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0.

はじめに
１８世紀スコットランドの哲学者デイヴィッド・ヒューム（David Hume, 1711-1776）は、

『人間本性論 A Treatise of Human Nature』を、1739 年に第一巻「知性について Of the
Understanding」と第二巻「情念について」
、そして翌 1740 年には第三巻「道徳について」、
これらを合わせて三巻本として出版した。哲学的著作の少ないヒュームにとって、同書は主
「知性 Understanding」と「情念 Passions」は、そ
著ともすべきものである 1。彼によれば、
れらだけで完結した一連の論究をなし、
「第一巻」と「第二巻」を合わせて「論理学」
（T.i.5）
と呼んだ。そして、これと道徳学、文芸批評、政治学との間には「自然な区分 natural
division」
（T.a）があるとした。論理学の唯一の目的は「私たちの推理機能の原理と作用、
そして観念の本性を説明すること」
（T.i.5）であると彼は言う。また、ヒュームの論理学に
おいて解明されていくものの中で、きわめて重要なのは以下のことである。すなわち、彼の
因果論は、因果性そのことの不成立を狙うものでも、延いては自然法則を否定しようとする
ものでもない。そうではなくて、知覚に直接的に立ち現れない因果性を、私たちがいかにし
て認識、理解するのかについての分析、換言すれば形而上学的問題としての分析であるとい
うことである。
ところで、この『人間本性論』第一巻「知性について」第一節「観念、その起源、構成、
結合、抽象などについて Of ideas, their origin, composition, connexion, abstraction, &c.」第
七節「抽象観念について Of abstract ideas」において、ヒュームは「意味論的見解」
（黒田 ,
1987）を述べたとされる。そのように、彼の「意味論的見解」とされるものが、この節を中
心にして解釈されると、
ロックと同様に意味の観念説をとっているとみなされる。ところが、
また他方で、第三巻「道徳について Of Morals」第二部「正義と不正義について Of justice
and injustice」第二節「正義と所有の起源について Of the origin of justice and property」
の「それは、言語が約定 promise なしに人間の黙約 convention2 によって漸次に確立される
のと同様である」
（T.3.2.2.10）という一文にある「黙約」が着目される場合には、ヒューム
は意味の規約説あるいは使用説をとるとされることもある 3。一般的には、あるいは哲学史
的には 19 世紀に「言語論的転回」によって意味の観念説が否定され、それに代わる意味論
の立場として意味の規約説、使用説が提起されてきた。その観点から考ると、対立する解釈
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がヒュームにおいてなされていることになる。ヒュームは、いったいどのような「意味論的
見解」を述べているのか、
彼にとって相応しいのはどの立場であるのか。換言すれば、
ヒュー
ムの議論は、彼自身が意味論として自覚的に述べていないにもかかわらず、意味論としてみ
なされるということは、どのようなことなのか、あるいはどのような枠組みをもっているの
か。本稿で解明を目指す要点はここにある。
それゆえ、本稿では、まず上記のように正反対な解釈が成立してしまうヒュームの議論を、
同書第一巻第一部の第一節「私たちの観念の起源について Of the origin of our ideas」
、第
三節「記憶と想像の観念について Of the ideas of the memory and imagination」
、
第四節「観
念の結合あるいは連合について Of the connexion or association of ideas」
、第六節「様相と
実体とについて Of modes and substances」に着目し、整理する。その上で同上第七節での
議論を吟味し、それによって、これら両者、すなわち意味の観念説と意味の規約説または使
用説は、ヒュームにおいては対立せず、むしろ表裏一体である、あるいは同じものの異なる
表現にすぎないと提示していく。それが、ヒューム自身は意味論を展開することを意図して
はいなかったが、彼の議論が結果的に意味論となってしまっている、つまり「意味論的見解」
であると示すことが本稿の狙いである。
本稿は以下、ヒュームの基本タームである「観念 idea」
、それが二区分された「単純観念
simple idea」と「複雑観念 complex idea」の後者がどのようなものであるのかを理解する
ために、（1）「想像 imagination」について確認し、
（2）その働きの一つとして、諸単純観念
が結合され複雑観念になるということをおさえ、
（3）その中でもその諸単純観念間の結合に
働く原理、つまり観念の連合原理の働きについて着目する。そこでは、観念の連合原理から
生じる不整合の問題を取り上げる。
そして、この原理によって作られた複雑観念は、後に見るように三区分されるが、その中
でも（4）実体観念についての議論を考察していく。そこで観念の連合原理による複雑観念と、
それに付与される名前との関わりが示される。その上で、
（5）ヒュームの抽象観念批判につ
いて確認する。これらを踏まえることで、
（6）語と観念は恒常的に連接する 4 という因果的
説明とともに、
（7）それらが基づく恒常的連接の枠組みが明らかになる。
これによって、
（8）単純観念が複雑観念になり、さらに語に結びつくときに、観念の階層
から語の階層へと高階化し、そして語は改めて単純観念として働きださなければならないと
いうことが帰結される。そこから、語に対する意味としての観念の想起と、その使用の局面
が一致することが見出されると考える。そして、それこそがヒューム自身が意図しなかった
彼の「意味論的見解」であるということを提示する。

1.

観念の連合原理を議論する際の整合性に関する問題について
まず、ヒュームの理論哲学の基本的な点を確認する。

─ 16 ─

ヒュームの「意味論的見解」とは何であるのか

ヒュームの基本的な用語法として「印象 impression」と「観念 idea」がある。観念は印
象の写しであり、それはさらに「単純観念 simple idea」と「複雑観念 complex idea」の二
種に分類される。複雑観念は単純観念が結合することによって生じる。例えば、
「ある色」、
「あ
る味」、
「ある香り」などがそれぞれ単純観念で、それらが結合した複雑観念が「リンゴ」5
である。複雑観念は単純観念に分割でき、その単純観念は、それ以上分離分割できないもの
として規定される。
そして、この「ある色」
、
「ある味」
、
「ある香り」といった単純観念を複雑観念に結びつけ
るのが、観念の連合原理である。ヒュームは、これを「単純観念間の接合原理ないし凝集原
理」（T.1.1.4.6）であるとする。ヒュームは、この観念の連合原理を「一種の引力」
（T.1.1.4.6）
となぞらえ、
「宇宙の諸部分を結び合わす唯一の絆」
（A.35）であり「宇宙のセメント」
（A.35）
であるとして、極めて積極的な意義を持たせる。
この観念の連合原理は、
単純観念間に働き複雑観念を構成するはずのものであるけれども、
ヒュームは「パリ」を、単純観念の例としても、複雑観念の例としても用いている。前者は、
単純観念間の観念連合として「近接―聖ドゥニが言及されるとパリの観念が自然に浮かび上
がる」（A.35）と、後者は、複雑印象が複雑観念に正確に模写されない例として「私はかつ
てパリを見物したことがある。とはいえ私は、街路及び家並を一つ残らず真実のままの正し
い割合で完全に再現するようなパリ市の観念を造り得る、と断言するであろうか」
（T.1.1.1.4）
と言う。
M. Costa もまた「私たちは、テーブルの観念と椅子の観念、家の観念と扉の観念など…
のように、複雑観念を連合させる」
（Costa, 1995, p.325）と述べてしまう。確かにこれは誤
りである。だけれども、複雑観念同士が連合すると読み手が思ってしまうように、言い換え
れば、ヒュームの議論においてある種の不整合が見出されるように、彼が書いているのも事
実なのである。
もし、複雑観念としての「パリ」で、観念連合の例にある「パリ」を読み取ってしまうと、
Costa の表現のような「複雑観念を連合させる」という事態が生じてしまう。しかしそれは、
そもそもの「単純観念間の接合原理ないし凝集原理」であるとするヒュームの観念の連合原
理の定義に反する。この不整合な状態を、整合的に読み解くことは出来ないのか。

