
ウィトゲンシュタイン哲学の発展にゲシュタルト
心理学はどのような意味を持ったのか

米 澤 克 夫

Ⅰ．はじめに―ウィトゲンシュタイン哲学の発展の図式の提唱―

筆者はこれまで幾つかの論文で、次のような発展段階の図式を作業仮説

として、ウィトゲンシュタイン哲学の発展を理解しようとしてきた。

（1）の段階。彼の前期の哲学。『論考』において示唆され、哲学研究再

復帰後の1929年の初め頃（「論理形式について」）にも基本的に保持され

ていたと思われる立場。言語観としては命題の像理論と言語の真理関数的

構造説を基本とするもの。認識論的には「語りえず、示されうる独我論」

の貫徹形態としての「純粋な実在論」（中立的一元論）、即ち「語りえず、

示されうる現在の瞬間の独我論」（急進的現象主義）と、「完全な分析の理

念」に基づく「日常言語」の「現象学的言語（第一次言語）」への厳密な

（真理関数的）還元の原理的可能性を奉じる「厳格な還元主義的現象主義」

の時期(1)。

（2）の段階。1929年の後半には、彼は「厳格な還元主義的現象主義」

は事実上不可能だということに気づいた。そして日常言語は、見かけ上は

「不明瞭さ」を多々含んでいるにせよ、現象を束ねる「仮説」として必須

であり、「日常言語が唯一の言語である」ことを認めるに至った。しかも

結果的に「現象学的言語の構成」に通じることになる「新しい哲学の方法」

を行使すれば、その「不明瞭さ」も除去可能であり、「現象主義的な世界

観」が保持可能になると考えた。「現象主義」を「日常言語」と融和させ

ようとしたいわば「日常言語的現象主義」の時期である。

（3）の段階。1933年の『青色本』は、言語観としては既に言葉の意味
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の使用説に基づく「言語ゲーム説」に至っているが、未だ「現象主義の残

滓」が若干残存している段階に位置する。この時期にも新展開の「言語

ゲーム説」を「現象主義」と融和させようという努力は一部続いていたと

推定する。

この（2）と（3）の段階の思想（『青色本』の一部の思想は次の（4）の

段階にもまたがっているが）が、ウィトゲンシュタインの中期の哲学である。

（4）の段階。「言語ゲーム説」から認識論的残滓を完全に振り払おうと

した段階。状況主義的な観点を取り入れた言語ゲームの思想の深化。伝統

的形而上学（中期までの自分の立場も含む）の治療的解消という理念に基

づく、生成論（発生論）的考察の観点を取り入れた言語ゲームの記述と展

望という哲学的営為の方法論の提唱。『哲学探究』第Ⅰ部（1936－1946）、

『哲学探究』第Ⅱ部（1949）の段階。この（4）の時期のウィトゲンシュタ

インの思想を、後期の哲学としておく(2)。

前期から中期を経て後期へと至る歩みで大きく変化したのは言語観であ

る。一方彼の生涯に渡って陰に陽に念頭にあった問題は、他にも多くある

のは当然としても、自我の問題、物体の認識の問題、他人の心の認識の問

題などである。それは、彼が「実在論」との対決の過程で「懐疑論」の解

消を目指して「現象主義的世界観」から出発したという事情に由来する。

そして言語観の変遷とともに、これらの問題の解決方法も姿を変えていっ

たことは言うまでもない。これら三つの問題に関して言えば、一応次のよ

うに発展史的に纏めることが出来よう。

まず前期の（（1）の段階）の「語りえず、示されうる独我論」では、

ショーペンハウアーとの対決に末に到達したということもあり(3)、未だ

「世界の限界（条件）としての私」は「延長なき点」として存在した。と

ころがその貫徹形態として示唆されている「純粋な実在論」においては、

「純粋な実在即無私的な現象」しか実在しないとされる。だから日常言語

における「私」や「物体」に関連する概念は可感的質（直接経験）の束へ、

「他人の心」に関連する概念は振舞いの束（最終的には「可感的質」へ還

元されるが）へ還元可能だとする立場が帰結した。「現象主義的二重還元
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主義」と言われてよい。

中期（特に（2）の段階）においては、日常言語における「私」、「自分

の心」、「物体」、「他人の心」などに関連する用語は指示機能は有さないが、

可感的質（直接経験）や振舞の束を束ねる「仮説」として重要な機能を果

たしており、消去不可能だということを明らかにしようとした(4)。

後期（一部（3）の段階と（4）の段階）に至って、前期、中期の自分の

独我論、現在の瞬間の独我論の立場を回顧し、現実の言語ゲームにおける

関連するの用語の使用の記述や展望によって、それらの問題設定そのもの

の解消を図ろうとした。

「私」の問題に関しては、既に『青色本』（1933）では基本的に後期の立

場に立って次のように言われていた。

「私」という語は、たとえ私がL・Wであったにせよ、［身体の名前である］

「L. W.」と同じものを意味してはいないし、またそれは、「今話している人」と

いう表現と同じことを意味してもいない。しかしこのことは、「L. W」と「私」

は異なったもの［身体と、非身体的なもの（心的実体）という、二つの異なった

存在］を意味しているということではない。そのことによって意味されているの

は、これらの語が我々の言語
．．．．．．．．．．．

［ゲーム
．．．

］では異なった道具である
．．．．．．．．．．．

、ということだ

けである。（BB, p.67）

この問題に関する後期の立場の要約としては、黒崎宏氏の適切な説明が

ある。

…ウィトゲンシュタインは、後期においては「言語ゲーム論」という思想を展

開し、前期においてのような存在としての我を否定する。彼は、我の問題を「私」

という言葉の使用の問題に解消してゆくのである。…存在するのは、「私」とい

う言葉を含んだ言語ゲームのみなのである。私は、この思想に仏教の「無我説」

を見ることが出来ると思う(5)。
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異論はないが、一言だけ口を挿めば、「無
．
我説」という言葉はその否定

．．

的な
．．
ニュアンスからいって、中期（特に（2）の段階）の立場を表わすの

に最も相応しい言葉のではないだろうか。「私」とは現実の言語ゲームの

人間同士の相互的関わり・交渉の関係性の中に機能として存在するという

ことを、後期の彼は明らかにしたと言ってもよいと思われる。とすれば、

これはある意味で積極的な
．．．．

立場だとも言えるのではないか(6)。

さて以上の事項を前提にして、本稿の主要な課題は、ウィトゲンシュタ

インがゲシュタルト心理学者ケーラー（Wolfgang Kohler）(7)の「ゲシュタ

ルト知覚」論と遭遇したことが、上記の物体や他人の心の問題に関する彼

の議論の発展に如何なる意味を持ったのかを、クックによる解釈(8)からの

摂取とそれへの対決を介して検討することである。ケーラーとの対決が、

彼の前期（（1）の段階）から中期（特に（2）の段階）への展開に大きな

影響力を持ったことは、クックが鋭く指摘していることである（彼の解釈

では、いわゆる「後期哲学」は「中期哲学」と同一視されてしまうのだが）。

ところが後述するように、後期の著作にもケーラーの主張をコメントした

文章が多く存在する。本稿における筆者の目的は、後期（（4）の段階）に

おけるケーラーとの対決は、クックの指摘とは異なり、中期におけるのと

はまた別の意味合いを有しているのではないかということを明らかにする

ことである。

Ⅱ．ケーラーのゲシュタルト知覚論と中期ウィトゲンシュタイン

哲学の射程（1）―感覚印象と物体―

ウィトゲンシュタインは、1929年に刊行されたケーラーのGestalt

Psychologyを、1930年の早い時期に読んだのではないかという指摘を

クックが行っている。

ケーラーとは、19世紀の後半、当時支配的であったブント（W. Wundt）

などの「要素主義心理学」や「要素還元主義」に反旗を掲げてドイツ語圏

で勃興したゲシュタルト心理学の代表的な心理学者の一人である。このゲ
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シュタルト心理学の出発点となったのが、エーレンフェルス（C. von

Ehrenfels）によって書かれた「〈ゲシュタルト質〉について」（1890年）

であることは、よく知られている。彼は「感性的要素一元論」の提唱者と

言われていたマッハ（E. Mach）が、いわゆる「ゲシュタルト」現象に着

目して、自らの立場が単なる「要素主義的
．．．．．

還元主義」ではないことを明ら

かにした『感覚の分析』（1886）から大きな影響を受けたとされている。

彼はこのマッハの分析を批判的に継承し、要素的な感覚としての「感覚質

（Empfindungsqualität）」に対して、その要素的感覚の総和以上の新しい現

象を表現するものとして「ゲシュタルト質（Gestaltqualität）」という概念を

提示した。彼の影響のもとにゲシュタルト心理学の展開を図ったのが、マ

イノング（A. Meinong）が率いるグラーツ学派、ウェルトハイマー（M.

Wertheimer）、コフカ（K. Koffka）、ケーラーなどからなるベルリン学派

である。

ウィトゲンシュタインが上記のケーラーの著作を読んだという証拠とし

て、クックは次のような事実を挙げている(9)。

（ i ）『哲学的考察』（1929－1930）には、ケーラー自身の立場に非常に

似た論点を含んでいる一節が、終わり近く（PB, 224）に存在すること。

（ ii）『哲学的文法』（1933）には、人間の顔の表情というケーラーお気

に入りの実例の一つが議論されている箇所が見出されること(10)。

ざっとケーラーの著作とこれらのウィトゲンシュタインの著作を概観し

ただけでも、この（ i ）（ ii ）の指摘は非常にもっともらしく思われる。

そこでまずはクックのこの指摘を導きの糸にして、考察を進めていくこと

にしたい。

この指摘（i）における『哲学的考察』の一節とは、次の文章である。

物事を実際以上に単純に見ようとすることに存在する危険は、今日ではしばし

ば非常に誇張されている。しかしこの危険は、感覚印象の現象学的研究には、実

際最高度に存在している。感覚印象は、常に実際よりもはるかに
．．．．

単純であると見
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なされている。

ある図形が私が以前には気づかなかったような規則性［体制］を持っているの

を私が見た場合、私は今や別の図形を見たのである。かくして我々は

を、 という特殊な場合としてか、あるいは という特殊な場合と

してか、あるいは という特殊な場合として見ることが出来る。このこと

はただ、我々が見るものは、そう思われるほど単純ではないということを示して

いる。

「協会施法を理解する」とは、…例えば以前には五本線が二つあるとしてしか

見ることの出来なかった十本の線 を、突然特徴的な一つの全体とし

て見ることが出来るという場合と全く類比的に、以前には未だ聞いたことがない

ような新しいことを聞くというようなことを意味している。あるいはそのことは、

平たいパターンとしてしか見ることの出来なかったサイコロの絵を、突然立体と

して見るというようなことを意味している。（PB, 224）

ここでの「感覚印象の現象学的研究」とは、「我々が実際に見る
．．
ものを

語ることについて細心であろうとすれば、我々の視野において様々に配列

された色や形のような可感的質（感覚印象）についてのみ語るべきである」

という考えに立脚した研究のことであろう。それは、可感的質を記述・再

現するためには、粗雑な日常言語では無理で、「現象学的言語（第一次言

語）」が必要とされるという主張に繋がることになるだろう。ウィトゲン

シュタインの前期の（（1）の）立場が基本的にそれに該当するのだという

ことは、言うまでもない。

上記と同じ著書の冒頭に、「今の私は、現象学的言語、あるいは――私

がかつて名づけた言い方からすると――『第一次的言語』を、目標として

はいない」（PB, I）という一節がある。とすれば、上記の文章（PB, 224）

では、「同一のA（形や色や音の連なりなどの感覚印象、あるいはあるゲ

シュタルト、体制）の中に、これまで気づかれなかった別のB（ゲシュタ

ルト、体制、規則性、類似性、アスペクト）を見る」といったある種の

「ゲシュタルト知覚」、いわゆる「アスペクト知覚」の存在を挙げて、「感
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覚印象の現象学的研究」における「見る」（「聞く」）の捉え方の単純性や

