
─ 1 ─

後期ウィトゲンシュタインは
ヒューム的自然主義の亜流であるか
― 後期ウィトゲンシュタインの帰納法観 ―

　

米　澤　克　夫

　もし実際に目撃したとすればすべての判断を狂わ
せてしまうような出来事を、われわれは容易に想像
し、詳しく描くことができる。
　もしある時自分の部屋の窓から、長く慣れ親しん
いる四囲の状況にかわって、まったく新しい状況を
目撃したとすれば、また様々な物や人や獣がこれま
でにはやったことのないように振る舞っているとす
れば、「わたしは気が狂ってしまった」という言葉を
わたしは叫ぶだろう。しかしそれはただ単に、わた
しが周囲の状況を知ろうとすることを断念したとい
う表現にすぎないだろう。…しかしこれに関してわ
たしにとって重要なことは、そのような状態と正常
な状態との間には明確な境界はないということであ
る。（Z, §393）
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はじめに

　本稿の課題は、ウィトゲンシュイタインが帰納法や因果性に関してどの

ような立場を採ったかを、前期から後期への思想の展開の背景幕のもとで

探ってみることである。

　その際たたき台としたいのは、一部の研究者による「ウィトゲンシュイ

タインは前、後期を通じて一貫して現象主義者であった」という解釈であ

る (1)。その解釈によれば、論理的必然性と偶然性の二分法を前提した経

験論（現象主義的非決定論）的枠組みを後期においても彼は保持し続けた

のであり、そこから帰結する帰納法や因果性に関するヒューム的懐疑論を

回避するためにバークリー的な道具的言語観とヒューム流の「自然主義」

を採ったということが、前期と対比される意味での後期の特有の立場なの

だということになる。

　確かにそのような脈絡で理解可能な言辞が中期と後期の一部の文献に見

られることは事実であり、無碍にそのような解釈を葬りさることはできな

い。しかしそのような解釈が看過しているのは、前期においては、ヒュー

ム的な現象主義的非決定論、帰納法観、因果性観だけではなく、物理学者

ヘルツの影響による新カント派的な科学観も取り入れられているという事

実である。そしてこの新カント派的な科学観が、後期にいたる過程で、「文

法」に基づく規約主義的な科学観となり、最終的に根源的な「生活形式」の

概念と結びついた「言語ゲーム説」になっていったという側面がそのよう

な解釈では全く配慮されていないのである。

　本稿で筆者が特に明らかにしたいのは、帰納法と因果性の概念が最終的

にこのような「文法」、「言語ゲーム」の思想のもとでどのように捉えられて

いるかということである。その作業を通じて、ウィトゲンシュタイン哲学

をヒュームの亜流とのみ見なす解釈の一面性を正し、それによって後期哲

学における様々な理解しがたい議論（「シンボルとしての機械」論証、規則

に従うことの議論、私的言語の存立不可能性の議論、「世界像」や「蝶番命

題」の議論等）を解明するための方向性を与えたいと思う。
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Ｉ 帰納法と因果性に関する『論考』の立場（1）―「純粋な実在
論（現在の瞬間の独我論）」とヒューム的議論の並存―

　『論考』の体系は、言語論においては「プラトニズム」的意味論、認識論

においては「独我論の厳格な貫徹形態」としての「純粋な実在論」（「現在の

瞬間の独我論」、即ち「現象主義」）という二重構造を有するのであり、そ

してさらに表層言語としての日常言語の深層言語としての現象学的言語へ

の原理的還元可能性のテーゼ（「還元主義的現象主義」）を含意していると

いうのが年来の筆者の解釈である (2)。まず最初に、そのような立場にお

いてはどのような基本的論点が成立するとされるかを確認しておきたい。

（ⅰ）「論理的必然性と偶然性の二分法」のテーゼ。

　『論考』では論理的推論の妥当性は「結論が前提から帰結する」というこ

とであり、「もしｐならばｑ」がトートロジーであるならば「ｐからｑが帰

結する」と言える。「論理的必然性」とはこの意味で「結論が前提から帰結す

る」ということであり、ここから「論理的必然性の外ではすべてが偶然的

である」という論点が出てくるのである（cf. TLP, 6.3）。

　彼の「論理的必然性」に関する思想は、論理語（「論理定項」）が指示す

る何らかの「論理的対象」の存在を容認するフレーゲや一時期のラッセル

流の文字通りのプラトニズム的思想とは異なっている。また論理実証主

義のような（穏健な）規約主義的論理観に基づいたものでもない。「論理

学は学説ではなく世界の鏡像である」（TLP,6.13）と言われているからで

ある。規約主義への彼の反論は、もし論理法則が規約によって真なのだ

とすればそれはそもそもいかに世界に適用できるのかというものであっ

た（cf.TLP,5.5521）。このような見方の背後にあるのは、「命題の意味の

確定性のテーゼ」から要請される命題の最小単位としての「要素命題」と

「対象」の要請の思想である。「要素命題は名前の連関、連鎖である」と言

われ（cf.TLP,4.22）、そこから「単純な記号」と呼ばれる「名前」と「単純な

対象」が要請されてくるのである。「名前は命題において対象を代表する」

（TLP,3.22）。「対象が名前の意味である」（TLP,3.203）。この「単純な対象」
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は世界の「実体」とも呼ばれ、「不変な形式」であると言われている。それは、

「時間的」で「移ろいやすい」「感覚所与」ではなく、ラッセル（3）によって「不

変・堅固・厳密」で「無時間的」と言われる「可感的質」としての「色」等の

「普遍者」である。このような「実体」即「普遍者」の客観的存在を要請する

限りにおいて、彼の論理学観はフレーゲ等とはまた違った意味で「プラト

ニズム・実在論」的意味論の立場であると言えるだろう。

　他方「偶然性」とは「論理的必然性が成り立たないこと」、「他でもありう

ること」であり、「純粋な実在」即「現象的世界」に関して成立する概念であ

る。「全の生起やかくありは、偶然的だ」（TLP,6.41）と言われる所以である。

ここから「現象主義的非決定論」が導き出されてくる（4）。

　この非決定論的世界観は今示唆したように、基本的には深層言語として

の「現象学的言語」によって記述される「純粋な実在」即「全の生起やかく

あり」即「感覚印象（現象）」に関して言われているものであるが、「日常言

語」は「現象学的言語」に還元可能という論点が採られていると推定される

ので、それは、「物理言語」としての「日常言語」によって把握される「物質

的現象」に関しても成り立つはずである。

（ⅱ）「因果的連鎖は存在しない」というテーゼ。

　これは (i)のテーゼから導き出されてくるものである。これに関して

は、「或る状態 [＝感覚印象 ]の存立からこれとは全く異なった状態 [＝感

覚印象 ]の存立を［論理的に］推論することは、いかなる仕方によっても

不可能である。かかる推論を正当化するような因果的連鎖は存在しない」

（TLP,5.136）と言われている。ここでの「推論する」という言葉は、「論理的

に（演繹的に）推論する」という意味である。また「因果的連鎖」という言葉

には、もしそのようなものが存立しうるのなら、それは「論理的必然性」に

類するものでなければならないというヒューム等と共通する前提がある。

（ⅲ）「論理的に可能なことはどんなことでも実際に起こりうる」というテーゼ。

　「存在する唯一の不可能性は論理的不可能性である」（TLP,6.375）という

論点と非決定論的世界観が意味することは、何事も物理的に不可能ではな

く、論理的に可能なことはどんなことでも実際に起こりうるということで
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ある。だから過去に何らかの規則性が見出されてもそれは単なる偶然（「運

命の恩寵」（TLP,6.374））であり、それとは全く異なった説明不可能な出来

事が未来において起こることを妨げるものではないということになろう。

そしてこの論点も元来「非決定論的な現象的世界」に関して成り立つもの

であるが、同時に「日常的世界」に関しても成立可能なものと見なされて

いるはずである（cf.TLP,6.36311）。

（ⅳ）いわゆる「帰納法の法則」は「論理法則」、「ア・プリオリな法則」ではあ

りえない（cf.TLP,6.31）、「帰納法という手続き」は「論理的な理由づけ」を持

たず、「心理的な理由づけ」しか持ちえない（cf.TLP,6.36311）というテーゼ。

　この論点により、「因果的連鎖」が「帰納法」に基づいて基礎づけ可能だと

いうことも否定されることになる。

　さて「帰納法」とは一般に「経験的に与えられる個的なものから普遍的な

法則に到達する方法」と定式化されるが、ウィトゲンシュタイン自身は、

「帰納という手続きは、われわれが経験と一致しうる最も単純な法則を想

定するという点に存している」（TLP,6.363）と定式化している。そのとき

問題となるのは、ここでの「経験」ということでどんなことが意味されて

いるのかということである。

　それに関しては二つの解釈が考えられよう。まず第一のものは、 それは

「現在の瞬間に与えられたもの」を意味するとする解釈である。その場合

帰納法とは、「現に与えられた個的の体験」から「未来の」出来事を推論する

方法だということになる。第二のものは、 それは「過去（と現在に）与えら

れたもの」と見なす解釈である。そのとき帰納法とは、「過去の経験におい

て一定の規則性が成立した。ゆえに未来の経験においてもそれと同一の、

あるいは類似した規則性が成立するだろう」と推論する論法として解釈さ

れることになる。

　ところで『論考』の基本的世界観の一つは、「純粋な実在論」即「現在の瞬

間の独我論」（中期に彼が「現在の経験のみが実在性を持つ」(PB,§54)と述

べた立場）であると先に述べたが、それは「実在論（二元論）」に対するデカ

ルト的タイプの懐疑論との対決の末に到達された立場だと言える。もし
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『論考』がこのような「現在の瞬間の独我論」を採っているとすれば、「過去