1.1

ヒュームの複雑観念とは

そのような不整合を整合的にするための準備として、まずヒュームの複雑観念の議論につ
いて吟味していく。
この複雑観念という語は、もともと 17 世紀イギリスの哲学者ジョン・ロック（John
Locke, 1632-1704）によって『人間知性論 An Essay concerning Human Understanding』で
提示された用語であるが、それをヒュームも同じ仕方で用いる。とは言え、
「おそらく、私
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はむしろ、観念という語を、ロック氏が観念の意義を転化して私たちの知覚すべてを意味さ
せることで誤用した意味から、本来の意味へ戻しているだろう」
（T.1.1.1.1）とヒュームも言
うように、彼は知覚を二つに区分する必要性に訴え、ロックを批判した。つまり、ヒューム
は知覚を「印象」と「観念」に分け、前者には直接的な感覚の像、後者には思念された像と
いう役割を与えている。したがって、この前者の用語法には彼の独自性がある。その上で、
両者をさらに「単純」と「複雑」に分けているので、ロックと同じ複雑観念という用語では
あっても相違はあり、ヒュームの方がより狭い意味であると言える。

1.2

想像、その働き

ヒ ュ ー ム は、 第 一 巻 第 一 部 第 三 節「 記 憶 と 想 像 の 観 念 に つ い て Of the ideas of the
memory and imagination」6 において、どんな印象も心に現れる時には観念として現れ、そ
して、その現れ方には二通りあるという。つまり、
「その新たな出現において最初の活気の
かなりの程度を失わずに印象と観念との中間のようなものの場合と、その活気を全く失って
完全な観念である場合」
（T.1.1.3.1）の二通りである。前者は「記憶」
、後者は「想像」とさ
れる。これらは活気の違いによって説明されるのみだが、ヒュームにおいてはこの想像の活
気のなさが重要な点となる。というのは、記憶、想像のどちらも印象に由来する観念である
が、後者は「もとの印象と同じ順序、形式に拘束されない」
（T.1.1.3.2）7 のであるが、それ
は活気が弱まっているからであり、それにより、より自由な観念の置き換えが可能となるの
である。本稿では、この想像について検討する。
この想像 imagination という語は、近いところではトマス・ホッブズ（Thomas Hobbes,
1588-1679）にたどることができ、そこに、ヒュームの用語や定義との類似をみることがで
『リヴァイアサン Leviathan』第二章「Of Imagination9」において、
「対
きる 8。ホッブズは、
象が取り除かれたり目が閉じられたりしたあとも、私たちはなお、見られたものの像 image
を、私たちが見ているときよりもあいまいではあるけれども、保持する」
（L.1.2.2）とする。
そして、そのような像を、ラテン人は「見ることにおいて作られる made in seeing」
（L.1.2.2）
像から imagination と呼び、ギリシア人は fancy と呼んで、
「現われ appearance」
（L1.2.2）
を意味するという。そして、この imagination は「一度にすべてかあるいは数回にわたって
一部ずつか、以前感覚に受け入れられた物事だけについてのものであって、前者（それは対
象全体を、それが感覚器官に提示されたように想像すること the imagining である）は、人
が前に見た人間または馬を想像するように、単純 simple imagination である。後者は複合さ
れた compounded もので、あるときの人間の姿と他のときの馬の姿から、私たちが心にケ
ンタウルスを思い描くような場合である」
（L.1.2.4）とされる。ヒュームも、単純と複雑（あ
るいは複合）の分類を観念に設けるが、それは直接的にはロックに由来すると言える。しか
し、ホッブズが「私たちが見ているときよりもあいまい」と言うように、感覚に受け入れら
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れたときとそれが像であるときの間に程度の差を見ている点においては、ヒュームの観念に
対応するとも見て取れる 10。
また、ホッブズにおいて、経験に由来する imagination は、その経験の仕方によって単純
か複合に分類されるが、ヒュームにおいては、想像の働きによって、複合されたものは単純
に分離でき、単純なものは複合できるのである。そのように、観念の分離と結合を想像にそ
の働きとして負わせた。では、この観念を結合させることとは、どのようなことなのか。

1.3

観念の結合

ヒュームにおいて、観念を結合させることとは、単純観念同士を結び付けることであるが、
そ れ は「 観 念 を 置 き 換 え た り 変 え た り す る 想 像 の 自 由 the liberty of the imagination」
（T.1.1.3.4）によるものである。しかし、
「自然が全く混乱する」
（T.1.1.3.4）ことにより、翼
のある馬や火を吐くドラゴンなどが思われるということがある。しかし、これらは「私たち
の観念すべてが印象から模写されること、そして完全に分離できないどんな二個の印象もな
いこと」
（T.1.1.3.4）を踏まえれば、
「この空想の自由 this liberty of the fancy」
（T.1.1.3.4）
は不思議ではないとされる。翼のある馬や火を吐くドラゴンの例は、先に挙げたホッブズの
一文に出てくるケンタウルスと同様で、ホッブズにおいては複合想像である。そして、ホッ
ブズは「自分をヘラクレスあるいはアレクサンドロスのような人と想像するときのように、
（中略 11）ある人が、彼自身の人格の像と、他の人の諸行為の像とを複合させるとき、それ
は複合想像であり、正しくは心の虚構 fiction にすぎないのである」
（L.1.2.4, 中略筆者）とい
う。ホッブズにおいては、虚構は複合想像であるが、ヒュームにおいては、
「自然の混乱」
によって、虚構たる像が想起される。それでは、この「自然」とは何であるのか。
再度、基本的な点について確認する。
ヒュームは、観念は印象の写しであり、それは単純観念と複雑観念の二種に分類され、複
雑観念は単純観念が結合することによって生じる。例えば、
「ある色」
、
「ある味」
、
「ある香り」
という単純観念が結合して「リンゴ」という複雑観念になる。複雑観念は単純観念に分割で
き、その単純観念は、それ以上分離分割できないものとして規定される。そして、この「あ
る色」、
「ある味」
、
「ある香り」といった単純観念を複雑観念に、謂わば「自然に」結びつけ
るのが、観念の連合原理である。
ヒュームは、上で述べたように、想像は「観念を置き換えたり変えたりする」自由を持つ
けれども、それだけでは、観念を結び合わせるのは偶然だけになってしまう、すなわち「あ
る観念が自然に他の観念をそれによって導くような、単純観念間の合一のある絆、すなわち
ある連合する性質なしに、常に同じ単純観念が規則的に（それらが普通なるように）複雑観
念になることは不可能」
（T.1.1.4.1）であるという。そして、この観念の連合を生み出す性質
には「類似 resemblance」
、
「近接 contiguity」
、
「因果 causation」の三種類があるとする。