「現象学的言語（第一次的言語）」の構想を批判しているのだということは、

一目瞭然であろう(11)。これらの「ゲシュタルト（アスペクト）知覚」にお

いては、感覚印象は同一のままであるにもかかわらず、我々は変化した一

定の「ゲシュタルト（アスペクト）」を「見る」と言えるからである。

ケーラーは、上記の本のなかで、当時の「内観心理学」を批判しながら

自己の立場を展開しているので、まずその議論の概要を見ておこう。

彼は科学者としての自分の哲学的立場は、「［反省的実在論的］二元論」

であると公言している。彼は我々の「直接的経験」の「背後に」存在する

物理的世界に関する知識が「推論によって」得られると考え、この直接経

験の成立の説明としていわゆる「知覚因果説」を容認する。他方、他人の

経験を観察することの不可能性ということから、我々の経験が「私的」で

あることも彼は容認している。

ところがこの「心身二元論」は、ムーア（G. E. Moore）の主張とは異

なり、「常識人（plain man）の世界観」ではない、と彼は主張している。

「我々［常識人］が実際に住んでいる世界は、直接的経験の世界（the

world of immediate experience）である」、「大部分の人々にとって、それ

らは世界そのもの…である」、「我々［常識人］にとっては、我々の周囲の

事物を、［二元論者が主張するように］物体の単なる知覚的な片割れと見

なすということは、起こらない」(12)などと述べている。

ケーラーはこの本の中で、内観主義者の主張を、次のような主張と捉え

ている。

心理学者として、我々はすべての［対象（物体）についての］これらの獲得さ

れた意味（meaning）を、単純な感覚から成り立っている見られた素材そのもの
．．．．

（the seen material per se）から分離するという仕事を持つことになる…。真の

感覚的なデータの間には、対象（objects）のようなものは何も存在しえない。

対象が我々に存在するのは、ただ単に感覚的な経験が完全に意味を吹き込まれる

ようになった場合においてのみである(13)。
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結局ケーラーによって把握された内観主義者の主張は、次のように要約

することが出来よう。

（ i ）訓練された心理学者からすれば、「対象（物体）」ではなく、我々

の視覚野における（「純粋な見ること」、「真の感覚的なデータ」などと表

現される）「感覚印象」こそ「認識の第一次的所与」である。

（ ii ）「机」などの日常的な「対象（物体）」の概念は、後天的に獲得

（学習）されたものである。

（iii）我々は「感覚印象」のみを真に「見る」のであって、「机」などの

対象（物体）を真の意味で見ているのではない。

（iv）「感覚印象」の記述・再現のためには、日常言語ではなく、「訓練

を受けた心理学者が与えなければならない諸記述」、つまり「理想的・現

象学的言語」が必要である。

これらの主張に対してケーラーは次のように反論する。「直接的経験の

世界」においては「経験の単純で第一次的な所与」が可感的質（感覚印象）

のみを含んでいると主張する点で、内観主義者は間違っている、と。

まず第一に、感覚経験の体制化（the organization of sensory experience）と

いまや一般的に呼ばれるかもしれないものがある。･･･そのような感覚野は、一

様に整合的な連続体としても、相互に無関係な諸要素のパターンとしても、現わ

れない。我々が実際に知覚するものは、まずもって、物体や形体のような特殊な

存在物（entities）であり、またこれらの存在物がその成員である［例えば星座

のような］集合体なのである(14)｡

内観主義者との対比でケーラーの主要な論点を要約すれば、次のように

なろう。

①我々の視覚野においては「視覚印象」のみが認識の第一的所与である

のではない。後にウィトゲンシュタインによって「アスペクト知覚」と呼

ばれたもののみならず、「対象（物体）」などの「体制化された知覚（ゲ

シュタルト知覚）」もまた第一次的所与なのである。
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②「体制化された知覚」（の一種）に対応する「対象（物体）」などの日

常的概念が後天的に学習可能なのは、その感覚が元来「自然的な基礎」を

有するからである。

③日常的な脈絡のもとでは、「そこに赤を見る」と語られるのみならず、

「りんごを見る」と語られるということは事実である。後者のような語り

方の不適切性を指摘する内観主義者の主張は間違っている。何故ならそれ

は我々の「見る」という日常的な言葉の適切な使い方であるから。

④内観主義者は、感覚印象を記述するために理想的、現象的言語を望む

とき、間違いに陥っている。そのような理想言語は存在しえない。

このようにケーラーの主張を概観してみれば、「ゲシュタルト知覚（体

制化された知覚）」の存在を指摘することによって、「見る」ことに対する

単純な見方を批判するというモチーフにおいて、先に引用した『哲学的考

察』の諸節と趣旨が酷似していることは明らかであろう。ウィトゲンシュ

タインがケーラーの内観主義批判を読んだとすれば、それによって内観主

義と同タイプの自らの前期の立場の不十分さに間接的であれ気づかされる

ことになったということは、十分ありうることであると思われる。

しかし彼は、内観主義者の主張の全てを退け、ケーラーの論点の全てを

受け入れたという訳ではなかったのではないか。彼は前者の主張のうち、

（ i ）の我々の視覚野における「感覚印象」の「認識の第一次的所与」の

テーゼと、（ ii）の「物体」語などの日常的概念の後天的学習説は受け入

れたと思われる。それに対し彼がケーラーの主張のうちで受け入れたと思

われるのは、①の主張におけるいわゆる「アスペクト知覚」のみならず、

「対象（物体）」などに関する「ゲシュタルト（体制化）知覚」の存在を容

認する主張と、③の「リンゴを見る」などの日常的使用を容認する主張と、

④の理想言語の存立不可能性の主張である。彼はこのような内観主義者の

論点とケーラーの論点とをミックスさせれば、「厳格な還元主義的現象主

義」としては存立不可能な「現象主義」も、「日常言語的現象主義」とい

う新たな形態で保持可能になると考えたのではないか。このように考えて

みれば、「現象主義」と「日常言語」との宥和を図る中期のアイディアの
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かなりの部分は、ケーラーの読書によってかかる当時の心理学者の対立の