の経験において一定の規則性が成立したという記憶が正しいかどうか」と

いうこともまた「正当化」の問題に晒され、「懐疑論（記憶懐疑論）」の対象

となりうる。そして「過去実在論」との対決において「記憶即記憶印象即現

在の瞬間の現象」と見なす立場が彼の基本的立場となるはずであろう。実

際に中期においては、「もし諸君が『どのようにして君は思い出すのか…

等々』と問い続けるならば、諸君は最後に『そのように私には思える』と言

うところまで連れてゆかれるだろう」(WL30-32,p.83)と述べられて、その

ような立場が唱えられているのである。

　しかし特に因果関係の確立に関わる「帰納法」とは、過去の経験に対し

て成り立つ一般化命題が与えられていて、それが未来の経験に対しても成

り立つということを導き出す方法であるとされるのがヒューム以来の理解

の仕方である。このことをヒュームは次のように述べている。

　記憶または感覚の現前する印象から [それの対象の ]原因または結果

と呼ばれる対象への [精神の ]移行が、過去の経験
4 4

、すなわちそれらの

対象の恒常的随伴
4 4 4 4 4

の記憶 (the remembrance of their constant conjunction)

に基づいていることは明らかである（5）。

　･･･われわれが或る対象の存在から他の存在を推理できるのは、ただ

「経験」のみによるのである。この経験の本性は、以下のようなもので

ある。われわれは、或る経験の対象の存在の事例にしばしば出合った

ことを覚えており (remember)、また、それらの対象に別の種類の対象

の個体が常に伴い、それらに対して隣接 [=近接性 ](contingency)と継起

(succession)という規則的な秩序（配列）が存在したことを、覚えている。

… [このような場合に ]われわれは、一方を「原因」と呼び、他方を「結果」

と呼び、一方から他方の存在を推理するのである (6)。

　ウィトゲンシュタインは 1915年の段階でラッセルの『外部世界はいかに

して知られるか』(1914)を読んでいたということは事実なので (cf.NB,1915
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年 5月 1日 )、『論考』における「帰納法」の議論が、ヒュームの議論を踏襲

したラッセルの「・・・過去から未来への推論が正しいかどうかというこ

とは、帰納法に全面的に依存している」（7）というような「帰納法」理解に基

づいていると推定することには十分根拠があると思われる。したがってこ

こでは、帰納法の正当化を問題にするときには、彼は既に「過去の記憶の

正しさ」の正当化の問題は解決済という前提のもとで議論していると想定

した上で議論を進めていきたい。そのことは、ラッセルの同書の実例から

ヒントを得たと思われる「われわれは太陽が明日ものぼるか否かを知らな
4 4 4

い
4

」(8)というような発言が『論考』に見出されるということからも推測でき

る。その実例が存在する元のラッセルの文とは実は次のようなものであっ

たのである。

　･･･もし [われわれは未来に関していかなる論理的な根拠も持っていな

いという ] ヒュームによる因果関係の説明がそのようなものとしての最

後のことばであるならば、私たちは、太陽が明日のぼるだろうと想定す

る理由がないだけでなく、太陽が明日ものぼるのだと、いまから五分たっ

てもやはり期待しているだろうと想定する理由さえないのである (9)。

　このような意味で『論考』には、「実在論（二元論）」との対決においてい

わばデカルト的タイプの懐疑論を経由して到達した「純粋な実在論」即「現

在の瞬間の独我論」のみならず、ラッセル経由で、過去から未来への推論

の妥当性を問う帰納法の正当化の問題におけるヒューム的タイプの懐疑論

との対決という議論も混在しているのである。

Ⅱ 帰納法と因果性に関する『論考』の立場（2）― ヘルツの影
響による新カント派的モチーフ―

　前章のような仕方で解釈する限り、『論考』の世界観とは、論理的必然性

と偶然性の二分法に依拠した「現象主義的非決定論」であり、懐疑論との
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対決においても「帰納法という手続き」は「心理的な理由づけ」しかも持ち

えないとされている (cf.TLP,6.36311)点で、因果性と帰納法に関して心理

主義的解決を採ったヒュームと通底する立場であるという事になってしま

う。しかし他方でわれわれは日常的には「･･･が･･･を引き起こした」とい

う因果的表現を用いるということは紛れもない事実である。しかも「われ

われの日常言語のすべての命題は、事実それがあるがままで、論理的に順

調である」（TLP, 5.563）と述べられているのであるから、この時期の「現象

主義的還元主義」の立場に従って、「私の心」や「他人の心」や「物体」に関す

る日常的表現の還元主義的な説明のみならず、因果的表現の還元主義的な

説明をも考え出すことが可能であると彼は考えていたはずであると一応予

想できる。だが彼は、われわれの因果的言語の還元主義的な説明がどのよ

うに可能かを示すという試みを『論考』では一切行ってはいないのである。

　さらにまた因果的法則も含めて「すべての…はしかじかである」という

全称命題の形式をとるすべての自然科学的法則にも還元主義説明を敢行し

ようとすれば、それらは「これまで観察された有限個の結果の総括的報告」

にすぎないということになるが、それでは自然科学的法則によって将来を

予測をすることは不可能だということになってしまうであろう。

　ところが彼の科学観は実は、物理学者ヘルツの影響による新カント派的

な「構成主義」的側面も併せ持っているのであり、因果的表現や因果的法

則も含めた自然科学的法則に関しても、そのような立場から新たな光が与

えられているという事実にわれわれは着目しなければならないと思われる。

　そのことを理解するためには、『論考』の科学観には二つの立場が並存し

ているということを理解することが必要であろう。

　（ⅰ）まず「真なる命題の統計がすべての自然科学（または自然諸科学の

総計）である」（TLP,4.11）という文における「自然科学（Naturwissenschaft）」

という用語であるが、これはほぼ「日常言語」の表層部分（それは最終的に

は深層部分としての「現象学的言語」に還元可能なはずのものであるが）と

同義で用いられていると解されなければならない。同じことは、「本来哲

学の正しい方法は、語られうること、したがって自然科学の命題、したがっ
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て哲学とは何の関係もない事以外の何も語らない、というものである」

（TLP,6.53）という文に関しても言える。ここでの「語られうること」即「自

然科学の命題」即「哲学とは何の関係もない事」とは、「日常言語」の表層部

分に関して言われていると解されなければならないことがまず確認されな

ければならない。

　その際重要なことは、この科学観はそのままの形では先のヒューム的立

場に連なる「現象主義的・経験論的科学観」そのものだということである。

なぜならそれは、全称命題の形をとるすべての自然科学的法則（因果的法

則も含めて）も有限な経験的一般化の総括的報告（連言）であるという先に

示唆した「法則」観を含意することになるからである。

　（ⅱ）しかし上記のような「真なる命題の統計」という規定だけでは「すべ

ての自然科学」の定義としては、あまりにもルーズな規定であるように思

われる。通常「科学（Wissenschaft）」ということで、少なくとも体系性、予

測可能性等の条件が挙げられるからである。ところが『論考』6.31－ 6.375

には、「科学という組織の構成」（TLP,6. 341）、「科学の諸命題の可能な形式

構成に関するア・プリオリな洞察」（TLP,6. 34）といった科学の組織性、体

系性を重視する語句が見出され、「力学」や「物理学」が直接の考察対象と

なっていることは注目に値する。

　この脈絡での議論において注目すべき事は、「科学の諸命題」と「科学の

諸命題の可能な形式構成に関するア・プリオリな洞察」が区別されてい

るということである。前者はここでの用語の使い方からして、「自然科学

的法則」のことを表している。他方後者は、内容的には科学の理論構成や

個々の自然科学的法則の発見を導くための「方法論的原理」に相当するも

のである。彼によれば一般に「すべての出来事は原因を持つ」と定式化さ

れるいわゆる「因果律」は、連続律、最小律、保存則等の基本法則と同様

に、自然科学的法則そのものではなく、「自然科学的法則の形式」なのであ

る。それは純粋な論理学の法則（デカルト、スピノザ）ではないことはも

ちろん、単なる経験的一般化（ミル）でも、ア・プリオリな総合命題（カント、

ショーペンハウアー）でもなく、科学の理論化にとって必須なア・プリオ
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リな「記述形式」とされているのである。要するに因果性それ自身は「形式

的な概念」であるというわけである。「因果的法則（因果的形式の法則）が

存在する」という「ア・プリオリな洞察」は、「語ることができる」ことでは

なく、ニュートン力学のような特定の科学理論の内部で「当の形式」を共

有する個々の自然科学的法則の中に「示されている」ことなのである（cf. 