─ 19 ─

これらが観念の連合原理の諸性質である。
ところで、この観念の連合原理は、単純観念間に働き複雑観念を構成するはずのものであ
るにもかかわらず、ヒュームは「パリ」を、単純観念の例としても、複雑観念の例としても
用いてしまっていた。それは、M. Costa が「複雑観念を連合させる」と誤ってしまう所以
と言える。この不整合を整合的にできないのか、というのが最初の問題提起であった。そし
て、この不整合を解消していく中で、複雑観念が語と結びつくときに、いわば高階化し、そ
れが因果的に説明される中で、その高階化した観念は、単純観念としての働きを持たなけれ
ばならなくなる、というということを以下で明らかにしていく。

1.4

ヒュームの imagination と fancy

ところで、上述の 1.2 と 1.3 でホッブズとヒュームの用いる imagination と fancy につい
て取り上げたが、それらついて少し触れてみる。
これらに関して、ノートンは、ヒュームが両者を
‘interchangeably’
（Norton, 2002, p.428）
に使っているとし、大槻もまた「同じ意味」
（大槻 , 1948, P.293）であるとしている。この
見解には、ホッブズを踏まえると疑問が生じてくる。
imaginatio と phantasia が同じ意味で用いられてきたことに対し、ホッブズは、上述のよ
うに感覚に由来し、
「おとろえつつある感覚 decaying sense」を表現するときに imagination
として、「おとろえつつある感覚」の像そのものは fancy として使い分ける 12。imagination
が能力あるいは機能でもあるのに対し、fancy は像そのもの（現われ）を指すのであるから、
経験に由来しない像も経験に由来する像と同等になり得る、
等質化し得るのである。ゆえに、
ホッブズは「くりかえしていうが、imagination はかつて、全部一度にかあるいは一部ずつ
数回にわたってか、感覚にうけいれられたものごと」であると念を押し、imagination と
fancy との差別化を図ろうとし、前者に重きを置く。このホッブズの議論からヒュームを見
てみる。
ヒュームは、上掲の第一巻第一部第三節「記憶と想像の観念について」の第四段落におい
て初めて fancy を用いる。この段落は、
「観念を置き換えたり変えたりする想像の自由」に
ついて述べ、翼のある馬や火を吐くドラゴンなどが思われるが、想像は観念を自由に分離結
合できるので、
「この空想 fancy の自由」は不思議ではないとされるものである。この
fancy を、Norton や大槻の言うように imagination と互換可能であったり同じ意味であった
りするなら、「想像の自由」を繰り返しているにすぎないが、ホッブズのように imagination
と fancy を使い分けて読むならば、想像の自由により、翼のある馬や火を吐くドラゴンのよ
うな感覚に由来しない像である fancy をも自由に生み出せるということになる。
さらに、この imagination と fancy を異なるものとする解釈を裏書きする箇所が指摘でき
る。それは、第一巻第一部第五節「関係について Of relations」の第一段落にある。ここは
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原文を引用してみていく。
The word relation is commonly us’
d in two senses considerably
different from each other. Either for that quality, by which two
ideas are connected together in the imagination, and the one
naturally introduces the other, after the manner above-explained13;
or for that particular circumstance, in which, even upon the
arbitrary union of two ideas in the fancy, we may think proper to
compare them. In common language the former is always the
sense, in which we use the word, relation; and’
tis only in
philosophy, that we extend it to mean any particular subject of
comparison, without a connecting principle.（T.1.1.1.5, 斜体は原文）
「関係」という語は、
通常互いに著しく異なる二つの意味で使われる。
それによって、二つの観念が想像でともに結び付けられ、一方が他
方を上記の説明の仕方に従って自然に導くという性質に用いられる
か、あるいは、そこでは、空想の二観念の恣意的な合一においてすら、
私たちがそれらを比較するのに相応しく思えるという特殊な事情に
用いられる。普通の言葉では、前者がいつも私たちが関係という語
を使う意味であり、そして、私たちが、結合の原理なしに、どんな個々
の比較の主題をも意味することに広げるのは、哲学においてのみで
ある。
この「関係」自体については後述するが、ここで着目すべきなのは、前者は二観念が想像
で結合され、後者の空想は二観念が恣意的に、すなわち結合原理なしに、結び付けられるこ
とを含んでいる点である。想像が二観念を結び付けるには、
「自然に導く」すなわち観念の
連合原理に依る場合と、そうでない場合があるのは、すでにヒュームが第四節内で認めてい
ることである。そして、これにホッブズの述べる見解をもって、これらを解するならば、感
覚に由来するゆえに、二観念が自然に結びつくのであり、感覚に由来しない、すなわち像と
してのみあるものは、二観念が恣意的に結び付けられているのである。すなわち、fancy は、
この恣意的に結合された二観念を含み得るということになるのである。そして、fancy は像
そのものを指すのであるから、恣意的に結びついた像とヒュームのもっとも重要なテーゼで
ある「それらが対応し、それらが正確に再現するところの単純印象に由来する」
（T.1.1.1.7）
単純観念とも等質化してしまうのである 。これは、ヒュームの理論上不可能である。それ
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ゆえ、imagination と fancy は外延が異なる 14 ことがわかる。よって、少なくとも上掲した
箇所において、imagination と fancy は interchangeably であったり同じ意味であったりす
ることはないと帰結し得る。

2. 三種の複雑観念
さて、上の不整合の整合化を試みるためには、恒常的連接の背景となる構造を理解しなけ
ればならないと思われる。そのための準備として、ヒュームの複雑観念の議論をさらに確認
していく。
この複雑観念は三種に分けられる。すなわち、
「関係 relations」
、
「様相 modes」
、
「実体
substances」である（T.1.1.4.7）
。この用語法は、ロックから受け継いだものであり、特に様
相については、属性や偶有性という用語から、実体の性質という意味への変更をロックが行
い、それを明言している 15。それゆえ、ヒュームもロックと同様の意味でこれらを用いてい
ると理解してよいだろう。
そこで、この三種の複雑観念についてのヒュームの用語法を、まず実体と様相に、次に関
係の議論に対して確認をしていく。

2.1.

実体と様相について

ヒュームは、実体については、それが私たちの知覚に現れることはなく、様相については、
私たちの知覚に現れているもの以外の何ものでもない、という。ヒューム自身の定義によれ
ば、「実体観念も様相観念も、想像力によって統合されかつ特定の名前 name を割り当てら
れた単純観念の集合に過ぎなく、私たちはこの名前によってその集合を自他に思い出させる
ことが出来るのである」
（T.1.1.6.2）としている。このことを「リンゴ」の例で見てみる。
ヒュームに従えば、
「ある色」
、
「ある味」
、
「ある香り」など諸単純観念が、観念の連合原
理の近接あるいは因果によって結合して複雑観念となり、それに「リンゴ」という名前が付
せられるということになる。この「リンゴ」という名前が付せられた諸性質の集合が、実体
観念とされる（あるいはされてしまう）のである。
そして、これら諸性質であるところの「ある色」などはそれぞれ、観念の連合原理の類似
によって結合された諸単純観念である。この「ある色」を「赤（さ）
」とするならば、
「赤（さ）
」
という名前が付せられた類似による集合、つまり「リンゴ」
、
「いちご」
、
「トマト」などのよ
うなものの集合をその外延として捉えてよいのが様相観念 16 である。
いずれの場合も、換言すれば、個物であろうと性質であろうと、それらは諸単純観念の集
合であり、それに名前が付せられているにすぎない。このことは、ヒュームの唯名論的立場
を表していると理解できる。
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2.2.