様子を知ったことに負っているという解釈は、少なくとも作業仮説として

非常に説得力があると筆者には思われるのである。

いずれにせよ、結果的に中期の彼は、後天的に学習される日常的な「対

象（物体）」語は「第一次的所与」としての「感覚印象」の束を纏め上げ

るための「仮説」としての役割を果たしているのであり、「感覚印象」を

迂回的に記述しているのだと見なすようになったことは確かである。例え

ば「私はアヒルを見る」や「私は背中に虫を感じる」と日常的に語られる

とき、これらは、より「精密な」記述と代替されるべき「粗雑な」記述で

はない。この語り方こそが、感覚印象の束を記述する唯一の方法なのであ

る、という訳である。「物体の世界という仮説によって諸現象を記述する

ことは、捉え難いほど複雑な現象学的記述と比較したとき、その単純さを

考慮してみれば、不可欠である」（PB, 230）と言われた所以である。

中期のウィトゲンシュタインの見解を報告した『ウィトゲンシュタイン

とウィーン学団』におけるヴァイスマン（F. Waismann）の「テーゼ」

（1930）の次のような一節は、この時期の彼の見解を明瞭に示している。

･･･対象という概念は、仮説を巻き込んでいる。我々は、我々が知覚する個々

のアスペクト［感覚印象］を法則的な仕方で関係づけるような仮説［つまり感覚

印象の間にある規則性があるという仮説］を構成しているのである。･･･／日常

言語は、［将来の経験についての］仮説の体系を用いている。日常言語はその際、

［「リンゴ」や「梨」のような］名詞を利用する。／［対象の］それらのアスペク

トは、空間的かつ時間的に、相互に関係している。／対象とは、ある仮説によっ

て表現される様々なアスペクトの繋がりなのである。（WWK, p.256）

この主張で重要なことは、日常言語において「対象（物体）」語が使用

されるという事実は、ムーア（二元論的実在論者）の主張とは異なり、私

が感覚印象の「背後にある」対象の存在を信じている
．．．．．

（ないしは推論して
．．．．

いる
．．
）ということを示しはしないとされているという点である。「我々の



感覚の迂回した記述」（BB, p.52）としての「対象（物体）」語
．
の必要性と

いう趣旨以上のものではないのである。

中期の著作で「徴候（Symptom）」という概念と対比して使用される

「基準（Kriterium）」という概念は、基本的に、この中期の「日常言語的

現象主義」のパラダイム圏に属するものだというのが筆者の基本的見解で

ある。ここでは『哲学探究』第Ⅰ部の354、355節の叙述の実例を用いて、

この概念に関わる彼の論点の含意すると思われるところを筆者なりに再構

成してみることにしたい(15)。

①例えば気圧計が下がることは、雨が降っていることの「徴候」である。

つまり我々は、これらの事実を「経験（帰納法）」から学ぶ。かくして通

常我々は「気圧が下がること」を「証拠」にして「雨が降っている」と

「推理（判断）」する。

②常識的実在論者は、①の正しさから、それを拡大解釈して、「経験は

また、我々が一定の濡れた感じや冷たさの感じや、しかじかの視覚印象を

持っているときに、雨が降っているということも教える」と主張する。彼

らは、我々がそれらの感覚印象の生起を「証拠」にして、降雨の事実を

「推理（判断）」するのだと主張するのである。

その際彼らは、これを支持する議論として、「この種の感覚印象も、［時

に］我々を欺くことがある」ということを挙げる。だから、この種の感

覚印象は、「雨が降っている」ということの「可謬的（間違うこともあり

うる）」経験的な証拠に過ぎないのだ、と(16)。

③この②の論点は、懐疑論を招き寄せることになる。（「感覚は時に
．．
欺く」

とい事実から「感覚は常に
．．
欺く」という可能性を導き出したデカルトの

「方法的懐疑」の論法を想起せよ。）

④しかし降雨の事実を、我々はそのような感覚印象の生起を「経験的証

拠」にして知るのではない。そのことを、「雨が降っている」という語を

学習することによって学ぶのである。つまり我々は、「雨が降っている」

という語がそのような「一定の湿気や寒さの感じやある視覚印象」を記述

― 221 ―

帝京大学文学部紀要教育学　第28号（2003年2月）



するために用いられるという「取り決め（Übereinkunft, convention）

（PU-I, 355）、即ち「［定義的］基準」を学ぶのである。要するに、これら

の感覚印象は降雨の事実の「（可謬的）証拠」ではなく、我々が「雨が

降っている」という語によって「意味していること」そのものなのである。

そして「雨が降って降っているように見える（だけ）」という降雨の外見

（欺き）の言葉の意味の理解も、この「雨が降っている」という言葉の意

味の理解を含んでいるのである、と。

仮にこのような纏め方が正しいとすれば、「基準」概念を機軸とする議

論も、日常的な物体表現とは「我々の感覚の迂回した記述」に過ぎないと

いう中期の議論の一環であるということは、明瞭であろう。

ところで、先に引用したヴァイスマンの「テーゼ」（1930）の文章には、

次のような文章が続いていた。

対象についての仮説は様々な種類の
．．．．．．

事実を、相互に結合している。

「机」という語によって我々は、様々な視覚像の間の相互関連だけではなく、

これらの視覚像と触覚などとの間の相互関連をも、考えているのである。対象と

は、これらのすべての事実を結合するものなのである。（WWK, p. 258）

そのとき「机」という概念は、常態においては
．．．．．．．

様々な種類の感覚印象

（色、形、触覚など）の間に規則性が成立するという前提においてのみ成

立可能である。「例えば、私がそこにヒヤシンスを見て、それに触ってみ

ようとしても、私は如何なる触覚も持たない、･･･という事は全く［論理

的に］考えうることである」（WWK, p.161）。そのことから話を拡大して、

感覚印象の間に如何なる規則性も成立せず、常にカオスしか存在しないと

いう「悪夢」のような状態が常態的事実だと仮定してみよう。そのような

場合に、我々は「ヒヤシンス」のような概念は最早所有しえないことにな

るだろう。中期の基準説も、このような「偶然的な自然的事実」の存立の

基盤の上に成り立っているのである。この点で中期のウィトゲンシュタイ
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ンの主張は、仮にケーラーの間接的な影響によるもの大だったと仮定して

も、基本的にヒュームの立場と通底する立場であるということは誰の目に

も一目瞭然であろう(17)。

Ⅲ．ケーラーのゲシュタルト知覚論と中期ウィトゲンシュタイン

哲学の射程（2）―表情表現を巡って―

クックが指摘した（ii）の事実―『哲学的文法』でウィトゲンシュタイ

ンが人間の顔の表情というケーラーお気に入りの実例を議論しているとい

う事実―に関しては、彼は特にどの文章がそれに該当するのかを明確には

指摘していない。しかし次の一節は、明らかにこの主題と関連があると筆

者には思われる。

人は、「この顔つきは一つの全く特定の
．．．

表情している」と言い、その表情を特

徴づける言葉を捜す。

こうして、我々は［現象学的･行動主義的還元主義の立場における］哲学的袋

小路に容易に入り込んでしまうのである。そこでは人は、捉え難い現象、素早く

すり抜けてしまう現在の経験、あるはそのようなものが我々によって記述されな

ければならないという点に、我々の課題の困難性がある、と信じ込んでしまう。

そして普通の［日常］言語［「微笑みの表情」、「怒りの表情」、「好意的な表情」

などの日常的表現］では粗雑すぎるように思えてくる。･･･

ここで次のことが思い起こされなければならない。非常に独特なもののように

我々に思われているこれらの現象［「彼女は好意的な表情をしている」などと日

常的に表現される現象］はすべて、実は全く普通の現象であって、それが起きる

とき、我々は少しも奇異なものだとは感じないのである。（PG-I, 120）

上記の文章の二つ目の段落の文章は、いわば「人間の振舞の現象学的・

行動主義的研究」の立場からの「日常言語」の粗雑さへの不満を要約した

ものということになる。それに対して三つ目の段落の文章は、それへの
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ウィトゲンシュタインの反論であることは、言うまでもあるまい。

しかしここでは基本的に何が問題になっているのだろうか。

行動主義者にとっての他人に関する「第一的な認識論的所与」は、「他

人の身体的振舞い」である。そこで前提されている「身体」概念とは、デ

カルトによる「心（精神）」と「身体」の実在的区別の二分法における

「身体」概念の延長線上に位置する概念である。いわば、全く「心的・人

間的性質を剥ぎ取られた」幾何学的・機械論的性質（ウィトゲンシュタイ

ンにおいては「色」という性質は容認されているが）のみを本質とする

「物体」としての「身体」概念である。前期の立場は、かかる「物体的運

動」としての「身体的振舞」（最終的には「可感的質（感覚印象）」に還元

されてしまうのであるが）に、日常言語における「彼は痛みを感じている」

などの心理的な三人称的表現が厳格に還元可能だとする立場であった。中

期のウィトゲンシュタインが厳密な還元主義の事実上の不可能性を自覚し

たとしても、「行動主義」を堅持していたとすれば、この「物体的運動」

即「身体的振舞」の認識論的第一次性のテーゼもまた堅持していたはずだ

と推測出来よう。

日常言語では、色や形や空間的配置や運動のような「物体」とも共通の

表現を用いて他人を記述するということがあることは確かである。「彼の

顔色は赤い」、「彼女の顔は丸い」、「彼の伸長は170センチである」、「彼は

階段から落下した」などというように。しかしまた「彼女は好意的な・親

切そうな・怒った表情をしている」という表現も頻繁に用いられる。とこ

ろがかかる表情に関する表現は、心的・人間的要素が未だ払拭されていな

い概念であって、「物体的運動」即「身体的振舞」を表わす表現とは見な

せないように思える。けれども「日常言語こそ唯一の言語である」という

テーゼを掲げた中期の彼は、そのような表情語も容認しなければならない

のは当然である。このような表現が使用されているという事実は、行動主

義の立場から如何にして説明されうるのだろうか。

だがここでも彼は、ケーラーの主張から間接的にそのヒントを得た形跡

が見受けられるのである。ケーラーは次のように述べている。
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好意的に見える顔（a friendly-looking face）において、もし我々が、好意性

（friendliness）を顔そのものの特徴（the characteristics of the face as such）か

ら区別しようと試みるとすれば、この仕事が全く困難であるということに我々は

気づくだろう。我々が顔を、色のついた諸斑点のモザイク（a mosaic of colored

spots）としてはなく、全体として考察する限り、その好意性は、［推論されたも

のでも、色のついた諸斑点のモザイクに厳格に還元されてしまうものでもなく］

顔の本質的な特徴のまま（an intrinsic characteristic of the face）であるように

見える(18)。

明らかに顔の表情の知覚を容認するこの見解をウィトゲンシュタインも

受け継いでいる。例えば次の文章を見よ。

この顔つきは、柔和の、善良の、臆病の表情をしていると言う場合、･･･私は、

その顔つきは臆病や善良さなどそのものの相（アスペクト）なのだと言いたい。

（例えばヴァイニンガーを参照せよ。）――私はこの顔つきのなかに臆病を見てい

る（ich sehe die Feigheit in dieses Gesicht hinein）、と言われることが出来

る。･･･いずれにしても、臆病はその顔つきに対して、ただ単に連想され、外面

的に［経験的に帰納法によって］結びつけられるのではない。恐怖というものは、

顔つきの多様性を持っている。そして、例えばその顔つきが少し変化すれば、

我々はそれに対応した恐怖の変化について語りうるのである。（PG-I, 128）(19)

彼は、この「一定の表情」を「顔そのものの特徴」から区別しようと試

みることの不可能性ということの議論を、「［理解可能な］印刷された母国

語の単語」を、｢それを読むことを学ばなかったかのように｣、｢［不可解

で］奇妙な線画｣として眺めようとしても普通は出来ないことの議論

（PG-I, 127）と並行させて論じている。

かかる「シンボル（記号）論的」アプローチの仕方を窺わせるように、

彼は「好意的な目つき、好意的な口振り、犬が尻尾を振ることなど」は、

「好意性のシンボルの、［他のシンボルの中でも］第一次的で、そして相互
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に独立したシンボル（primäre und von einander unabhängige Symbole

der Freundlichkeit）」だと述べて、「一定のパターンの表情＝第一次的な

シンボル」論を展開している。「他の諸現象が好意の表現として考えられ

る場合には、人はそれらのなかにそのようなシンボルを見てとっているの

である」（PG-I, 129）、と。

さらに注目に値することは、最初「恐れているという印象」を与えた表

情が後に「勇気あるという印象」を与えるようになったというような「顔

の表情の印象（解釈）」の変化を、「音楽におけるある和音の理解の仕方の

変化」と比較して論じている点である。

顔の表情の解釈が変化することは、音楽において、ある和音が、あるときには

この調性へ、あるときにはあの調性へと移行するものとして感じられる場合の、

和音の解釈が変化することに比較されるべきである。（混合色、中間色の区別の

こととも比較してみよ。）（PG-1, 129）

それはともかく表情認識に関するケーラーの基本的主張は、結局次のよ

うなものである。

「素朴現象学（naive phenomenology）」は、科学者ならぬ「常識人の世

界観」を記述しようとする。その観点からすれば, 我々は、癇癪を起こし

ている子供が怒っているということを、二元論者が主張するように自分の

場合との類推によって推理するのだと主張する必要はない。「日常生活で

は人々は、全くこのような［類推による］仕方ではやってはいないし、同

時に人々は彼らの仲間を十分よく理解しているように思える」(20)。また

「標準的行動主義者」のように、我々は「子供の怒り」を「真の意味で見

る」ということはありえず、子供の「物理的身体」とその振舞しか見てい

ない、心理学者はそれだけを研究すれば十分だ、と強弁する必要もない(21)。

ところがケーラー自身のこの問題に対する最終的解決は、「知覚的世界

の一部としての人間の身体」と、「物体としての人間の身体」の間に彼が

行った線引に依存していると思われる。科学的に考察すれば、「知覚的世
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界」とは「物体としての人間の身体」によって因果的に引き起こされたも

