
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

米 澤 克 夫

芸術作品とは、永遠の相のもとに
．．．．．．．．

見られた対

象である。そしてよい生とは、永遠の相のもと
．．．．．．．

に
．
見られた世界である。ここに芸術と倫理の結

びつきがある。（NB, 1916年10月7日）

もし永遠性ということで、無限の時間的継続

ではなく、無時間性ということが理解されてい

るのなら、現在に生きる人は永遠に生きる。

（TLP, 6. 4311）
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はじめに

本稿の第一の課題は、『論理哲学論考』（以下『論考』と略）における

「対象」という概念を検討しながら、『論考』の存在論が「プラトニズム的」
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側面と「現象主義（現在の瞬間の独我論）的」側面の二重構造を有してい

るという解釈の可能性を探ってみることである。第二の課題は、そのよう

な解釈が、とかくいっしょくたに扱われがちな『草稿1914－1916』（以下

『草稿』と略）や『論考』の神秘主義的・倫理的主題における「永遠性」

という概念の二義性（「永遠の相のもとに見られた対象」という概念と

「永遠の現在」という概念）の理解にどのように寄与することになるかと

いうことを解明することである。

Ⅰ『論考』の現象主義的解釈は可能か

『論考』の体系（特に言語論）の基本的な問題設定（『論考』序文）は、

「語られること」（有意味な命題、思考可能なこと）を「語ることが不可能

なこと」（無意味な命題、思考不可能なこと）から区別する一般的条件を

解明するということである。それゆえ「語られること（思考可能なこと）」

を可能にする「超越論的条件」としての「論理」の追求ということが、そ

こでの根本的課題となる。

『論考』の最も重要なテーゼの一つは、「命題の意味の確定性のテーゼ」

である。『論考』の言語論では、複合命題の意味はその構成要素たる要素

命題の意味によって確定される一連の真理条件である。したがって要素命

題の意味が「完全に確定的」であれば、複合命題の意味もまた「完全に確

定的」となる。そのことから「言語の最小単位」としての「要素命題」の

存在が要請されてくるのである。「要素命題の要請」とは、要するにすべ

ての命題がその意味を持つために他の命題の真理性に依存する訳にはいか

ないという考え方から出てくるものである。ところが「要素命題は名前か

らできている。それは名前の連関、連鎖である」（TLP, 4. 22）。かくして

この「要素命題」の存在の要請から、「単純な記号」とも呼ばれる「名前」

と「単純な対象」の存在が要請されてくるのである。「単純な対象」の要

請とは、言語の基本的単位としての「要素命題」の意味は、その構成要素

たる「単純な記号」としての「名前」が、論理空間の基本的単位である事
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態の構成要素たる「対象（Gegenstand）」と直接的連関を持つことによっ

