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２００８２００８２００８２００８年度第年度第年度第年度第２２２２学期共通教育科目学期共通教育科目学期共通教育科目学期共通教育科目２００８２００８２００８２００８年度第年度第年度第年度第２２２２学期共通教育科目学期共通教育科目学期共通教育科目学期共通教育科目
「「「「哲学基礎哲学基礎哲学基礎哲学基礎「「「「哲学基礎哲学基礎哲学基礎哲学基礎BB」」」」」」」」

「「「「認識認識認識認識するとはどういうことかするとはどういうことかするとはどういうことかするとはどういうことか？」？」？」？」「「「「認識認識認識認識するとはどういうことかするとはどういうことかするとはどういうことかするとはどういうことか？」？」？」？」
第第第第５５５５回講義回講義回講義回講義第第第第５５５５回講義回講義回講義回講義

（（（（２００８２００８２００８２００８年年年年１１１１１１１１月月月月６６６６日日日日））））（（（（２００８２００８２００８２００８年年年年１１１１１１１１月月月月６６６６日日日日））））

§§§§§§§§4 4 経験的経験的経験的経験的なななな知識知識知識知識はどのようにはどのようにはどのようにはどのように経験的経験的経験的経験的なななな知識知識知識知識はどのようにはどのようにはどのようにはどのように

してしてしてして得得得得られるのかられるのかられるのかられるのかしてしてしてして得得得得られるのかられるのかられるのかられるのか

１１１１、、、、アアアア・・・・プリオリプリオリプリオリプリオリなななな知識知識知識知識とととと経験的知識経験的知識経験的知識経験的知識１１１１、、、、アアアア・・・・プリオリプリオリプリオリプリオリなななな知識知識知識知識とととと経験的知識経験的知識経験的知識経験的知識

通常通常通常通常、、、、知識知識知識知識はははは、、、、経験的経験的経験的経験的なななな知識知識知識知識とととと非経験的非経験的非経験的非経験的なななな知識知識知識知識にににに通常通常通常通常、、、、知識知識知識知識はははは、、、、経験的経験的経験的経験的なななな知識知識知識知識とととと非経験的非経験的非経験的非経験的なななな知識知識知識知識にににに
分分分分けられるけられるけられるけられる。。。。非経験的非経験的非経験的非経験的なななな知識知識知識知識とはとはとはとは、、、、論理学論理学論理学論理学やややや数学数学数学数学のののの分分分分けられるけられるけられるけられる。。。。非経験的非経験的非経験的非経験的なななな知識知識知識知識とはとはとはとは、、、、論理学論理学論理学論理学やややや数学数学数学数学のののの
知識知識知識知識であるであるであるである。。。。これらがこれらがこれらがこれらが真真真真であることはであることはであることはであることは、、、、経験経験経験経験によらずによらずによらずによらず知識知識知識知識であるであるであるである。。。。これらがこれらがこれらがこれらが真真真真であることはであることはであることはであることは、、、、経験経験経験経験によらずによらずによらずによらず
にににに知知知知ることがることがることがることが出来出来出来出来るるるる。。。。これらはこれらはこれらはこれらは経験経験経験経験よりよりよりより前前前前にににに知知知知られられられられにににに知知知知ることがることがることがることが出来出来出来出来るるるる。。。。これらはこれらはこれらはこれらは経験経験経験経験よりよりよりより前前前前にににに知知知知られられられられ
るということからるということからるということからるということから、、、、るということからるということからるということからるということから、、、、a priori(a priori(よりよりよりより前前前前ものからものからものからものからよりよりよりより前前前前ものからものからものからものから))というというというという意意意意というというというという意意意意
味味味味でででで、、、、アアアア・・・・プリオリプリオリプリオリプリオリなななな知識知識知識知識とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる。。。。これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてして味味味味でででで、、、、アアアア・・・・プリオリプリオリプリオリプリオリなななな知識知識知識知識とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる。。。。これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてして
経験的知識経験的知識経験的知識経験的知識はははは、、、、経験的知識経験的知識経験的知識経験的知識はははは、、、、a posterioria posteriori（（（（よりよりよりより後後後後のものからのものからのものからのものから））））とととと（（（（よりよりよりより後後後後のものからのものからのものからのものから））））とととと
いういみでいういみでいういみでいういみでアアアア・・・・ポステリオリポステリオリポステリオリポステリオリなななな知識知識知識知識とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる。。。。いういみでいういみでいういみでいういみでアアアア・・・・ポステリオリポステリオリポステリオリポステリオリなななな知識知識知識知識とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる。。。。
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アプリオリアプリオリアプリオリアプリオリなななな知識知識知識知識はははは、、、、前回見前回見前回見前回見たようにたようにたようにたように、、、、現代現代現代現代ででででアプリオリアプリオリアプリオリアプリオリなななな知識知識知識知識はははは、、、、前回見前回見前回見前回見たようにたようにたようにたように、、、、現代現代現代現代でででで
はそれをはそれをはそれをはそれを自明自明自明自明なななな真理真理真理真理とととと考考考考えることはできずえることはできずえることはできずえることはできず、、、、規規規規はそれをはそれをはそれをはそれを自明自明自明自明なななな真理真理真理真理とととと考考考考えることはできずえることはできずえることはできずえることはできず、、、、規規規規
約約約約にににに基基基基づくものとされるづくものとされるづくものとされるづくものとされる。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、規約主義規約主義規約主義規約主義のののの約約約約にににに基基基基づくものとされるづくものとされるづくものとされるづくものとされる。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、規約主義規約主義規約主義規約主義のののの
パラドクスパラドクスパラドクスパラドクスがあるためにがあるためにがあるためにがあるために、、、、それをどのようにそれをどのようにそれをどのようにそれをどのように理理理理パラドクスパラドクスパラドクスパラドクスがあるためにがあるためにがあるためにがあるために、、、、それをどのようにそれをどのようにそれをどのようにそれをどのように理理理理
解解解解するのかはするのかはするのかはするのかは、、、、現代哲学現代哲学現代哲学現代哲学のののの非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな問題問題問題問題解解解解するのかはするのかはするのかはするのかは、、、、現代哲学現代哲学現代哲学現代哲学のののの非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな問題問題問題問題
になっているになっているになっているになっているになっているになっているになっているになっている

