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分析哲学断章   [0]  ： 「現代思想」（特集「分析哲学」、  2017,12  」）の批判的紹介を中心に

柳生 孝昭

筆者は「わかみず会」の話題として幾つか、分析哲学系の文献やその流儀の論述を紹介し（資料[6.0]～[6.13]）、

また筆者自身の関心の対象についての分析の試みを、報告して来た（資料 [7.0]～[7.8]）。 進行中の「無分別の

哲学」も、その一環である。 先般、偶々書店で目にした標記の冊子が、多様な主題に関わる、分析的方法の近時

の傾向を瞥見するに恰好な読み物と見受けられたので、批判的に紹介する。 それに先立ち、手元の著作から、定

義、概要、及び歴史を知るに適切な部分の要約を記した。 続いて次回以降に、馴染みの主題ではあるが、時・空

間の方向性・等方性、及び因果関係の定式化について、再訪を試みる。
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0. 定義： 分析哲学とは何か？

0.0 I. Kant 「純粋理性批判」（文献 [0]）に於ける「分析」、及び「分析的」

Kant は「分析」や「分析的」という語に、重要な哲学的地位を与えた。 曰く： 「我々の理性の仕事の、恐らくは最大

の部分が、我々の既に有する種々の概念を分析する所に在る。 概念の分析は我々に多くの ・・・ 先験的な認識を

与え、この認識は、これらの概念に於いて既に考えられていたことを解明、説明し、実質は概念の分解に過ぎない

のだが、それが確実且つ有用な発展を遂げる所から、理性はこれに欺かれて、気付かぬ内に全く別種の主張を窃

かに取込む。 換言すれば、既に与えられている概念に、それとは無縁の、しかも先験的な概念を加えるのである。

　主語 A  と述語 B  の関係を含む判断に於いて ・・・ この関係は、B  が A  《に適合する諸々の》概念の内に（隠れ

て）含まれているか、さもなくば全く A  という概念の外に在るか、の何れかの仕方が可能である。 前者を「分析的」

（analytisch）、後者を「綜合的」（synthetisch）判断と呼ぶ。」（文献 [0] 9、10 丁）

《「分析という作業」と「分析的（判断）」の夫々に現れる「分析」の意味が、異なることに注意する。 前者は複雑・曖

昧な概念を、判明・明晰な要素概念に分解・整理する営み、後者は、A  について斯く数え上げられた要素概念と、

B  についてのそれの間の含意  ∧c(A ) → ∧c(B )  の自明（論理的真）性を意味する。 後者の対立者は非論理

的（公理に基づく）論証であり、現今の分析哲学の「分析」の語用は寧ろ、前者により近い。 とは言え、Kant を以て

分析哲学の先駆と為す訳には行かない、区々たる語句や命題の分析性如何ではなく、纏まった言説ないし体系

全体が問題とされる故である（次節 [9] 項を参照）。》

0.1 幾つかの試み

分析哲学の定義は多様、且つ曖昧、殆ど著者ごとに異なり、明確・十全・簡潔で説得力を有するものは見当たらず 、

互いに否定的な場合すら有る。 そこで手元の幾つかの文献から引き、最後に筆者自身の暫定的な提示に留める。

[0] 「論理実証主義に対する批判によって最近（特に第 2 次大戦後に）発展して来た、言語表現の分析を主要な方

法とする哲学の総称。 日常言語（の分析を重んじる）学派と、人工言語によって数学・物理学の成果を表現しようと

する再構成学派が有る。」 （「広辞苑」第二補訂版，1978）

[1] 「哲学的問題に対し、その言語的表現の分析から接近しようとする哲学、論理的分析あるいは哲学的分析とも

言う。 20世紀初頭、B.A.W. Russell 及び G.E. Moore によって始められた。」（平凡社「大百科事典」初版，1985）

[2] 「  F.L.G. Frege   と   B. Russell   による論理学及び言語哲学の成果に起源を持ち、  Russell   の弟子   L. Wittgenstein

の言語哲学及び彼から多大な影響を受けた論理実証主義の受容とそれに対する批判、日常言語学派の発展と影

響の拡大等を経、加えて、自然科学の方法及び成果の尊重を通じて形成され、  20      世紀には英語圏で主流となっ

た、現代哲学の総称。 （「広辞苑」によれば、分析哲学の主唱者は G.E. Moore。） 分析哲学は、多様な観点が可

能、共通する主張を見出すのは困難である。 大雑把に言えば、明晰さの追求と徹底的な論述を特徴とする。 20

世紀の大陸欧州（特に仏、独）に於いて主流となった大陸哲学に比較されることも有り、単に「英米（現代）哲学」と

言えば、分析哲学を指す場合が多い。」 （ウィキペディア）

[3] 「最近英米両国で用いられ、綜合的・体系的哲学に対し、分析・論理分析を方法とする哲学を意味する語。 B.