て与えられるという思想のことである。

単純な記号［単純な「対象」］が可能であるという要請は、［命題の］

意味が確定しているということの要請である（TLP, 3. 23）。

このように「対象」は『論考』の根本思想である「命題の意味の確定性」

のテーゼを根本で支えるという役割を担っているにも関わらず、非常に曖

昧な説明しか与えられはいない。ウィトゲンシュタインが「対象」につい

て語るとき、具体的に如何なる種類のものについて考えているのかを必ず

しも明瞭に説明してはいないのである。「対象」とはそれ以上「名指され

うる」諸部分を持たないという意味で「単純である」（2. 02）、「世界の実

体を形づくる」（2. 021）等と抽象的に述べられているだけなのである。

『論考』の「対象（名前）」とは、個物（固有名）だけである（ノミナリ

ズム的解釈）のか、それとも性質（性質語）や関係（関係語）のようなも

のも含むのか（リアリズム的解釈）といった形で従来論争されてきた(1)。

この問題に関しては『草稿』にはリアリズム的解釈に有利な文章が存在す

る(2)が、基本的に未だ『論考』的の思想圏にあったと思われる1929年には

彼は明確に述べている。「･･･対象とは･･･主語の位置にくる何か［＝個物］

であるか、あるいは性質的な何かであるか、あるいは関係であるか、等々

といった問いは、全く意味を持たない」（WWK, p. 43（1929年12月22日））、

と。

また「対象」とは、物理学における「質点」のような「物体」である

（物理学的解釈）のか、それとも「感覚所与」のような「感覚的なもの」

である（実証主義的・現象主義的解釈）のかという論争も長く行われてき

た。『草稿』には確かに次のように何れの解釈にも援用可能のように思え

る諸発言があるのである。

我々が物理学で行うように、物体を質点（materielle Punkte）に分解
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することは、単純な構成要素（einfache Bestandteile）への分析に他な

らない。（NB, 1915年6月20日）

単純なもの（das Einfache）の例として私はいつも視野の点（Punkte

des Gesichtsbild）を考える。（NB, 1915年5月6日）

これらのうち「物理学的解釈」に関しては、遊星が質点として扱われる

ときのように、理論上の計算においてのみ想定され、その具体例を名指し

えないものが、「単純な記号（名前）」によって「名指しうるもの」として

の「対象」という規定（後述）に合わないのではないかという諸家の反論

も見られる(3)。

いずれにせよこの問題に関しては『草稿』では試行錯誤が行われた様子

が窺われるのであるが、マルカム等の証言(4)を持ち出して、『論考』では

結局「対象」が具体的に何であるかは「論理の関知するところではない」

として未定にされたとする解釈も見受けられる。ペアーズもその一人であ

るが、それにも関わらずそれは「物体」か「感覚所与」かのいずれかであ

るとウィトゲンシュタインは考えていた筈であると彼は述べている(5)。

一方『論考』を何よりも「論理の書」であるとする立場からは、「要素

命題」や「対象」とはただ単に論理的に要請されたものにすぎず、それら

が何であるかは未定にされているどころか、そもそもそれらは「与えるこ

とは決してできない」ものだと主張される。「なぜ［与えることが決して

できない］要素命題を［彼が］要請するのかと言えば、『論考』は「世界

と思考とに共通でなくてはならぬような可能性
．．．

の秩序」（PU-I, §97）を

示す論理学を目指すからである。言いかえれば、論理学が一種の超物理学

でなければならなかったからである」(6)。

藤田晋吾氏のこの解釈は、『論考』の主要な理論的考察の部分が、フ

レーゲやラッセルの論理学からの摂取と対決の総決算という意味を持って

いた(7)ということを考慮すれば、傾聴に値する解釈である。実を言えば筆

者は後述のように論理学に定位した『論考』の言語論は、「意味が非物体

的対象として客観的に存在するというプラトニズム」であり、「対象」と
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いう概念もそのような前提のもとに要請されてきた概念であるという氏の