のに過ぎない（知覚因果説）。だが「常識人」が他人について知覚するの

は、何よりも「知覚的
．．．

身体」なのである(22)。その限りにおいて我々は他人

の顔つきに好意性を見るのだと言ってもよいのである、と。

しかし「表情の知覚」および「表情を見る」という日常的言語表現の適

切性を容認するケーラーの見解への共感にもかかわらず、中期のウィトゲ

ンシュタインは、結局ケーラーのこの「知覚的身体」の概念の認識論的第

一次性の主張自体は容認しなかったのではないか。中期の段階では彼は未

だ「行動主義者」として、「物体としての人間の身体」の概念及び「他人

の振舞の認識論的第一次性」のテーゼを死守しようとしたはずである。そ

うだとすれば我々は、先章の定式化に倣って、中期の彼の表情の問題に関

する主張を次のようなものと想定出来よう。

日常的には我々は「私は彼女の眼差しに好意を見た」などと語る。これ

は日常言語における正当な「見る」の使い方である。だがそのような語が

日常的に使用されるという事実は、ムーア［心身二元論的常識的実在論者］

が主張するように、我々が他人の振舞いの背後に「好意」という語に対応

するような「私的対象」の存在を信じている
．．．．．

（あるいは推論している
．．．．．．

）と

いうことを示す訳ではない。むしろ他人に関する「第一次的所与」として

の「身体的振舞」の運動を予測し、それらの規則性や束を纏めるのに不可

欠な「仮説」としてそのような語を後天的に学習し、用いているに過ぎな

いのである、と。

行動主義には当然、真実の表情と偽装の表情、実際に好意を抱いている

人と好意を抱いている振りをしているに過ぎない人とを如何に区別するの

かという問題が残ることになる(23)。心身二元論的実在論者が頼みの綱とす

る「帰納法」に訴える「類推説」は、「如何なる表情ないし表現も嘘であ

りうる」（PG-I, 128）という懐疑論を招き寄せる余地を孕んでいる。とす

ればここにおいても前章での議論と全く類比的に、「基準」概念に訴える

議論が登場してくるのだろう。

「彼女は私に好意を抱いている」ということや、「彼女は私に好意を抱い
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ている振りをしているだけだ」ということを我々は「経験（帰納法）」か

ら学ぶのではない。「好意」という語の学習から学ぶ。我々は、「彼女は私

に好意を抱いている」という語が、「［ある人の一定の状況のもとでの］

或る身体的運動」を記述するために用いられるという「取り決め

（convention）」（BB, p.24）、「［定義的］基準」を学ぶのである、と(24)。「好

意の外見（偽り）」を表現する言葉の意味の理解も、この「好意」という

言葉の意味の理解を含んでいるのである、と。

IV．後期ウィトゲンシュタインとケーラーの対決――「私の見

ているものは意味
．．
にほかならない」ということの意味を巡っ

て――

「ゲシュタルト知覚」を巡る主題は、中期から後期にかけて、『哲学的考

察』（1930）、『哲学的文法』（1933）のみならず、『茶色本』（1934）(25)、

『ウィトゲンシュタインの講義II ケンブリッジ　1932－1935』（第三部

ウィトゲンシュタインの講義1934－1935年、特に1935年の「イースター

期」）(26) などにおいて扱われていた。しかし（1936から1946年にかけて書

かれた）後期の主著『哲学探究』第Ⅰ部では特に表立っては扱われてはい

ない。ところが（1946年から1949年に書かれた）『探究』第Ⅱ部において、

「ゲシュタルト知覚」のうちでも特に「アスペクト知覚（認知）」の話題を

中心にして、再度登場している(27)。そして、同時期の『哲学的心理学につ

いての哲学的講義1946－47』、（1947年、1948年に書かれた）遺稿『心理

学の哲学』（全二巻）、（1949年から1951年に書かれた）『最終草稿』（全二

巻）などにおいては、一部『哲学的文法』や『茶色本』におけるのと類似

した文章も含みつつ、さながらケーラーの著作のコメンタリーの如くにこ

の主題が頻繁に論じられているのである。

多量でかつ錯綜したこれらの文章群を、包括的かつ詳細に読み解くこと

は現段階の筆者にはとうてい不可能なことである。本稿の主題に関連する

限りで若干の発言に触れて、これらの議論の後期哲学における意義とは何
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かを考察することにとどめざるをえない。（以下の叙述では、議論の構造

は全く同一なので、対象認識と表情認識の問題を特に区別することなく、

話題を適宜混合しながら論じていくことにする。）

概略的に見た限りでは、先先章（II章）でケーラーの主張として掲げた

四つの論点のうち、①の主張のうちの「体制化された知覚（ゲシュタルト

知覚）」の容認の主張と、③の「りんごを見る」、「怒りを見る」などの日

常的な言葉の用法の容認の主張と、④の「理想的・現象学的言語」批判の

主張には賛成し、②の「体制化された知覚」に対応する「対象（物体）」

や「表情」などの概念の「自然説・生得説」を批判するという態度は、後

期においても変化はないようである。またそれと並行して、内観主義者や

行動主義者の（ii）の「物体」や｢表情｣語などの日常的概念の「後天的学

習説」に賛成するという態度も変わらないように思われる。

内観主義（行動主義）や、前期の自身の立場を彼は「表情の知覚」の問

題に関連させて次のように表現している。

…人［行動主義者、前期のウィトゲンシュタイン自身］は次のように言いたく

なる。我々は［顔の］動きや形や色を見るのと同じ意味で
．．．．．

、表情や気弱な振舞い

などを＜見る＞ことは出来ない
．．．．

。…確かに［日常的には］人は、犬の動きについ

ても、犬の喜びについても、それを見ると言う。…しかしその犬の動きを何らか

の仕方で絵に正確に再現しうる人について、その人は見る
．．
ことの出来るものは全

て見たと言う場合に、その人
．．．

が犬の喜びを認識しているとは限らない。したがっ

てもし見られたものの理想的な描写［現象学的・行動主義的言語による描写］が

写真のように（計量的に）正確な画像による再現であるとすれば、人は次のよう

に主張したくなるかもしれない。「私は動きを見る（sehen）。そして何らかの仕

方で喜びに気づく
．．．

（merken）のだ」と。（BBP-I, 1070）

ところがこのような主張は次のように批判されている。
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しかし、我々がどのような意味で「見る」という言葉を使用することを学ぶの

かを考えてみよ。我々の視覚像――色と形――が絶えず、非常に広い範囲に変化

しているにもかかわらず、我々は、自分が人々（Menschen）［の表情］を見て

いるとか、その花を見ているとか確かに言う。我々はまさにそのように「見る」

という言葉を使用するのである。（君がその言葉に対するよりよい用法――現象

学的用法――を見出せると、考えてはならない。）（BPP-I, 1070）

人はある顔に生じた変化に気づき、その顔が前より堅い（無慈悲な）表情に

なったという言葉で、それを記述するのに――［現象学的・行動主義的言語によ

る］空間的諸概念を用いてはその変化を記述することは出来ない、という場合が

ありうる。（BPP-I, 919）

「対象（物体）」や「表情」の知覚に関するケーラーの「自然説・生得説」

を批判し、「後天的学習説」を擁護しているように見受けられるのは、次

の短い文である。

私の見ているものは――ケーラーの見解に反して――まさに意
．
味
．
（Bedeutung,

meaning）にほかならない。（BPP-I, 869）

この文の趣旨をここでの「意味」という用語と関連させて解釈すれば、

次のようになるだろう。

内観主義者は、「無垢な認識論的な第一次的所与」プラス「（言語的）意

味」という二段階的図式で、「紙」や「鉛筆」などの対象（物体）概念の

成立を説明した。即ち「（後天的、言語的）意味」が吹き込まれる以前の

視覚野は、カオス（相互に無関係な諸要素のパターン、あるいは一様に整

合的な連続体）であり、「紙」や「鉛筆」などの対象（物体）は、「後天的

に獲得された知識（意味）」が吹き込まれなければ、「分離された単位」で

はないのだ、と。ケーラーはこの説を次のように批判した。

当の感覚的世界が、大人にとって、全く意味（meaning）［｢りんご｣などの概念］
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を吹き込まれたように見えることを可能にするのは、まさに境界線を引かれた統一

体の元来の［学習される以前の］分離（the original segregation of cirumscribed

wholes）である。というのも、［獲得された］意味が徐々に感覚野に入ってくる

ためには、それが自然的体制化（natural organization）によって引かれた線に

従うからである。それが通常、分離された統一体（segregated wholes）へと

［後から］入ってくるのである。」(28)

先のウィトゲンシュタインの引用文（RPP, I, 869）は、「意味は自然的

体制化によって引かれた線に従う」というケーラーのこの「自然説・生得

説」を批判しており、その限りでは内観主義者の「後天的学習説」に与し

ていると考えられる。

ところがこの主題に関する後期の一連の発言に関して言えば、若干奇異

な感じを読者に与える点がある。それは、「体制化された知覚」の存在が

認められ、しかもケーラーの説のうちの③の「見る」という日常語の多元

的用法説もまた擁護されているのに、①説の「「感覚印象」のみならず

「体制化された知覚」もまた第一次的な認識論的所与なのだ」という主張

全体
．．
は問題視されているように見受けられる発言が存在するという点であ

る。例えば次のような一節である。

視覚印象の「体制」を色や形と同列に置く人は、内的対象としての視覚印象か

ら出発しているのである。視覚印象は、内的対象として考えられる事によって、

勿論、ナンセンスなもの――奇妙な揺れ動く構成物――になる。（PU-II, 196f.）

この文で言及されている「人」とはケーラーのことを指しているのだと

いうことは、間違いない事実であると思われる。

黒崎宏氏は、ここでの「視覚印象の「体制」を色や形と同列に置く」と

いうことは、「例えば、形の他に、形相互の関係を形と同列に置くという

事」ではないかと述べておられる(29)。そういえば確かに、ケーラーは「一
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つは真ん中に、二つはその両側の対照的な位置に置かれた、黒い表面上の

三つの白い斑点」の図形を例に挙げて、次のように述べている。

［一つの］斑点は、他の二つのものの間に見られる。そしてこの関係は、まさ

に、それらの斑点の白さがそうであるのと同様に、その経験の一部である(30)。

この文のポイトは、「複数の白い斑点の間の秩序（体制）を見ること」

は「それらの諸要素としての複数の白い斑点をそれ自体として見ること」

と同じように、当の経験（知覚的事実）の一部であるである」ということ

である。そして重要なことは、ケーラーはこの特徴づけを、或る体制（ゲ

シュタルト）から別の体制（ゲシュタルト）へ変化する反転図形や判じ絵

（隠し絵）などに代表されるいわゆる「アスペクト知覚（認知）」（例えば

ジャストロー図形 における「アヒルの頭という知覚」と「ウサギの

頭という知覚」）の場合にも、「机などの対象（物体）そのもの（あるいは

奥行き）を見ること」と「色や形を見ること」にも、「他人の顔に感情や

表情を見ること」とただ単に「顔の色や形や動きを見ること」の場合にも

と、次々と拡張しているということである。例えば後者に関して、「他人

の怒りや当惑」は「顔の色や形や動き」とともに「知覚的事実」である、

と彼は述べている。「視覚印象の「体制」を色や形と同列に置く」とは

ケーラーのこのような主張を表しているのであろう。

このようなケーラーの説は、エーレンフェルスの「感覚質」と「ゲシュ

タルト質」の区別以来のゲシュタルト心理学内部での論争の背景のもとに

置くと理解しやすいのではないかと思われる。それは、「ゲシュタルト

（体制）」とは、基礎となるレアールな「感覚複合体」に対して何かイデ

アールな知的作用が付加されて成立するものなのか、それとも両者は下位

―上位といった異なったレベルに分けられるものではなく、同時生起が不

可能であることは当然であるとしても、同じレアールな感覚のレベルに属

するものなのか、といった論争である。これはマイノングなどのグラーツ

学派とケーラーなどのベルリン学派の間に繰り広げられた論争である。こ
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れ以外にも、ケーラーが「内観主義者」と呼んでいた「物体」（「表情」）