Russell の論理分析、 G. Moore の日常言語分析の伝統に拠りつつ、哲学の任務は、諸科学や日常的知識の諸

概念・命題の分析と意味の明確化に在り、またそこに止まるべきとの態度を取る。 古い論理実証主義、Cambridge 

分析派、更に pragmatism 等を含む、漠然としながらも広範囲な総称、言語の論理的・社会的分析を強調、経験主

義的意味論に拠って、あらゆる apriorism や体系的哲学を拒否する。」（平凡社「哲学辞典」初版，1969）

[4] 「広義には，哲学の基本態度を分析に求める反形而上学的諸流派をいう。特に 19世紀末から盛んとなった。 

代表的なものは，(1) イギリス経験論の伝統を生かそうとするケンブリッジ実在論，(2) ウィーン学団の論理実証主義

(3) ウィーン学団とアメリカのプラグマティズムの結びついた分析的プラグマティズム，(4) ケンブリッジ分析派の精神

を継承し，日常言語の分析を通して真理・価値の意味を明らかにしようとするオックスフォード諸学派である。

　論理的分析や記号論理学を利用して問題を明確化し，場合によっては問題の無意味化 (消去) を行う。 狭義の

分析哲学はウィトゲンシュタインの晩年から今日の日常言語学派や主にアメリカにおける意味論的分析を指す。」
（ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典）

[5] “The school of analytic philosophy has dominated academic philosophy in various regions, most notably Great

Britain and the United States, since the early twentieth century. It originated around the turn of the 20c as G. E.

Moore and Bertrand Russell broke away from  what was then  the dominant school in the British universities,

Absolute Idealism. Many would also include Gottlob Frege as a founder of analytic philosophy in the late 19c, and

this controversial issue is discussed in section 2c. When Moore and Russell articulated their alternative to Ideal-
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sm, they used a linguistic idiom, frequently basing their arguments on the “meanings” of terms and propositions.

Additionally, Russell believed that the grammar of natural language often is philosophically misleading, and that

the way to dispel the illusion is to re-express propositions in the ideal formal language of symbolic logic, thereby

revealing their true logical form. Because of this emphasis on language, analytic philosophy was widely, though

perhaps mistakenly, taken to involve a turn toward language as the subject matter of philosophy, and it was taken

to involve an accompanying methodological turn toward linguistic analysis. Thus, on the traditional view, analytic

philosophy was born in this linguistic turn. The linguistic conception of philosophy was rightly seen as novel in

the history of philosophy. For this reason analytic philosophy is reputed to have originated in a philosophical

revolution on the grand scale—not merely in a revolt against British Idealism, but against traditional philosophy

on the whole.

　Analytic philosophy underwent several internal micro-revolutions that divide its history into five phases. The

first  phase  runs approximately  from  1900 to  1910. It  is  characterized  by  the quasi-Platonic  form  of  realism

initially endorsed by Moore and Russell as an alternative to Idealism. Their realism was expressed and defended

in the idiom of “propositions” and “meanings,” so it was taken to involve a turn toward language. But its other

significant feature is its turn away from  the method of doing philosophy by proposing grand systems  or broad

syntheses and its turn toward the method of offering narrowly focused discussions that probe a specific, isolated

issue with precision and attention to detail. By 1910, both Moore and Russell had abandoned their propositional

realism—Moore in favor of a realistic philosophy of common sense, Russell in favor of a view he developed with

Ludwig  Wittgenstein  called  logical  atomism. The  turn  to  logical  atomism  and  to  ideal-language  analysis

characterizes the second phase of analytic philosophy, approximately 1910-1930. The third phase, approximately

1930-1945, is characterized by the rise of logical positivism, a view developed by the members of the Vienna

Circle and popularized by the British philosopher A. J. Ayer. The  fourth phase, approximately 1945-1965, is

characterized  by  the  turn  to  ordinary-language  analysis, developed  in  various  ways  by  the  Cambridge

philosophers Ludwig Wittgenstein and John Wisdom, and the Oxford  philosophers Gilbert Ryle, John Austin,

Peter Strawson, and Paul Grice.

　During the 1960s, criticism  from within and without caused  the analytic movement to abandon its linguistic

form.  Linguistic philosophy gave way to the philosophy of language, the philosophy of language gave way to

metaphysics, and this gave way to a variety of philosophical sub-disciplines.  Thus the  fifth phase, beginning in

the  mid  1960s  and  continuing  beyond  the  end  of  the  twentieth  century, is  characterized  by  eclecticism  or

pluralism. This post-linguistic analytic philosophy  cannot be defined in terms of a common set of philosophical

views or interests, but it can be loosely characterized in terms of its style, which tends to emphasize precision

and thoroughness about a narrow topic and to deemphasize the imprecise or cavalier discussion of broad topics.

　Even in its earlier phases, analytic philosophy was difficult to define in terms of its intrinsic features or  funda-

mental philosophical commitments. Consequently, it has always relied on contrasts with other approaches to phi-

losophy—especially approaches to which it found itself fundamentally opposed—to help clarify its own nature. Ini-

tially, it was opposed to British Idealism, and then to "traditional philosophy" at large. Later, it found itself op-

posed both to classical Phenomenology  (for example, Husserl) and its offspring, such as Existentialism (Sartre,

Camus, and so forth) and also  "Continental"’ or "Postmodern" philosophy (Heidegger, Foucault and Derrida).

Though classical  Pragmatism bears some similarity to early analytic philosophy, especially in the work of C. S.

Peirce and C. I. Lewis, the pragmatists are usually understood as constituting a separate tradition or school.”