見解(8)には基本的に賛成の立場をとる。しかしだからと言って、ウィトゲ

ンシュタインは「対象」に関して何の構想も持ってはいなかったというこ

とにはならないと思われる。有名なマルカムの証言に関して言えば、ウィ

トゲンシュタインが単純体の「具体的な実例」を与えることができなかっ

たということは仮に事実であったとしても、「対象」の少なくとも形而上

学的身分に関してはある程度の見通しを有していたのではないかというの

が筆者の予想である。それは後に彼が『論考』の見解を批判するときの叙

述からしても、ある程度窺えることである（後述）。

それと関連して重要なことは、初期ウィトゲンシュタインには、言語論

的主題における論理学、意味の理論への関心と並行して、〈「独我論」→そ

の厳格な貫徹形態としての「純粋な実在論」→独我論の最終形態としての

「現在の瞬間の独我論（現象主義）」〉という思想の展開もあったことを看

過してはならないということである。『草稿』や『論考』には両方の主題

が並存して論じられている以上、論理学に定位した言語論的ルートの考察

と独我論的ルートの考察をどこかで結合させうるという見通しを彼が持っ

ていたということは、十分予想できるのではないだろうか。仮にそれが最

終的には破綻せざるをえなかったとしてもである。そして筆者の大いなる

興味は、両ルートの考察がどのようして初期の哲学全体の中で結びついて

いたのかということなのである。これは「はじめに」で述べた第二の課題

を射程に入れる場合には、特に重大な問題である。

ここで「対象」の存在論的身分に関する問題は一旦脇に置いておくこと

にして、『草稿』には「独我論」の議論の系譜において「還元主義的な現

象主義」の萌芽が早くから存在するということを指摘しておきたい。その

ことの一つの証拠は、ある時期のラッセルの認識論に対する彼の感想から

窺えると思う。

『論考』には、「問われることができないところで疑おうとするならば、

懐疑論は論駁不可能（unwiderleglich, irrefutable）なのではなく、明らか

に無意味なのである。／何故なら、懐疑が成り立ちうるのは問いが成り立
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ちうる場合においてのみであり、問いが成り立ちうるのは解答が成り立ち

うる場合においてのみであり、そして解答が成り立ちうるのは、何事かを

語ることが可能な場合においてのみであるからである」（TLP, 6. 51）とい

うよく知られた一節がある。これは「ある問いの解答不可能性」を言い立

てる懐疑論を批判する文章である。それは、長い懐疑の末に「生の意義」

が明らかになった人にとっては、その懐疑自身が「無意味であった」こと

が判明するのは何故かという理由として提示されているものである。全く

の同文が『草稿』にも存在する（NB, 1915年5月1日）が、それに続く文

の内容から考えて、それも『論考』と同じ趣旨の見解を述べるための理由

として提示されていると考えられる。ところが同日には、実はさらにこれ

らの文章に続いて、ラッセルの『外部世界は如何にして知られうるか』

（1914）(9)についての批評に関すると目される記入も見られるのである。そ

れは次のような文章である。

（ i ）ソフトなもの（das Weiche, the soft）からハードなもの（das

Harte, the hard）を分かつ（scheiden）のではなく、ソフトなものの

ハードさ（die Harte des Weichen, the hardness of the soft）を見てと

るのが、私の方法である。／（ii）哲学者の主要な秘訣は自分に関係の

ない問いには没頭しないことである。（NB, 1915年5月1日）(10)

「懐疑論の無意味さ」を主張している先の文章は、内容的に考えて、こ

れらの文章とも関係があるように思われる。ここでの（ii）の「自分に関

係のない問い」というのは、「懐疑論的問い」と読めるからである。実は

先の本でラッセルは、懐疑論については、誰もこの哲学によって生きよう

とはしないにも関わらずそれは「論理的に論駁不可能である（logically

irrefutable）」(11)と述べて、懐疑論に一応
．．
顔を立てているのである。（ii）の

文は、そのようなラッセルの懐疑論の見方を批判して、懐疑論を「無意味」

と見なすべきことを示唆しているととれるのである。だが仮にそうだとし

ても、それでは何故彼がここでそのようにしているのだろかという疑問が
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生じてくる。実はそのことは（ i ）の文の内容と関連があるのではないか