TLP,6.36）。そのとき、科学の理論の中で或ることを一つの「出来事」とし

て特徴づけることは、それが或る（しばしば未知の）因果的法則に言及す

ることによって説明されうるということを implyすることである。しかし

これらの自然科学的法則それ自身はそのような「方法論的原理」の導きの

下で発見されるものであっても、その具体的内容は「帰納法」によって発

見されるより他はないから常に「仮説的」であり、そのような原理の制約

内で反証されることもありうるはずであろう。ここではそのような原理の

制約の内部でという条件つきでありながら、「因果性」と「帰納法」の意義が

一応認められているというのが筆者の解釈である。

　『論考』のここでの議論では、「因果的法則が排除せんとすることは、ま

た [科学理論の内部では ]記述されえない」(TLP,6.362)と言われて、特に「も

ろもろの出来事を因果的法則によって結びつけるような科学理論」のみが

「科学理論」として承認されているように見える。そしてその限りにおいて、

「因果律」のような同一の「ア・プリオリな洞察」に基づいて構成されうる

複数の科学理論（それは「網」という比喩で表される）が存在しうることを

承認している。例えば「世界記述のためにわれわれが必要とするすべての

真なる命題を一つの計画に従って構成しようとする試み」としての「力学」

においても、「世界記述の統一形式」の違いによって、ニュートン力学以外

にも複数の理論体系がありうることが認められている。そしてそれらの複

数の力学の体系のうちで、仮にそれらが「同じ成果が上がる」ものであっ

ても、何れが「より単純に記述されうる」とか「より正確に記述しうる」と

かという様に、それらを一定の基準に照らして比較することも可能である

とされているのである（10）。『論考』6 .341におけるここでの議論は、ニュー

トン力学と電気力学－あらゆる「遠隔力」のない場の理論としてのファラ
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デーとマックスウエルの理論－を力学の中に埋め込もうとした「力」とい

う概念のないヘルツ自身の力学という二つの「同じ成果が上がる」（ヘルツ

の用語では「適切な」）体系のうちで、「単純性」という規準に基づいて後者

に利点を与えたヘルツの態度が反映されている（11）。

　しかしながら初期の存在論が要請する「論理的必然性と偶然性の二分

法」からすると、このような「ア・プリオリな洞察」もまた論理的には複数

ありうることになるはずである。したがって「因果的法則」を容認しない

科学理論の存在もまた論理的には容認しなければならないことになるはず

であろう。だからここでの議論は、新カント派的なアプリオリズムの残り

香が濃厚に漂っているとはいえ、規約主義的な科学観へと大きく旋回して

いく可能性を孕んだものなのである。

　かくして『論考』の科学観は、論理的必然性と偶然性という二分法に基

づく経験主義的科学観に、規約主義的な科学観の萌芽を含んだアプリオリ

ズムを接木したものなのである。だとすれば『論考』の科学観をヒューム

的枠組みだけで見ようとする解釈は、彼の思想の重要な側面を看過するも

のと言わなければなるまい。

Ⅲ 中期におけるヒューム的立場の展開と懐疑論に対する
 自然主義的解決の方策

　哲学復帰直後彼は本稿Ｉで定式化した前期の基本的論点に関してはそ

れを原則的に保持したまま、「現象学」と「現象学的言語」の構想に基づいて

「還元主義的現象主義」の完成を図った。しかし程なく彼は命題の意味の

確定性のテーゼとプラトニズム的意味論と現象学的言語の構想を放棄した

が、像理論と現象主義的非決定論は依然として保持し続けた。そして「日

常言語が唯一の言語である」ことに気づき「新しい哲学の方法」を提唱した

が、それは「現象学」の理念自体は保持しながら日常言語と現象主義的世

界観との両立可能性を還元主義を採らずに示すような方法であり、具体

的には像理論を道具的言語観の先駆的形態とミックスした「検証原理」に
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よって行われるものであった（「検証命題」と「仮説命題」の区別）。筆者の

言う「日常言語的（仮説的）現象主義」の時期である。しかし少なくともこ

の脈絡での議論においては現象主義的非決定論は基本的に保持されている

のであるから、その限りでは因果性や帰納法に関するヒューム的論点も依

然として残存し、その論点の含意することに関する『論考』における簡略

な叙述が、この時期の文献では精密化されて論じられている。

　（ⅰ）まず「対象」即「不変の形式」の存在を要請するプラトニズム的意味

論の崩壊によって、『論考』の言語論が大枠として「構文法」の思想へと変化

していったことにより、「論理的必然性と偶然性」の二分法が「構文法的必

然性と偶然性」の二分法へと変化していったことが確認されなければなら

ない。それに伴って、「論理的真理」を「ゲームの比喩」を用いて「構文法的

真理」と捉える立場が提示されることになったはずである。論理（および

数学）に関する広義の規約主義的見解である（詳細は省略）。

　（ⅱ）しかし現象主義的非決定論を含意する「偶然性」の概念は健在であ

る以上、先にも述べたように因果性と帰納法に関する実在論的見解批判の

論点も保持されている。

　（ⅲ）他方経験論を採りながら、しかも「自然において規則性が長く続

いているとすれば、それは無限に続くだろうということをわれわれは

確信できる」ということを証明するために、「確からしさ（確率、蓋然性）

(Wahrscheinlichkeit, probability)」に訴えるという一部の科学者の方策もま

た彼は批判している。

　そのような科学者の一人である Karl Pearsonは次のように述べている。

　

　われわれは、われわれの諸知覚それ自身からは、定型的な過程のため

のいかなる固有な必然性も全く証明できないかもしれない。しかしその

ような必然性に対するわれわれの完全な無知も、われわれの過去の経験

と結びつけられると、確率論の助けによって、次のようなことがいかに

ありそうもないかということを、われわれに対しておおよそ判断できる

ようにさせるのである。それは、知識の可能性が、…日常的な言葉では
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奇跡と呼ばれる定型的過程の破壊によって、われわれの世代で無効にさ

れてしまうだろうということである (12)。

　

　ウィトゲンシュタインは、多くの場所でこの Pearsonの確からしさ（確

率）の観念を論じ、それを退けた（cf.WWK,pp.98-99,PB,§§232-238,PG-I,付

録７）。それは、或る規則性を有する過去の諸経験はそれが未来に続くだ

ろうということを決して確からしい（確率の高い）ものにしえないという

根拠に基づいてである。彼のそのような主張は、非決定論的世界観から

直接由来するものだということは言うまでもないことである。『論考』で彼

は、「二つの要素命題は、相互に確率１／２を与える」（TLP,5.152）と言う

ことによってこの論点を示唆していた。「命題はそれ自体では、確からし

くも確からしくなくもない。[命題によって叙述される ]出来事は、生じ

るか生じないかであり、その中間は存在しない」（TLP,5.153.アンダーライ

ンは引用者）、と。次の叙述はそのような考えに従ったものであることは

明らかであろう。

　もし或る人が自分の手が火の中に入れられることに抵抗しているな

らば、「なぜ彼はまだ火傷していないのに抵抗するのか」と尋ねることが

できる。…彼の根拠（理由）(reason)が以前に火傷したということである

とすれば、彼は暴れる十分な根拠を持っていると言われることができ

よう。／しかし今回においては彼は未だ火傷するかもしれないし、しな

いかもしれないのである。未だいかなる正当化も存在しないのである。

･･･証拠はいつも過去にある。一般的な命題は、結果によってではなく、

われわれが与えることができる根拠によって正当化されるのである。根

拠がどこまで及ぶにしても、事実の手前で止まってしまう。根拠づけ

の連鎖は進展していっても、そのあとに何ごとかが生ずるかもしれない

し、生じないかもしれないのである。（WL32,pp.87-88）

　

　「因果性というものは、観察された同型性に基づいている。その場合今
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まで観察された同型性がそのまま成り立つ…ということを意味していな

い」（PG-I,付録７）という文の趣旨も同じである。過去に「観察された同

型性」が見出されたということは、長期的な幸運な方向性（「運命の恩寵」

(TLP,6.374)）以上の何ものでもないのであって、未来の規則性を保障する

ものでは全くないとされているのである。

　（ⅳ）（ⅲ）の論点とも関連するが、中期の初め頃の文献で特筆すべきな

のは、非決定論的な現象主義的存在論は、無からの出来事の生起を容認す

るという意味で、いわば「形而上学的悪夢」を排除するいかなる方法も持

たないということの明確な自覚に至っているということである。そのこと

は、この時期の「現象学」の構想と、それが「科学」とどのように違うのか

ということについての彼の見解から窺える。

　

　物理学は規則性を確かめようとする。それは可能的であるもの (was 

möglich ist)に関わらない。／だから物理学は、たとえ完全に展開され

たとしても、現象学的事態の構造の記述を与えることはない。現象学に

おいては、常に可能性、つまり意味 (Möglichkeit,d.h.Sinn)が問題となる

のであって、真と偽が問題なるのではない。物理学はいわば [現象的事

態の ]連続から或る幾つかの位置を取り出し、それらを或る合法則的な

系列に用いるのである。物理学は、それ以外の他のことに関わることは

ないのである。（WWK,p.63.1929年 12月 22日）。

　

　この「現象学」という言葉は「認識論」と言い換えられ、「認識論はこのよ

うにして、自らの領域はおよそ思考可能なもの (Denkbare)を包括するこ

とを強調するのである」（PB, §60）と説明されている。

　それでは科学が無視しているとされ、「認識論」としての「現象学」が考察

する必要があるとされている「可能であるもの」、「思考可能なもの」とは何

であろうか。それは前期の枠組みでは「論理的に可能なもの」と言われて

いたものであり、中期の初め頃の枠組みでは「構文法的に可能なもの（＝

構文法的規則によって禁止されていないもの）」のことである。いまや「存
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在する唯一の不可能性は構文法的不可能性（＝構文法的規則によって禁止

