが tで¬pと思うことである。

このように、コンテキストによって決まる発話者と時点が、「A」や「t」という仕方で、

もはやコンテキストに依存しない形で明示されるならば、 (i)や (ii)が、 (I)や (II)で述べ

られている真理条件を満足することには何の困難もない。真理条件を見る限り、そこには

何の矛盾もない。よって、ムーアのパラドックスの原因は、文の意味論にあるのではなく、

文の語用論にあると考えることは、ほぼ必然となる。

ムーアに始まり現在に至るまで精緻化を重ねてきている、こうした方向での議論とはまっ

たく異なるアプローチを、ムーアのパラドックスについてウィトゲンシュタインが書き残

した、いくつかの文章のなかに見出すことができる。

ウィトゲンシュタインのアプローチがどのようなものであるかをよく表わしているのは、

最近まで「哲学探究 第二部」という名称で知られてきた原稿11での、ムーアのパラドック

スを扱っている部分の最初に置かれた二節であろう12。

86. 「私は. . .と思う」のような表現は、どのようにして用いられるよう

になったのか。あるとき、（思うという）現象に気づいたのだろうか？

自分自身と他人を観察して、思うということを発見していたのだろうか？

87. ムーアのパラドックスは、次のように言うことができる。「こういう

事情だと私は思う」という発言（Äußerung）は、「こういう事情だ」という

発言（Behauptung）と似たように使われる。けれども、こういう事情だと私

は思うという仮定（Annahme）は、こういう事情だという仮定と似たように

は使われない。

他人が何を思っているかを知るためには、その他人を観察する必要がある。その他人が

どう振る舞うか、また、何を言うかを観察する必要がある。しかし、自分が何を思ってい

るかを知るためにも、同じように自分を観察する必要があるだろうか。そんなことはない
112009年に出版された『哲学探究』の第四版以降、その「第一部」と「第二部」とは独立の作品とされ、それ
までの「第一部」が「哲学探究」、「第二部」が「心理学の哲学―断片 Philosophie der Psychologie — Ein
Fragment」と呼ばれるようになっている。この作品からの引用は、第四版で付された各リマークへの通し番号に
より、丘沢静也氏による邦訳（2013年）の頁数を添える。

12邦訳、 368頁。
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はずである。では、観察によるのでないのならば、どうやって「思う」という言葉を自分

自身に対して使えるようになったのだろうか。

これが、 86節で立てられている問いである。そして、その答えは、次の 87節に含まれ

ている。すなわち、ひとは、あるとき、ただ pと言う代わりに「pと思う」と言ってよい

ことを学ぶのである。ここで「pと思う」が、「発言 (Behauptung)」でなく、「表白 (Äußerung)」

と言われていることに注意しよう。「pと思う」と言うことは、 pと言うことの代わりと

してはたらくが、同時に、その発言は観察からの証拠には基づかない表白なのである。

「pと思う」が pの代わりとなるのならば、そこから、ムーアのパラドックスを生み出

す文が「矛盾と同様」であることが、直ちに出て来る。

(41) 雨が降っている。

と言う代わりに、

(42) 雨が降っていると思う。

と言うことが許されるのだとしよう。そうすると、 (3)は、

(43) 雨が降っていると思うが、そう（と）は思わない。

という明らかな矛盾となる。他方、ムーアのパラドックスを生み出すもうひとつの形の文、

(44) 雨が降っているが、そうではないと思う

は、

(45) 雨が降っていると思うが、そうではないと思う。

となり、これは、ある命題とその否定がともに正しいと思っていることを自ら主張してい

ることになる。

ウィトゲンシュタインのこうした考えは、たしかに日本語の「思う」にぴったりあては

まる。前節でも指摘したように、「信じる」と違って、「思う」は、ひんぱんに一種の様

相表現として文末で用いられるが、そのとき、「pと思う」が、 pの代わりとして使われ

ていると言うことには説得力がある。

しかし、ウィトゲンシュタイン自身も明示的に認めているように、「pと思う」が pの

代わりになれない場合も数多くある。問題は、それがどういう場合であり、そうした場合

がムーアのパラドックスと無関係であると言えるかである。ところが、こういう問いを立

てることは、ウィトゲンシュタインの承認を決して得られないだろう。一般的な形で問い

を立てることは常に、言葉の多種多様な用いられ方を、不当に単純化して、恣意的な「理

論」をでっちあげることにしかならないと、かれは確信しているからである。
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この論文の残りでは、ウィトゲンシュタインの反理論的志向に逆らうことになるのは承