＊＊＊＊根源的規約主義根源的規約主義根源的規約主義根源的規約主義がががが一一一一つのつのつのつの提案提案提案提案であるがであるがであるがであるが、、、、そそそそ＊＊＊＊根源的規約主義根源的規約主義根源的規約主義根源的規約主義がががが一一一一つのつのつのつの提案提案提案提案であるがであるがであるがであるが、、、、そそそそ
れではなおれではなおれではなおれではなお説得力説得力説得力説得力にににに乏乏乏乏しいとしいとしいとしいと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。むしろむしろむしろむしろ、、、、れではなおれではなおれではなおれではなお説得力説得力説得力説得力にににに乏乏乏乏しいとしいとしいとしいと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。むしろむしろむしろむしろ、、、、
究極的究極的究極的究極的にはにはにはには、、、、それはそれはそれはそれは命題知命題知命題知命題知ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、推論推論推論推論しししし究極的究極的究極的究極的にはにはにはには、、、、それはそれはそれはそれは命題知命題知命題知命題知ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、推論推論推論推論しししし
たりたりたりたり数数数数をををを数数数数えたりするえたりするえたりするえたりする技能知技能知技能知技能知にににに属属属属するものではするものではするものではするものではたりたりたりたり数数数数をををを数数数数えたりするえたりするえたりするえたりする技能知技能知技能知技能知にににに属属属属するものではするものではするものではするものでは
ないかとないかとないかとないかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。ないかとないかとないかとないかと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。

。。。。。。。。

２２２２、、、、経験的経験的経験的経験的なななな知識知識知識知識にはどのようなものにはどのようなものにはどのようなものにはどのようなもの２２２２、、、、経験的経験的経験的経験的なななな知識知識知識知識にはどのようなものにはどのようなものにはどのようなものにはどのようなもの
がありますかがありますかがありますかがありますか？？？？がありますかがありますかがありますかがありますか？？？？

きのうきのうきのうきのうきのうきのうきのうきのうBarakBarak ObamaObamaがががが次次次次ののののがががが次次次次ののののUSAUSA大統領大統領大統領大統領にににに大統領大統領大統領大統領にににに

選選選選ばれましたばれましたばれましたばれました。。。。選選選選ばれましたばれましたばれましたばれました。。。。

彼彼彼彼についてについてについてについて知知知知っていることをっていることをっていることをっていることを彼彼彼彼についてについてについてについて知知知知っていることをっていることをっていることをっていることを

教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。
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①①①①感覚感覚感覚感覚にににに基基基基づくものづくものづくものづくもの①①①①感覚感覚感覚感覚にににに基基基基づくものづくものづくものづくもの

②②②②記憶記憶記憶記憶にににに基基基基づくものづくものづくものづくもの②②②②記憶記憶記憶記憶にににに基基基基づくものづくものづくものづくもの

③③③③推論推論推論推論にににに基基基基づくものづくものづくものづくもの③③③③推論推論推論推論にににに基基基基づくものづくものづくものづくもの

④④④④伝聞伝聞伝聞伝聞にににに基基基基づくものづくものづくものづくもの④④④④伝聞伝聞伝聞伝聞にににに基基基基づくものづくものづくものづくもの

ではではではでは、、、、このこのこのこの中中中中でででで、、、、よりよりよりより基礎的基礎的基礎的基礎的なものはどれでなものはどれでなものはどれでなものはどれでではではではでは、、、、このこのこのこの中中中中でででで、、、、よりよりよりより基礎的基礎的基礎的基礎的なものはどれでなものはどれでなものはどれでなものはどれで
しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。
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伝聞伝聞伝聞伝聞のののの知識知識知識知識はどのようにしてはどのようにしてはどのようにしてはどのようにして得得得得られたのでられたのでられたのでられたので伝聞伝聞伝聞伝聞のののの知識知識知識知識はどのようにしてはどのようにしてはどのようにしてはどのようにして得得得得られたのでられたのでられたのでられたので
しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。しょうかしょうかしょうかしょうか。。。。

伝聞伝聞伝聞伝聞はははは、、、、他他他他のののの人人人人のののの知識知識知識知識にににに基基基基づいていますづいていますづいていますづいています。。。。でででで伝聞伝聞伝聞伝聞はははは、、、、他他他他のののの人人人人のののの知識知識知識知識にににに基基基基づいていますづいていますづいていますづいています。。。。でででで
はははは、、、、そのそのそのその人人人人はそのはそのはそのはその知識知識知識知識をどうやってをどうやってをどうやってをどうやって手手手手にににに入入入入れれれれはははは、、、、そのそのそのその人人人人はそのはそのはそのはその知識知識知識知識をどうやってをどうやってをどうやってをどうやって手手手手にににに入入入入れれれれ
たのでしょうかたのでしょうかたのでしょうかたのでしょうか。。。。それはまたしてもそれはまたしてもそれはまたしてもそれはまたしても伝聞伝聞伝聞伝聞であるであるであるであるたのでしょうかたのでしょうかたのでしょうかたのでしょうか。。。。それはまたしてもそれはまたしてもそれはまたしてもそれはまたしても伝聞伝聞伝聞伝聞であるであるであるである
かかかか、、、、あるいはそうでなければあるいはそうでなければあるいはそうでなければあるいはそうでなければ、、、、他他他他のののの三三三三つのつのつのつの仕仕仕仕かかかか、、、、あるいはそうでなければあるいはそうでなければあるいはそうでなければあるいはそうでなければ、、、、他他他他のののの三三三三つのつのつのつの仕仕仕仕
方方方方でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。④④④④はははは①②③①②③①②③①②③にににに還元還元還元還元されますされますされますされます。。。。方方方方でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。④④④④はははは①②③①②③①②③①②③にににに還元還元還元還元されますされますされますされます。。。。

ではではではでは、、、、推論推論推論推論にににに基基基基づくづくづくづく知識知識知識知識はどのようにしてはどのようにしてはどのようにしてはどのようにして得得得得ららららではではではでは、、、、推論推論推論推論にににに基基基基づくづくづくづく知識知識知識知識はどのようにしてはどのようにしてはどのようにしてはどのようにして得得得得らららら
れたのでしょうかれたのでしょうかれたのでしょうかれたのでしょうか。。。。れたのでしょうかれたのでしょうかれたのでしょうかれたのでしょうか。。。。