関係について

次に関係についてであるが、この関係はさらに「自然的関係 natural relation」および「哲
学的関係 philosophical relation」の二種に分類される。自然的関係は、既に述べられてきた、
観念の連合原理が働く「類似 resemblance」
、
「近接 contiguity」
、
「因果 causation」の関係
のことである。哲学的関係は、知識の分析であり、
「類似 resemblance」
、
「同一 identity」、
「時
間及び場所の関係 relations of space and time」
、
「量ないし数の割合 proportion in quantity
or number」
、
「 あ る 質 の 程 度 degrees in any quality」
、
「 反 対 contrariety」
、
「因果
causation」の七つに区分される。さらに、知識は「絶対的知識」17 と「蓋然的知識」とに二
（T.1.3.1.1）で、これには類似、反対、
分され 18、前者は「比較される観念に全く依存する関係」
ある質の程度、量ないし数の割合が属し、後者は「観念に何らの変化もなくして変化しうる
関係」（T.1.3.1.1）で、これには同一、時間及び場所の関係、そして因果が属する。
これら関係は、例えば距離のように、それが指し示すものはないけれども、知識として言
及され得ることを意味することになろう。
結局、ヒュームの言う複雑観念の実体や様相、そして関係も、単純観念同士が結合してい
るにすぎず、単純観念すなわち性質とそれらが結びつく関係、それらだけでいずれも表現可
能であるということになるのである。すなわち、それぞれ単純観念間の関係ということであ
る。
ところで、上記のような観念の集合すなわち複雑観念とそれに付せられた名前とがどのよ
うに関わるかを、ヒュームは抽象観念に対する批判において述べている。この彼の抽象観念
の議論を確認した上で、その後、恒常的連接の検討へと移っていきたい。

3.

ヒュームの抽象観念批判
ヒュームは、彼独自の、とは言えバークリを支持しその議論を補うという形で抽象観念批

判を以下のように展開している。
一般観念すべてではないとしても、そのほとんどを形作るときに、私たちは、あらゆる量
や質の個別の程度を抽象していることや、ある対象が、その延長、持続やその他の特性のあ
らゆる小さな変更のために、何らかの種に属さなくなることはないということは明らかであ
る、とヒュームは言う。従って、例えば人間の抽象観念は、すべての大きさやすべての性質
の人間を表すが、それは、
「可能な大きさや性質のすべてを一度に表す」
（T.1.1.7.2）か、あ
るいは「個々の大きさや性質を全く表さない」
（T.1.1.7.2）か、のいずれかでなければならな
（T.1.1.7.2）を解決することが、抽象観念の本性を明らかにするこ
い。この「ディレンマ 19」
とである、とヒュームは考えた。
そして、前者は、心の無限の能力を含意することになるので、一般には後者が支持され、
抽象観念は、量・質の程度をなんら表さないと想定されているが、それに反対して、バーク
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リが個別的代表観念説を唱えることになる。そして、バークリを受けて、ヒュームもこの後
者の否定、すなわち前者の肯定をするための証明をしていく。

3.1.

ディレンマの解決―証明Ⅰ

このディレンマは、
「その程度の正確な思念を形作ることなしに、いかなる量や質も考え
ることは全く不可能である」
（T.1.1.7.2）ということと、
「心の能力は無限ではないけれども、
それでも、不完全ではあるけれども、反省と会話のすべての目的にかなう 20 であろうような、
少なくともそういった仕方で、量と質の可能な程度すべての思念を、私たちは一度に形作る
ことが出来る」
（T.1.1.7.2）ということによって解決される。
まず、ヒュームは、この前者を三つの議論で証明する。第一の議論は、観念が心に現われ
るときには、量と質の程度をもっているということ、第二の議論は、量と質の程度がなく、
心に現れないものは存在もし得ないということ、第三の議論は、存在するものは個別的であ
る、すなわち量と質の程度をもっているということ、である。
第一の議論は、
「異なる対象はなんでも区別でき、区別できる対象はなんでも、思考と想
像力によって分離できる。
（中略）
これらの命題は、
逆においても等しく真である。すなわち、
分離できる対象はなんでも同様に区別でき、
区別できる対象はなんでも同様に異なっている」
（T.1.1.7.3, 中略筆者）という論点に支えられている。例えば、線分の一般観念を、抽象や純
化にもかかわらず、心の中にあらわすときには、量や質の異なる程度の他の観念を表すよう
にされても、確定した量や質の程度をもっている、ということである。
次に、第二の議論は、実在において、心の中には特定の程度も割合ももたないような印象
を受け取る能力はないということから、
「そのようなこと（特定の程度も割合ももたないよ
うな印象を受け取る能力があること）は名辞 term における矛盾であり、すべての中で最も
あからさまな矛盾、すなわち、同一のものが存在しかつ存在しないのが可能である、という
ことさえ含意するのである」
（T.1.1.7.4, 括弧内筆者）とされる。この「矛盾 contradiction」は、
「否定」を説明するために言及されるものとして解釈される（神野 , 1984, p.145）
。矛盾する
ものは思うことができず、思うことができないものは、存在することもできない、という
ヒュームの存在論の一端がここに現れている。
そして、第三の議論は、自然界にあるあらゆるものは個別的であり、それゆえ特定の程度
の量や質をもっているので、例えば、辺や角の確定した割合を持たないような三角形を、真
に存在すると想定するのは全く不合理であり、このことが事実、現実に不合理であるならば、
観念においても不合理である、というものである。
ここには、「対象の観念を形作ることと、単に観念を形作ることは同じことである 21」
（T.1.1.7.6）ということを背景に、
「私たちが、明晰判明な観念を形作ることができるものは
（T.1.1.7.6）という考えがある。
なんでも、不合理で不可能ということはない 22」

─ 24 ─

ヒュームの「意味論的見解」とは何であるのか

このように、個別的でありながら、確定した割合を持たない対象の観念を形作ることは不
可能である、従って、量や質の点で限定されていないような観念を形作ることも、同様に不
可能である、ということになる。それゆえ、ヒュームは「抽象観念は、その表現において一
般的になるとしても、それ自体個別的である」
（T.1.1.7.6）のであり、心に現われた像は、私
たちの推論において普遍的であるかのようであっても、個別的な観念にすぎないのであると
する。

3.2.