と思われる。

この文はラッセルの同書における「ハード・データ（hard data）」と

「ソフト・データ（soft data）」の区別に対する批評であることは、今や周

知の事実となっている。同書で(12)彼は、「ハード・データ」とは、「批判的

な反省［＝哲学的懐疑］を受けてもそれに抗してそのまま残るところの

データ」のことであり、「ソフト・データ」とは、「この手続きを施すと、

私たちにとって多かれ少なかれ疑わしくなるようなデータ」のことである

と説明している。「ハード・データのなかでも、とくにハードなもの」と

して、「感覚にもとづく個々の事実」と、「論理学が与える一般的な真理」

があげられている。「ソフトなものからハードなものを分かつ」とは、

ラッセルのこのような区別のことを意味しているのである。そして続けて

ラッセルは、「ある種の常識的な信念は、疑いもなくハード・データから

除かれなければならない。たとえば知覚される対象は一般に私たちがそれ

を知覚していないときにも存続しているという…信念が、このような信念

である。さらに、他人の心が存在するという信念もそうである」と述べて

いるが、これは、そのような「常識的信念」は「批判的な反省（哲学的懐

疑）」によって、「ハード・データ」たりえないことを指摘しているもので

ある。そしてここでラッセルは、先に述べたように、そのような懐疑論が

「論理的に論駁不可能である」ということを一応承認している訳である。

周知のように19世紀の終り頃からケンブリッジでは、ムーアによって、

ヘーゲル、ブラッドリーらの観念論批判が行われた。彼は「懐疑論」に対

しては、「常識（の二元論的バージョン）」を擁護しようと努力した。ラッ

セルも一時期、ムーアによる観念論批判に同調し、常識的実在論（二元論）

を擁護した時期があったが、1914年までに、ムーアの立場と全く反対の

立場を採用するようになった。というのも彼は懐疑論への配慮から、知覚

因果説を退け、物体の還元主義的説明を案出したからである。しかし彼の

採用した立場は、「厳格な還元主義」ではなく、いわゆる「論理的構成

（logical construction）」の立場である。「可能な場合にはいつでも、論理
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的な構成が、推論された存在者にとって代わられなければならない」(13)と

いうのが、彼の哲学の格率であった。

それに対して「ソフトなもののハードさを見てとるのが、私の方法であ

る」とウィトゲンシュタインが主張するときに彼は、「懐疑論」を無意味

と見なすために、そこで「還元主義的現象主義」の可能性を示唆している

と解釈できるのである。つまりラッセルに対して、ウィトゲンシュタイン

の方法とは、「常識的な信念」が「ハード・データ」としての「感覚にも

とづく個々の事実」へと分析（還元）可能だということを示すことだと示

唆しているとも解釈可能なのである。このような意味から、「独我論の貫

徹形態」としての「純粋な実在論」とは、「厳格な還元主義的現象主義」

に帰着するということに、この時期既に彼は基本的に気づいていたのだと

いう可能性をここでは考慮してみたいのである。

しからば『論考』ではその話題がほとんど触れられていないのは何故な

のだろうか。そのことは先に示唆したように、フレーゲやラッセルの論理

学との対決の部分を中心に論じるという『論考』という著作の性格に関係

があるのだと一応考えておくことにしたい。

そのような「現象主義的」解釈の傍証として、さらに次のような理由を

幾つか付け加えておきたいと思う。

（ i ）一つは、ショーペンハウアーとの対決で到達したと思われる彼の

立場との関連である。『草稿』ではラッセルの認識論との対決もさること

ながら、ショーペンハウアーの二重的世界観との対決が行われたという幾

つかの証拠がある（NB, 1916年10月12、15、17、20日、11月4、9、19日

等）。その対決を介してウィトゲンシュタインは、ショーペンハウアーの

「表象としての世界」を「意志としての世界」から引き離して、前者の世

界だけを容認した。そしてその議論の展開の上から、「すべての経験が世

界である」（NB, 1916年11月9日）という思想に至ったと見られること(14)。

（ ii）（ i ）の線上の議論とも内容上の関連があるが、「独我論の厳格な

貫徹形態」としての「純粋な実在論」において、「純粋な実在」とは「経

験的実在」と同一視されるべきことを示唆する文が『論考』に存在するこ
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と。「経験的実在は、対象の総計によって限界づけられている。その限界

はまた、要素命題の総体の中に示されている。」（TLP, 5. 5561）

（iii）後の文献において（『哲学的文法』）、「完全な分析」の理念を奉じ

ていた『論考』に言及して、次のように彼が述べているという事実。「そ

の際私は、ラッセルが定冠詞［＝確定記述句］に対して与えた定義のこと

等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、

視覚像等を援用することによって定義することができ、そのようにして諸

概念の連関、すべての誤解の源泉等が、決定的な形で示されるだろう、と

私は当時考えた」（PG-I, Anhang, 4. Elementarsatz, B. アンダーラインは

引用者）。

（iv）さらに『論考』には、色・音・硬さ等に関して言及されている箇

所が多く見出されるという事実に着目しなければならない。

時間、空間、そして色（有色性）が対象の形式である。（TLP, 2. 0251）(15)