概念に関する後天的学習説も存在していたのであり、それらの主張が微妙

に入り組みながら三つ巴の対立の様相を呈していたのである。

ケーラー説に対してウィトゲンシュタインは、ケーラーの主張のパラフ

レーズから始まる覚書で次のように批評している。

「もし君が生理学的偏見［知覚因果説］から離れてさえいれば、［他人の］眼差

しも見ることが出来るということに、何の疑問も持たないだろう。＊

確かに私［ウィトゲンシュタイン］もまた、君が他人に投げかける眼差しを自

分は見たと言うのである。…

他方、このような表現法を使用するからといって、私は何か特別なことを承認
．．

した
．．
ということではない。もし誰か［ケーラーなど］が、目の形や色を見るの

と＜同じように＞眼差しを見ると言うなら、私はその人に反対する。

というのも、＜素朴な言語（das ‘naive Sprechen’）＞、すなわち我々の素

朴な普通の表現法は、視覚に関する如何なる理論も含んでいないからである。―

―それは君に如何なる視覚の理論も示しはしないのであって、ただ見るという概
．

念
．
［の現実の言語ゲームにおける使用］を示すだけである。［『断片』223］

（BPP, I,  1101.＊による段落分けは引用者。）(31)

ここで言われている「視覚に関する理論」とは、「眼差しを見る」とい

う場合を「目の形や色を見る」という場合に同化させようとするケーラー

の「ゲシュタルト理論」のことであろう。ウィトゲンシュタインはケー

ラーの理論を別の箇所で、「視覚印象
．．
のなかに全てのものが含まれており、

主観的な
．．．．

［視覚印象としての］目には、形も色も動きも、さらには表情や

眼差し（外向きの方向）も具わっているのであって、人はその眼差しをい

わば［＜視覚印象以外のどこかで＞という意味で］ど
．
こ
．
か他
．．
の
．
と
．
こ
．
ろ
．
で
．
気

づく（spüren）訳ではない」（BPP-I, 1102）と主張するような理論として表

しているからである。

これに対してウィトゲンシュタインは一見行動主義者の言い分に与する
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かのように、次のような事実を対置している。

何よりもまず、人の顔を非常に正確に見て、例えばその顔の正確な肖像を描く

ことが出来るのに、その微笑の表情を微笑として認識することの出来ない人のい

ることを、私［ウィトゲンシュタイン］は非常に容易に想像しうる。［ケーラー

が主張するように］そのような人の視覚には［先天的、ないし生理学的な］欠陥

があるのだと言うことは、馬鹿げていると私には思われる。（BPP-I, 1103, cf.

PU-II, 198f.）

この文が示唆していることは、いわば「表情盲」も存在しうるのだから、

「色や形や動きを見る」という表現と「微笑（あるいは鉛筆）を見る」と

いう表現はやはり「概念的に区別」されなければならない、ということで

ある(32)。

かくしてウィトゲンシュタインは、一方で「私は［彼女の眼の］赤さを

見る」（あるいは「鉛筆の色や形を見る」）のみならず、「私は彼女の彼に

対する好意の眼差しを見る」（あるいは「鉛筆を見る」）という日常的な語

り方の妥当性をケーラーと共に承認する。しかし他方で、そのことは後者

の「見る」を前者の「見る」に同化してしまうケーラーの「ゲシュタルト

理論」の承認に直結するものではないとして、両者の「概念の区別」の重

要性を強調しているのである。別の箇所で彼は、「ゲシュタルト理論」（一

つの「映像（Bild）」と呼ばれている」）は、「心理学的には重要性を有す

るかもしれないが、概念に関する探求の代わりをすることは出来ない」

（BPP-I, 1108）と述べて、概念の展望や記述という「自らの哲学の方法論」

と「ゲシュタルト心理学の方法論」との相違を明確に区別しているのであ

る。

ここで重要なことは、次の点である。それは、「［それらの］諸概念の

間の相違に注意を向けさせてようとしている」（BPP-I, 1102）と述べて内

観主義者（「言語浄化論者」）をウィトゲンシュタインが一面では評価して

いるような言動をしているからといって、後期の彼も中期の「日常言語的
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現象主義
．．．．

」という認識論的枠組から一歩も出ていないと決めつけてしまう

のは早計ではないか、ということである。実は後期に至っても彼は、内観

主義者（行動主義者）の（ i ）「感覚印象」（あるいは「振舞」）こそ「認

識の第一次的所与」であるというテーゼと、日常言語のそれへの寄生性と

いう主張を容認していた。だからこそ彼は、ケーラー批判を通じて、「視

覚印象」（あるいは「振舞」）を「見る」という場合とそれを束ねる「仮説」

を「見る」という場合を峻別せよという趣旨で、ここでも「二つの概念の

区別」の重要性を強調しているのだ。そのように解釈されることがしばし

ばあるのである。

この解釈が妥当か否かは後期ウィトゲンシュタイン哲学の性格づけの根

幹に関わる重要問題だと思われるので、そのような解釈を擁護するクック

の説を若干検討しておきたい。

先のウィトゲンシュタインの引用文のなかに、「私の見ているものは…

まさに意味
．．
にほかならない」（BPP-I, 869）という表現があったことを思

い起こそう。他方で彼は中期に属する1932年の講義で、「我々が生きてい

る世界（the world we live in）は、感覚与件の世界である。しかし、

我々が語る世界（the world we talk about）は物理的対象の世界である」

（WL30-32, p.82）と述べていた。クックはこの文章に関して、先の引用文

（BPP-I, 869）を念頭において、次のように述べている。

彼は、この［WL30-32 の上記の引用文の］二つ目の文を、「物理的対象の世界

は意味の世界である」と言うことによって、表現したかもしれない。もしそうな

ら、我々が見るのはまさに意味
．．
であるという彼の発言は、［「感覚所与の世界は、

意味づけられる以前の第一次的所与の世界である」］が、物体の世界は、ある意

味で我々の言語の所産であるという彼のより以前の［中期の］思想を繰り返して

言う一つの方法と解することが出来る(33)。

けれども後期の「言葉の意味の使用説」に基づいた「言語ゲーム説」の

立場を考慮すると、これを「物理的対象の世界」だけが「言語的意味の世
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界」であるという主張だととるのは片手音落ちではないだろうか。いささ

か標語的に表現すれば、「物理的対象の世界」は言うに及ばず、「感覚与件

の世界」もまた「言語的意味の世界」であるという論点を含意するのが、

後期の彼の立場なのだと言えるのではないか。「世界の本質の解明」では

なく、「現実の言語ゲームのなかでの言葉の使用の記述と展望」を目指す

後期の哲学観からすれば、当然そうなるであろう。だから「二つの概念の

相違」に注目せよとは、現実の言語ゲームのなかで、物体語（あるいは表

情語）と感覚語（あるいは振舞語）がそれぞれ如何に使用され、またそれ

らが如何に相互関連を有しているのかを、「生成論（発生論）的考察」も

加味して展望すべしという趣旨ととることにしたいと思う。

V．「生きている人間」という概念の原初性と「我々の諸反応

の一致」―表情を「見る」と対象を「見る」ということを

巡って―

本稿のⅠ章で筆者は、前期のウィトゲンシュタインの「純粋な実在論」

とは基本的に「中立的一元論」と通底する立場だと述べた。しかしそれは

『論考』の「独我論」を貫徹させた末に到達した立場であるから、「現象主

義」と「論理的行動主義」という帰結をもたらすのは論理必然的なことだ

とも言える(34)。それに対して理論上は、実在論（上記の「純粋な実在論」

とは異なることに注意）か現象主義か、心身二元論か論理的行動主義かと

いう二者択一の地平をすり抜けようとするいわば「文字通りの
．．．．．

中立的一元

論」という立場もありうるのではないか。それは、「自他（自分と他者）

や、主客（主観と客観）の明確な区別以前の根源的・原始的な間主観的
．．．．

事

態」を原所与として想定し、そこから明確な自他の概念や主客の概念が生

成してくる様子を見極めようとするような立場である。

生成論（発生論）的観点をとりいれた後期ウィトゲンシュタインの言語

ゲーム説は、「我々の表出や表情などの原始的・根源的な諸反応とそれら

に対する他者による原始的・根源的な理解と諸反応」を人間相互の間で共
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有された「前言語的な原所与」と見なす地点から出発する。そしてそれは、

「洗練化された（「私」、「他人」、「物体」その他の）言葉を巡る」言語ゲー

ムは、そのような「人間同士の前言語的な原始的・根源的諸反応」の補助

手段であり、延長であり、発展形態である、という言語観を基本に有して

いる(35)。

私見によれば、このような前言語的な「原始的・根源的反応とその理解」

の基盤の上に「洗練化された［後天的に学習される］言語活動」を演じる

と想定されている主体こそ、『青色本』において先駆的に「観念論や実在

論とは縁のない常識人（the common-sense man）」（BB, p.48）と呼ばれ、

『探究』において明確に「生きている人間（lebender Mensch）」（PU-I,

281）と呼ばれた者のことなのである。さらに憶測を重ねれば、この「生

きている人間」という概念は、ケーラーの（「物体としての人間の身体」

ならざる）「知覚的世界の一部としての人間の身体」を有する「常識人

（plain man）」という概念の後期ウィトゲンシュタイン的改訂版と見なせ

るのかもしれない。そして実は、このような「生きている人間」の集合体

としての「共同体」を原所与として既に前提している立場こそが、後期の

地平なのだということを確認することが、彼の後期の哲学の理解のために

は必要なことだと思われる。

とすれば後期の彼の立場は、それを一つの哲学的立場として提示してい

るという自覚が彼に存在したか否かは別としても、上記のような意味での

「文字通りの
．．．．．

中立的一元論」を志向している立場だと言える側面もあるの

ではないかと筆者は解釈している。

それではそのような観点から見るとき、多種多様な「見る」という用語

の「概念的区別」を展望し、記述するという課題は、後期においてどのよ

うに達成されているのだろうか。

例えば、他人に関してただ単に「顔の色や形を見る」と語る場合と「悲

しい表情を見る」と語る場合の「見る」の概念的区別に関しては、彼は次

のようなヒントを示唆している。
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さて私は、「丸い」とか「赤い」とかいう言葉の意味を学ぶのと全く同じやり