ディレンマの解決―証明Ⅱ

さて、第二の証明は、ヒュームによって「このような観念の本性を超える適用は、人生の
目的にかなうような、そのような不完全な仕方で、観念の量や質のその可能な程度すべての
収集に由来する」
（T.1.1.7.7）と言い換えられている。ヒュームによれば、いくつかのものの
間にしばしば出くわす類似 23 を見出すと、私たちは、その質と量の程度でどんな違いを見
ようとも、また、それらの間に他のどんな違いが現われようとも、それらすべてに同じ名前
を適用するので、私たちがこのような「習慣 custom」
（T.1.1.7.7）を獲得した後には、その
名前を聞くことが、これらの対象のうちの一つの観念をよみがえらせ、その特殊な状況と割
合を持った観念を想像力に思わせるのである。
また、ここから、類似を見出されているのである以上、この収集された観念は複雑観念で
もあるはずであることが分かる。この場合、その名前が適用される諸観念の少なくとも一部
分すなわち単純観念が、相互に類似することにより連合し構成された複雑観念であるはずで
ある。
そして、私たちは想像力にそれら収集された観念のすべてを描き出すのではなく、私たち
にとってのそのときの計画や必要に促され、それらのどれでも見渡すように心は「準備
readiness」
（T.1.1.7.9）させられる、とヒュームは言う。名前は、
「ある習慣と共に、ある個
別的観念を生じさせ、そして、その習慣は、機に応じて、他のどんな個別的観念をも生み出
す」（T.1.1.7.7）が、その名前が適用される観念すべてを生み出すことは、ほとんどの場合不
可能であるから、それを省略しているとされる。
ここにもヒューム独自の唯名論が現われている。
「反省と会話のすべての目的にかなう」、
すなわち「人生の目的にかなう」ような仕方を習慣として獲得し、名前から観念への推論が
される。これは、習慣的連合を原理として説明される点で、ヒュームの構成的理論の典型例
となっているとされる（大槻 , 1948, p.301）
。
このようにして、ヒュームの言うディレンマの「量と質の可能な程度すべての思念を、私
たちは一度に形作ることが出来る」という角の選択が証明される。すなわち、観念は、必ず
ある程度の量や質を伴って思われる、そしてそれは個別的である。さらに、名前は、習慣に
よって、ある個別観念であるところの代表観念を生じさせる。しかし、それがその時に相応
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しくない場合には、その習慣は、その代表観念に類似し同じ名前で呼ばれる他のどんな個別
観念をも心に思わせることができる。これらのことを明らかにしたことで、ヒュームはこの
ディレンマの角の選択を証明したのである。

3.3.

一般名辞と個別的観念との間の習慣

ヒュームは、
「心が、それに基づいて私たちが推論するところの、ある個別的観念を生み
出した後、もし、私たちが偶然それと一致しない何らかの推論を形作るならば、一般あるい
は抽象名辞によってよみがえらされた付随する習慣は、直ちにその他のある個別的観念を示
唆する」（T.1.1.7.8）ことにより、上述のような省略によっても、私たちの推論に生じる不便
はほとんど見出されないのだとする。つまり、ある命題に、習慣によって名辞から生み出さ
れた観念を適用し、習慣によらない観念も通覧した上で、その真偽を判断できる、というも
のである。「それら（名辞）は、その特殊な習癖 24 を喚起し、それによって、その名辞のも
とにいつも含まれるいかなる観念にも反して結論が形づくらないように、心を準備させてお
くのである」（T.1.1.7.9, 括弧内筆者）のだ。
しかし、それら喚起されるべき習癖が完璧になる前には、心は、ただ一つの個物の観念を
形づくることで満足しない。ヒュームが言うには、心は「一般名辞で表現しようとするその
集合の範囲を自らに理解させるために、いくつかざっと目を通す」
（T.1.1.7.10）のである。
ヒュームは、
「個物が互いに帯びている類似のために、それらは共に寄せ集められ、一般
名辞のもとに置かれるように、この関係は、個物が想像力に入っていくのを容易にし、機に
応じて、よりたやすく示唆されるようにするに違いない」
（T.1.1.7.15）とする。ヒュームに
従えば、名辞によって一般化するけれども、対応観念は個別的である。そして、
「もし、観
念がその本性において特殊であり、同時にその数において有限であるならば、その代表する
ことにおいて一般的になり、そのもとに無限の数の他の観念を含みうるのは、ただ習慣にの
みよる」（T.1.1.7.16）のである。
こうして一般名辞と個別的観念との間の習慣が確立することにより、観念の通覧の必要は
なくなり、容易に示唆されるように、代表観念が名辞に伴うことになる。このことは、その
習慣が確立したとき、その語が使用可能になるということを意味することになろう。

4.

恒常的連接について
さて、因果性における恒常的連接そのものについては、ヒューム自身は厳密な定義を与え

てはいないが、その語義と因果性の他の契機から、継起、近接といった観念の「連接」が「恒
常的」に生じることが意味されていると少なくとも理解できる。ところが、
恒常的連接の「連
接」の部分は、観念の空間的近接関係、時間的先後関係（ヒュームの言う時間は「あらゆる
種類の知覚の継起」
（T.1.2.3.6）である）ということから、
その性質は見えてくるが、
では「恒
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常性」は、ヒュームの議論において、どのようにして把握可能なのか。恒常性が指すものは
何もないゆえに、可感的性質ではない。
この恒常性へのアプローチの仕方には二種類の可能性があると思われる。一つには、必然
性と同じく「感じすなわち内省の印象」として捉える仕方であり、
つまり「前もこうだった」
と感じる観念の移行である。そして、もう一方は論理的関係である。すなわち、出来事（あ
るいは対象）A（以下 A）と出来事（あるいは対象）B（以下 B）が継起し、かつ近接して
現れたことを複数サンプリングして得られる A-B という出来事の対の集合としての関係で
ある。これら二種類のアプローチの仕方は、背反せず、逆に共存して問題はないと思われる。
ここでは、後者について検討していく。
ヒュームが「類似の対象は常に類似するものに連接している（E.7.29）
」とも言うように、
通常、ヒュームの恒常的連接は、A-B という出来事の対のそれぞれに類似した出来事の継起
が度重なる（A1-B1, A2-B2, …）ことにより、多少の例外は排除され、A-B という出来事の対
に因果性があるとみなされる契機になると説明される。
この A-B という出来事の対各々は関係として捉えられるので、A、B それぞれが単純観念
であるはずであり、そうならば A-B 各々はこのとき複雑観念である。すると、この「A-B
という出来事の対のそれぞれに類似した出来事の継起が度重なることにより、A-B という出
来事の対に因果性があるとみなされる」には、A-B という出来事の対という複雑観念の類似
による連合が生じていることになる。すなわち、ここで複雑観念の複雑観念化が起きること
になる。これは、
上述の複雑観念間の連合という不整合と同じことが生じていることになる。
この不整合をするためには、換言すれば、ヒュームの議論が整合的であるためには、どう解
釈するべきか。これを、同様に類似による連合が生じているヒュームの抽象観念の議論と対
比しながら検討していく。

5.