推論推論推論推論はははは論理法則論理法則論理法則論理法則もももも前提前提前提前提しますがしますがしますがしますが、、、、それはそれはそれはそれは経経経経推論推論推論推論はははは論理法則論理法則論理法則論理法則もももも前提前提前提前提しますがしますがしますがしますが、、、、それはそれはそれはそれは経経経経
験的知識験的知識験的知識験的知識ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、それをそれをそれをそれを他他他他のののの知識知識知識知識をををを前前前前験的知識験的知識験的知識験的知識ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、それをそれをそれをそれを他他他他のののの知識知識知識知識をををを前前前前
提提提提していますしていますしていますしています。。。。そのそのそのその前提前提前提前提となるとなるとなるとなる知識知識知識知識はどのよはどのよはどのよはどのよ提提提提していますしていますしていますしています。。。。そのそのそのその前提前提前提前提となるとなるとなるとなる知識知識知識知識はどのよはどのよはどのよはどのよ
うにしてうにしてうにしてうにして得得得得られたのでしょうかられたのでしょうかられたのでしょうかられたのでしょうか。。。。それもまたそれもまたそれもまたそれもまた推推推推うにしてうにしてうにしてうにして得得得得られたのでしょうかられたのでしょうかられたのでしょうかられたのでしょうか。。。。それもまたそれもまたそれもまたそれもまた推推推推
論論論論によってによってによってによって得得得得られたられたられたられた論論論論によってによってによってによって得得得得られたられたられたられた可能可能可能可能可能可能可能可能性性性性がありますががありますががありますががありますが、、、、もももも性性性性がありますががありますががありますががありますが、、、、もももも
しそうでなければしそうでなければしそうでなければしそうでなければ、、、、それはそれはそれはそれは①①①①かかかか②②②②かかかか④④④④によっによっによっによっしそうでなければしそうでなければしそうでなければしそうでなければ、、、、それはそれはそれはそれは①①①①かかかか②②②②かかかか④④④④によっによっによっによっ
てててて得得得得られたのでしょうられたのでしょうられたのでしょうられたのでしょう。。。。③③③③はははは、、、、①②④①②④①②④①②④にににに還元還元還元還元ささささてててて得得得得られたのでしょうられたのでしょうられたのでしょうられたのでしょう。。。。③③③③はははは、、、、①②④①②④①②④①②④にににに還元還元還元還元ささささ
れることになりますれることになりますれることになりますれることになります。。。。ところでところでところでところで、、、、④④④④はははは①②③①②③①②③①②③ににににれることになりますれることになりますれることになりますれることになります。。。。ところでところでところでところで、、、、④④④④はははは①②③①②③①②③①②③にににに
還元還元還元還元されましたされましたされましたされました。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、まとめるとまとめるとまとめるとまとめると、、、、③③③③とととと還元還元還元還元されましたされましたされましたされました。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、まとめるとまとめるとまとめるとまとめると、、、、③③③③とととと
④④④④はははは、、、、①①①①とととと②②②②にににに還元還元還元還元されることになりますされることになりますされることになりますされることになります。。。。④④④④はははは、、、、①①①①とととと②②②②にににに還元還元還元還元されることになりますされることになりますされることになりますされることになります。。。。
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ではではではでは、、、、記憶記憶記憶記憶によるによるによるによる知識知識知識知識はどのようにしてはどのようにしてはどのようにしてはどのようにして得得得得ららららではではではでは、、、、記憶記憶記憶記憶によるによるによるによる知識知識知識知識はどのようにしてはどのようにしてはどのようにしてはどのようにして得得得得らららら
れたのでしょうかれたのでしょうかれたのでしょうかれたのでしょうか。。。。れたのでしょうかれたのでしょうかれたのでしょうかれたのでしょうか。。。。

それはそれはそれはそれは①①①①かかかか③③③③かかかか④④④④によってによってによってによって得得得得られたはずでられたはずでられたはずでられたはずでそれはそれはそれはそれは①①①①かかかか③③③③かかかか④④④④によってによってによってによって得得得得られたはずでられたはずでられたはずでられたはずで
すすすす。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、②②②②はははは、、、、①③④①③④①③④①③④にににに還元還元還元還元されるこされるこされるこされるこすすすす。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、②②②②はははは、、、、①③④①③④①③④①③④にににに還元還元還元還元されるこされるこされるこされるこ
とになりますとになりますとになりますとになります。。。。③③③③とととと④④④④がががが①①①①とととと②②②②にににに還元還元還元還元されるこされるこされるこされることになりますとになりますとになりますとになります。。。。③③③③とととと④④④④がががが①①①①とととと②②②②にににに還元還元還元還元されるこされるこされるこされるこ
ととまとめるとととまとめるとととまとめるとととまとめると、、、、②②②②とととと③③③③とととと④④④④はははは、、、、①①①①にににに還元還元還元還元されされされされととまとめるとととまとめるとととまとめるとととまとめると、、、、②②②②とととと③③③③とととと④④④④はははは、、、、①①①①にににに還元還元還元還元されされされされ
ることになりますることになりますることになりますることになります。。。。ることになりますることになりますることになりますることになります。。。。

ではではではでは、、、、感覚感覚感覚感覚によるによるによるによる知識知識知識知識はどのようにしてはどのようにしてはどのようにしてはどのようにして得得得得ららららではではではでは、、、、感覚感覚感覚感覚によるによるによるによる知識知識知識知識はどのようにしてはどのようにしてはどのようにしてはどのようにして得得得得らららら
れたのでしょうかれたのでしょうかれたのでしょうかれたのでしょうか。。。。れたのでしょうかれたのでしょうかれたのでしょうかれたのでしょうか。。。。
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３３３３、、、、感覚感覚感覚感覚によるによるによるによる知識知識知識知識にはどのようなものがありまにはどのようなものがありまにはどのようなものがありまにはどのようなものがありま３３３３、、、、感覚感覚感覚感覚によるによるによるによる知識知識知識知識にはどのようなものがありまにはどのようなものがありまにはどのようなものがありまにはどのようなものがありま
すかすかすかすか？？？？すかすかすかすか？？？？

オバマオバマオバマオバマのののの写真写真写真写真をみてをみてをみてをみて、、、、オバマオバマオバマオバマのののの写真写真写真写真をみてをみてをみてをみて、、、、

感覚感覚感覚感覚によってによってによってによって感覚感覚感覚感覚によってによってによってによって解解解解かるかるかるかる解解解解かるかるかるかることことことことことことことこと

をををを述述述述べてくださいべてくださいべてくださいべてください。。。。をををを述述述述べてくださいべてくださいべてくださいべてください。。。。

彼彼彼彼はははは、、、、黒人黒人黒人黒人だだだだ。。。。彼彼彼彼はははは、、、、黒人黒人黒人黒人だだだだ。。。。

彼彼彼彼はははは、、、、背背背背がががが高高高高いいいい。。。。彼彼彼彼はははは、、、、背背背背がががが高高高高いいいい。。。。

彼彼彼彼はははは、、、、男性男性男性男性だだだだ。。。。彼彼彼彼はははは、、、、男性男性男性男性だだだだ。。。。

彼彼彼彼はははは、、、、老人老人老人老人ではないではないではないではない。。。。彼彼彼彼はははは、、、、老人老人老人老人ではないではないではないではない。。。。

彼彼彼彼はははは、、、、白白白白いいいいシャツシャツシャツシャツをををを着着着着ているているているている。。。。彼彼彼彼はははは、、、、白白白白いいいいシャツシャツシャツシャツをををを着着着着ているているているている。。。。

彼彼彼彼はははは、、、、黒黒黒黒いいいい背広背広背広背広をををを着着着着ているているているている。。。。彼彼彼彼はははは、、、、黒黒黒黒いいいい背広背広背広背広をををを着着着着ているているているている。。。。