方で、――顔に適用される――「悲しい」という言葉の意味を学ぶのだろうか。

いや、全く同じやり方でという訳ではないが、類似したやり方で学ぶのである。

（私はまた、［他人の］顔の赤さに対するのと異なったやり方で、［他人の］顔の

悲しい表情に対して反応する（reagieren）のである。）（BPP-I, 1071. アンダーライ

ンは引用者。）

ここで彼が示唆している方法とは、それらの各々の概念の使用が、生活

状況のなかでどのように特徴的な人間的「諸反応（態度）」を喚起するの

かということを「展望する（übersehen）」というようなやり方である。

例えば、我が子を「悲しげな表情をしている」と表現するような場合には、

我々には自ずと
．．．

「懸念や心配の気持ち」が生起し、「同情的態度」を喚起

されてしまうが、ただ単に「顔が赤い」と表現するような場合にはそれと

また別の態度を喚起させられてしまうという一般的傾向がある。もとより

それらの言語表現の使用によって喚起される諸反応は、当の相手との関係

や状況や脈絡に応じて無数に存在しうるだろう。しかし一般的なそれらの

「諸反応」の特徴と相互関連を見極めることによって、両者の「見る」と

いう使用の概念的区別を顕在化するというような仕事を遂行することは可

能であると思われる。

他人の心の認識を巡る問題に関する後期（特に晩年）の思索には、明ら

かに中期の「論理的行動主義的な」基準説、取り決め説からはみ出た要素

が見られると思う。感情の表出（表情）の真実性と非真実性の区別を、

我々は他者からの「教育」によって「痛み」や「怒り」などの語の適用の

「［定義的］基準（規則）」を学習することから学ぶという側面もあること

は当然理解されている（cf. PU-II, 229a）。しかしまた一方で、他人の「よ

り高度な」感情認識に関しては、それだけではなく、人々との関わりのな

かでの―単なる現象主義的な「可感的質（感覚印象）」ではない―生活内

部的な「経験（Erfahrung）」の積み重ねから獲得される「判断力（Urteil）」

の重要性も指摘されているのである（cf. PU-II, 227g）。
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人がこの場合に獲得する（学ぶ）ものは、技術ではなく、正しい判断である。

ここには規則もあるが、それは体系を構成してはいない。それを正しく使用出来

るのは、経験者のみである。その点で計算規則には似ていない。（PU-II, 227i）

［感情の表出の真実性については］人間についてよりよく知っている人［人間

通］の判断から、一般により正しい予測が生まれるであろう。（PU-II, 227h）

この問題に関連してさらに、「真実な愛の眼差し」を「その振りをした

眼差し」から区別することといった「極めて人間的な認識」の話題が提示

されているのは、特に興味深い（PU-II, 228h）。その区別（相違）は確か

に存在し、彼自身にも認識可能ではあるが、「この区別（相違）を［言葉

で］記述するということは、全く不可能である」ということを彼は率直に

認めている。そして最高の画家であったら、絵のなかにその相違を表現し

うるかもしれないと述べて、「判断力」のみなならず、高度な「直観的識

別力（Blick, nose［英訳］）」の重要性もまた指摘しているのである（PU-

II, 228i）。けれどもこの主張に加えて、彼が次のように述べている点もまた

注目に値する。それは、我々はそのような「直感的識別力」を、「［他人の

一定の状況での］微妙な眼差し、微妙な振舞、微妙な声の調子」などに基

づいて行使するのであるが、「その計量不能な証拠（unwägbare Evidenz）

は、［そこから導かれる］ある計量可能な
．．．．．

諸帰結（Folgen）［相手の諸反

応や態度］によって、証拠であることが実証されねばならない」（PU-II,

228d.）、というような主張である。ここでの論点は、推測するところでは、

例えば、「愛は［本気かどうか］試される（Liebe wird erprobt, love is

put to the test）」（BPP-I, 959, Z, 504）と彼が述べたときに示唆されてい

た論点とある程度関連性があるのではないか。

いずれにせよこのような彼の主張においては、「計量不能な証拠」に基

づく「直観」という人間理解（認識）の層の存在が承認されているだけで

はなく、認識に関してであれ、言明に関してであれ、結局は共同体的状況
．．．．．．

での未来におけるその
．．．．．．．．．．

「諸帰結
．．．

」、つまり「「計量可能な」裏づけ」（PU-

II, 228h.）を重要視するという後期に特徴的な思考法もまた明確に反映さ
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れていると言えるだろう。

後期の他人の心の認識の問題の処理の仕方については既に幾度か論じた

ことがあるので、今回はこれ以上立ち入ることは差し控えたい(36)。最後に

「対象（机、椅子など）」の概念やそれに関連する「見る」という概念につ

いての後期の扱い方の特徴を若干考察することによって、本稿を終わりに

したいと思う。

この問題に関しては、彼は次のようなに問いを提示している。

私は、例えばこの椅子を、一つの対
．
象
．
として、単一

．．
の
．
も
．
の
．
として見ている（ich

sehe den Sessel als Gegenstand, als Einheit）と言うことが出来るだろうか。＊

私はあるときは［二重十字図形 において］白い地の上に黒い十字形を見

るが、あるときは黒い地の上に白い十字形を見ると言うのと同じように、そう言

えるだろうか。（BPP-I, 423. ＊による段落分けは引用者。）

「椅子を（一つの対象
．．
（単一のもの
．．．．．

）として）見る」のような「対象の

知覚」を、「ゲシュタルト知覚」という点では共通であるとはいえ、前章

で言及した「ジャストロー図形（ウサギ－アヒル図形）」や、地と図が転

換する「二重十字図形」の例に代表される、「＊をAとして、あるいはB

として見る」というような典型的な「アスペクト知覚」と全く同じように

見なすことが出来るだろうか。そのように問いが提示されている以上、彼

はここで、「私はこの椅子を、あるときは無秩序な感覚印象の束として見

るが、あるときは一つの対象（単一のもの）として見る」と言うことが出

来るかどうかということを問題にしていると理解可能だと思われる。

ところが彼は別の箇所で、典型的な「アスペクト知覚」の「見る」の特

徴を次のように述べているのである。

…様々なアスペクト（verschiedene Aspekte）を、その見られたものを何らか

の仕方で適用してみるということから独立に識別するとき、私はそれを「あるも
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のをあるものとして見る（Etwas als Etwas sehen）」というゲームの典型的な場

合と見なす…。（BPP-I, 411）

これは要するに、眼前に見られた対象（図形）について、何の作為も加

えないそのままに状態で、様々なアスペクトが「閃めいた」（cf. PU-II,

194b）り、「アスペクトの転換」（PU-II, 195j）が生起したりすることが可

能な場合を、「あるものをあるものとして見る」と言う場合の典型だと見

なすということである。

そのような用法からすると、「椅子を見る」という場合をこのような典

型的な「アスペクト知覚」の場合に同化させることは不可能に思える。

我々は椅子の様々な「アスペクト（ここでは感覚印象）」を「…のように

見える」などと個別的に、あるいは複合的に問題にすることは特殊な場合

以外にはないように思えるからである。我々は端的に「これは椅子だ」、

「私は椅子を見た」、「この椅子は茶色だ」などと発話するのが普通である。

次のように言われる所以である。

…その際［子供が「これは机だ」、「これはベンチだ」と語ることを学ぶ際に、

机やベンチの幾つかのアスペクト（感覚印象）のうちの］あるアスペクトが問題

となっているなどということは、示唆すら与えられないのに、子供はある言語

ゲーム［「これは机だ」、「これはベンチだ」と直裁に発話する言語ゲーム］を完

全にマスターする。（BPP-I, 412）

そこで、「対象の知覚」を典型的な「アスペクト知覚」から区別するた

めに、生理学的説明に訴える方法が模索されることになる。ケーラーは、

それらの違いを、「神経系や眼球における力学的な諸要因」の違いによっ

て説明することが可能だと考えた。彼はいわゆる「心理-物理同型（アイ

ソモルフィズム）の原理」に依拠して、「知覚されたゲシュタルト」に対

応する「物理的ゲシュタルト」が中枢神経系に実在すると想定していたこ

とはよく知られている事実である(37)。
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「概念の探求」を哲学の方法として掲げる後期ウィトゲンシュタインは、

当然この方法を退ける（cf. PU-II, 203f, BPP-I, 1012）。そして彼は、「例え

ば私はこの椅子を一つの対象として、単一のものとして見ていると言うこ

とが出来るのか」という先程の問いに対して、「もし人が私に『君の前に

何かあるのか［君は眼の前に何を見るか］』と尋ねたとすれば、勿論私は

［単数の名詞を用いて］『椅子がある［私は椅子を見る］』と答えるであろ

う。したがって私はその椅子を単一のものとして扱うだろう（ich werde

ihn als Einheit behandeln）」（BPP-I, 423. アンダーラインは引用者。）と答

えている(39)。

ここで「私はその椅子を単一のものとして扱う」ということで意味され

ているのは、次のようなことであろう。日々の生活の中で、例えば私は当
．

の
．
椅子を見て、そこ行き、座って、机の上に本を広げて読書し始める、あ

るいは他人にそれに座るように勧めるといったような様々な態度（反応）

を遂行するということ。要するにここでも「私は椅子（そのものを、ある

いは単一なものとして）を見る」と言う概念の「見る」の特徴は、そう語

る場合に、一定の生活状況の中で
．．．．．．．．．．

私が当の椅子や周囲の人々に対して如何

に「反応する」かということに示されているというのが、彼の趣旨なのだ

と思われる(38)。

「対象（椅子など）認識」の言明の成立に関して、彼は特に「共同体の
．．．．

なかでの他者との
．．．．．．．．

関わり」ということを重要視している点が着目されなけ

ればならない。

様々な＜感覚印象＞の［言葉の］束を結びつけるものは、［現実の言語ゲーム

における］それらの［言葉の］相互関係（ihre Relation zu einander）であ

る。＜赤い＞ものがまた＜甘い＞のであり、＜固い＞のであり、＜冷たい＞ので

あり、叩くと＜音がする＞のである。これらの言葉を伴った言語ゲームでは、ま

ず初めに［感覚印象（アスペクト）の記述としての］「これは赤いように見える

（Dies scheint rot ）」と言われるのではなく、「これ［このりんご］は赤い（固い、

等々）（Dies ist rot（hart, etc.）」と言われるのである。［そして、こうした対象
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の判断や言明やそれに関連する諸反応において］我々が［日々の生活の中で］一