高階化する複雑観念
恒常的連接について、一ノ瀬は「その意義からして、
「タイプ」の概念がなければ成立し

ない」（一ノ瀬 , 2004, p.247）と指摘する。とするならば、A-B という出来事の対というサ
ンプルを項とした、恒常的連接とみなされるタイプ A-B が成立することになる。そして、
一ノ瀬はこの「タイプ」を抽象観念であるとみなす。ヒュームは、抽象観念を、類似した観
念を同じ一つの名前で呼ぶ習慣が確立されることにより、その名前を聞くと、それに伴って
きたそれらの観念のうち、それ以外のものも心に準備しつつ、どれか特定の観念（代表観念）
が想像によって想われてしまう、としている。また、抽象観念は複雑観念でもあった。すな
わち、その名前の下に包括される諸観念の少なくとも一部分すなわち単純観念が、相互に類
似することにより連合し複雑観念を構成しているものであった。ここからも分かるように、
名前はその下にあるいずれかの単純観念と結びついているのである。
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さらに、一ノ瀬は「名前と特定の観念との間に、
（中略）因果関係が現れているのである」
（一ノ瀬 , 2004, p.247, 中略筆者）と言う。また、木曾も同様に「
（ある観念は通常特定の語に
結び付けられているので、その語を聞くだけでそれに対応する観念が呼び起される。
）この
ような過去における恒常的随伴の観念は、ヒュームにとっては、因果関係の観念と同じもの
であるので、語と観念の間の観念連合は、因果関係に基づく観念連合であるとみなされてい
る」（木曾 , 1995, p.427, 括弧内筆者）という。そのように名前と特定の観念を因果関係と捉
えるならば、そもそも因果関係とは単純観念間の関係であるので、名前も特定の観念も単純
観念でなければならない。しかし、ヒュームの語と観念の間にあるのが因果関係であると指
摘するだけでは不足である。すなわち、名前という階層の違うタイプもまた単純観念 25 と
して働いているのでなければ、ヒュームの議論の構造が成り立たないということが重要なの
である 26。
より厳密に言えば、A-B のそれぞれ A も B も実体に付せられた名前であるならば、その
時点で A も B も複雑観念であるので、A-B という恒常的連接は、そのままでは複雑観念と
複雑観念の複雑観念なのである。しかし、そうではなく、複雑観念として一まとまりになり、
そしてそれに名前が割り当てられ、類似した諸観念を同じ一つの名前で呼ぶようになり、そ
れら観念と名前との間に習慣が成立したとき、そのときその複雑観念に付けられた名前は単
純観念になる、いわば単純観念にリセットされるとしなければならないことが帰結される。
すなわち、それ以上「区分または分離をわずかも許さない」
（T.1.1.1.2）観念となるというこ
とである。
つまり、単純観念が複雑観念になると、言い換えれば項が集合としてまとまると、名前が
付せられる、すなわち一階高階化する。そのとき、その名前は単純観念として働き出すとい
うことになる。そしてこれは、無限に高階化する、あるいは無限退行する必要はなく、一階
のみの高階化を繰り返すだけである。なぜなら、高階化した観念は、改めて単純観念となっ
ているからである。
また、この高階化した単純観念は、必要あるいは視点に応じて、もともとの複雑観念とし
て想像力によって分離されうることを妨げないであろう。なぜなら、そのとき求められてい
るのは、その当該複雑観念ではないのだから。ヒュームの挙げた「パリ」の例を取ってみる
と、それは単純観念の例としても、複雑観念の例としても用いられていたが、
「サンドニ」
の観念と近接する単純観念としての「パリ」は、街の名前としてこれ以上の分離は不可能で
あるが、「街路及び家並を一つ残らず真実のままの正しい割合で完全に再現」できない複雑
観念としての「パリ」は、
「街路及び家並」として分離可能であるということである。これ
らのことから、一階高階化すれば単純観念化するという複雑観念の働きを、不整合の隙間に
埋め込むことで、整合的なものに修正出来ると考える。
このように、恒常的連接の背景には、タイプあるいは観念の高階化という基礎が必要であ
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るということが、不整合の解消のための議論の中で見えてきた。つまり、個別的な A1-B1,
A2-B2 などが、タイプ A-B になる必要がある。これは、個別的なあるいは経験可能な諸項が
まとまり、高階化することである。そして、それは観念が語に結びつく、すなわち語を習得
する構造も同じものである。さらに、タイプあるいは語という高階化したものは、再度単純
観念として、その下にある観念と因果関係を築くということになるのである。
また、そもそもヒュームの抽象観念の議論は、
「反省と会話のすべての目的にかなうであ
ろうような、少なくともそういった仕方で、量と質の可能な程度すべての思念を、私たちは
一度に形作ることが出来る」
（T.1.1.7.2）ということの証明でもあった。とするならば、ある
語と因果的に結びついて想起された観念は「反省と会話のすべての目的に」かなっているの
である 27。つまり、観念の想起と語による使用の場面が一致しているのである。
こうして、ヒュームの議論における恒常的連接に前提されるタイプの概念と抽象観念の理
論は同じ構造であり、言語論的には、語の習得と使用は同じ構造の下で、ある視点によって、
習得か使用かいずれかの向きで語られうる、
表裏一体のことということが結論されるだろう。
これが、結果的に、ヒューム自身は意図しなかった彼の「意味論的見解」となっていること
が言える。

6.

おわりに
ヒュームは、意味論を意図的には述べようとしたわけではなかった。しかし、彼が残した

不整合、すなわち、観念の連合原理は単純観念間に働いて複雑観念をなすというものであっ
たのにもかかわらず、それが複雑観念間を結びつけるように読めるというものを、整合的に
しようとする試みの中で、彼の「意味論的見解」が現われてくる。その不整合の解消には、
ヒュームの観念の連合原理を踏まえた上で、ある特殊な名前を割り当てられる単純観念の集
合であるヒュームの実体についての議論と、ヒュームの因果論の鍵概念である恒常的連接と
その枠組みの議論を理解することが必要であり、そうすると、観念と名前の関係は異なる階
層の関係であることが明らかになってくる。
つまり、諸単純観念は、連合原理である近接かあるいは因果によって互いに結び付けられ、
それゆえ、それらは実体に属する諸部分とみなされてしまう。しかし、ヒュームの見解は、
実体は複雑観念にすぎないというものであり、それは連合原理によって生み出されるのであ
る。そして、当該の諸観念はある特殊な名前によって呼び起される。このように、連合原理
は単純観念間の作用であり、複雑観念間のではない。
しかるに、恒常的連接は原理的に複雑観念のはずである。というのは、出来事 A と出来
事 B の間は恒常的に連接する、すなわち A と B が繰り返し生じるからである。そして、出
来事 a1 と出来事 b1、出来事 a2 と出来事 b2、…出来事 ak と出来事 bk の間の類似により、出
来事 A と出来事 B は恒常的に連接して起きるとみなされる。このことから、以下のことが

─ 29 ─

帰結される。すなわち、ある特殊な観念あるいは出来事は、連合原理によって、他方と結び
付けられ、さらに、ある特殊なものをともに結び付けたある諸観念あるいは諸出来事が、連
合原理によって、他方と結び付けられる。しかし、このことは単純観念間に働くヒュームの
連合原理に反する。
これらのことは不整合に見えるけれども、観念の階層は名前のとは異なっている、言い換
えれば、諸観念が集められれば、それらはタイプ化、あるいは高階化し、単純な観念になる
と考えることによって、ヒュームの不整合は解消され、整合的になるのである。そして、諸
観念は、割り当てられた名前と対応し、それらは、恒常的に、すなわち習慣によって結びつ
く。このことから、観念が名前と結び付けられるということと、名前がそれに対応する観念
を呼び起こすということは同一のことである、
すなわち表裏一体であるということがわかる。
換言すれば、私たちが、経験による観念の集合から名前を習得することと、必要な時にそれ
を使うということは、
一つのことなのである。このことが、
彼が意図的に扱っていないヒュー
ムの意味論的見解であると結論する。