知のうえで、かれのようなアイデアを日本語の「思う」に適用してみたときにどうなるか

を考えてみたい。

まず、 pが疑問文や命令文でなく平叙文であっても、その代わりとなるような「pと思

う」という文がいつでも作ることができるわけではない。ウィトゲンシュタインは、 “I be-

lieve I hope that p” という形の文の奇妙さを指摘している13。日本語でも、類似の文は同

様に奇妙である。

(46) 全員が無事であると望むと思う。

(47) 全員が無事であると望んでいると思う。

これらは非文でないかもしれないが、「思う」の主語が話者であるならば、従属節中の「望

む」あるいは「望んでいる」の主語は話者以外でなければならない。つまり、 pが表白で

あるとき、「pと思う」がもしも文法的に許されるとしても、それがまた表白となること

はありえない。よって、この場合、「pと思う」が pの代わりとなることはありえない。

「pと思う」がそもそも文法的に許されない場合は、表白のもっとも単純な例「痛い」

（＝ (16)）を考えればよい。これに「と思う」を付け加えた結果

(48) ?痛いと思う。

は、日本語の文として許されないだろう。

「pと思う」が pの代わりになりえない場合としてウィトゲンシュタインが挙げている

のは、それが仮定として現れている場合である。たとえば、次のような場合だろう。

(49) 雨が降っているのに、雨が降っていると思わないと仮定しよう。

ただし、この文で「雨が降っていると思わない」は一人称現在である必要はない。したがっ

て、そのことを明示するために、これを

(50) 雨が降っているのに、雨が降っていると私がいま思わないと仮定しよう。

に変えてみよう。また、「仮定しよう」の及ぶ範囲は、「雨が降っているのに、雨が降っ

ていると私がいま思わない」の全体だとする。ここで「雨が降っている」を「雨が降って

いると私は思う」に置き換えるならば、

(50a) 雨が降っていると私は思うのに、雨が降っているとわたくしが思わない

と仮定しよう。
13[Wittgenstein 1967], §70。 [Moran 1997], pp.158ff. も参照。
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になる。 (50)は十分に意味ある仮定であるのに対して、 (50a)は矛盾した事態を仮定する