致するということ（unsere Übereinstimmung）が、この言語ゲームにとって本

質的なこと（wesentlich）なのである。（BPP-I, 896. アンダーラインは引用者。）

それでは言語ゲームにおける「対象（椅子など）」に関連する「諸言明」

や「諸反応」が「我々において
．．．．．．

一致する」のは何故なのだろうか。そのよ

うな問いに関して、後期ウィトゲンシュタインは「何故なら
．．．．

、［自他の］

諸々の諸感覚（ある色とある形と抵抗や重さなどの触覚）の間に諸規則性

が成立しているからだ」というような「中期的な（ヒューム的な）説明」

はもはや退けるはずである。専ら「概念の探求」を目指すという後期の方

法論から、彼は「ゲシュタルト理論的説明」や「生理学的な説明」のみな

らず、一切の「説明」を退けるはずだからである。ここでもそのような

「我々の間における
．．．．．．．．

諸反応の一致の事実」を「原現象（Urphänomene）」

（PU-1, 654）として「受け入れ」「確認する」ことの必要性が主張される

のみなのであろう(40)。

以上の点からして、後期の立場は中期の立場の延長線上に展開した哲学

であることは間違いないとしても、そこでの認識論的な問題設定から基本

的に突き抜けた地平に達していると言えるのではないかと、筆者は理解し

ている(39)。

同じような方法論に依拠して後期の彼は、単に「対象を見る」という場

合と相対的に区別させる「として見る」という概念の特徴を詳細に展望す

るという興味深い試みを行っているのであるが、それらの解明はまた次の

機会に譲られなければならない。

注

（ 1）『哲学的文法』（1933）で彼は、『論考』の立場を回顧して次のように述べて

いる。

「かつて［『論考』で］私自身が、「完全な分析」について語っていたことが

ある。･･･その際私は、「ラッセルが定冠詞［確定記述句］に対して与えた定
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義」のことなどを念頭に思い浮かべていた。それと同様に、例えば「球の概

念」に対しても、視覚像などを援用することによって定義することが出来、

そのようにして諸概念の連関、すべての誤解の源泉などが、決定的な形で示

されるだろう、と私は当時考えた。これらすべての根底にあったのは、言語

の使用についての誤った、理想化された見方（映像）（Bild）であった。」

（PG, Anhang, 4. Elementarsatz, B. アンダーライン引用者。）

（ 2）『探究』第Ⅱ部の時期を第Ⅰ部の時期から独立させて、『心理学の哲学』I, II、

『確実性の問題』などの思想とともに、「晩期の哲学」と呼ぶ試みもあるよう

である。その区分の妥当性に関しては、今後の課題として残しておくことに

したい。

（ 3）前期ウィトゲンシュタインの哲学とショーペンハウアーの哲学の関連につい

ては、次の文献などを参照のこと。米澤克夫「前期ウィトゲンシュタインに

おける「理論」と「実践」」（1）『帝京大学文学部紀要（教育学）』第10号

（1985年1月）、「ウィトゲンシュタインの独我論」『帝京大学文学部紀要（教

育学）』第27号（2002年2月）、P. M. S. Hacker, INSIGHT AND ILLUSION

―Wittgenstein on Philosophy and the Metaphysics of Experience（Oxford

University press, 1972）, chap Ⅲ（米澤克夫訳『洞察と幻想―ウィトゲンシュ

タインの哲学観と経験の形而上学』八千代出版、1981）, Revised edition

（ 1986）, chap Ⅳ , David Avraham Weiner, Genius and Talent―

Schopenhauer’s Influence on Wittgenstein’s Early Philosophy（Associated

University Presses, 1992）（寺中平治・米澤克夫共訳『天才と才人―ウィトゲ

ンシュタインへのショーペンハウアーの影響』三和書籍、2003年1月）。

（ 4）黒崎宏氏は、大森荘蔵の哲学の性格づけとして次のように述べておられる。

「大森哲学では…私の、「彼は胃が痛いのだ」という他人の胃痛についての

言明は、その人の振舞の描写にある意味で還元されることになる。／そこで

の問題は、その「還元」は如何なる意味での還元か、という事になる。ここ

で大森は、彼独自の還元論を提示する。」

「彼の哲学は、「現象主義」ではなく、現象に対する［日常］言語の優位性

――現象をまとめる
．．．．．．．

ための［日常］言語の不可避性
．．．．

――を主張するところの、
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一種の「［日常］言語主義」であるといえよう。そして、実はこの種の「［日

常］言語主義」は、後期ウィトゲンシュタインのものなのである。」（黒崎宏

『ウィトゲンシュタインと「独我論」』（勁草書房、2004年4月）、137－8頁。

アンダーライン引用者。）

ここで言われる「彼独自の還元論」とは、筆者のウィトゲンシュタイン哲

学の発展段階の図式からすると、中期（（2）の段階）の思想と同一パターン

ということになる。だから、大森が「現象をまとめるための［日常］言語の

不可避性」を主張するとはいえ、現象（振舞）を第一次的所与と見なしてい

る以上、認識論的には依然として現象主義の立場にたっていることには変わ

りないというのが、筆者の見解である（「日常言語的
．．．．．

現象主義」）。仮に上記の

引用文のアンダーラインの部分の性格づけが正しいとすると、後期ウィトゲ

ンシュタインは、中期の段階の哲学と基本的に同じだということになってし

まう。しかしそれでは、現実の言語ゲームの記述と展望を理念として掲げる

「後期の言語論的転回」はどうなるのか。大森哲学も最後まで進化を続けてい

たのだろうが、心底からの
．．．．．

言語論的転回があったとは思われない。

黒崎氏は別の文脈では、次のように適切に批評しておられる。

「…彼［は］…後期のウィトゲンシュタインに理解を示していながら、尚か

つ、後期のウィトゲンシュタインが忌み嫌った「意味の対象説」的な考えか

ら抜けきっていない…。」（同書139頁）

尚、最晩年の大森が到達したと言われる「天地有情のアニミズム」も、哲

学的立場の類型からすると、「無我論的」現象主義の一ヴァリアントであると

いうのが、筆者の予想である。

（ 5）黒崎宏、前掲書136, 7頁。

（ 6）この意味でクリプキ（S. A. Kripke）の「共同体」仮説も、単なる規則論とい

う議論の枠組にとどめておくことなく、もっとグローバルな観点から見直さ

れる必要があるだろう。

（ 7）Wolfgang Kohler, Gestalt Psychology（New York, 1947）.

（ 8 ）John Cook, Wittgenstein’s METAPHYSICS（Cambridge University Press,

1994）, chap. 10.
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（ 9）John Cook, ibid., p.99, chap. 7, n4.

（10）三番目の証拠としてクックは、1931-1932年の講義における「我々が住んでい

る世界は、感覚所与の世界である（The world we live in is the world of

sense-data）」（WL30-32, p.82）という文言を挙げている。彼によれば、これ

は後に（235頁）言及するように、「我々［常識人］が実際に住んでいる世界

は、直接的経験の世界である（The world we actually live in is the world of

immediate experience）」というケーラーの表現を真似たものではないかとい

うことである。しかしウィトゲンシュタインの「感覚所与の世界」という言

葉は、色・音・香り・味などを所与とする「現象主義的意味での世界」のこ

とである。それに対し、ケーラーの「直接経験の世界」という言葉は、哲学

的見解に汚染されていない「常識人（plain man）の住んでいる世界」を意味

している。だから「我々が（実際に）住んでいる世界」という同一句が使用

されているとは言っても、その意味内容は全く異なるのである。よってこの

ような片言隼句の表面上の類似性だけからは、簡単に借用とは断定出来ない

と思われる。

（11）この問題に関連して、我が国では野家啓一氏によるクックの著作に先立つ優

れた考察がある。「「理論負荷性」とアスペクト知覚」藤田晋吾・丹治信春

（編）『言語・科学・人間』（朝倉書店、1990年）、『科学の人間学』（新曜社、

1993年）所収（以下の引用文の頁は、後書による）。

この論文における氏の関連する論点を次の三点に纏めてみる。

（ i ）ウィトゲンシュタインは「現象学」の理念を掲げ、「感覚与件論（現

象主義）」と重なるという意味合いで「現象学的言語（第一次的言語）」の構

成を目ろんだ時期があったということ。

「十九世紀後半のドイツ語圏の哲学において「現象学」という名称を最初に

用いたのはマッハであ［った］。…この意味における「現象学」は限りなく

「現象主義」に近く、そして「現象学的言語」はほぼ「感覚与件言語」に等し

い。ウィトゲンシュタインによる「現象学」の用法もまたそのような線に

沿ったものと考えるべきであろう。」（前掲書249頁）

（ ii）そのような「現象学」の理念から離脱を図るとき、「アスペクト知覚」
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の考察が梃子となったこと。

（iii）彼がその離脱の後、どの方向へと進んでいったのかについて、氏は

『哲学的考察』の一節（PB, 3）を引いて次のように述べておられる。

「…ウィトゲンシュタインの「現象学」への接近と離反とは、･･･論理言語

から感覚与件言語を経て日常言語へと至る彼自身の思索の軌跡の中に正しく

位置づけられるべきものなのである。そして、彼が現象学的言語を無用の想

定と見なし、日常言語という「ザラザラした大地」（PU-I, 107）に立ち戻る際

に、決定的なスプリングボードの役目を果たしたものこそ「アスペクト知覚」

をめぐる一連の考察にほかならなかった。」（前掲書254頁）

これらの論点のうち、（ i ）における「現象学」という言葉とマッハとの関

わりについては、筆者は蒙を啓かれた思いである。

（ii）の論点も、ケーラーに関する言及は一切ないが、クックの解釈とも繋

がり、基本的には正しいと思われる。しかし一つの疑問がある。中期ウィト

ゲンシュタインは、アスペクト知覚の考察を梃子にしてマッハの「現象学」

の理念に添った「現象学的言語」の構想から離脱していったと氏は言われる。

ところが、批判的乗り越えの対象となったはずの当のマッハが『感覚の分析』

（1885）において既に、判じ絵（隠し絵）、反転図形、楽曲のメロディーの移

調可能性の議論などを考察の対象にしているということは周知の事実である。

エルンスト・マッハ著、須藤吾之介・広松　渉訳『感覚の分析』（法政大学出

版局、1971）の特に「第十章　視感覚の相互間ならびに他の心理的諸要素と

の関係」、「第十三章　音響感覚」などを参照。ゲシュタルト心理学者の創始

者と言われるエーレンフェルス自身がマッハの影響を受けたという歴史的事

情もよく指摘される。ウィトゲンシュタインに対するマッハの影響と離脱と

いうことは仮に事実であるとしても、少々入り組んだところがありそうであ

る。その点でマッハとの関連に関しては今後さらなる検討が必要だろう。

（iii）の論点に関しては、基本的に正しいが、少々限定が必要であると思わ

れる。中期（（2）の段階）の『哲学的考察』においても、前期の「現象主義」

は基本的に保持されていたということは、本稿のI章で指摘した。だから「論

理学はこの日常言語を研究せねばならない」（PB, I）とウィトゲンシュタイ
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ンが述べていたとしても、それは彼が直ちに「現象主義」自体を捨てたとい

うことを意味している訳ではないのである。「日常言語的現象主義
．．．．

」は依然と

して保持されているのである。この立場から文字通りの意味で「ザラザラし

た大地」（後期の（4）段階）へ降り立つには、さらなる一段階の跳躍が必要

だったというのが、筆者の見解である。

（12）W. Kohler, op. cit., p.51, p.142.