されていること）である」ということになる以上、「偶然的な現象的世界」で

は何事も物理的に不可能ではない、「構文論的に可能なもの（構文法的規則

によって禁止されていないもの）は何でも起こりうる」ということになる

のである。「現象学」とはまさにそのような意味での「可能なもの」（「形而上

学的悪夢」の可能性）を考察するものとされているである。

　そのような「形而上学的悪夢」の可能性に関する記述は、中期の初め頃

の文献に数多く見出すことができる。それは、例えば一定の状況下で視覚

が以前と全く同じままであったにも拘わらず、「そこにヒヤシンスを見た

ので、それに触ってみようと思って手を出しても、私は何にも触れない」

（WWK,p.161）、「二つの全く同じに作られた椅子がお互いに動いて来て相

互に入り込み、そして再び離れて行く」（WWK,p.51）、「『火はやかんを沸

騰させる』と言うことができるのに、試してみるとやかんが沸騰しない」

（WL30-32,p.79）、「突然［或る人間に］ライオンの頭が生じ、吠え出す」（LE）

といったような可能性についての叙述である。このような異常な現象の想

像可能性は、夢の中や精神異常者の幻覚の中で以外は常識レベルで考えて

も全く意味をなさない。非決定論的な現象主義的世界観のもとでのみ意味

を持つ可能性なのである。

　（ⅴ）しかしこの時期においては前期においてとは異なり、非決定論的現

象主義（経験論）という世界観のもとで「帰納法」に一定の役割を与えようと

いう試みが試みられたという点も見逃せない。一つは「帰納法」を「経済原

理にのっとった過程」として意義づけようとした試みであり、もう一つは

ヒューム的な「自然主義的解決」の試みである。

　まず最初の試みであるが、これは「検証原理」によって検証命題と仮説

命題を区別する際に、仮説の「確からしさ」を測る尺度として「経済原理」

を用いようとする態度と関連している。

　仮説の確からしさの尺度は、その仮説を覆すことのほうを有利にす

るのにどれだけの証拠が必要かということである。／過去において同じ
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経験が繰返されたということが、この同型性が未来においても存続する

ことを確からしくすると言われることができるのは、ただこの意味［＝

当の仮説を覆すことのほうを有利にする証拠が今のところ存在しないと

いうこと］においてのみである。…私が…『明日も太陽がのぼるだろう、

なぜならその反対 [が起こること ]はあまりにも確からしくないないか

らだ』と言う場合に、ここで『確からしい』や『確からしくない』という言

葉で考えられていることは、[まさにこの意味においてなのである ]。…

人は仮説を、ますます高くなる価格でしか手放さない [＝当の仮説を覆

すことのほうを有利にする証拠が増大してゆかないと手放さない ]。帰

納法とは経済原理に従った過程である。／或る特定の仮説を受け入れる

ことによって描写（叙述）の単純性を求めることは、私見によれば、確

からしさの問題と直接関連しているのである。（PG-I, 付録７）

　ここには、「描写の単純性」というメリットをもたらす或る「仮説」を「帰

納法」に基づいて受け入れることを「確からしくする」のは、「その仮説を覆

すことのほうを有利にする」証拠が今のところ存在しないという理由から

だという考え方によって、「帰納法」に一定の意義を与えようという趣旨が

認められる（このアイディア自体は、実は「仮説」の確証とはこれまで経験

によるあらゆる反証の試みに耐えているという点にあるとするポパーの

反証可能性の理論と通底するものである）。このような考え方は、過去に

おける同じ経験の繰り返しはその同型性が未来においても存続するとい

うことを確からしくするということには根拠がないという先に引用した文

（WL32, pp.87‐88）の論点を、一歩を前進させたものであると言えよう。

　このような考え方と道具的な言語観に基づいて、日常言語的表現や科学

的法則等の意義が捉え直される。「机」、「椅子」等の日常的な「物体」語に関

しては、「[検証命題によって記述可能な ]われわれが知覚する個々のアス

ペクト [＝感覚印象 ]を『帰納法』を用いて法則的な仕方で関係づけるとこ

ろの仮説」(WWK,p.256)であるという言い方がされる。また通常「すべて

のＡはＢである」という「普遍的命題」の形式をとる自然科学的法則に関し
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ては、「鉄製のメカニズムはかくかくの仕方でテストされるときにはしか

じかの動きをするだろうという言明は自然法則である」（WL35,pp.83-84）

と言われ、そのような自然科学的法則も、「これまで観察された事実につ

いての報告 [＝経験的一般化 ]」（WWK,p.101）ではなく「仮説」と見なされ、

「はてしなく未来を指示する」（WWK,p.100）、「予測をする」（WWK,p.101）

等の機能が承認される。

　次にもう一つの「自然主義的解決」の試みであるが、これは経験論から

帰結する帰納法懐疑論の有効性を一応認めつつも、帰納法に基づく因果的

推理は過去の繰り返しをただ単に未来に外挿するという人間の「本能」で

あり、同様の本能は動物にも見られるという形で懐疑論を回避するヒュー

ムの方法を踏襲するものである（13）。例えば次の文章を見よ。

　火は私に火傷を負わせるであろうという「信念」は、火は私に火傷を

負わせるであろうという「恐れ」と同じ種類のものなのである。（PU-I, 

§473）

　人間は何のために思考するのか。それは何に役立つのか。人はなぜボ

イラ－の壁の強度を計算し、偶然に、あるいは気まぐれに決定するとい

うふうにしないのか。計算に基づいて作られたボイラ－はそんなに頻繁

には破裂するものではないということは、ただ単に経験上の事実にすぎ

ない。しかし人間は以前に火傷したことのある火の中に決して手をつっ

こむことはないのと同様に、ボイラ－を計算に基づかないで作ることは

決してないだろう。…われわれは何かを予想し、その予想に従って行動

する。[だが ]予想は実現されなければないのであろうか。そうではない。

ではなぜわれわれは予想に従って行動するのか。その理由は、そうする

ようにわれわれは駆り立てられるからである。それは、自動車が来れば

それを避けるように、疲れたときには腰をおろすように、刺の上に座っ

たときには跳びあがるように駆り立てられるのと同様である。（PG-I,

§67，アンダーラインは引用者。cf.PU-I, §§466-470）



帝京大学外国語外国文学論集　第 12 号

─ 18 ─

後期ウィトゲンシュタインはヒューム的自然主義の亜流であるか

─ 19 ─

　これらはヒュームの意を汲んだ次のようなラッセルの叙述と基本的に同

一路線のものであると思われる（14）。

　

　･･･或る特定の因果法則が将来においてもそのまま成り立つと信じる

理由があるであろうか？／すでに観測されている因果法則についてい

えば、このことは、一様性が観測されると、そのあとで同じ一様性が繰

り返されるにちがいないという期待が生じるということである。たとえ

ば、いつでもある道に沿って馬を駆っていると、その馬は、同じ道に沿っ

てふたたび駆られるのだと期待することになろう。そして、ある時間に

決まって食事を与えられている犬は、その時に食物を期待するが、それ

以外の時間には期待しないのである（15）。

　少なくともこのような脈絡のもとでは、われわれはラッセルの例におけ

る馬や犬のようなものだという論点がウィトゲンシュタインにも見られる

ように思われる。つまり、われわれはかくかくの経験をしたことがあるの

で、必ずそうなるという根拠がなくとも、そうなると期待してあるいは駆

り立てられて行為するのだ、と。

Ⅳ  文法論に基づく規約主義的科学観

　中期においては「検証原理」と結びついた仮説主義、および自然主義の

路線での議論の後に（あるいはその議論と並行して）、「規約主義」的考え方

を徹底した「文法論」（「構文法」の思想の発展形態）という形態の議論も展

開されていることを忘れてはならない。

　まず感覚所与と物体の関係、振舞と他人の心の関係は「現象」と「仮説」

との関係としてではなく、「現象」と「規準」（これは「徴候」概念と対比され

る）との関係として扱われるようになった（詳細はここでは省略）。また「論

理学の命題」と「物理学の命題」、「原因による説明」と「理由による説明」等

の違いも「その文法規則」の違いであり、それぞれ独自の文法であるから、
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相互に還元不可能であるという論点が提示された。そして正当化は各々の

文法の内部でのみ可能であり、各々の「文法」自体は正当化不可能だとい

うことが強調されるようになった。

　ここでは逐一検討できないが、次のような（ⅰ）（ⅱ）の検討を要する論

点がこの時期に提示されているということのみふれておく。

　（ⅰ）「論理の規則を疑問の対象とするのはチェスの規則を疑問の対象

とするのと同様である。規則が変更されるならば、それは別のゲーム

になるのであって、それで元のゲームは終わりである」（WL30-32(1930-

1932),p.19）という論点。

　（ⅱ）「『reason』には、『…のための理由 (reason for) 』と『原因 (cause) 』

という二つの意味がある」といった論点。そして「…のために理由」と

いう概念も、「根拠（論拠）(ground)」という意味での「理由」と、「動機 (意

図 )(motive)」という意味での「理由」の二つに分けられるという論点

(cf.WL32-35,Part(1932-33)。これらの論点については次のように述べられ

ている。「根拠」という意味での「理由」という概念に関して言えることは、

「推論」とは「実際に行なわれる計算」であるが、「根拠」とは「その計算にお

いて一つのステップを前に遡ること」であるということ。そして「なぜ君

は恐がっているのかという問いに対する答は、もし原因が与えられるので

あれば、仮説を含んでいる。しかし計算にはいかなる仮説的要素もない」

ということ。また「原因は実験によって発見されるかもしれないが、しか

し実験は理由を生み出さない。理由が実験によって見出されるということ

は無意味である」とも述べられている。この最後の文と同一趣旨は『青色

本』(1933)における次の文にも見られる。「『われわれは原因はただ推測
、 、
で

きるだけだが、動機は知っている
、 、 、 、 、

』と私が言うとき、この陳述は文法的陳

述である…」（BB,p.15）。

　さてわれわれの問題はこの文法論の枠組みにおける科学観の特徴はど

のようなものであるかということであるが、『論考』の構成主義的な科学論

は、科学理論において因果法則や帰納法を採るか否かも「文法」の問題で

あるという論点へと展開され、完全に「規約主義」に変質しているだろう
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ということは当然予想できる。