（IEP）

[6] 「広義： 分析哲学とは、全ての哲学問題を解く通路が言語に在ると考える哲学である、

　　　狭義： 分析哲学とは、全ての哲学問題を解く通路が科学言語に在ると考える哲学である、」（文献 [2]、38頁）

[7] 文献 [3] 所収の論文三編に参照されている「分析哲学」の方法・在り様を要約する。

[7.0] 「存在論の方法としての言語分析「（文献 [3.0]）

[7.0.0] 「分析哲学に言語分析は付きものと、一般に考えられているが  ・・・ 最初の分析哲学者 B. Russell と G.

Moore が『分析』によって意味していたのは、言語分析ではなかった。 Moore は例えば『馬』の４本の脚、1個の頭、

等々全ての部分の決まった仕方での配置による定義を例示し、三つの点を指摘する： 先ず定義されるのは言語的

対象ではなく実在的対象（物や概念）である、次にかかる定義に至る過程が分析に他ならない、最後に 《ここでの

主題である》『善』は、そのような置換え・定義が全く不可能なこと、である。」 《しかし上記は「馬の定義」の言語的定

義を与えるように思われる。》
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[7.0.1] 「Russell に取っても、分析とは複合物を定義不可能な単純者へと分解することであり、‘Princiles of Mathe-