視野内の斑点は赤である必要はないものの、ある色を持たねばならな

い。それは自らの周囲にいわば色空間を持つのである。音はある高さを

持たねばならず、触覚の対象はある硬さを持たねばならない。以下同様。

（TLP, 2. 0131）。

ある性質は、当の対象がその性質を持たないということが思考不可能

である場合に、内的である。（この青色とあの青色とは、当然より明る

い、より暗いという内的関係にある。これらの
．．．．

二つの対象がこの関係に

ないということは、思考不可能である。）（4. 123）

この一つ目の引用文に対応するように、『論考』とほぼ同一思考圏に属

する1929年の「論理形式について」には、「時間と空間という形式によっ

て我々は、色、音等々の非常に多くの時間的空間的対象を経験する」

（RLF, p. 34）という文が存在する。

だが『論考』の「現象主義的解釈」等と言うと、直ちに次のような周知

の疑問が投げかけられるだろう。第一に、それは「対象」を「感覚所与」
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等と同一視することを余儀なくされて、本章冒頭で指摘した「不変」「実

体」等と言われている『論考』における「対象」の規定と折り合いがつか

なくなるのではないかという疑問。第二に、それはまた結局色排除問題を

誘発することになり、『論考』のもう一つの基本的テーゼとしての「要素

命題の相互独立性のテーゼ」と相容れなくなるのではないかという疑問。

これら二つの問題に関する限りでは、筆者はクックとマルカムとキャン

フィールドの解釈から大いに学ぶところがあることを率直に認めたいと思

う。次の二章においてはまずは彼らの解釈を敷衍し、筆者なりに拡張する

形で、その問題を考察することにしたい。そしてその作業を媒介にして

『論考』の体系は、先に示唆したように、言語論から要請される「対象」

に関する「プラトニズム」的立場と、「純粋な実在論」即「現象主義（現

在の瞬間の独我論）」的立場という二重構造を有しているという筆者の論

点を明らかにしたいと思う。

注

（ 1）偶々手許にあった日本のごく最近の注釈書でも、全く対照的な解釈が提示さ

れている。ノミナリズム的解釈としては、細川亮一『形而上学者ウィトゲン

シュタイン―論理・独我論・倫理』（2002年1月30日）87、113－117頁。リ

アリズム的解釈としては、野矢茂樹『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』

を読む』（哲学書房、2002年4月10日）60頁。ハッカーも後者の解釈を採る。

Cf. P. M. S. Hacker, INSIGHT AND ILLUSION―Wittgenstein on

Philosophy and the Metaphysics of Experience（Oxford University Press,

1972）, p. 43. 米澤克夫訳『洞察と幻想』（八千代出版、1981）、38頁。

（ 2）Cf.「関係や性質等もまた対象
．．
である」（NB, 1915年6月16日）、「原子的事実

は、対象（存在物、事物）（objects（entities, things））の組み合わせである」、

「対象等は、ここでは色、視覚的空間における点（a point in visual space）等

のようなものに使用されている。･･･「対象」はまた関係をも含む。命題は二

つのものが一つの関係で結びつけられたものではない。「事物」と「関係」は

同じレベルにある」（WL30-32）。ハッカーは、前掲書のrevised edition



（1986）, p. 70では、後者の文等を引用して、リアリズム的解釈の正しさを繰

り返している。

（ 3）John W. Cook, Wittgenstein’s Metaphysics (Cambridge University Press,

1992), p. 40. 