　

･･･因果性は、彼ら［＝物理学者］が行っていることの根底にある。そ

れは実は、彼らの探究の様式の記述（a description of the style of their 

investigation）なのである。因果性は物理学者にあっては一つの思考の

様式 (a style of thinking)を表している。宗教においては創始者が想定さ

れることと比較せよ。或る意味ではそれ［＝因果性］は一つの説明であ

るように見えるが、別の意味ではそれは全く何も説明しない。何かを

螺旋で仕上げている職人と比較してみよ。彼はその先端に玉飾りをつけ

るような仕上げもできるし、徐々に細かくしていき先を尖らせるような

テ－バ－仕上げもできる。[世界の ]創造についても同様である。神［＝

宗教］は一つの様式であり、星雲［＝ビッグ・バン仮説］は別の様式であ

る。様式というものはわれわれに満足を与えるが、一つの様式が別の様

式よりも合理的である (rational)ということはない。科学についての論

評は科学の発展とは何の関係もない。むしろそれは満足を与える一つの

様式である。「合理的」という語も同様に使用される語である。（WL30-32

（1931-1932）,pp.103-104）

　ここでは、「因果性」とは「彼ら［＝物理学者］の探究の様式の記述」であ

り「一つの思考の様式」という論点、および「宗教的説明」もまた科学とは

別の「思考様式」であって、どちらがより「合理的」であると一概に決める

ことはできないという論点が展開されている。したがって通常「因果法則」

がそれに依拠して発見されると言われる「帰納法」もまた「一つの思考の様

式」という論点が展開されているだろうということは、想像に難くない。

　帰納法は正当化されうるだろうか。「それは当然そうに違いない。だっ

て帰納法はものごとをより確からしくするのだから」と人［＝たとえば

Pearson］は言うかもしれない。しかしそれもまた螺旋の玉飾りやテー

パー仕上げのようなものである。…われわれの [帰納法の ]根拠づけの
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全連鎖は、地球と全く同様に支えられていない。文法の全体は、文が実

在によって支えられているという意味においては支えられていない。実

際言語や文法については、そもそも支えられているか否かという問題は

存在しないのであるから、それらが支えを欠いていると言われることが

できない。（WL30‐32,p.104）

　

　ここには、或ることの根拠を与えることは、特定の文法の内部で動くこ

とであり、その意味で帰納法の文法の全体は根拠によって支えられている

ともいないとも言えないという論点が示唆されている。

　このような規約主義的見解のもとでは、科学において物理的決定論と物

理的非決定論のいずれが正しいのかという問いも、「原因が存在するとさ

れる体系と存在しないとされる体系のいずれを採用するか」という「恣意

的な規範の選択の問題」に置き換えうると答えられているということは言

うまでもない。

　ヘルツは、彼の法則に従わないものがある場合には、それを説明する

隠れた質量 (invisible mass)がなければならないと述べた。…［しかし］

「すべての速度が隠れた質量の仮定によって説明されることができるか

否か」は、数学の問い、すなわち文法の問いであり、経験によって解決

されるものではない。……それは説明に関して採用された規範について

の問いである。例えば [ニュートン ]力学の体系には原因の体系が存在

するが、他方他の体系ではいかなる原因も存在しないとされるかもしれ

ない。…桝で物体を測り、数回にわたって異なる結果が得られたときに、

われわれは絶対に正確な計測等存在しないと言うことも、各計測は正確

なのだがその質量が説明不可能な仕方で変化するのだと言うこともでき

る。そしてもしその変化を説明するつもりはないと言うのであれば、わ

れわれは原因の存在しない体系を持つことになるだろう。[その場合 ]

われわれは、自然には原因が存在しないと言うべきではなく、われわれ

は原因の存在しない体系を持っているとだけ言うべきである。決定論と
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非決定論とは、恣意的に定められる体系の性質なのである。（WL32-35，

Part I, pp.15-16.）

　

　今やわれわれは『論考』6.341で示唆されている科学論が完全に規約主義

化した形を明瞭に見て取れる。ここでの趣旨は次のようなことである。科

学とは次のような意味において恣意的な文法体系であるということ。それ

はつまり、例えば「力」という概念のない力学を選択したヘルツのような

科学者はその代償として「隠れた質量」という概念を導入しなければなら

なかったが、そのようにすることを人々に強要するものは事物の世界の本

性や理性の本性の中には何も存在しないという意味において。言い換えれ

ば、「隠れた質量」を探し求めることはない文法体系を構成する人々を想像

可能であるという意味において。しかも彼らの文法は、事物の世界の在り方、

あるいは理性の本性とは矛盾するというわけではないのである、と。

　

　洞察するのが非常に困難なことであるにも拘らず、そのことは次のよ

うに表現されうる。われわれが真偽ゲ－ムの領域の中にとどまっている

限りにおいて
4 4 4 4 4 4

、文法が［例えば物理的な決定論的体系から非決定論的体

系へと］変化することは、ただわれわれをその種の或る一つ
4 4 4 4

ゲ－ムから

別の一つへと導くだけのことであって、真なるものから偽なるものへと

導くことではありえない。（PG-I,§68,cf.Z,§331.）

　上記の文章には、文法の変化とは恣意的なゲーム間の変化にすぎないの

であって、真偽の問えることではないという論点が明瞭に示されている。

Ⅴ  後期の立場は帰納法や因果性に関してどのような態度を
　  とったと見なすべきか

　「文法」論から「言語ゲーム」説へと展開していった後期において、彼は

帰納法に関してどのような態度を採ったのだろうか。
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　後期においても彼は、『確実性の問題』において、「帰納法の法則」（＝自然

の斉一性の原理）、つまり将来が過去に類似するだろうということは証明

されえないということを意味して、「『帰納法の法則』は、経験的な事柄に

関する或る種の個別的命題がそうであるように、それ以上基礎づけ得ない

もの [＝正当化不可能のもの ]である」（UG,§499）と述べている。そして「『私

は帰納の法則が真であることを知っている』と主張するのはナンセンスで

あるとしか私には思えない」（UG,§500）と付言している。彼はまた『探究』

では、「われわれは、『この根拠は良い根拠である。なぜならこの根拠はこ

の事象の実現を確からしいものにするから』という表現によって惑わされ

る」（PU-I,§482）と述べているが、ここで「惑わされる」という言葉で意味

されていることは、「過去の経験の規則性は将来に類似したことが起こる

確からしさを高める」ということが証明可能だとする Pearson等の主張へ

の中期の批判の再度の繰返しであると思われる。

　しかし他方において彼は、日常生活においてはわれわれが過去の経験を

信頼して生活しているということは紛れもない事実であるということを承

認している。

　人間は大昔から動物を殺し、様々な目的のために毛皮や骨等を役立た

せてきた。彼らは、類似した動物の体には類似した他諸部分が備わって

いると固く信じて行動したのである。／彼らは常に経験から学習した。

彼らが或る種の事を固く信じているということは、その確信を言葉で表

現するにせよしないにせよ、彼らの行動から読みとることができる。私

はもちろん、人間はそのように行動すべきだと言っているのではなく、

そのように行動すると言うだけである。（UG,§284.アンダーラインは引用

者。）

　それでは、われわれが日々の諸行為において明確に或る特殊な規則性、

例えば同じ動物が同じ諸部分を持つだろうという事等を信頼して行動して

いるという事実をどう解釈すべきであろうか。「栗鼠は今年の冬も食糧の
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貯えが必要だということを、帰納法によって推理するのではない。全く同