matics ’(1903) の目的の一つは、『数学が定義不可能と認める基本概念の説明』という『純粋に哲学的な課題』に

在る。 定義不可能なものは ・・・ 分析の過程から必然的に析出されて来る、そうして定義可能／不可能は言語上

の問題ではなく、概念そのものの本性に基づく。 ・・・ 言語自体に関する問題、特に意味の問題は、心理的な事柄

に過ぎず、『論理とは無関係』として排除されている。」

[7.0.2] 「他方、分析哲学が哲学の歴史に対して為し得る貢献の候補の第 1 に、言語そのものの分析を哲学的問

題解決の中心的方法と見なす考えが有る。 中でも存在論の言語分析による展開は、分析哲学が始めて齎した。

その源は‘On Denoting ’(1903) 以降の Russell と G. Frege に求められる。 Russell の変化を惹起したのは『記述

の理論』の帰結、即ち文の表面的構造《文法形式》と表現すべき事態の構造《論理形式》が異なり得ること、である。

哲学的分析は、前者が覆い隠している後者の発見を目指す。 しかも相異は体系的な相異であるから、分析は一

つの言語全体を対象とせざるを得ない。 同著は『表示句』（量化語を先頭とする名詞句）全てを分析の対象とする。

　先ず表示の理論の原則は、表示句はそれ自体で意味を持つ（何らかの対象を指す）のではなく、その言語的表

現が表字句を含むような命題の何れもが有意味なのである、とする。 例えば

(1) 私は或る男に会った　　という文《法形式》は、論理形式

(2) 『私は x  に会った、且つ、x  は男である』は常に偽ではない　　に、一般に述語 p  を含む文（脈）

(3) C (或る p )　　は

(4) 『C (x )、且つ、x  は p  である』は常に偽ではない　　あるいは　　∃x (C (x )∧p (x ))　　に、書き換えられる。」

[7.0.3] 書き換えの哲学的意味・正当性： 「文の論理形式とは、その文の意味論的構造に他ならない。 分析哲学

の伝統の内で支配的な見解は、文の意味を、その真理条件と同一視する。 意味論的構造は従って、真理条件を

定める機構を指す、 それを『論理』と形容するのは何故か？ それに明示的な表現を与える言語に、『論理的完全

性』── 複雑な文の、文法的規則に従って単純な文から形成される過程に、意味が意味論的規則に従って決定

される過程が、正確・一義的に相伴・対応すること ── を要求する故である。 且つ、真理条件は、《当の文を構成

する》諸文の間の論理的関係に依存する故でもある。」

　「論理形式の明示的な表現とは、問題の文の、論理的に完全な言語への翻訳、実質は《１階》述語論理の語彙を

用いての書き換えであった。 W.v. Quine は１階言語を『正統的記法（canonical notation）』に位置付け、論理形式

発見の企図の最も忠実な実践者 D.H. Davidson も同様。」

　「Russell は、『如何なる哲学的問題も、分析と純化を施せば、そもそも哲学上の問題ではないか、または命題とは

何か、命題の形式（論理形式）には如何なるものが有るか、という『哲学的論理学」の問題であることが判明する』、

『哲学的論理学によって「論理形式の十分な目録」が作られて始めて、多くの哲学的問題を科学的に論議すること

が可能となる』と宣言する。

　注意すべきは Russell に取っての命題が、文そのものではなく文によって表現される事実であり、言語的な事柄

は、専ら否定的な相の下に現れることである。 哲学的誤謬の実例の多くは、存在論の領域に属し ・・・ 言語分析は、

何らかの存在論的主張の確証または反証の手段として用いられるのである。 ・・・ だが積極的に存在論的主張を

確立することは、期待し得ない。 ・・・ 正しい存在論は、専ら二種類の認識論的な考慮、一は、究極の意味単位・

事実の構成要素は直接知られていなければならないとする『見知りの原理（the principle of acquaintance）』、他は、

求めるは数学と科学の全体に対して十分であるべきという制約から来る『Occam の剃刀』の重視」、に拠る。」

　「だが分析哲学には、言語分析に、存在論に於ける遥かに中心的な位置を与える伝統も有る。 Davidson は言う：

『言語を共有する時、我々は、大綱的な特徴に於いて真なる世界の描像をも共有している。 これから、言語の大綱

的な特徴が明らかにされれば、実在の特徴も明らかになる。』」

　「Russell の方法は寧ろ《Davidson が指摘する》『認識論的や形而上学的な根拠に基づく、言語とは独立に措定

された category に沿って、語や文に役割を与える』に近い。 端的な例として本来の（論理的）固有名は、それを用

いる者が《確定記述を与え得るために》『見知っている』対象を指示する表現でなければならない。 《一般に》或る

表現が単称名の category に属するか否かは、それが単一の対象を指示するか否かを基準として、判定される。

それを適用し得るには、何が単一の対象であるかが前以て定まっていなければならない。 即ち存在論的 category

『対象』が先に与えられ　意味論的・文法的 category 『単称名』が続く、という順になる。 Davidson は逆に、対象と

は単称名によって指示されるもの、それに尽きるとするのである。」

[7.0.4] 「Frege 《もまた『対象』について語ったが、彼》と Russell とは、存在論的考察の場が、後者の場合は認識論

であったのが、Frege は論理学に求めたことが、根本的に異なる。 対象について語るための言語的装置の働きを

明らかにすることは、それが属する言語全体の意味論的構造を明らかにする。 それはまた、最も一般的な水準に

於いて ・・・ その言語によって、何が存在すると我々が言うか、《何が存在するか、ではないかも知れないが、》を明

らかにする努力である。」
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《日常語による文の分析の核心、その論理形式・意味論的構造を明示する言語による釈義は、唯一、原文の表層

構造（文法形式）に手掛かりを求めざるを得ないが、それが論理形式と異なる、それどころか覆い隠してしまうとす

れば（[7.0.2] 項）、正確な釈義は原理的に不可能であろう。 それは寧ろ、日常文が与える曖昧な示唆・刺激を受

け、改めて一つの定義を下す、と言うべきではないか。 従って論理形式は原則的に多肢的である。 例えば周知の

「現在の France 王は禿げている」は、次のような釈義が可能であろう：

(0)  ∃!x (Present_King_of_France (x )∧bald (x ))　　　真理値は F 

(1)  ∀x (Present_King_of_France (x ) → bald (x ))　　　真理値は T 

(2)  bald ( (x (Present_King_of_France (x ))))　　　　   意味不定（  が部分関数である故に ）》

[7.1] 「日常言語への還帰」（文献 [3.1]）

[7.1.0] 「特殊な問題を、仲間内でしか通じない、難解で深遠そうに響く言葉や修辞を操って空虚な議論を繰り広

げる『形而上学的思弁』を斥ける ・・・ 20c 初頭の論理実証主義 ・・・ 《経験的言明の》検証原理と《先験的文の》言

語的規約による真偽の確立。 科学的文の検証可能性と形而上学的文の無意味を示す論理分析 ・・・ Russell の

確定記述を典型と見る ・・・ 日常（自然）言語の欠陥・不完全性の強調、第 2 次大戦後の Oxford 学派を中心とす

る復権。」

[7.1.1] 「Wittgenstein の自然言語観； 『記号言語』を規範とする前期、『語の意味とはその使用である』と考える後

期 ・・・ 『哲学の諸問題』を生じさせる誤謬、文の意味が要素の不変な意味から決まるとする構成原理や、或る語用

が示唆する」言語の働きに関する見方の無差別の適用等、に逆らい、それぞれの場合に言語の有りのままの姿を

説明や議論抜きで提示する態度 ・・・ 自然言語の、神の言葉に対するが如き神聖視。」

[7.1.2] 「G. Ryle の、自然言語の用法の注意深い観察と、Russell 流の記述分析による伝統的な　『哲学的問題』

の解消 ・・・ 哲学者の為すべきは第 1、自然言語の表層的文法が隠す真の論理的構造の解明、第 2、表層的文法

が欺き生じさせた誤れる論理的概念地図の改訂 ・・・ ‘cat egory mistake’に由来する問題の実例； 『《cat egory を

異にする》心身《の間に因果関係を措定する》問題』、『導体の棒で電線に触れたので、感電した』と『棒は導体で

あったので、それで電線に触れて感電した』に見る『ので』の異なる用法（出来事・原因と傾向性・理由）。」

[7.1.3] 「J.L. Austin の、自然言語の多様な用法の或るものを過度に単純化し、注意深く検討せず、正しく記述もし

ないことから生じた哲学の問題は、語用のつぶさで徹底的な調査・分析によって解決あるいは解消する、という見

解 ・・・ 瑣末・無意味・哲学的に重要でないとする評価・誤解 ・・・ 『語ろうとしている「実在」を観察し、その在り方に

迫る語用の観察 ・・・ 「言語の現象学」』 ・・・ 『哲学は純粋に記述的であり ・・・ 如何なる仮説も許されず ・・・ 全て

の説明が捨てられ ・・・ 記述のみが為されなければならない』とする Wittgenstein 《と異なる》 Austin の、「言語行

為論」に於いて最も顕著な理論志向； 暫定的な発話の『事実確認的と行為遂行的』への二分に続く、言語行為の

三分、『発言（locution）、発言内（illocution）、発言因（perlocution）。』」

[7.1.4] 「Bacon 主義 ─ 『言語の使用』の如き大雑把りを越える理論的探求の《欠落》（Wittgenstein、 Ryle）、発話

内行為分類の非一貫性・発話意図の軽視（Austin）等 ─ からの脱却； J.R. Searle、S. Schiffer、H.P. Grice ・・・

『丸ごと』一つを見る言語現象の様々な側面、『音韻、統語、意味、語用』論的区別の、観測者による《恣意性・》理

論性、《にも拘わらぬ》探究上の有用性、雑多な現象の内に有意な規則性や一般性を見出す可能性 ・・・ 『表現の

使用規則』に於ける統語、意味、語用の別の無視、その齎す文の意味、発話の意味と話者の意図の混同； 『卓上

に御茶が無い』、の例（Wittgenstein、 Ryle） ・・・ 確定記述（Russell）に於ける《類似の》問題（P.F. Strawson、K.S.