彼彼彼彼はははは、、、、やせているやせているやせているやせている。。。。彼彼彼彼はははは、、、、やせているやせているやせているやせている。。。。

彼彼彼彼はははは、、、、メガネメガネメガネメガネをかけていないをかけていないをかけていないをかけていない。。。。彼彼彼彼はははは、、、、メガネメガネメガネメガネをかけていないをかけていないをかけていないをかけていない。。。。

オバマオバマオバマオバマのののの写真写真写真写真をみてをみてをみてをみて、、、、オバマオバマオバマオバマのののの写真写真写真写真をみてをみてをみてをみて、、、、今度今度今度今度はははは今度今度今度今度はははは

感覚感覚感覚感覚だけによってだけによってだけによってだけによって感覚感覚感覚感覚だけによってだけによってだけによってだけによって解解解解かるかるかるかる解解解解かるかるかるかることことことことことことことこと

をををを述述述述べてくださいべてくださいべてくださいべてください。。。。をををを述述述述べてくださいべてくださいべてくださいべてください。。。。

彼彼彼彼ががががオバマオバマオバマオバマだとわかるのはだとわかるのはだとわかるのはだとわかるのは彼彼彼彼ががががオバマオバマオバマオバマだとわかるのはだとわかるのはだとわかるのはだとわかるのは

感覚感覚感覚感覚だけによるのではないだけによるのではないだけによるのではないだけによるのではない。。。。感覚感覚感覚感覚だけによるのではないだけによるのではないだけによるのではないだけによるのではない。。。。

彼彼彼彼彼彼彼彼がががががががが男性男性男性男性男性男性男性男性であるとわかるのはであるとわかるのはであるとわかるのはであるとわかるのはであるとわかるのはであるとわかるのはであるとわかるのはであるとわかるのは

感覚感覚感覚感覚だけによるのかだけによるのかだけによるのかだけによるのか？？？？感覚感覚感覚感覚だけによるのかだけによるのかだけによるのかだけによるのか？？？？

彼彼彼彼彼彼彼彼がががががががが老人老人老人老人でででで老人老人老人老人でででであるとわかるのはあるとわかるのはあるとわかるのはあるとわかるのはあるとわかるのはあるとわかるのはあるとわかるのはあるとわかるのは

感覚感覚感覚感覚だけによるのではないだけによるのではないだけによるのではないだけによるのではない。。。。感覚感覚感覚感覚だけによるのではないだけによるのではないだけによるのではないだけによるのではない。。。。

「「「「「「「「白白白白いいいいシャツシャツシャツシャツ白白白白いいいいシャツシャツシャツシャツ」」」」やややや「「「「黒黒黒黒いいいい背広背広背広背広」」」」」」」」やややや「「「「黒黒黒黒いいいい背広背広背広背広」」」」

がががが解解解解るためにはるためにはるためにはるためには、、、、感覚感覚感覚感覚だけではだけではだけではだけではがががが解解解解るためにはるためにはるためにはるためには、、、、感覚感覚感覚感覚だけではだけではだけではだけでは

不十分不十分不十分不十分であるであるであるである。。。。不十分不十分不十分不十分であるであるであるである。。。。
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感覚だけによって解るのは次のようなこと感覚だけによって解るのは次のようなこと
だけではないでしょうか？だけではないでしょうか？

視覚視覚視覚視覚視覚視覚視覚視覚 色色色色、、、、形形形形、、、、大大大大きさきさきさきさ、、、、運動運動運動運動、、、、色色色色、、、、形形形形、、、、大大大大きさきさきさきさ、、、、運動運動運動運動、、、、

聴覚聴覚聴覚聴覚聴覚聴覚聴覚聴覚 音色音色音色音色、、、、音程音程音程音程、、、、音量音量音量音量、、、、リズムリズムリズムリズム、、、、抑揚抑揚抑揚抑揚、、、、音色音色音色音色、、、、音程音程音程音程、、、、音量音量音量音量、、、、リズムリズムリズムリズム、、、、抑揚抑揚抑揚抑揚、、、、

音源音源音源音源のののの動動動動きききき音源音源音源音源のののの動動動動きききき

触覚触覚触覚触覚触覚触覚触覚触覚 質質質質（（（（熱熱熱熱ささささ、、、、冷冷冷冷たさたさたさたさ、、、、質質質質（（（（熱熱熱熱ささささ、、、、冷冷冷冷たさたさたさたさ、、、、ざらざらざらざらざらざらざらざら、、、、つるつるつるつるつるつるつるつる、、、、ざらざらざらざらざらざらざらざら、、、、つるつるつるつるつるつるつるつる、、、、

痛痛痛痛みみみみ、、、、痛痛痛痛みみみみ、、、、などなどなどなど）、）、）、）、そのそのそのその強度強度強度強度などなどなどなど）、）、）、）、そのそのそのその強度強度強度強度

広広広広がりがりがりがり、、、、感覚感覚感覚感覚のののの広広広広がりがりがりがり、、、、感覚感覚感覚感覚のののの運動運動運動運動運動運動運動運動

味覚味覚味覚味覚味覚味覚味覚味覚、、、、、、、、質質質質、、、、強度強度強度強度質質質質、、、、強度強度強度強度

臭覚臭覚臭覚臭覚臭覚臭覚臭覚臭覚、、、、、、、、質質質質、、、、強度強度強度強度質質質質、、、、強度強度強度強度

では、それ以上のことはどうやってわかるでは、それ以上のことはどうやってわかる
のでしょうか？のでしょうか？

感覚を比較して、感覚を比較して、一致、不一致を直観する一致、不一致を直観することが必ことが必
要です。要です。

感覚についての知識を得るには、感覚についての知識を得るには、言葉言葉が必要です。が必要です。

感覚を組織立てるためには、例えば、先週と同じ教感覚を組織立てるためには、例えば、先週と同じ教
室にいるとわかるためには、室にいるとわかるためには、記憶記憶が必要です。が必要です。