様にわれわれ人間も、自分たちの行動や予言を理由づけるために帰納法の

法則を必要とはしない」（UG,§287）。栗鼠は毎年秋にはどんぐりを集める

が、推理によってというよりはむしろ、本能的にこのことを行う。

　この際私は人間を動物として考察したいのである。すなわち本能は

あるが推理の働きは認められないような原始的な存在として、原始の状

態における生物として考察したいのだ。原始的なコミュニケーションの

手段として役立つ論理でさえあればどんなものでも、われわれはそれを

恥じる必要はない。言語は推理から生じたものではないのである。（UG,

§475）

　このような主張においてもちろんウィトゲンシュタインは、行動に際し

て決して根拠を与えないという点で、われわれ人間は栗鼠に似ていると言

おうとしているのではないと思われる。人間は、日常生活や科学的探究の

営為においては、通常過去のデータを用いて根拠を与えるというのは事実

だからである。医師は、壊血病の人々にビタミン Cを摂取するようにとい

う処方箋を与えたことについて異論を唱えられた場合には、この治療法に

関する過去の多くのデータ、例えば 1753年に遡るデータを引き合いに出

すだろう。むしろウィトゲンシュタインがここで行いたいと思っている比

較とは、われわれがそのような根拠を与えるということは、「（帰納法を用

いる）われわれの言語ゲーム」の内部においての話であるということ、そ

してそのような言語ゲームをわれわれが持つということはわれわれに関す

る事実であり、それは栗鼠が秋にどんぐりを集めるという事実と同じ種類

の事実であるということである。そして「栗鼠のどんぐり集めが（帰納法

に基づく）推理に基づいてはいないのと同じように、上記のような種類の

根拠をわれわれがわれわれの言語ゲームの内部で与えるということは、更

なる推理、つまり「帰納法の法則」(自然の斉一性の原理 )自体の証明には

基づいているのではないということである。
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　ここでの議論を理解するのに必要なことは、「所与としてのわれわれの

根源的な生活形式」と結びついた帰納法を用いる言語ゲームの内部におけ

る「根拠」の概念と、そのような言語ゲーム自体の「根拠」の概念とを区別

しなければならないということである。帰納法の考察における「文法論」

と「言語ゲーム」説の立場の相違は、前者が「規約主義」に基づいて帰納法

を容認しない文法の同等的可能性をも容認するに対し、後者は帰納法の言

語ゲームとわれわれの根源的な生活形式との「分かち難い結びつき」を強

調しているという点である。われわれが懐疑論者に対する後期の答えに出

会うのはこの論点においてである。

　しかしどうして以前の経験が後にはかくかくのことが生じるだろうと

いう仮定の根拠でありうるのかといま人［ ＝帰納法に関する懐疑論者］

が [哲学的に ]問うたとすれば、その答えは、かかる仮定に対する［哲

学的な］根拠について、われわれは一体いかなる一般的概念を持ってい

るのか [そのようなものを持ってはいないのではないか ]、というもの

である。過去に関する [＝以前にこのことが起こったという ]この種の

陳述を、われわれは［日常的な言語ゲームの内部で］まさに、将来その

ことが起こるだろうという仮定の根拠と［事実として］呼ぶのである。

（PU-I,§480. アンダーラインは引用者。）

　過去に関する情報によっては、将来何かが起ることに確信が持てない

と言う人［＝懐疑論者］を、わたくしは理解しないであろう。人はその

ような人にこう問うことができよう。一体あなたはどういうことを聞き

たいのか、あなたはどういうことを「確信」と呼ぶのか、そのような種

類の確信をあなたは期待しているのか、もしこれが根拠でないなら、一

体どういうことが根拠なのか、と。それが根拠でないと［懐疑論者が］

言うのなら、われわれの仮定には現に根拠があるとわれわれが［哲学的

に］正当に言えるような場合がどういうものでなくてはならないのか、

あなたは述べることができるのでなくてはならない。（PU-I,§481. アン

ダーラインは引用者。）
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　これに関連して彼は、帰納法を用いるわれわれの現実の言語ゲームの内部

での関連する言語的表現（「確信」、「経験的な立証」等の言語的表現）の使用を

展望し記述するという後期の哲学観に依拠して、次のように述べている。

　

　そう
4 4

われわれは確信し、それを
4 4 4

ひとは「それについて正しい確信を持

つ (mit Recht davon überzeugt sein)」と［日常生活、日常的言語ゲームに

おいて］言いならわしている。（UG,§294）

　その意味でわれわれは、命題の証明 (Beweis des Satzes)を持っている

と言えるのではないだろうか。だがしかし同じことが再び繰り返起こっ

たということは、命題のいかなる［哲学的］証明 (Beweis) でもない。そ

のことは、［ われわれの言語ゲームの内部では］それを信じる権利 (ein 

Recht,dies anzunehmen)をわれわれに与えると言うのである。（UG,§295.

アンダーラインは引用者。）

　このことをわれわれの［未来の出来事に関する］想定の「経験的な立

証」(“Erfahrungsmassige Begrundung”unsrer Annahmen)」と呼ぶ
4 4

のである。

（UG,§296.アンダーラインは引用者。）

　

 われわれの言語ゲームの内部では、未来の予測において過去の情報を用

いることは正当な意味で「経験的な立証」と見なされる。そしてその点で、

帰納法は生活や科学的営為のなかで重要な役割を果たしているこというわ

けである。

　後期の独自の立場を理解するためには、「文法論」の時期における次の発

言を「言語ゲーム説」流にこの後期の脈絡で再解釈してみることが示唆的

であるだろう。

　根拠
4 4

というものは、或るゲ－ムの内部においてのみ
4 4 4 4 4 4 4 4

提示される。根拠

の連鎖は終点に達するが、それはまさに当のゲ－ムの限界（境界）にお

いてである。（PG-I,p.97§54）
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　ここでの「根拠の連鎖は［言語］ゲームの限界において終点に達する」と

いう主張を、本稿の IIIで引用した中期の初め頃の「根拠づけの連鎖は進展

していっても、そのあとに何ごとかが生ずるかもしれないし、生じないか

もしれないのである」（WL32,pp.87-88）という言い方と比較してみること

は意義のあることである。「根拠づけ（正当化）」ということに関して内部問

題と外部問題（「言語ゲームの限界」の問題）を区別し、しかも後者の問題

を根源的な所与としての生活形式との結びつきということによって解決し

ようとする言語ゲーム説と、そのような区別すら全くしない現象主義的な

非決定論の立場（そしてそこから導き出されてくる帰納法懐疑論とそれに

対する自然主義的解決）との相違とを鮮やか示す表現ではないだろうか。

　

　水はしかじかの条件のもとでは沸騰し、凍ることはないとわれわれは

言う。このことに関してわれわれが間違えるということは想像できるだ

ろうか。一つの錯誤があらゆる判断をぐらつかせることはないであろう

か。それどころではない。その判断が覆るときに、何が無事でいられる

だろうか。「それは間違いだった」とわれわれに言わせるような事を誰か

が発見する等ということが一体ありうるだろうか。／未来において何が

生じようと、未来の水がどんなであろうと―これまでのところ無数の

場合がそうであったということを、われわれは知っている
4 4 4 4 4

。／この事実

がわれわれの言語ゲームに鋳込まれているのだ。（UG, §558. アンダーラ

インは引用者。）.

　［帰納法の］言語ゲ－ムはいわば予見不可能なものであるということ

を、君は心にとめておかなければならない。私の言わんとするところは

こうである。それには［哲学的な］根拠がない。それは合理的ではない。

（また非合理的でもない。）／それはそこにある―われわれの生活と同

様に。（UG, §559.アンダーラインは引用者。）

　そのような言語ゲーム、生活形式を「原現象 (Urphänomene)」として「確
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認する」ことの必要性（cf.PU-I,§654）が最終的に主張されているのである。

むすび

　ウィトゲンシュタイン哲学の現象主義的解釈を採るクックは、大略次の

ような主張を展開している。ウィトゲンシュタインは後期においても「現

象主義的非決定論」を死守していたので、「われわれが日常生活の中で『よ

い証拠』と呼ぶもの（＝過去の経験）は、本当によい証拠であるのか」とい

う哲学的問いに対して、「それは本当によい証拠であると答えることはで

きない」という「帰納法に関する懐疑論者」の立場を保持し続けた。だから

それを克服するためにラッセル経由のヒューム的「自然主義」（つまり中期

の初めの一部の発言に見出される「自然主義」的見解）を晩年になっても繰

返し強調したのだ、と（16）。それを一部裏づけるように後期の著作には、『探

究』§§472-474におけるように、明らかにヒューム的「自然主義」的含意を

有すると思われる発言がしばしば紛れ込んでいることは確かである。その

ことは本稿 IIIで既に指摘したことである。しかしその系譜においてのみ

彼の思想の展開を跡づけようとするのは、『論考』の新カント派的な「構成

主義的科学観」という彼の思想のいま一つの重要な系譜の展開に目を塞ぐ

ことになり、ひいては彼の哲学全体の理解を偏らせることになるのではな

いか。そのような思いから、後者の系譜のもとで「文法論」における立場

を経由して到達された「（帰納法等の）言語ゲームの原初性の主張」（そして

おそらく最晩年の「世界像」や「蝶番命題」等の構想）に着目することの必

要性を強調してきたわけである。

　最後に触れておきたい事は、中期的な「形而上学的悪夢」の実例が後期

の著作にもしばしば現れているという事実が、以上のような解釈からす

ればどのように意義づけられるのかということについてである。それは例

えば「彼が最初椅子と了解しているものが、突然消えたり、再度現れたり

する」という可能性に関する『探究』における実例（PU-I,§80）等のことであ

る（17）。その実例が現れる箇所を文字通りに読む限り、そのような状態が
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生起する可能性が相変わらず承認されているように見える。そしてその上