Donnellan）； 『誰々の隣で葡萄酒《、実は水》を飲んでいる女は、歌手だ』（指示的用例）、『ここ《、禁酒の会》で《誰

か分らぬが》酒を飲んでいる者が居ると告げられて、「彼（女）は意志が弱い」と言う（帰属的用例）。』

　細部に亘る分析は哲学の為すべきことではなく、個別科学の仕事であると見なす《傾向》に対する Wittgenstein、

Ryle、 Austin  による反例の実践。」

[7.2] 「心の科学と認知科学」（文献 [3.2]）

[7.2.0] 「心と物の間には因果作用が有ると思われるが、物理世界は『因果的に閉じている』ように見える《 ─ では

何故、殊更『心因性』と言うのか？ ─ 》から、心は物理的なもの、ということになろう。 ・・・ 脳は分子、細胞等、様々

な水準で捉えられるが、何れが心を物理的組織として理解することを可能にしているのか、明らかではない。」

　《後段も、殊更に事挙げするのは何故か？ 『組織化』の詳細が未知な限り、物理主義は認め得ない、という意味

か？ だが微視的な要素の関与は疑い無い、しかしその詳細は不明な、多くの純粋に物質的な巨視的現象、例え

ば老化、生物多様性、暗黒物質・energy の存在等々、も有る。 物理主義・自然主義の存在論的側面と認識論的

側面を混同しているではないか？》　
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[7.2.1] 「心の自然化の最大の障壁は意識の問題 ・・・ 意識的状態に特徴的な感覚質（qualia）の自然化の困難

 ・・・ 蝙蝠の知覚に関わるあらゆる物理的事実・過程を知り尽くしても、蝙蝠の、高周波の反響音を感受するという

経験の意識的な在り方を知り得ない ・・・ が、蝙蝠は意識的な知覚経験は持たないかも知れない ・・・ F. Jackson

の思考実験； 生後、色彩の全く無い白黒の閉じた世界を生きて来た、視覚に関わる脳の全ての物理的事実・過程

を知る神経生理学者が、初めて外の世界に触れ、例えば青い色を見た時、彼（女）はそれまで知らなかったことを

学ぶ ・・・ 青く見えるということがどういうことか、如何なる感覚質を持つ状態なのかを知る。 つまり視覚に関するあ

らゆる知識にも拘わらず、青く見えることの何たるかを知らなかったのである。 従って感覚質は、物理的な如何なる

ものとも同一視し得ない。 ・・・ この議論が妥当であるためには、『物理的な事柄を知る』の『知る』と、『感覚質を知

る』の『知る』が、同じ意味でなければならない。 ・・・ 疑問の余地が有る。 ・・・ 後者を明らかにするには感覚質の

本性、特に物理的な同定の可否の措定を要するかも知れない ─ 循環論法の惧れ。」

《高周波が感覚器官に到達し、作用した時、蝙蝠が何らかの刺激を感受することと、脳がそれに固有の物理的状

態に遷ることは、間違い無い。 この 〈感受、脳状態〉 の併立が、（佛教の説くように）より高次の意識の働きをも伴う

か否かは別として、青色を見た人の場合との比較を許すことも、認めてよい。 しかし脳の状態に関する科学的知識

の有無は論外、ここにも前項末尾と同じく、存在・認識両側面の混同が見られる。 神経生理学者の知識と経験に

ついても、「見る」で完結している直接経験の、更に「知る」の対象としての物象化は、果たして正当化されるのか？

また、脳の全ての視覚的状態・過程に通じていれば、青色の感受に対応する脳状態を人工的に現出させ得るとの

仮定（zombi 化 ─ 1.9 節参照）も自然だから、神経生理学者は、白黒世界に於いて既に、青の感覚質を持ち得る

だろう。 存在論的次元に関する限り、被験者が（蝙蝠ほど極端ではないにせよ）神経生理学者である必要は無い。

認識論的次元に於いても、観察者が被験者と別人であってもよい。 但し物理化の検証は、被験者と観察者が同時

に同一の青色を見、同種の感受（即ち同種の感覚質の獲得）を報告し、後者は、自らの感覚質が前者の脳状態に

対応するものであることを確認するという、些か手の込んだ過程を経る。 ここには勿論、共通感覚の措定が有る。

以上を纏めて整理すれば、次のように形式化されるだろう：

(0) 存在論的な表明；

(0.0)  State (P (ersons ).B (rain )): 2Set_of_States
s  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人P の脳 B の状態関数 

(0.1)  Color_State (S (et_)o (f_)C (olors )): 2Set_of_States 　　　　　　　　　　　　　　　　　　夫々の色彩に対応する脳状態集合

(0.2)  State (P.B, Time ): S (et_)o  (f_)S (tates )　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P の、一時点に於ける脳状態 