（ 4 ）Ludwig Wittgenstein:A Memoir by Norman Malcolm, with a Biographical

Sketch by G. H. von Wright, p. 86. 「『論考』を書いたとき、「単純体」の実

例として、何らかのものを決定していたかどうか」というマルカムの問に対

してウィトゲンシュタインが、「そのとき自分は論理学者なのであり、あれこ

れのものが単純体かそれとも複合体かを決定することは、論理学者としての

自分の仕事ではなく、それは純粋に経験的な事項である、と自分は考えたの

だ」と答えたという有名なエピソード。

（ 5）飯田隆『ウィトゲンシュタイン―言語の限界』（講談社、1997年）165頁。

David Pears, The False Prison（Oxford University Press, 1987）, Vol, I, p. 89,

p. 98を見よ。

（ 6）藤田晋吾『意味と実在―論理学への問い』（勁草書房、1984）56頁。

（ 7）Cf.「私の思想に対する刺激の多くの部分は、フレーゲの偉大な業績と私の友

人バートランド・ラッセル氏の研究に負っている。」（『論考』序文））

（ 8）藤田晋吾、前掲書12、45、46、56、57頁等。

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

Scientific Method in Philosophy（1926.）.  山元一郎訳、バートランド・ラッ

セル「外部世界は如何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）

（10）（ i ）（ ii）の番号は引用者が付加。この後に「『外部世界は如何にして知ら

れうるか』でのラッセルの方法は、まさに物理学の方法からの後退である」

という文が続いている。

（11）Bertrand Russell, op. cit., p. 74 , 前掲訳書149頁。

（12）Bertrand Russell, ibid., pp. 77-79, 同訳書152-155頁。

（13）Bertrand Russell, “The relation of sense-data to physics（1914）, ”

reprinted in Mysticism and Logic（UNWIN PAPERBACKS：London,

― 163 ―

帝京大学文学部紀要教育学　第29号（2004年2月）



reprinted 1989）, p. 155. 江森己之介訳「感覚所与の物理学に対する関係」『神

秘主義と論理（バートランド・ラッセル全集4）』（みすず書房､1964第2刷）

178頁。

（14）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

ての筆者の解釈としては、特に「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）を参照のこと。

（15）邦訳『ウィトゲンシュタイン全集1』（374頁）の訳者（奥雅博）注。「『論考

草案 Prototractatus』ではこれに対応する節は二節からなり、それぞれ、「空

間と時間は諸対象の形式である」「同様に、色（ないし有色性）は視覚的諸対

象の形式である」となっている。」

Ⅱ『論考』の「対象」のプラトニズム的解釈の可能性―「対

象」とは「感覚所与」ではなく「普遍者」としての「可感的

質」のことである―

『論考』の言語論の体系の中で、「名前」と「対象」の関係については次

のように述べられている。

命題において適用されている単純記号は名前と呼ばれる。（TLP, 3.

202）名前は命題において対象を代表する（vetreten）。（3. 22）名前は

対象を意味する（bedeuten）。対象が名前の意味（Bedeutung）である。

（3. 203）。･･･命題記号における単純記号の配置に、状態［＝事態］にお

ける諸対象の配置が対応している。（3. 21）私は対象を名指す
．．．

（nennen）

ことしかできない。･･･私は対象について
．．．．

話をする（sprechen）ことが

できるだけで、対象を表明する
．．．．

（aussprechen）ことはできない。命題

は、ものが如何に
．．．

あるかを語りうるだけで、ものが何であるかを語りえ

ない。（3. 221）

また「対象」については特に次のように述べられている。
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仮に世界が実体［＝単純なもの、対象］を持たないとすれば、ある命