で、「そのような場合に君は或るものをなおも『椅子』と呼んでよいかどう

かを決める規則を既に持っているのか」、あるいは「われわれがそのよう

な場合の規則を用意しているかどうか」という問いが提示され、日常言語

の規則はそのような状態が出現した場合に「椅子」という日常語を用いて

よいかどうかを不確定にしているにも拘わらず、「椅子」という日常語が無

意味であるというわけではないという解答が与えられているように見える

のである。

　『探究』では、言語ゲーム説を提示するにあたって、まず前期の「概念の

意味を規定する規則の一義性・厳格性」のテーゼに基づく「理想言語（論理

的構文法に従う言語、現象学的言語）」－表層言語としての日常言語はそ

れに還元可能であるとされているのであるが－の思想を批判している。実

は上記の第 80節の実例は、厳格な規則に従っていないからといって日常

言語は無意味であるというわけではない、むしろ「概念の意味の不確定性」

ということが日常言語の本質的特徴なのであるという後期の一般的論点の

提示の議論（§§68-80）において出されているものなのである。

　さて一般に言葉の意味の「不確定性（曖昧性）」と関連する言葉としては、

「多義性 (ambiguity)」と「漠然性（vagueness）」がある。『論考』期においては、

理想言語は、多義的な語はもちろんのこと、漠然とした語をも絶対に含ん

ではならないとされていたと言える。だが後期の言語ゲーム説、言葉の意

味の体用説からすれば、そのような語も文脈依存的表現としてそれなりの

機能を果たしうるものであることが承認されることになるのは当然である

と思われるが、彼が「概念の意味の不確定性」を強調するときに主に実例

として提示しているのは、実は「漠然とした表現」である。そして『探究』

における関連する議論を読む際に注意すべきことは、一口に「漠然とした

表現」といっても、実は概略的に言って二つのグループに分けうるような

実例が挙げられているという事実である。

　まず第一のグループの実例は、「互に重なりあい交差しあう種々の―

そして大きなあるいは小さな―類似性を持った複雑な網状組織」（§66）
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という意味での「家族的類似性」の比喩を用いて、例えば「ゲーム」や「数」

等の概念は「共通なもの（本質）」がないにも拘わらず「一つの家族」を構成

して、それなりの機能を果たしていると主張される論点（cf. §67）と関連

するようなものである。その論点は、「大地は完全に植物で被われていた」

という記述を与えるとき、「植物」に関する学問的に厳密な定義を与えるこ

とができなくとも、われわれは「何を語っているかを知っていると言える」

（§70）というような主張と関連性を持つ。さらにまた或る人に適当に手で

指示して「君はおおよそこの辺りに立っていよ！」と述べても、この説明

は「完全に機能している」と言えるというような論点（§71, §88）とも関連

性がある。語の「漠然性」ということで通常論じられるのはこのような実

例を巡ってであろう。

　第二のグループの実例は、現象主義的な非決定論を保持しつつも「還元

主義的な現象主義」の成立不可能性に気づいて「日常言語的（仮説的）現象

主義」を採った中期の初め頃の問題設定のもとでの、言葉の意味の「漠然

性」に関連するものである。つまり「形而上学的悪夢」が可能であるにも拘

わらず、それに対処できるような規則を有していないという意味で日常言

語は「厳格ではない」、「漠然としている」という意味である。上記の『探究』

80節の実例は、実はこの脈絡のもとでの議論を繰り返すために用いられ

ていると見なされるべきものである。その他、機械が「[説明不可能な形で ]

溶けてしまう」（§193）という実例や、「例えば歯車が突然軟らかくなると

か、互いに浸透し合うとか等々といった途方もない事」（§613）という実例

や、「痛み、恐れ、喜び等々に特徴的な表情」が人間の顔から無くなったり、

チーズの塊を秤の上に載せた場合に「その針の動きが、明らかな原因無し
4 4 4 4

に
4

、突如大きくなったり小さくなったりする事がしばしば起きる」（§142）

というような実例等もその論点と関連するものである。そして「概念の意

味の不確定性」を論じる脈絡でこのような実例が再度挙げられているとい

う事実は、後期に至っても彼の哲学的立場は中期の初めの頃と同一である

ということの証拠であるとクック等は解釈するわけである（18）。

　しかし筆者の解釈からすれば、後期のウィトゲンシュタインは、関連す
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る言語的表現の日常的言語ゲームの内部における使用（深層文法）の展望

と記述という新たな治療的哲学観によって、「二元論（実在論）」（あるいは

文字通りの「合理論」）か「現象主義的非決定論」かという哲学的・認識論的

二者択一の次元をすり抜け、「日常的言語ゲームと結びついた生活の次元

の独自性・根源性・原初性」を擁護しようとした。『探究』やその他の後期

の著作の中に「形而上学的悪夢」の実例が出てくるのは、そのような後期

の立場を提示するに当たって、「二元論（実在論）」（あるいは文字通りの「合

理論」）との対決の過程で自らが一時的にせよコミットしたことのある哲

学的立場を復習的に辿ってみるという叙述方法を彼が採用しているからに

すぎない。後期の著作の読解に当たっては、そのような彼の叙述の方法に

配慮することが何よりも大切なことであると思われる。

　日常的生の次元において必要とされるのは、懐疑論者が求める絶対的根

拠、絶対的確実性ではない。彼は述べている。

　

　計算する場合、[何の原因もないのに ] 紙に書いた数字がひとりでに

入れ替わること［＝「形而上学的悪夢」］はないと信じて疑わず、また終

始自分の記憶をあてにし、無条件に信頼する。これも、[自分の人生に

おいて ]私は月に行ったことがないというのと同じ確実性 [=確信 ]であ

る。（UG,§337）

　私はなぜ、椅子から立ち上がろうとするとき自分にまだ両足がある

かどうか [そしてさらに身体があるかどうか ]確かめようとしないのか。

理由〔＝哲学的根拠〕はない。そうしないだけのことである。それがす

なわち [背景的状況が変わらない限り、われわれの言語ゲームの内部で

の実践的確信・信念を結びついた ]行動である。（UG,§148）

　かくして後期の独自の立場とは、＜「論理的（構文法的、文法的）必然性」

か「偶然性」か＞、＜「絶対的確実性」か「不確実性」か＞という前期的、中

期的二分法をすり抜け、「われわれの根源的な生活形式と結びついたわれ

われの言語ゲームの内部での実践的確信・信念」の次元を「独自の次元」、
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「原所与」として容認した点にあると言われることもできよう。そのよう

な後期ウィトゲンシュタイン解釈に基づいて帰納法や因果性の概念に関す

る後期の見解を再考してみるということが、「はじめに」で示したような後

期のその他の一見理解し難い様々な議論の趣旨を理解するために必須事項

であるというのが筆者が言いたかったことであるが、それらの議論につい

ての立ち入った検討は次の機会の課題として残されている（19）。

　　　　　　　　　　　　　　　　注

(1) Cf.John W. Cook, Wittgensetin’s METAPHYSICS (Cambridge University 

Press,1994)．

(2) 米澤克夫「ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』の存在論と「永遠性」

の概念」（『帝京大学文学部紀要（教育学第 29号）』(2004年 2月 15日発

行 )）、および寺中平治・大久保正健編『イギリス哲学の基本問題』(研究社、

2005年 )米澤克夫「第 IX章分析哲学」を参照のこと。

(3) Cf. Bertrand Russell, The Problems of Philosophy(Oxford University Press, 

1912). 

(4) この「現象主義的非決定論」は、バークリーがロックの知覚因果説を退

けたやり方にその起源を持っている。前期ウィトゲンシュタインもまた、

実在論との対決においてこのような仕方でその説を排除したと思われる

ので、「無原因的な直接経験の世界」が残されると考えたと推定される。

これが「独我論の厳格な貫徹形態」としての「純粋な実在論」である。

そして「純粋な実在論」とは、実は「純粋経験」を唯一の実在と見なす

「中性的実在論」と通底する立場なのである。

(5) David Hume, A Treatise of Human Nature, Book I, Part III, VI．木曾好能訳『人

間本性論』第一巻知性について (法政大学出版局、1995)110頁。

(6) 同訳書 108,109頁。括弧〔〕は引用者が補足。

(7) Bertrand Russell, Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific 

Method in Philosophy (1926), p.226．山元一郎訳、バートランド・ラッセル
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「外部世界はいかにして知られうるか」『ラッセル・ウィトゲンシュタイ

ン・ホワイトヘッド（世界の名著）』（中央公論社、1971）286頁。

(8) Cf.「太陽は明朝ものぼるであろうという事は、一つの仮説である。こ

のように言うとき、その意味していることは、われわれは太陽が明朝も

のぼるか否かを知らない
4 4 4 4

、ということである。」（cf.TLP,6.36311）

(9)  Bertrand Russell, op.cit.,p.224.前掲訳書 284頁。括弧 [  ]は引用者が補足。

(10) Cf.「例えばニュートン力学は世界記述に統一的な形式を与える。……

この形式は恣意的である。というのも三角形や六角形の目からなる網を

使用したとしても同じ成果が挙がることはありうるからである。記述が

三角形の網の助けで一層単純（einfacher）になること、つまりより粗い

三角形の網によって、より細かい正方形の網よりも一層正確に（genauer）

当の面を記述しうること、（あるいはその反対のこと）等々、はありう

ることなのである。異なった網によってそれぞれ世界記述の異なった体

系が対応する。」（TLP,6.341.アンダーラインは引用者。）ここで 「三角形、

六角形等、様々な目を持った網」とは「力学（科学理論）」の比喩であり、

「様々な目」とはそこにおける「力学の表示（Darstellung）のために用い

られる未定義の基本概念」の比喩である。

 　この「網」と「力学」のアナロジーによる叙述は、ヘルツの著作（Heinricn 

Herz, Die Prinzipien der Mechanik，1894）の「序論」における「像」と「力学」

のアナロジーによる次の叙述を踏襲したものであるということは、いま

や周知のこととなっている。「われわれは外界の対象の内的な像あるい

はシンボルを作る。…われわれが事物について作ろうとする像は、像の

結果がまた結果の像となるという要請だけでは、なお一義的（eindeutig）

に決定されない。同じ対象の様々な像が可能であり、これらの像は様々

な方向で区別することができる。…同じ対象のこの二つの像の中で、対

象の本質的な関係を他より多く反映しているものが、より適切なもの

であろう；それを、われわれはより明白なものとよびたい。同じ明白さ

であれば、二つの像のうち本質な特徴の外に余計なあるいは空虚な関係

がより少なく含まれているもの即ち単純な（einfach）ものが適切であろ
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う。」ヘルツ『力学原理』上川友好訳（東海大学出版会、1974）21、22頁。