(0.3)  Sense (P, SoC,Time ) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P の、一時点に於ける色彩の感受 

(0.4)  ∀P ∀C ∀t (State (P.B, t ) ∈ Color_State (C ) ⇔ Sense (P, C, t ))　　　　色彩の感受と脳状態の同値性

(1) 認識論的な表明；

(1.0)  Observe (Q, State (P.B, t ) ∈ Color_State (C ), t ))　　　　　　　　　　　　　　色彩に対応する脳状態の観察

(1.1)  ∀P ∀S :SoS ∀W :C (ourse_)o  (f_)E (vents )∀t  　　　　　　　　　　　　　　　 各脳状態に論理的に関わる事実、

　　　　(Know (Q, Theorem ((State (P.B, t )＝S )∧In (S, W )∧∧{W }))) 　　　　　　及び因果的に関わる過程の知識

(1.2)  Believe (Q, ∀P ∀C ∀t (State (P.B, t ) ∈ Color_State (C ) 　　　　　　　　　色彩の感受と脳状態の同値性の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇔ Sense (P, C, t ))  　　　　　　　　　　　　　　　　　信念》

[7.2.2] 「心を、外部からの刺激を入力、行動を出力とする、因果的機能を果たす、情報処理装置と見る。 ・・・ 処

理の過程が計算である計算主義 model と、脳神経細胞の network を参考とした connectionism model ・・・ 後者に

よれば、心的状態は単純な処理単位の膨大な network の活性化 pattern であり、analogue 的な構造を持つのみ

で、記号的・digital な構造を欠く、また心的過程は活性化 pattern を熱力学的原理に従って変形する過程である。

　例えば『痛み』と『痒み』を通常とは逆に感じる人が、足を踏まれたら、『痒み』の感覚質を持つ状態に在るにも拘ら

ず、「痛い」と言い、摩る、即ち通常の『痒み』の状態と同じ機能を果たす、湿疹が痒いという場合も同様、つまり異

なる感覚質に同じ機能の状態が対応ずることが可能であり、概念的な矛盾は無い、という次第。

　《だが摩って痒みが、掻けば痛みが治まるのか？ 出力が言葉のみならば、単なる語彙の違いでしかない。 しかし

行動の違いは、機能の違いを示すだろう。 そもそも機能とは何か？》

　この想像を徹底すれば、あらゆる意識状態も感覚質も欠く、『疑似人間』が可能となる。 《zombi!、1.9 節参照》」

[7.2.3] 「心的状態の機能は、脳神経細胞の微視的な活動によって実現されていると考えられるが、感覚質も同様

と見なし得るか？ 微視的状態によって巨視的性質が実現される《物理的な》参考例に、相互の結び付きが比較的

弱い分子の、或る程度自由な運動から『構成的に』導かれる、液体水の全体的な流動性が有る。 しかし流動性が

微視的状態から構成・説明されるのに対し、脳神経細胞の状態からの感覚質の構成・導出は、両者の対応・創発

等の関係を認めたとしても、全く閉ざされている。 両者の間には例えば『隠れた因果関係』や、『超自然的な力の

媒介』が有り得るのである。 但し因果関係は、実際に自然化して始めて《確立》し得る。 その逆ではない。」
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　「内観または知覚に基づく感覚質と物理的な概念は、それぞれに閉じており、互に交わらない、それ故に我々は、