推論による知識や記憶による知識を感覚による知識推論による知識や記憶による知識を感覚による知識
に還元できると考えましたが、どうやらその結論はに還元できると考えましたが、どうやらその結論は
拙速だったようです。拙速だったようです。
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注注注注注注注注 イギリスイギリスイギリスイギリス経験論経験論経験論経験論イギリスイギリスイギリスイギリス経験論経験論経験論経験論
ＪｏｈｎＪｏｈｎＪｏｈｎＪｏｈｎＪｏｈｎＪｏｈｎＪｏｈｎＪｏｈｎ ＬｏｃｋｅＬｏｃｋｅＬｏｃｋｅＬｏｃｋｅＬｏｃｋｅＬｏｃｋｅＬｏｃｋｅＬｏｃｋｅ
ジョンジョンジョンジョン・・・・ロックロックロックロック（（（（１６３２１６３２１６３２１６３２ーーーー１７０４１７０４１７０４１７０４））））はははは、、、、イギリスイギリスイギリスイギリスののののリントリントリントリントジョンジョンジョンジョン・・・・ロックロックロックロック（（（（１６３２１６３２１６３２１６３２ーーーー１７０４１７０４１７０４１７０４））））はははは、、、、イギリスイギリスイギリスイギリスののののリントリントリントリント
ンンンンにうまれたにうまれたにうまれたにうまれた。。。。ンンンンにうまれたにうまれたにうまれたにうまれた。。。。
オクスフォードオクスフォードオクスフォードオクスフォード大学大学大学大学ではではではでは哲学哲学哲学哲学およびおよびおよびおよび主主主主としてとしてとしてとして医学医学医学医学ををををオクスフォードオクスフォードオクスフォードオクスフォード大学大学大学大学ではではではでは哲学哲学哲学哲学およびおよびおよびおよび主主主主としてとしてとしてとして医学医学医学医学をををを
修修修修めためためためた。。。。修修修修めためためためた。。。。
「「「「ピューリタンピューリタンピューリタンピューリタン革命革命革命革命、、、、王政復古王政復古王政復古王政復古、、、、名誉革命名誉革命名誉革命名誉革命とととと、、、、激動激動激動激動しししし「「「「ピューリタンピューリタンピューリタンピューリタン革命革命革命革命、、、、王政復古王政復古王政復古王政復古、、、、名誉革命名誉革命名誉革命名誉革命とととと、、、、激動激動激動激動しししし
ていくていくていくていく時代時代時代時代にににに生活生活生活生活しししし、、、、人民主権人民主権人民主権人民主権にににに基基基基づくづくづくづく代議制民主代議制民主代議制民主代議制民主ていくていくていくていく時代時代時代時代にににに生活生活生活生活しししし、、、、人民主権人民主権人民主権人民主権にににに基基基基づくづくづくづく代議制民主代議制民主代議制民主代議制民主
政治政治政治政治のののの理論理論理論理論をををを基礎基礎基礎基礎づけることによってづけることによってづけることによってづけることによって、、、、名誉革命名誉革命名誉革命名誉革命のののの政治政治政治政治のののの理論理論理論理論をををを基礎基礎基礎基礎づけることによってづけることによってづけることによってづけることによって、、、、名誉革命名誉革命名誉革命名誉革命のののの
指導的理論家指導的理論家指導的理論家指導的理論家となったとなったとなったとなった。」（。」（。」（。」（指導的理論家指導的理論家指導的理論家指導的理論家となったとなったとなったとなった。」（。」（。」（。」（『『『『『『『『哲学事典哲学事典哲学事典哲学事典哲学事典哲学事典哲学事典哲学事典』』』』』』』』平凡社平凡社平凡社平凡社、、、、平凡社平凡社平凡社平凡社、、、、
「「「「ロックロックロックロック」」」」のののの項項項項））））「「「「ロックロックロックロック」」」」のののの項項項項））））
著作著作著作著作著作著作著作著作
『『『『『『『『寛容論寛容論寛容論寛容論寛容論寛容論寛容論寛容論』』』』』』』』(1666)(1666)

『『『『『『『『医術医術医術医術についてについてについてについて医術医術医術医術についてについてについてについて』』』』』』』』(1669)(1669)

『『『『『『『『人間知性論人間知性論人間知性論人間知性論人間知性論人間知性論人間知性論人間知性論』』』』』』』』(1690)(1690)（（（（岩波文庫岩波文庫岩波文庫岩波文庫））））（（（（岩波文庫岩波文庫岩波文庫岩波文庫））））
『『『『『『『『市民政府二論市民政府二論市民政府二論市民政府二論市民政府二論市民政府二論市民政府二論市民政府二論』』』』』』』』(1690)(1690)（（（（岩波文庫岩波文庫岩波文庫岩波文庫））））（（（（岩波文庫岩波文庫岩波文庫岩波文庫））））

［ロックの問題意識［ロックの問題意識 認識論の登場］認識論の登場］

「私の居間に、５、６人の友人が集まって、本書とた「私の居間に、５、６人の友人が集まって、本書とた
いへんかけ離れたある主題を論じあっていたところ、いへんかけ離れたある主題を論じあっていたところ、
四方八方からおこる難問に友人達はたちまちと四方八方からおこる難問に友人達はたちまちとほうほう
ににくれました。私たちは、自分をなやます疑惑の解くれました。私たちは、自分をなやます疑惑の解
決に一歩も近づかずに、しばしとまどっていましたが、決に一歩も近づかずに、しばしとまどっていましたが、
そのあげく、私はふと、自分たちの道が間違っていそのあげく、私はふと、自分たちの道が間違ってい
て、この性質のて、この性質の探求を始める前に自分達自身の才探求を始める前に自分達自身の才
能を調べ、私たちの知性が取り扱うのに適した対象能を調べ、私たちの知性が取り扱うのに適した対象
と適さない対象とをしらべてみる必要があると、思いと適さない対象とをしらべてみる必要があると、思い
つきました。つきました。このことを私は仲間の者に提案し、みなこのことを私は仲間の者に提案し、みな
即座に同意し、そこで、これこそ私たちのまず探求即座に同意し、そこで、これこそ私たちのまず探求
することだと一致しました。」（することだと一致しました。」（『『人間知性論人間知性論』』岩波文岩波文
庫、第一巻、庫、第一巻、p19p19））
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「私の目指すところは人間の真知の起源と絶「私の目指すところは人間の真知の起源と絶
対確実性と範囲を探求し、あわせて信念・臆対確実性と範囲を探求し、あわせて信念・臆
見・同意の根拠と程度を探求することであ見・同意の根拠と程度を探求することであ
る。」る。」(33)(33)

「もし私たちが、知性はその視線をどこまで及「もし私たちが、知性はその視線をどこまで及
ぼせるか、そのいろいろな機能はどこまで絶ぼせるか、そのいろいろな機能はどこまで絶
対確実性に達するか、どんな場合にはただそ対確実性に達するか、どんな場合にはただそ
うだと判断し、憶測できるだけなのかを見いだうだと判断し、憶測できるだけなのかを見いだ
せたら、私たちは現世で遂げられるもので甘せたら、私たちは現世で遂げられるもので甘
んじることを学ぶだろう。」んじることを学ぶだろう。」(36)(36)

［経験論［経験論 すべての観念と認識は経験から生じる。］すべての観念と認識は経験から生じる。］

１、ロックは、生得的な観念のみならず、生得的な原１、ロックは、生得的な観念のみならず、生得的な原
理も認めない。理も認めない。
「およそあるものはある」「およそあるものはある」とかとか「同じ事物があってあ「同じ事物があってあ
らぬことはない」らぬことはない」という原理についても生得的な原理という原理についても生得的な原理
とはみとめない。なぜなら、それは子供達や白痴なとはみとめない。なぜなら、それは子供達や白痴な
どには知られないからである、という。どには知られないからである、という。(43)(43)