（13）W. Kohler, ibid., p.43.

（14）W. Kohler, ibid., p71.

（15）何故後期の『哲学探究』第Ⅰ部に中期的な枠組みに属するこれらの概念が登

場しているのかについては、奥雅博『ウィトゲンシュタイと奥雅博の三十五

年』（勁草書房、2001年5月）64－82頁を参照のこと。

ただ後期の『断片』438、466節でも、相変わらずこれらの概念が生きてい

るように見えるということを、どう解釈するかという問題が残っている。例

えば、「この両者［「徴候」と「論理的な基準」］が必ずしも常に明確に区別さ

れることはないということは、それが区別されるということを否定するもの

ではない」（Z, 466）というような発言である。この問題は、『断片』という

著作が後期の文献においてどのような位置づけを持つと見なされるべきかと

いうことの検討という文献学的問題も含めて、今後の検討課題としたい。

しかし一言だけ予想を述べておけば、仮に後期に「徴候」と「基準」とい

う二分法的概念が何らかの形で生き残っているとしても、それは脈絡におい
．．．．．

て変化しうる方法論的
．．．．．．．．．．

、相対的
．．．

、便宜的な概念
．．．．．．

としてのみであると思われる。

したがってそれは、中期のパラダイム圏においてはそうだったように、現象
．．

主義的
．．．

、検証主義的な立場と一体化した絶対的
．．．．．．．．．．．．．．．．．

、領域区分的な区別
．．．．．．．．

としてで

はないのではないか。

（16）『哲学探究』第Ⅰ部の354節の文章を巡って、奥雅博氏は「…「感覚印象の

欺き」の件など、一読した限りでは判然としない箇所もある」（前掲書64頁）

と述べておられる。しかしこの箇所の意味とその含意と思われるものを、筆

者はこのように解釈したい。

（17）「例えば或る果実［無花果（イチジク）］の［甘い］味と［よい］匂いとは、
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その果実の他の性質である色彩及び可触性と分離できない。そして、いずれ

が原因又は結果であるにせよ、確かにこれらの性質は常に同時に存在してい

る。いや、同時に存在すると一般的に言われるだけではなく、心に出現する

時間も同時である」。だからこそ「我々はこれらの食味という性質を有色の又

は可触な諸性質と合体し連結する」のだ、と（David Hume, Treatise, I, Part

IV, V.『人性論』（二）（岩波文庫）大槻晴彦訳80、81頁. アンダーラインは引

用者）。

（18）W. Kohler, op. cit., p.131.

（19）Cf.「初めて見たときは好ましかった（lieblich）状況を、さらなる環境

（Umgebunng）を知ることによって、また違ったように私が解釈するように

なることもある…。［しかし」ある種の微笑の場合には、特別の事情

（Ums t ä nd e）が私の解釈を動かすので限り、私はそれを好意的な

（freundlich）ものと理解し、好意的な微笑と呼び、それに応じた反応をする

だろう。」（PG-I, 128）

（20）W. Kohler, op. cit., p.130.

（21）W. Kohler,「私は［標準的］行動主義者になることは著しく困難であることに

気づく。」（Ibid., p.19）

（22）W. Kohler, ibid. p.19.

（23）Cf.「行動主義は、実際の歯痛と偽装された歯痛とを区別すること、歯痛を

装っている人間と実際に歯痛を経験している人を区別することが出来なけれ

ばならない。君が何かを読んでいるのを私が見た場合、私が言えるのは、君

があるシンボル（記号）を前にして何かを行っているということだけである。

しかし私は、［君が］読んでいることと読んでいないこととを区別出来なけれ

ばならない。」（WL30-32, p.46）

（24）Cf.「･･･『君の歯痛が君が頬を押さえることに対応するという理由から、彼

が自分の頬を押さえることにも歯痛が対応すると君が想定するのは何故なの

だ』と尋ねられたとしたらどうするだろうか。･･･ここで我々は底打ちである。

つまり我々は［言葉の］取り決め（convention）にまで降りてきていること

に気づくだろう。」（BB, p.24）
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（25）表情の認識の問題が、反転図形、判じ絵（隠し絵）など、「ゲシュタルト知覚」

のなかでも特にウィトゲンシュタインによって「アスペクト知覚（認知、経

験）」と呼ばれた実例と関連させて、さらに展開されている点が興味深い。

（26）「アスペクト知覚」の問題が数学の証明の問題に適用されている。『数学の基

礎についての覚書』（1937－1944）においても同様な考察が見られる

（27）但し『美学、心理学および宗教的信念についての講義と会話』「フロイトにつ

いての会話」（1942－1946）の特に1943年の講義においては、「アスペクトの

経験」という概念を、フロイトの夢分析の話題に応用した興味深い考察があ

る。注（26）で言及した数学論の問題にも若干関連させてこの話題を考察した

ものとして、米澤克夫「夢の諸相（アスペクト）――ウィトゲンシュタインの

フロイト論とその意義――」『帝京大学文学部紀要（教育学第20号）』（1995年

1月）を参照のこと。

（28）W. Kohler, ibid., pp.80-82. 

（29）黒崎宏訳・解説『哲学探求読解』PU-II, 196f の解説。

（30）W. Kohler, op. cit., p.39.

（31）Cf.「［我々が立体を見るときに、ケーラーが主張するように］奥行きの次元

における配列は、他の次元における［色や形などの］配列と同様、＜見られ

ているもの＞の特徴なのだと述べても、何の役にもたたない。」（BPP-I, 86）

（32）Cf.「･･･我々が「見られるものの記述」と呼ぶものは、私が例えば透視画な

どを用いて色や形を記述する場合と、奥行きの次元を身振りや側面画を用い

て表現する場合とでは、その種類が異なっている･･･。」（BPP-I, 85）

（33）John Cook, ibid., p.144. 括弧［ ］内の語句は引用者による補足。

（34）米澤克夫「ウィトゲンシュタインの記憶論とその意義（4）――いわゆる「心

的状態」の記憶を巡って――」『帝京大学文学部紀要（教育学第26号）』

（2001年1月）352fff頁、「ウィトゲンシュタインの独我論」『帝京大学文学部

紀要（教育学第27号）』（2002年2月）179ff、194f、200f頁などを参照のこと。

（35）次のような周知の文章を参照のこと。「他人が痛みを感じているのは確実であ

るとか、他人が痛みを感じているかどうかを疑うということ」（Z, 545）や、

「自分の場合だけではなく、他人の痛みの箇所も手当てし、治療するというこ
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と――さらには、自分の痛みの振舞には留意しなくても、他人の痛みの振舞

には気を配るということ」（Z, 540）は、「他の人間に対する、自然的で、本

能的な関係の諸様態に属するものであり、我々の言語はただ単にこの振舞の

補助手段であり、延長なのである。我々の行う言語ゲームは、根源的な振舞

の延長なのである。」（Z, 545）「それ［そのような前言語的な「根源的反応」］

はある［偽りの表現の場合も含めて、「痛み」という語を巡る洗練化された］

言語ゲームの基盤であり、ある思考法の原型なのであって、思考の結果とし

て得られたものではない」（Z, 541）

また「言語ゲームの起源、そしてその原始的な形態とは、反応（Reaktion）

である。その後に初めて、より複雑な形態の言語ゲームが生じることが可能

になる。言語とは、洗練化［されたもの］であると私は言いたい」（UW,

p.394）という周知の文章も参照せよ。

（36）米澤克夫「他我認識の問題と後期ウィトゲンシュタインの地平」『哲学論叢』

第28号（1976）、「『生きている人間』の概念と『人格』の概念―ウィトゲン

シュタインを媒介にして―」『帝京大学文学部紀要（教育学）』第19号（1992）

を参照のこと。

（37）Cf.「［対象の認識においては］非常に初期の子供の時期に、様々な感覚様相

の諸経験は、多かれ少なかれ適切に、力学的な諸理由（dynamic reasons）の

ために一つの空間に、結びつけられる。」（W. Kohler, ibid., p.128）

（38）Cf.「私がその肘掛け椅子を視覚的に一つの物として把握している（jenen

Sessel visuall als Ding auffassen）ということは、私の如何なる反応

（Reaktion）によって示されるのか。またある人が･･･あるものを一つの全体

として見ている（als ein Ganzes sehen）ということは, 如何なる反応によっ

て示されるのか。」（BPP-I, 978）

（39）Cf.「それ［「矢が動物に突き刺さっている絵」（PU-II, xi. 203c）］は私には、

矢が貫通している動物である。［このように言うとき］私はそれを、そのよう

な動物として扱う（behandeln）。･･･これ［このように扱うということ］が、

それを『見ている』と呼ぶことの一つの意味なのである。」（PU-II, 205a, アン

ダーラインは引用者）
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（40）Cf.「［「物体」という概念を、「実際に見られていもの」から説明しようとす

るべきではなく、「物体」語が用いられる］日常言語が［そのまま］受け入れ
．．．．

（hinnehmen）られるべき
．．．．．

なのである。…子供に教えられる［「物体」語が用

いられる］原始的な言語ゲームには、正当化は必要ではない。」（PU-II, 200 b）

＊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。

PB Philosophische Bemerkungen（Oxford 1964）.

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

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

PG Philosophische Grammatik（Oxford 1964）.

BB Blue and Brown Books（Oxford 1958）.

UW “Ursache und Wirkung:Intuitives Erfassen”, in his Philosophical

Occasions 1912‐1951, eds. by James Klagge et al., Hackett, 1993.

PU Philosophische Untersuchungen（Oxford 1953）.

Z Zettel（Oxford 1967）.

BPPI-I, Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, vol.I（Chicago

1980）

LW-I Letzte Schriften über die Philosophie der Psychologie, vol.I（Chicago

1982）

＊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）、黒崎宏訳・解説「『論考』『青色本』読解」（産業図書、2001）

の訳文を大いに参考にして、筆者が自らの責任において、翻訳したものである。尚、

括弧［ ］内の語句や文は、筆者が自ら解釈に従って原文に補足した部分である。

＊『帝京大学文学部紀要（教育学）』第27号（2002年2月15日）「ウィトゲンシュ

タインの独我論」の正誤表
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誤→正

・177頁下から3行目…「…その他の理論―」→「…その他の理論―）」

・198頁12行目…「［の『見かけの論理形式（表層文法）』］」→「の『見かけの論理

形式（表層文法）』」

・199頁4行目…「（Bild）［=ムーア流の「常識的実在論」的見方］」→「（Bild）=

ムーア流の「常識的実在論」的見方］」

・203頁11行目…「第10号（1975）」→「第10号（1985）」

・204頁18行目…「第13号（1978）」→「第13号（1988）」

・205頁19行目…「Wittgenstein’s METAPHISICS」→「Wittgenstein’s

METAPHYSICS」

・205頁20行目…「1944」→「1994」
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