両者の間の隠れた関係を、知り得ない、《にも拘わらず》感覚質を超自然的と見る必要は無いとする不可知論的自

然主義は、満足なものではない。 如何にして物理的に実現されるかが分からぬでは、感覚質を自然的世界の内

に、位置付けし得ないのである。」

　《創発が、実現関係とは別の、（隠れた）因果関係を許容することを示唆したのは、著者自身、然るに続いて「因果

関係によって自然化を図るのは本末転倒」と断じ、「物理的世界の因果的閉鎖性を考えれば、先ず感覚質の自然

化、その物理的性質の如何の明確化によって始めて、因果関係を明らかに得る」と宣べる。 後段が正しければ、

前段の示唆は不当だろう。 議論は全く混乱している。 「超自然的な力」に至っては、妄言と言う他は無い。

　更に深刻な疑問は、[7.2.0] 項に触れたが、物理的実現の如何が未知な儘に、自然的世界の内に位置付ける訳

には行かぬという見解が、科学史の多くの重要な事例と整合しないことである。 即ち、純粋に物理的な概念・理

論・仮設が自然界に於ける市民権を得、正規・体系的な研究の対象となっているが、より基本的、要素的ないし微

視的な水準の対象・知見による構成・導出・説明は、遥か後代に委ｈねられたという、数多の事績・経緯・展開の歴

史である。 不動の恒星天を背景に、地球、太陽、月、諸惑星、彗星、新星等の精妙・複雑な動きと、全宇宙の構

成・見掛けの運動の成立・説明、然り（Ptolemaeus、 Copernicus、 Tycho=Braheを経て Kepler に至るまで、巨視的

な現象の観測は無数に行われ、精密・完璧な科学的知見として定着していたが、太陽系諸天体の正確な運動と見

掛けの現象の最終的な説明は、F.W. Bessel による恒星の年周視差の確認（1838）を俟たねばならなかった。）；酸

素・酸化の発見と燃焼・煆焼然り； 減数分裂・複製・配偶子との結合の機構を介し、生殖細胞と DNA から実現する

遺伝・遺伝子の概念； 原子核を巡る電子の殻構造、特に価電子数に基づく化学的特性と周期律； 多かれ少なか

れ独立に見出され、相互に、また Galileo 変換、従って Newton 力学と矛盾しつつも成立を認められて来た、数々

の個別の電磁気的諸法則の、Maxwell の方程式と、Newton 的絶対時間・空間に替わる 4d Minkowski 空間を第 1

原理とする体系的導出；  Planck  の energy  量子の概念に基づく、真空の比熱に関する既知の ２公式

（Rayleigh/Jeans 及び Wien）の見事な内挿式の、統一的・本質的な導出、及び解釈； 量子的対象の観測に伴う、

（その詳細な機構は未知ではあるが）波動関数の収縮・固有状態の現出； 全て然り、である。》

[7.2.4] 「心が自然的なものであることは、否定し難い ・・・ が、意識的状態を特徴付ける感覚質は、物理的存在と

余りに異質で自然化は絶望的 ・・・ そこで自然化ではなく、感覚質《そのもの》の消去を企る  ─  『Quine 化』」

　《結論が「消去すればよい」ないし「消去すべきである」ならば、感覚質を巡る今までの長広舌は一体、何だったの

か？ [眩しい」、[臭い」、[甘い」、[痛い」等々が原初的な事象・状態であり、これらを[眩しさ」、[臭み」、[甘味」、[痛

み」等々と物象化し、「感覚質」なるものを措定した所から迷路に踏み込んだのだ。 不毛の混迷を脱するには、記

述の理論に随い、有りもしない「感覚質」の使用を止め、「感覚」に戻ればよい。 失うのは余計な言辞のみ。 本論は

「分析」と称する作業が分析の対象となり、その結果は「問題」そのものが消滅するという、分析哲学の反面教師的

典型例の一を与える。》

[8] 「分析哲学の発展と特徴」（文献 [4]）

[8.0] 「伝統哲学の『主観』と『客観』の対置の、『言語』対『世界』への『言語論的転回』 ・・・ 研究対象は思考の客観

的構造であり、心理的な過程ではない ・・・ 適切な方法は『言語分析』以外には考えられない ・・・ Frege は認識論

を（今日で言う『言語の科学』を含む）『論理学』に置き換えた。 ・・・ 自然言語を、思考を正確に表現するには欠陥

が多いと見、数学の言語の分析による、数学の思考の分析を行い ・・・主観（私）的心理過程の考察の、『論理学』

への侵入を拒み、数学者は数学的言明の真偽の確立を仕事とし、哲学者はそれらが如何に『意義（Sinn）』を持つ

ようになるかに関わると言うべき、とする ・・・ 分析哲学と現象学の基本的な相違 ・・・ 言語は、我々の精密な仕事

が要求するのと同等に、優れた道具であるべき ・・・ 『言語の哲学』が他の全ての哲学に先行する。」

[8.1] 「言語の哲学としての分析哲学初期の二つの型； 一は、言語は科学を規範とする、合理的・客観的思考を記

述し分析し得る道具でなければならないとする《Frege が基本的に拠って立つ》見解、二は、語に意味を与えるの

は、非言語的活動と織り混ざって制度化された、用法という規範によってであるという《Wittgenstein に典型的な》主

張である。 ・・・ Frege 流では、言語に最終的に意味を与えるのは、非言語的な実在であり、言語と世界との関係

は、文の真理条件によって保証される。 ・・・ この自立的存在としての『意味』は、Wittgenstein によって用法に変え

られ、哲学は科学的真理とは無縁の、概念的混乱の治療術と見なされるに至った。」

[8.2] 「B. Russell の、‘Logical Atomism’に結実する哲学観は、『我々が確かだと感じている、分かり切った、漠然と

した、曖昧なものから、精確、明瞭で、確定的なものへと進むこと、そうして、反省と分析によって、これが、出発点と

した漠然たるものの中に含まれている、その漠然たるものが、その一種の影である、本当の真理だと分かるのだ

 ・・・ 前提に取るべきことは現に、今、ここにいる我々に取って、疑い得ないように見えること ・・・ そうして、概して

Descartes が用いた類の方法が正しい』と述べられる。 彼の関心は、記号が何かの記号であることを、志向性の概

念に訴えずに、合理的に説明することに在る。」
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[8.3] 「Russell の未完に終わった『外部世界の知識論』（1914）と、それを継ぐ R. Carnap の『世界の論理的構築』

（1928）に共通する現象論的還元主義  ─  全ての知識は感覚ないし意識の data の基礎に還元される  ─  は O.