ロックは、理知ロックは、理知(reason)(reason)という能力が生得的であるという能力が生得的である
ことは認めるが、それは特定の原理を生得的にもつことは認めるが、それは特定の原理を生得的にもつ
ものではないと考える。ものではないと考える。
「普遍的真理は、事物自身のあり方を適正に考察「普遍的真理は、事物自身のあり方を適正に考察
するとき、このあり方の結果として人々の心の内にするとき、このあり方の結果として人々の心の内に
生じたのであって、事物について適正に用いられる生じたのであって、事物について適正に用いられる
ときは、事物を受け入れ判定するようにときは、事物を受け入れ判定するように自然に仕組自然に仕組
まれてある諸機能まれてある諸機能を使って発見されたのである。」を使って発見されたのである。」
(130)(130)
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２０２０２０２０世紀世紀世紀世紀ののののアメリカアメリカアメリカアメリカのののの哲学者哲学者哲学者哲学者クワインクワインクワインクワインはははは、、、、２０２０２０２０世紀世紀世紀世紀ののののアメリカアメリカアメリカアメリカのののの哲学者哲学者哲学者哲学者クワインクワインクワインクワインはははは、、、、

アプリオリアプリオリアプリオリアプリオリなななな知識知識知識知識（（（（分析的真理分析的真理分析的真理分析的真理））））とととと経験的知識経験的知識経験的知識経験的知識アプリオリアプリオリアプリオリアプリオリなななな知識知識知識知識（（（（分析的真理分析的真理分析的真理分析的真理））））とととと経験的知識経験的知識経験的知識経験的知識
（（（（総合的真理総合的真理総合的真理総合的真理））））のののの区別区別区別区別がががが原理的原理的原理的原理的にににに出来出来出来出来ないこないこないこないこ（（（（総合的真理総合的真理総合的真理総合的真理））））のののの区別区別区別区別がががが原理的原理的原理的原理的にににに出来出来出来出来ないこないこないこないこ
とをとをとをとを主張主張主張主張しましたしましたしましたしました。。。。とをとをとをとを主張主張主張主張しましたしましたしましたしました。。。。（（（（クワインクワインクワインクワイン「「「「経験主義経験主義経験主義経験主義のののの二二二二（（（（クワインクワインクワインクワイン「「「「経験主義経験主義経験主義経験主義のののの二二二二
つのつのつのつのドグマドグマドグマドグマ」（」（」（」（クワインクワインクワインクワイン著著著著つのつのつのつのドグマドグマドグマドグマ」（」（」（」（クワインクワインクワインクワイン著著著著『『『『『『『『論理学的観点論理学的観点論理学的観点論理学的観点からからからから論理学的観点論理学的観点論理学的観点論理学的観点からからからから』』』』』』』』
飯田隆訳飯田隆訳飯田隆訳飯田隆訳、、、、岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店））））））））飯田隆訳飯田隆訳飯田隆訳飯田隆訳、、、、岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店））））））））

論理学論理学論理学論理学についてはについてはについてはについては、、、、どのようなどのようなどのようなどのような論理法則論理法則論理法則論理法則もももも将将将将論理学論理学論理学論理学についてはについてはについてはについては、、、、どのようなどのようなどのようなどのような論理法則論理法則論理法則論理法則もももも将将将将
来来来来来来来来改訂改訂改訂改訂改訂改訂改訂改訂されるされるされるされる可能性可能性可能性可能性がありがありがありがあり、、、、経験的経験的経験的経験的なななな知識知識知識知識ででででされるされるされるされる可能性可能性可能性可能性がありがありがありがあり、、、、経験的経験的経験的経験的なななな知識知識知識知識でででで
あるあるあるある、、、、ととととあるあるあるある、、、、とととということになりますいうことになりますいうことになりますいうことになります。。。。いうことになりますいうことになりますいうことになりますいうことになります。。。。

ロックロックロックロックのののの経験主義経験主義経験主義経験主義はははは、、、、このこのこのこのクワインクワインクワインクワインのののの主張主張主張主張ををををロックロックロックロックのののの経験主義経験主義経験主義経験主義はははは、、、、このこのこのこのクワインクワインクワインクワインのののの主張主張主張主張をををを
先取先取先取先取りしているといえるかもしれませんりしているといえるかもしれませんりしているといえるかもしれませんりしているといえるかもしれません。。。。先取先取先取先取りしているといえるかもしれませんりしているといえるかもしれませんりしているといえるかもしれませんりしているといえるかもしれません。。。。

２、観念２、観念(idea(idea））の起源についての起源について

・観念とは、思考の志向対象である。・観念とは、思考の志向対象である。

「およそ人間はすべて思考するとみずから「およそ人間はすべて思考するとみずから
意識するし、意識するし、思考する間に心が向けられるの思考する間に心が向けられるの
は心にある観念であるは心にある観念であるから、疑いもなく人々から、疑いもなく人々
は、は、白さ・硬さ・甘さ・思考・運動・人間・象・集白さ・硬さ・甘さ・思考・運動・人間・象・集
団・酔い団・酔いその他の言葉で表現される観念のよその他の言葉で表現される観念のよ
うないくつかの観念を心にもっている。」うないくつかの観念を心にもっている。」(133)(133)
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・・いっさいの観念は感覚もしくは内省からくる。いっさいの観念は感覚もしくは内省からくる。

「心は、文字をまったく欠いた「心は、文字をまったく欠いた白紙（タブラ・ラサ）白紙（タブラ・ラサ）で、で、
観念はすこしもないと想定しよう。」観念はすこしもないと想定しよう。」133133

「どこから心は理知的推理と知識のすべての材料を「どこから心は理知的推理と知識のすべての材料を
わがものにするのか。これにたいして、わがものにするのか。これにたいして、私は一語で私は一語で
経験からと答える経験からと答える。この経験に私たちのいっさいの。この経験に私たちのいっさいの
知識は根底をもち、この経験からいっさいの知識は知識は根底をもち、この経験からいっさいの知識は
究極的に由来する。究極的に由来する。外的可感的事物について行わ外的可感的事物について行わ
れる観察にせよ、れる観察にせよ、私たちがみずから知覚し内省する私たちがみずから知覚し内省する
心の内的作用に付いて行われる観察にせよ心の内的作用に付いて行われる観察にせよ、私た、私た
ちのへ思考の全材料を供給するものである。」ちのへ思考の全材料を供給するものである。」134134