題が意味を持つか否かは、他の命題が真か否かに依存することになるだ

ろう（TLP, 2. 0211）。この場合（真であれ偽であれ）世界の像を立案す

ることは不可能になるだろう（2. 0212）。

現実の世界とは如何に異なった思考上の世界であっても、現実の世界

とは何ものかを、即ち形式を共有せねばならないことは明らかである。

（2. 022）この不変の形式は、まさに諸対象から成っている。（2. 023）対

象が存在する場合にのみ、世界の不変な形式は存在しうる。（2. 026）

世界の実体は、形式だけを決定できるのであって、実質的性質を決定

できない。何故ならそれ［＝実質的性質］は、命題によって初めて表現

されるのだからである。つまりそれは、対象の配置によって初めて構成

されるのだからである。（2. 0231）（アンダーラインは引用者。）

かくして「対象」とは、真であれ偽であれ、有意味な事柄を語ることが

できるために存在しなければならないものである。そして「対象」とは、

現実の世界であれ、想像上の世界であれ、あらゆる可能な世界において共

有されている「不変の形式」であると言われているのである。

しからば何故そのような「対象」即「不変の形式」について、それは

「単純なもの」「実体」「合成されないもの」（cf. 2. 02, 2. 021）等と呼ばれ

るのだろうか。それは、「対象」が「何が成立しているか（was der Fall

ist）からは独立に存立するもの」（2. 024）であることが要請されている

からである。ここから、「対象」＝「不変なもの（das Feste）、存立する

もの（das Bestehende）」、「諸対象の配置」としての「事態」＝「変化す

るもの、不安定なもの」という対比が浮かび上がってくる（cf. 2. 0271）

その際注意すべきことは、「対象」とは、よく誤解されるように、現実

世界の「個々の事物（個物）」といったものでは全くないということであ

る。例えば『論考』の最初の書評を書いたラムジーは、上の引用文

（TLP, 2. 022, 2. 023）を受けて、「いかなる仮想世界も現実世界の対象の
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すべてを含んでいなければならない、という見方は普通ではない」(1)と評

しているが、それは彼が「対象」をそのように理解しているからであると

思われる。「対象」に関して重要な論点は、クックの適切な言い方を借り

れば、「世界が如何に変化するにせよ、名指されうるものとしての諸「対

象」のストックには如何なる変化も存在しない」ということである。そし

てここでの「不変性」とは、「すべての可能な（あるいは想像可能な）世

界を通じてのこれらの諸対象の恒常性」ということなのである(2)。

『哲学的考察』（1929-30）では彼は、「対象」のこのような特徴を、『論

考』を回顧しながらもっと明確に述べている。

私がかつて「対象（Gegenstände）」と名づけたもの、つまり単純な

もの（das Einfache）とは、ひょっとしたらそれは存在し（existieren）

ないのではないかと恐れる必要なく、私が指し示す（bezeichnen）こと

ができるものである。つまり単純なものとは、それにとっては存在も非

非存在もないもの、言い換えれば、成立していることがどのようであっ
．．．．．．．．．．．．．．．．

ても
．．
、我々がそれについて語りうるもののことである。（PB, §36）。

ここでは彼は、「存在も非存在もないもの」、「成立していることがどの

ようであっても、我々がそれについて語りうるもの」として「対象」を説

明している。『青色本』では同じ論点を彼は次のような問いと関連させて

再度説明している。

我々が「人は存在し（exist）ないものをどのようにして想像できる

のか」と尋ねられた場合には、おそらく答えは、「そのようなものを想

像するとしたら、存在する諸要素の存在しない結合（non-existent

combinations of existing elements）を想像するのだ」となるように思

える。［例えば］ケンタウルスは存在しないが、［ケンタウルスの要素で

ある］人間の頭と胴と腕と馬の脚は存在するのである。「しかし存在し

ているどんな対象とも全く異なった対象だって、我々は想像できるので
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はないだろか。」――それに対し我々は、「いやそれはできない。要素