訳文を一部変更。アンダーラインは引用者。

(11) ヘルツの科学論とこの箇所における前期ウィトゲンシュタインの科学論

との関係については、Ulrich Majer, Die Wissenschaftstheorie des Tractatus

－ eine bisher unbekannte Form des Konventionalismus, Epistemology 

and Philosophy of Science, edited by Paul Weingartner and Johannes 

Czermak(Vienna,1983)の議論が参考になる。彼は『論考』の科学論を「ヘ

ルツ的、直観主義的意味における規約主義」と評している。彼の指摘

でもう一つ傾聴に値するのは、ポパー（Karl Popper）が『科学的発見の

論理』（The Logic of Scientific Discovery,1959）において『論考』の科学

観を論理実証主義的科学観と決めつけて批判するとき、ヘルツに依拠し

て唱えられている科学論の側面を全く無視しているという指摘である。

シュリック（M. Scllick, Die Kausalität in der gegenwartigen Physik, Natur

Wissenschaften （1931））は、「ウィトゲンシュタインの影響を受けて」自

然法則をただ単に「言明の変形のための規則」と見なしたとポパーは述

べている（同書新付録 i参照）が、『論考』の中にはそのような主張は

見出されないというわけである。

(12) Karl Pearson,The Grammar of Science (1957), p.149,quoted by John Cook, 

op.cit.,p.212.

(13) David Hume,op.cit.,Book I,Part III, XI．「･･･理性とは、われわれを或る特定

の観念の連鎖に沿って運び、それらの観念にそれらの特定の状況と関係

に応じて特定の性質を与えるところの、われわれ [人間 ]の魂における

驚くべき理解不可能な本能にすぎない。なるほど、この本能は、過去の

観察と経験から生じる。しかし、なぜ過去の経験と観察がこのような結

果を生み出すかについては、自然が単独で（経験によらずに）このよう

な結果を生み出し得るかについてと同様に、その究極の理由を誰にも与

えることはできないのである。自然は、確かに（実際）、習慣から生じ

得るものは何であれ、生み出すことができる。いやむしろ、習慣とは、

自然の諸原理の一つにほかならず、その力のすべてを、自然という起源
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から得ているのである。」前掲訳書 209-210頁。

 　尚、懐疑論の妥当性を容認した上で自然主義的な解決を図ったという

のが「ヒュームの方法」であるというような言い方は、「ラッセル経由

での解釈」を踏襲したものに過ぎない。従ってここでの叙述は、それが

彼の哲学全体の正しい解釈であるということを決して含意するものでは

ない。ヒュームが「懐疑論」としてどんなことを考え、それに対して最

終的にどのような態度を採ったかということについては、研究者の間で

大きな論争がある。例えばストローソン (P.F.Strawson)は、篤実なヒュ

ーム研究者である久米暁によれば、大略次のような解釈を提示している。

――後期ウィトゲンシュタインの立場は「反基礎づけ主義」のいうべき

立場をとっており、「物体の存在や、帰納法の一般的な信憑性に関する

我々の信念」は「基礎づけられた信念」ではないにも拘わらず、「その

信念がわれわれの信念体系の中で実際に演じている役割」によって「根

拠や基礎がそもそも不必要である」という論点を含意している。そして

実はヒュームにもそのような構想は既にあったのであり、その意味で懐

疑論に対するヒュームの対処の仕方は後期ウィトゲンシュタインの考え

を先取りしていると言えるのである、と。（久米暁「懐疑論―ヒューム

による認識論的規範性の見直し」『ヒューム読本』中才敏郎編（法政大

学出版会、2005）117,8頁。）さてもしこのようなストローソンの解釈が

正しいとすれば（久米氏はストローソンのヒューム解釈を批判されてい

るのであるが）、「後期ウィトゲンシュタインの立場は全面的にヒューム

的であるというわけではない」という本稿の主張は崩れることになる。

しかしこのようなヒューム解釈の妥当性については現段階では筆者は論

評できないので、本稿の主張はあくまでも「後期ウィトゲンシュタイ

ンは 1914年のラッセルの著書で示唆されているような意味で全面的に

ヒューム的であるというわけではない」という限定つきのものであると

いうことを強調しておきたい。

(14) このようなアイディアの源泉は、ヒュームの直接的読書によるものでは

なく、ラッセルの前掲書によるものであるということは、クックから教



帝京大学外国語外国文学論集　第 12 号

─ 36 ─

後期ウィトゲンシュタインはヒューム的自然主義の亜流であるか

─ 37 ─

えられた。Cf,Cook, op.cit.,p.202．

(15) Bertrand Russell, op.cit.,p.224．前掲訳書 284頁。

(16) Cook,op.cit.,pp.200f. 尚、特に数学と論理学に関して、『論考』において暗

黙のうちに前提されていた「反自然主義（プラトニズム）的見解」から、「数

学と論理学は人間という一生物の生態に関する事実（＝人類学的事実）

であり、その限りにおいて自然的事実であるという見解」（「自然史的思

考」）への転換の萌芽が初めて見られるのが「一九三二年二月二〇日の

日付を持つ一次手稿ノートMS113内のテキスト（MS113,pp.25r-26v）」

であること、そしてそこに見られる「自然史的思考」がピエロ・スラ

ッファ（『探究』の序文でウィトゲンシュタインがその強い影響を認め

ている人物）との会話に由来することを示すことを示す書き込みがあ

るという重要な指摘については、鬼界彰夫『ウィトゲンシュタインはこ

う考えた－哲学的思考の全軌跡 1912－ 1957』（講談社現代新書、2003）

237,8頁を参照のこと。この脈絡における「自然史的転換」（鬼界氏の言

葉）の意義については、別に論じる必要があろう。

(17) その他の書物におけるものとして、人が木に変化してしまうのを彼が見

るかもしれないという実例（UG,§513）、本稿の最初に引用した Z, §393

等に挙げられている実例等を参照。

(18) Cf. Cook, op.cit.,p.207. 「後期の著作における多くの句は、彼が決して『形

而上学的悪夢が起こりうる』という見解を捨てなかったということを示

唆している。」　

(19) 後期ウィトゲンシュタインの立場も突き詰めれば「正当化主義」の亜

流であり、「体系的というよりはむしろ、思考枠組みに対して
4 4 4

(vis-à-vis)

のみ正当化を放棄しているにすぎない」、「そして、彼が正当化を放棄す

るとともに保持しているところでは、まったくもって正当化主義から、

そうしている」　（W.W.バートリー「非－正当化主義－ポパー対ウィト

ゲンシュタイン」小河原誠訳『ポパー哲学の挑戦』（未来社、1986 ）99頁）

というポパー主義者による断定的な批評に関しては、別の機会に論評す

ることにしたい。
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＊今回引用されたウィトゲンシュタインの著作及び講義録の略語。

TLP Tractatus Logico-Philosophicus (London 1961)

PB Philosophische Bemerkungen (Oxford 1964).

WWK Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis (Oxford 1967).

LE “A Lecture on Ethics,”Philosophical Review,LXXIV(1965),

 pp.3-12.

WL30-32 Wittgenstein’s Lectures: Cambridge, 1930-32 (Oxford 1980).

WL32-35 Wittgenstein’s Lectures: Cambridge, 1932-35, ed..Alice Ambrose

 (Oxford 1979).

PG Philosophische Grammatik (Oxford 1964).

BB Blue and Brown Books (Oxford 1958).

PU Philosophische Untersuchungen (Oxford 1953).

Z Zettel (Oxford 1967).

UG  Über Gewißheit (Oxford 1969).

本稿中のウィトゲンシュタイン関係の文章の引用文は、山本信・大森

荘蔵編『ウィトゲンシュタイン全集（全９巻、補巻１、２巻）』（大修館書

店）、デスデモンド・リー編（山田友幸・千葉恵訳）『ウィトゲンシュタイ

ンの講義Ｉ ケンブリッジ 1930-1932年』(勁草書房、1996）、アリス・ア

ンブローズ編（野矢茂樹訳）『ウィトゲンシュタインの講義Ⅱケンブリッジ

1932-1935』（勁草書房、1991）、黒崎宏訳・解説「『哲学探求』読解」（産業図

書、1996）、黒崎宏訳・解説「『論考』『青色本』読解」（産業図書、2001）を

参考して筆者の判断で翻訳したものである。各訳者諸氏に感謝したい。尚、

原文のイタリックの部分に当たる訳語には傍点を付した。また括弧 [  ]内

の語句や文は、筆者が自らの解釈に従って原文に補足した部分である。