３、観念の二つの源泉３、観念の二つの源泉

（１）外的対象についての（１）外的対象についての感覚感覚

（２）心の作用についての（２）心の作用についての反省反省
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４、単純観念と複合観念４、単純観念と複合観念

単純観念：「心がただ受動的に受け取るだけの観単純観念：「心がただ受動的に受け取るだけの観
念」念」(2(2ｰー7)7)

（１）一つの感覚に由来するもの（１）一つの感覚に由来するもの（色、固さ）（色、固さ）
（２）複数の感覚に由来するもの（２）複数の感覚に由来するもの（空間、延長、形象、（空間、延長、形象、
静止、運動など）静止、運動など）
（３）反省に由来するもの（３）反省に由来するもの（思考すること、意志するこ（思考すること、意志するこ
と）と）
（４）感覚と反省のいずれにも伴いうるもの（４）感覚と反省のいずれにも伴いうるもの（快、苦痛、（快、苦痛、
存在、統一、力、継続など）存在、統一、力、継続など）

・「心は単純観念を作ることはできない。」・「心は単純観念を作ることはできない。」

＜＜＜＜複合観念複合観念複合観念複合観念＞＞＞＞＜＜＜＜複合観念複合観念複合観念複合観念＞＞＞＞

複合観念複合観念複合観念複合観念はははは、、、、のののの三種類三種類三種類三種類にににに分類分類分類分類されるされるされるされる。。。。複合観念複合観念複合観念複合観念はははは、、、、のののの三種類三種類三種類三種類にににに分類分類分類分類されるされるされるされる。。。。

「「「「実体実体実体実体」：」：」：」：「「「「実体実体実体実体」：」：」：」：「「「「自分自身自分自身自分自身自分自身でででで存立存立存立存立するするするする別個別個別個別個なななな個個個個々々々々のののの事物事物事物事物をををを表象表象表象表象すすすす「「「「自分自身自分自身自分自身自分自身でででで存立存立存立存立するするするする別個別個別個別個なななな個個個個々々々々のののの事物事物事物事物をををを表象表象表象表象すすすす
るとされるようなるとされるようなるとされるようなるとされるような単純観念単純観念単純観念単純観念のののの集成集成集成集成」」」」るとされるようなるとされるようなるとされるようなるとされるような単純観念単純観念単純観念単純観念のののの集成集成集成集成」」」」(2(2 ｰーーーーーーー10)10)

「「「「様相様相様相様相」：」：」：」：「「「「様相様相様相様相」：」：」：」：「「「「実体実体実体実体のののの性状性状性状性状とととと考考考考えられるえられるえられるえられる複雑観念複雑観念複雑観念複雑観念」」」」「「「「実体実体実体実体のののの性状性状性状性状とととと考考考考えられるえられるえられるえられる複雑観念複雑観念複雑観念複雑観念」」」」(2(2 ｰーーーーーーー10)10)

「「「「関係関係関係関係」：」：」：」：「「「「関係関係関係関係」：」：」：」：「「「「一一一一つのつのつのつの観念観念観念観念をををを他他他他のののの観念観念観念観念とととと考考考考ええええ合合合合わせわせわせわせ、、、、比較比較比較比較するするするする「「「「一一一一つのつのつのつの観念観念観念観念をををを他他他他のののの観念観念観念観念とととと考考考考ええええ合合合合わせわせわせわせ、、、、比較比較比較比較するするするする
ところにところにところにところに存存存存するするするする観念観念観念観念」」」」ところにところにところにところに存存存存するするするする観念観念観念観念」」」」

例例例例えばえばえばえば、「、「、「、「鈍鈍鈍鈍いいいい白白白白みがかったみがかったみがかったみがかった色色色色、、、、あるあるあるある程度程度程度程度のののの重重重重ささささ、、、、固固固固ささささ、、、、柔柔柔柔例例例例えばえばえばえば、「、「、「、「鈍鈍鈍鈍いいいい白白白白みがかったみがかったみがかったみがかった色色色色、、、、あるあるあるある程度程度程度程度のののの重重重重ささささ、、、、固固固固ささささ、、、、柔柔柔柔
軟性軟性軟性軟性、、、、可溶性可溶性可溶性可溶性」」」」というごときというごときというごときというごとき、、、、それぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれに単純観念単純観念単純観念単純観念であるものであるものであるものであるもの軟性軟性軟性軟性、、、、可溶性可溶性可溶性可溶性」」」」というごときというごときというごときというごとき、、、、それぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれに単純観念単純観念単純観念単純観念であるものであるものであるものであるもの
がこころにがこころにがこころにがこころに結合結合結合結合されることによってされることによってされることによってされることによって、、、、がこころにがこころにがこころにがこころに結合結合結合結合されることによってされることによってされることによってされることによって、、、、「「「「錫錫錫錫」」」」というというというという実体実体実体実体のののの観念観念観念観念「「「「錫錫錫錫」」」」というというというという実体実体実体実体のののの観念観念観念観念がががががががが
生生生生ずるずるずるずる。。。。生生生生ずるずるずるずる。。。。

例例例例えばえばえばえば、「、「、「、「すべるすべるすべるすべる、、、、ころがるころがるころがるころがる、、、、あるくあるくあるくあるく、、、、はうはうはうはう、、、、走走走走るるるる、、、、おどるおどるおどるおどる、、、、はははは例例例例えばえばえばえば、「、「、「、「すべるすべるすべるすべる、、、、ころがるころがるころがるころがる、、、、あるくあるくあるくあるく、、、、はうはうはうはう、、、、走走走走るるるる、、、、おどるおどるおどるおどる、、、、はははは
ねるねるねるねる」」」」などはなどはなどはなどはねるねるねるねる」」」」などはなどはなどはなどは運動運動運動運動のののの様相様相様相様相運動運動運動運動のののの様相様相様相様相であるであるであるである。。。。またまたまたまた、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな感情感情感情感情ははははであるであるであるである。。。。またまたまたまた、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな感情感情感情感情はははは心心心心心心心心
のののの作用作用作用作用のののの様相様相様相様相のののの作用作用作用作用のののの様相様相様相様相であるであるであるである。。。。であるであるであるである。。。。

例例例例えばえばえばえば、「、「、「、「同一性同一性同一性同一性」「」「」「」「差異性差異性差異性差異性」「」「」「」「原因原因原因原因とととと結果結果結果結果」」」」などはなどはなどはなどは例例例例えばえばえばえば、「、「、「、「同一性同一性同一性同一性」「」「」「」「差異性差異性差異性差異性」「」「」「」「原因原因原因原因とととと結果結果結果結果」」」」などはなどはなどはなどは関係関係関係関係関係関係関係関係であであであであであであであであ
るるるる。。。。るるるる。。。。
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５、第一性質と第二性質５、第一性質と第二性質