ことにほかならない。

こうした置き換えが許されないのは、仮定文の中だけではない。

(51) 雨が降っているのに、雨が降っていないと（私が）思うことは可能だ。

のような文のなかでも「雨が降っている」を「雨が降っていると思う」に置き換えること

はできない。

こうした文脈で「pと思う」が pの代わりとなれないことは、「pと思う」が、 (12)の

ように、一人称以外であったり、 (13)のように、現在以外の時制で使われているときと同

じ理由による。それは、こうした文脈では、「pと思う」が発言の全体を構成せず、した

がって、表白としてはたらいていない14からだと推測される。

(3)と (44)のようなムーアのパラドックスを生み出す文は連言であり、連言を主張する

ことは、連言肢の各々を主張することを含むから、複雑な文の一部となっている場合でも

置き換えが許されたわけである。

ウィトゲンシュタインのようなアプローチにとってもっと本質的な問題は、それが、「知

る」を含む、ムーアのパラドックスを生み出す文、つまり、

(11) 雨が降っているが、そうかどうかは知らない。

ような文がなぜ許容されないのかを説明できるかである。もしも「雨が降っている」と「雨

が降っていると思う」が交換可能ならば

(52) 雨が降っていると思うが、そうかどうかは知らない。

と (11)とは、同じ内容を主張していることになってしまう。しかし、 (52)は、 (11)とは

違って、まったく問題のない主張である。 (11)と似たような文としては、

(53) 雨が降っているが、その証拠はない。

のような文が挙げられる15。 (11)と (53)は連言であるから、文脈の違いを理由に持ち出

すこともできない。

ウィトゲンシュタインの基本的洞察は、純粋な一人称現在の観点からは、 pと言ったり

考えることと、「pと思う」と言ったり考えることは、同じだということである。しかし、

ひとは純粋な一人称現在の観点にとどまり続けることはできない。自分以外の他人、また、

現在以外の時点における自分もまた、そこからの観点をもつということを、ひとは学ぶか

らである。

14表白（Äußerung）は主張（Behauptung）の一種である。
15類似の英語の文については、 [Huemer 2007, 146]を参照。
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たとえば、私の友人が「雨が降っている」と言うけれども、そうではないことを私が知っ

ているといったことは、十分に起こりうる。この場合、友人の観点からは「雨が降ってい

る」という考えは「雨が降っていると思う」という考えと交換可能であるが、私にとって

は、「雨が降っている」という考えと「かれは雨が降っていると思っている」という考え

とは交換可能ではない。私の友人の「雨が降っている」という発言はまちがいだと私は考

える。では、同じ友人の「雨が降っていると思う」という発言もまた、まちがいだと私は

考えるだろうか。そうではないことは、友人に起っていることが、私にも起こりうるとい

う可能性を考えれば自然に出てくる。

そうした可能性があることは、過去における私の pという考えで、その後、それがまち

がいだったと判明したものを思い出せばわかる。昨日の正午私が抱いた「雨が降っている」

という考えは、同じ時点での私の「雨が降っていると思う」という考えと、その時点で交

換可能である。しかしながら、その後、外に出た私は道路がまったく濡れていないのに気

付いて、先の自分の考えがまちがいだったことに気付く。「雨が降っている」という先ほ

どの私の考えはまちがいとして撤回されなければならないが、それと同時に私が抱いた「雨

が降っていると思う」という考えも撤回されなければならないだろうか。私がそうしない

とすれば、それは私が、世界と、私に現れる世界との違いを認めたことの結果でなければ

ならない。こうした食い違いの可能性を認めることは、世界の側で pが成り立つことと、

私に現れる世界で pが成り立つこと、言い換えれば「pと思う」が成り立つことは異なり

うるということを認めることである。さらにそれは、 pがまちがいであっても、「pと思

う」が正しいということはありうると認めることでもある。

こうして、ひとは、他人と過去の自分については、 pと「pと思う」とが交換可能では

ないことを学ぶ。さらにひとは、自分が、他人や過去の自分が置かれたのと同じような状

況に置かれることを想像することができる。交換可能性が、一人称以外の人称や現在以外

の時制で、また、仮定といった文脈の中で成り立たないことは、こうした想像から説明で

きる。

さらにひとは、一人称現在の観点を取りながらも、同時に別の人称や時制からの観点を

考慮することができるようになる。私に現れる世界、すなわち、一人称現在の観点からは

成り立っている、 pと「pと思う」の交換可能性が、私に現れる世界と区別される世界に

おいては成り立っていないという可能性を考慮しつつ、 pという考えを抱くことができる

ようになる。このとき、 pと言うことと「pと思う」と言うことは、明らかに異なる。後

者は正しくとも、それゆえ前者も正しいということはもはや成り立たなくなる。

「知る」のような叙実的な思考動詞は、私に現れる世界ではなく、世界を基準として、

その適用の正しさが測られる表現である。 (11)や (53)のような文において、その二番目

の連言肢は、そこで問題となっているのが、私に現れる世界ではないことを示している。

しかも、それは、そこで問題となっている事柄について、私に現れる世界を越えて世界に

ついて私が言う資格がないことを告げている。ゆえに、 (52)のように、その第二の連言肢

と一緒に「pと思う」と言うことはできても、 (11)のように pと言うことは許されないの
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である。
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