略符号
a / advertisement
i / introduction

注
1

ヒュームは、出版当初の不評や、それ以降続く無神論者とみなされる要素となった『人間本
性論』を、死の直前の 1776 年 4 月に書かれた「わが生涯 My Own Life」で、「印刷機から死
産した」と評し、その前年には、同書を自分の著作から除外すると言った（Mossner, 1980）。

2

この「黙約」という訳語は、大槻に従っている。この convention について、訳者がどの訳語
をあてるかによって、解釈が大きく変わり得ると思われる。例えば、中才は「合意」
（中才 , p.266）
と訳を付す。

3
4

例えば、Flew はヒュームを規約主義者 conventionalist とみる。
『人間本性論』において、ヒュームが提示し、それにより哲学史上に彼の名が消し難く残るこ
とになった哲学的主題の一つに、因果性に対する批判を挙げることができる。ヒュームは、
因果関係から先ず原因の「先行性 priority」（あるいは結果の「継起 succession」）、「近接
contiguity」という性質を見出だすが、それだけでは因果性が成立するには至らず、それに加
えて
「必然的結合 necessary connexion」という要素が必須であるとする。この必然的結合は「上
記の他の二関係のどれよりも遥かに重要」（T.1.3.2.11）である。しかし、この必然的結合の印
象はどこからも得られない。それにもかかわらず、原因から結果への推理には「信念 belief」
が伴う。これは一体どのようなことか。この洞察に基づいて、ヒュームは、観察と経験から
見出された「恒常的連接 constant conjunction」を因果関係の第三の性質とする。
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5

この例は、ヒュームが、単純観念は分離分割できず、複雑観念はその逆で部分に分けられる
ということを述べる際に使用する。原文は“Tho’
a particular colour, taste, and smell are
qualities all united together in this apple,‘tis easy to perceive they are not the same, but
are at least distinguishable from each other.”（T.1.1.1.2）

6

この「記憶と想像の観念」は、ヒュームにおいては「記憶や想像による観念」のことであり、
新たに観念の区分が提示されたのではない。記憶や想像は機能 faculty である（T.1.1.3.1）。他方、
ホッブズは、衰えつつある感覚を、そのものそれ自体 the thing it self を表現しようとするなら、
imagination と呼び、その衰えを表現し、感覚が薄らぎ、古く、過ぎ去っていると示したいなら、
memory と呼ぶという。したがって、imagination も memory も、一つのものに対する異なっ
た考察に応じて持つ名前であるとする（L.1.2.3）。

7

記憶は「対象が現れたもとの形式を保持する」（T.1.1.3.3）とされる。

8

ホッブズの議論との類似は、黒田も指摘するところである（黒田 , 1987, p.29）。

9

ホッブズの imagination の訳語については、例えば翻訳者によっても違い、語が示す内容的に
も訳語を与えにくいため、本稿ではホッブズの imagination に関しては原語のまま用いる。

10

より正確に言えば、ホッブズの imagination は、像を作り上げることと作り上げられた像の両
方の意味があると思われるので、ヒュームの imaginaton においても、前者は一致している。

11

この中略部分もヒュームとの類比ができる点であり、それは両者ともにこのような虚構的像
を思い浮かべるのが「詩や物語」（T.1.1.3.4）、「物語」（L.1.2.4）を読んでいるときだとするも
のである。

12

この解釈は以下の原文による。“This decaying sense, when wee would express the thing it
self,（I mean fancy it self,）wee call Imagination”（L.1.2.3）

13

第四節「観念の結合あるいは連合について Of the connexion or association of ideas」におい
て観念の連合原理について述べられていることを指す。

14

真部分集合か少なくとも部分集合になっていると考える。

15

よ り 厳 密 に 言 う と、 ロ ッ ク の 原 文 は“ … if in this I use the word Mode, in somewhat a
different sence from its ordinary signification, I beg pardon; …”
（EHU.2.12.4, イタリック原文 ,
中略筆者）である。この“ordinary”は“… Modes … are considered as Dependences on, or
Affections of Substances”
（EHU.2.12.4, イタリック原文 , 中略筆者）ということである。これ
だけでは属性にまで言及していないように見えるが、実体にある形や思惟そして運動を結び
つけたとき人間の観念を持つとロックが言うように、思惟と運動が同じ地位で語られ、また
運動は様相であることから、属性と変状そして偶有性が均質化すると理解できる（EHU.2.12.6）。

16

但し、ヒュームの様相という語の示す意味については、この限りではない。これについての
解釈は、まだ検討の余地があり、更なる課題である。しかし、本論で提示する意味は、少な
くともヒュームの議論内に含まれていると理解できる。それゆえ、議論の簡潔化のため本論
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では性質を表す意味に限った。
17

この絶対的知識の例としては「三角形の観念から、その三角の和は二直角に等しいという関係」
（T.1.3.1.1）を見出すことが挙げられている。

18

より正確には、原文では、絶対的知識は“knowledge”であり、蓋然的知識は“probability”
であるが、ここでは大槻による訳語を用いた。またヒュームによって、“knowledge”は
“certainty”とも言い換えられている（T.1.3.1.2）。

19

論理的なディレンマになっているわけではない。また、双方に好ましくない結論が含まれて
いるわけでもない。よって、ここでは double proposition（OED による）の意と思われる。
但し、命題の内容が反対のものであるという意味においては、単なる double proposition では
ない、従ってディレンマとなっているとは言える。

20

ヒュームはこの「反省と会話のすべての目的にかなう」という表現からも伺えるように、一
般観念に結び付けられる音声あるいは聴覚知覚としての名前に注目し、言及していることが
分かる。また、「語すなわち音」（T.1.1.7.11）という表現もある。

21

観念と対象を関係づけることは「外的命名 an extraneous denomination」
（T.1.1.7.6）とヒュー
ム は 言 う。 こ の 語 に 対 し 大 槻 は「 付 帯 的 規 定 」 と い う 訳 語 を あ て る。 OED に よ れ ば、
‘denomination’には‘（名前による）specifying’の意味もあるので、それで解したものと思
われる。つまり、本来は観念に付けられるものである名前が、対象の名前であるかのように
されてしまうが、それは外的である、ということを含意すると理解できる（ヒューム , 1948,
p.52）
。

22 「心が明晰に思うものはなんでも、可能的存在の観念を含んでいる、言い換えれば、私たちが
想像するなにものも絶対的に不可能ではない、ということは、形而上学で確立された原則で
ある」
（T.1.2.2.8）とも言う。
23

この「類似」に関して、単純観念間の類似も提示される。すなわち、この単純観念という語
により「その下にあらゆる単純観念を包括している。一切の単純観念はその単純性 simplicity
において類似する」（T.1.1.7.5App.）というものである。あらゆる点で異なるゆえに単純観念
であるにも拘らず、その諸単純観念間にある類似も指摘しているのである。これは、1740 年
3 月 16 日付フランシス・ハチスン宛書簡において、まず明示され、その後、付録において付
け加えられた箇所である（ヒューム , 1948, p.301）。この単純性について、ヒュームの観念に
ついての理論では、そのような性質は可感的でない以上、どこから見出されてくるのかが疑
問として指摘できるだろう。