第一性質第一性質：人間によって知覚されると否とにかかわ：人間によって知覚されると否とにかかわ
らず、物体そのものの中にあって、人間の心に像をらず、物体そのものの中にあって、人間の心に像を
生ぜしめる実在的性質。生ぜしめる実在的性質。

（（固体性、不可入性、延長、形象、運動、静止固体性、不可入性、延長、形象、運動、静止））

（近代自然科学は、第一性質を扱うことによって、（近代自然科学は、第一性質を扱うことによって、

客観性を主張客観性を主張できると考えてきました。できると考えてきました。

少なくともそれは少なくともそれは定量科学定量科学となりました。）となりました。）

第二性質第二性質：人間の心の中に（：人間の心の中に（色、音、香り色、音、香りなどのようなどのよう
な）感覚を生ぜしめる力である。な）感覚を生ぜしめる力である。

「物体の第一性質の観念は、物体の類似物であり、そ「物体の第一性質の観念は、物体の類似物であり、そ
の範型は物体自身に実在するが、それら二次性質の範型は物体自身に実在するが、それら二次性質
によって私たちのうちに生み出される観念は、物体によって私たちのうちに生み出される観念は、物体
に少しも類似しないのである。」に少しも類似しないのである。」(191)(191)

６６６６、、、、知識知識知識知識６６６６、、、、知識知識知識知識(knowledge)(knowledge)とととと臆見臆見臆見臆見とととと臆見臆見臆見臆見(opinion)(opinion)

・・・・「「「「およそおよそおよそおよそ心心心心はははは、、、、そのあらゆるそのあらゆるそのあらゆるそのあらゆる思惟思惟思惟思惟とととと推理推理推理推理にににに当当当当たってたってたってたって、、、、心自身心自身心自身心自身・・・・「「「「およそおよそおよそおよそ心心心心はははは、、、、そのあらゆるそのあらゆるそのあらゆるそのあらゆる思惟思惟思惟思惟とととと推理推理推理推理にににに当当当当たってたってたってたって、、、、心自身心自身心自身心自身
のののののののの観念観念観念観念のののの他他他他にににに直接直接直接直接のののの対象対象対象対象をなにももたずをなにももたずをなにももたずをなにももたず観念観念観念観念のののの他他他他にににに直接直接直接直接のののの対象対象対象対象をなにももたずをなにももたずをなにももたずをなにももたず、、、、観念観念観念観念だけをだけをだけをだけを観想観想観想観想、、、、観念観念観念観念だけをだけをだけをだけを観想観想観想観想
しししし、、、、またまたまたまた観想観想観想観想できるできるできるできる。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、明白明白明白明白にににに、、、、しししし、、、、またまたまたまた観想観想観想観想できるできるできるできる。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、明白明白明白明白にににに、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの知識知識知識知識はたはたはたはた私私私私たちのたちのたちのたちの知識知識知識知識はたはたはたはた
だだだだ観念観念観念観念にににに関関関関わるだけであるわるだけであるわるだけであるわるだけである。。。。だだだだ観念観念観念観念にににに関関関関わるだけであるわるだけであるわるだけであるわるだけである。。。。

してみるとしてみるとしてみるとしてみると、、、、してみるとしてみるとしてみるとしてみると、、、、知識知識知識知識はははは、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの観念観念観念観念のあるものののあるものののあるものののあるものの結合結合結合結合・・・・一致一致一致一致知識知識知識知識はははは、、、、私私私私たちのたちのたちのたちの観念観念観念観念のあるものののあるものののあるものののあるものの結合結合結合結合・・・・一致一致一致一致
あるいはあるいはあるいはあるいは不一致不一致不一致不一致・・・・背馳背馳背馳背馳のののの知覚知覚知覚知覚にににに他他他他ならないならないならないならないあるいはあるいはあるいはあるいは不一致不一致不一致不一致・・・・背馳背馳背馳背馳のののの知覚知覚知覚知覚にににに他他他他ならないならないならないならないようにようにようにように私私私私にはにはにはには思思思思わわわわようにようにようにように私私私私にはにはにはには思思思思わわわわ
れるれるれるれる。。。。このこのこのこの点点点点にだけにだけにだけにだけ知識知識知識知識はははは存存存存するするするする。」。」。」。」れるれるれるれる。。。。このこのこのこの点点点点にだけにだけにだけにだけ知識知識知識知識はははは存存存存するするするする。」。」。」。」

・・・・知識知識知識知識にににに属属属属するのはするのはするのはするのは、、、、次次次次のののの・・・・知識知識知識知識にににに属属属属するのはするのはするのはするのは、、、、次次次次のののの二二二二二二二二種種種種であるであるであるである。。。。種種種種であるであるであるである。。。。

直観的知識直観的知識直観的知識直観的知識直観的知識直観的知識直観的知識直観的知識

（（（（自我自我自我自我のののの存在存在存在存在、「、「、「、「白白白白はははは黒黒黒黒でないでないでないでない」「」「」「」「円円円円はははは三角形三角形三角形三角形でないでないでないでない」」」」などなどなどなど））））（（（（自我自我自我自我のののの存在存在存在存在、「、「、「、「白白白白はははは黒黒黒黒でないでないでないでない」「」「」「」「円円円円はははは三角形三角形三角形三角形でないでないでないでない」」」」などなどなどなど））））

論証的知識論証的知識論証的知識論証的知識論証的知識論証的知識論証的知識論証的知識（（（（（（（（神神神神のののの存在存在存在存在、、、、数学数学数学数学、、、、道徳法則道徳法則道徳法則道徳法則神神神神のののの存在存在存在存在、、、、数学数学数学数学、、、、道徳法則道徳法則道徳法則道徳法則））））））））

自然学自然学自然学自然学とととと歴史学歴史学歴史学歴史学はははは、、、、臆見臆見臆見臆見にににに属属属属するするするする自然学自然学自然学自然学とととと歴史学歴史学歴史学歴史学はははは、、、、臆見臆見臆見臆見にににに属属属属するするするする。。。。それらはそれらはそれらはそれらは確実確実確実確実なななな知知知知ではではではでは。。。。それらはそれらはそれらはそれらは確実確実確実確実なななな知知知知ではではではでは
なくなくなくなく、、、、蓋然的蓋然的蓋然的蓋然的なななな知知知知（（（（信念信念信念信念））））であるであるであるである。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、ロックロックロックロックなくなくなくなく、、、、蓋然的蓋然的蓋然的蓋然的なななな知知知知（（（（信念信念信念信念））））であるであるであるである。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、ロックロックロックロックは自然は自然
学そのものを否定するものではない。学そのものを否定するものではない。
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GeorgeGeorge BerkeleyBerkeleyによるによるLockeLocke批判批判

David HumeDavid HumeによるによるLockLock批判については批判については

PDF filePDF fileの講義ノートをご覧下さい。の講義ノートをご覧下さい。
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