Neurath の批判を受け、放棄され、物理主義  ─  物理的対象を、感覚 data から推論《abduction》によって知る、

実在論的立場  ─  に替わる。 論理経験（実証）主義を特徴付けるのは、先験的に真なる言明は論理学と数学の

分析的言明であり（規約主義）と、世界についての事実的言明は検証可能でなければならない（検証主義）の結合

であった。 しかし分析的真の、言語的規約からの説明と、検証原理の満足な定式化は共に失敗。」

[8.4] 「G. Moore の、日常言語の用法の微に入り細を穿つ分析、常識の仮定への基本的な信頼、の影響下、1950

年代の Oxford を中心とする自然学派の形成 ・・・ 事実の記述が言語の基本的用途に非ず、意味とは用法なりと

いう、Wittgenstein から借りた主張を標榜 ・・・ J. Austin による文の個別的用法の克明な説明、一般理論の可能性

の否定 ・・・ 『言語行為』の一般理論（[7.1.3] 項」

[8.5] 「多数の欧州哲学者の米国亡命を端緒とする分析哲学の『英米化』、反科学的な現象学等の『大陸哲学』と

の差異の歴然化 ・・・ しかし哲学と自然科学を原理的に同族視する米国哲学者と、両者を分かつ英国哲学者、特

に後期 Wittgenstein と Austin の追従者の差異。」

[8.6] 「N. Goodman と Quine に指導された米国哲学者による、科学的言語の透明性に対する疑問、『新しい帰納

法の謎』（N.G.、1955）； 時刻 t の前に調べられた全ての emerald が green  だったとすれば、t に於いても然りとい

う仮説が支持される、他方、新たな述語 glue  を、t の前では green  に、t 以後では blue に同義と定めると、t に於

いても然りという仮説が、green  についてと全く同じく、支持されるだろう。 ・・・ 問題は、我々に他の仮設よりも或る

仮説を選ばせるのは何か ・・・ 我々の言語が、世界の在り方についての、確定した読みを与えない ・・・ 両立しな

いが何れも誤りとは言えない，世界の二つの記述が有り得る ・・・ 『理論（または言語）の経験による不十分決定性

（Quine）』 ・・・ 異なる仮説が同じ証拠に適合することは、一つの仮説を表わす文は、他の仮説をも表わす、と言っ

てよい、孤立した文には確定した内容が無いことを示す。 標準的な答； それ一つを孤立させて取り上げる時、外部

世界に適合するか否かを決定し得るような文は、無い、言語は全体として『感覚経験の法廷に向き合う』のである。

 ・・・ しかし有意味性の単位を言語全体に拡げても、同様のことが、より大きな単位について、起こり得るだろう。

　《「我々の言語が、世界の在り方についての、確定した読みを与えない」とは、どういう意味か？ 時刻》 t に先立っ

て我々の知る世界は、全ての emerald が green  且つ glue  であったこと、に尽きる、その一なる世界を記述する二

つの言語的表現の何れを選ぶべきか、手掛かりが無い、という意味か？ しかし言語的な差異は、仮設ないし理論

の差異の反映であろう。 後者の解決は、決定的観察・実験を俟つ他は無く、科学史上の数多の例を見れば、科学

の発展は、その種の観察・実験の累積の過程であると言って、過言でない。 今の例では、 t に於いて観察を行え

ば、結果は green （真）且つ glue （blue、偽）、世界と言語の一意的対応は回復される。 終端時刻 t を無限の未来

に延ばせば、非確定性は決して解消されない。 かかる事態が生じた原因は、次のように二分されよう：

　第 1 に二つの文が共に真正な概念、例えば電荷の螺旋運動（電流）が実現する電磁石と、電子の軌道運動及び

残留 spin に起因する永久磁石、を表している場合； 微細構造を異にするが、巨視的な外界に対する関係（磁場

の生成・作用）は変わらない。 従って観測事実に基づく両者の区別は不可能である。 そこで区別無く単に「磁石」

と呼ぶ時、それが電磁石と永久磁石の何れをも指す故に、「世界の在り方についての、確定した読みを与えない」

と言うのは、微視・巨視、具体・抽象の水準の別を無視した、的外れの妄言であろう。 更に、異なる（かに見える）微

細構造が、磁気単極子の存否を含めた理論の下に統一されるならば、この用語の正当性は弥増すに違いない。

　第 2 は仮説と言う程の内容は無く、詐術と紛うばかりの詭弁、言葉の弄び、Goodman の‘paradox’は正に反面教

師的典型例である。 科学史に深く、重い、言語・概念的混乱の無数の実例の有るのを前に、卑近な日常語に係う

軽薄な戯論を開陳する必要が、何処に有るのだろうか。》

[9] 分析哲学が、内容・主張の曖昧、非固有ないし不統一であり、射程は多様、広汎、殆ど無制約に及ぶことは、

上の瞥見からも察せられるし、次節の紹介によって、更に明らかとなるだろう。 その明確、十全、簡潔で説得力を有

する定義は、本節冒頭に述べた通り見当たらず、今は諸家の見解を最大公約数的纏め、記すに留める。

　先ず経験を軽視し、意味不明・虚仮脅しの言辞を弄する伝統哲学の拒否を踏まえて、直接経験と、その精確化・

一般化・抽象化・理論化・拡張としての科学的知見への信頼・依拠を基に、命題の意味論的構造の正確な記述に

供される言語に、形式言語、取り分け述語論理を充てる。 世界とその発展の構造や、人間の認識の在り方の全体

に対峙することは無く、常識、諸学、特に科学、哲学に於いて、際立って困難とされ、論議が集中する問題を、主

題とする傾向が強い。 方法論的には言語分析、論理分析、概念分析等々、分析の領野は日常的活動、特に言語

行為、専門的文献から、伝統的哲学に及ぶ。 これが分析哲学に最も特徴的な、殆ど唯一の共通点とも言え、それ

故に、分析哲学は自立した専門的な学と言うよりも、人の知的活動の各領域に於いて、哲学的に興味深い、あるい

は問題を孕む事柄を明確に理解し、語るための方法論、と言うべきであろう。

（2019. 9. 4）
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