24

ノートンは、この「習癖 habit」に対し、当初の「心の配置 disposition」と注をつけるも後の
版ではこの注を削除する（Norton, 2000, p.433）。

25

この単純観念は、音の観念（音声言語）を意味しているであろう。ヒュームも「any word or
sound」
（T.1.1.7.11）という表現をする。

─ 32 ─

ヒュームの「意味論的見解」とは何であるのか

26

木曾は、語と観念の観念連合をタイプとトウクンでとらえている。「型（type タイプ）」とし
ての一般名辞の個別的生起体（トウクン）の集合と、その一般名辞が妥当する個体の個別的
観念の集合との間の、観念連合であるはずである」（木曾 , 1995, p.427）という。これは、一
ノ瀬と視点と反対にした捉え方と言える。一ノ瀬が、恒常的連接の成立による語の一般化に
着目したのに対し、木曾は語の習得後、つまり語が一般性を得た以降に着目しているのである。
ヒューム解釈において、これらのどちらも成り立ちうるということが重要である。ただし、
「そ
の一般名辞が妥当する個体の個別的観念の集合との間の、観念連合であるはずである」の箇
所は、上述のように観念の連合原理が働くのは単純観念間であるので、「集合」とするのは誤
りであると言える。

27

同様の論述が、J.S. ミルによってもなされている。「私たちは、対象それ自体にではなく、謂
わば、対象の観念に印をつけるのである。（中略）それについて話すとき、私たち自身の経験
の記録においても他の人との会話においても、対象を見分けるようにする」（SL.1.2.5.11, 中略
筆者）とされる。

参考文献
以下の著作から、略符号によって引用した。
また、略符号の後の数字は、巻、章、節あるいは段落の番号を意味する。
T/ David Hume.（2011）. A Treatise of Human Nature. David Fate Norton and Mary J. Norton
（eds.）. Oxford University Press.
A/ David Hume.（2011）. An Abstract of A Book. David Fate Norton and Mary J. Norton（eds.）.
A Treatise of Human Nature.（pp）Oxford University Press.
E/ David Hume.（1999）. An Enquiry concerning Human Understanding. Tom L. Beauchamp
（eds.）. Oxford University Press.
デイヴィッド・ヒューム .（1948）. 人性論（一）-（四）.（大槻春彦訳）. 岩波書店 .
デイヴィッド・ヒューム .（2004）. 人間知性研究 .（斎藤繁雄、一ノ瀬正樹訳）. 法政大学出版局 .
L/ Thomas Hobbes.（2007）. Leviathan. Richard Tuck（ed.）. Cambridge University Press.
トマス・ホッブズ .（1954）. リヴァイアサン（一）.（水田洋訳）. 岩波書店 .
トマス・ホッブズ .（1971）. リヴァイアサン .（永井道雄、宗片邦義訳）. 中央公論社 .
EHU/ John Locke.（1975）. An Essay concerning Human Understanding. Peter H. Nidditch（ed.）.
Oxford : Clarendon Press.
ジョン・ロック .（1972）. 人間知性論（一）-（四）.（大槻春彦訳）. 岩波書店 .
SL/ John Stuart Mill.（2008）. System of Logic Ratiocinative and Inductive. New York: Cosimo.
M. Costa.（1995）. The Objective Foundation of the Causal Connection. Stanley Tweyman（ed.）.
David Hume Critical Assessments.（pp322-330）. London and New York: Routledge.
一ノ瀬正樹 .（2004）.ヒューム因果論の源泉―他者への絶え間なき反転 . デイヴィッド・ヒューム . 人

─ 33 ─

間知性研究 .（斎藤繁雄、一ノ瀬正樹訳）. 解説 . 法政大学出版局 .
神野慧一郎 .（1984）. ヒューム研究 . ミネルヴァ書房
黒田亘 .（1987）. 言語論の素描 . デイヴィッド・ヒューム研究 . 御茶の水書房 .
中才敏郎 .（2007）. ヒューム . 哲学の歴史（6）. 中央公論新社 .
David Fate Norton.（2000）. Annotations to Treatise. David Hume. A Treatise of Human Nature.
David Fate Norton and Mary J. Norton（eds.）. Oxford University Press.
大槻春彦 .（1948）. 人性論（一）-（四）.（大槻春彦訳）. 解説 . 岩波書店 .
Earnest Campbell Mossner.（1980）. The Life of David Hume, 1954, Second edition. Oxford:
Clarendon Press.

OED/（1989）. The Oxford English Dictionary. 2nd edition. J. A. Simpson and E. S. C. Weiner
（prep.）. Oxford: Clarendon Press.

─ 34 ─

ヒュームの「意味論的見解」とは何であるのか

What are Hume’
s semantic views?
TAKENAKA, Kurumi
David Hume, a Scottish philosopher in the 18th century, did not intentionally treat of
semantics. Hume has left a sort of inconsistency on arguments about complex ideas in his
A Treatise of Human Nature as follows. Nonetheless he insists that the principle of
association works among simple ideas and produces a complex idea, it seems that this
principle worked among complex ideas in some places. It is in the trial of making this
Hume’
s argument consistent that his semantic views are revealed.
To solve this inconsistency, being based on Hume's principle of association of ideas, it is
necessary to understand his argument of substance that is such a collection of simple
ideas as a particular name is assigned them, and of that constant conjunction and its
frames, which is a key concept of causation in Hume. In that case, it becomes clear that
relations between ideas and their name are relations on different levels.
Simple ideas are connected each other by contiguity or causation which is the principle
of association, then, they are regarded as parts belong to a substance. But, in Hume’
s
view, a substance is nothing but a complex idea, which is made by the principle of
association. And ideas in question are recalled by a particular name. In this manner, the
principle of association is a function among simple ideas, not among complex ideas.
The constant conjunction itself must be fundamentally a complex idea. The reason is as
follows. The relation between event-A and event-B is constantly conjunctive, namely A
and B occur repeatedly. And event-A and event-B are considered as to happen constantly
conjunctive because of their resemblance among event-a1 and event-b1, event-a2 and
event-b2,…event-ak and event-bk. From which, it follows that the one particular idea or
event is connected with the other by the principle of association, and the one ideas or
events connected a particular together are connected with the other by the principle of
association. But this is contrary to Hume's principle of association worked among simple
ideas.
Though it seems to be inconsistent, by means of to consider that the levels of ideas are
different from the ones of names, it is resolved. In other words, if ideas are collected, they
are typed, or higher-ordered, and become a simple one, as if being reset, Hume's
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inconsistency is resolved and made consistent.
Ideas are corresponded with assigned name. They are connected constantly, or by
custom. From this, it shows that it is the same thing that an idea is connected with a
name, with that a name recall an idea with which is corresponded, or they are one and
indivisible. That is, it is one thing that we acquire name from a collection of ideas by
experience, and that we use it if necessary. It seems to me this is the Hume's semantic
views that he does not intentionally treat of. To show this is the aim in this paper.
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