（elements）、つまり個体（individuals）は存在しなければない。もし赤

さ（redness）や丸み（roundness）や甘さ（sweetness）が存在しな

かったら、我々はそれらを想像しえない」と答える傾向があるだろう。

（BB, p. 31）

ここでは、「存在しているどんな対象とも全く異なった対象」を想像す

る場合にも、「対象」（「要素」、「個体」）としての「赤さ（そのもの）」等

の抽象的存在物が予め存在しているということが必要である、と言われて

いる（『青色本』では勿論かかる考え方を批判するという脈絡のもとで言

及されているのであるが）。このような議論は、実はデカルトが「第一省

察」において、夢の懐疑の遂行の過程で次のように述べているものと同一

パターンであることは一目瞭然であろう。「…彼ら［＝画家］がひょっと

して、それに似たものがまったくみられないほど新奇であり、したがって、

まったくの虚構であるようなものを、何か考え出すとしても、しかし少な

くとも、それを構成している色は、確かに真のものでなければならないの

である」(3)。

このように、「対象（単純なもの）」とは、現実的存在であれ、可能的存

在であれ、「複合的なもの」について思考しうる、あるいは想像しうるた

めに必要とされる究極の素材として要請される「色」のような抽象的存在

者のことではないかと推測できるのである。そして同じ事をmaterial

mode of speech風に表現すれば、現実的事実であれ、可能的事実であれ、

そもそも（有意味な）事実（＝「事態」）が成立可能になるための究極的構

成要素として要請されるものが「対象」であるということになるであろう。

その推測の正しさは、『哲学探究』（以下『探究』と略）（PU-I, §46－

48と§55―58）の記述によって、より明確になるように思われる。そこ

では例えば通常の物体としての「赤いもの」と、「要素」としての「赤さ」

が対比され、言語ゲーム説の立場から後者の概念が批判されているのであ

るが、その際後者は『論考』の時期の「対象」の実例として取りあげられ
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ているのである。

名前
．．
は、ただ単に現実の要素

．．
（Elemente）であるもの――破壊され

えないもの、いかなる変化においても同一であり続けるもの――のみを

指し示す（bezeichnen）。（PU-I, §59）赤いもの（Etwas Rotes）は破

壊されうるが、赤さ（Rot）は破壊されえない。だから「赤」という語

の意味（Bedeutung）は、赤いものの存在とは独立している。（§57）

赤は無時間的である。（§58, cf. BB, p. 31）

実はマルカムも『何も隠されていない』という本ではこの『探究』第

58節での議論に触れて、「もし我々が、要素命題は相互に矛盾する事はで

きないという主張を考慮の外に置くとすれば、私は、事項を素朴に考える

ほとんど全ての人は、色を（或いは、少なくとも純粋な色、例えば純粋な

赤を）実在の単純な要素の役割を演じるものの、もっともらしい候補と見

なすであろう、と信じる」(5)と述べている。彼の主張のうち、『論考』6.

3751の議論は「色は単純な対象ではない」という論点を含意していると

いう趣旨の発言については異論があるが（次章参照）、色を『論考』の

「対象」の候補者と見なしうるという主張には賛成である。

仮に「対象」がこのようなものであるとすれば、それを「個物」として

の机、椅子のような「物体」と同一視することは勿論、いわゆる「感覚所

与（sense-data）」と同一視することも間違いであることは明らかであろう。

「感覚所与」という用語を初めて用いたのはムーアである。彼が1910―

1911年の講義で初めてその用語を用いたときには、その意味に関して若

干の曖昧さが見られた。そこでこれらの講義を公刊した時、彼は脚注で次

のように修正したことも広く知られた事実である。

私は、一方において私が「斑点（patch）」と呼んだものと、他方にお

いて、その色、大きさ、形（the colour, size, shape, of which it is）と

の鋭い区別を今やすべきであるし、多年にわたってそうすべきであった。
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そして私が「感覚所与」と呼ぶべきであり、またそう呼ぶべきであった

のは、斑点だけであって、その色、大きさ、形ではなかった(6)。

当初のムーアの説明では、「感覚所与」という用語は、「特殊な斑点」と

「その斑点の色、大きさ、形」との両方を意味するのか、それとも何れか

一方を意味するのか曖昧であった。ところがその用語は、色、大きさ、形

等の様々な性質の基体（substratum）という意味で前者であることがこ

ここで明瞭に指摘されているのである。

ラッセルは、ムーアからこの「感覚所与」という用語を取り入れた。だ

が彼は『哲学入門』（1912）では、それと対比して「可感的質（sensible

quality）」という概念を導入している。彼はまず「存在（existence）の世

界」と「有（being）の世界」を区別する。前者は、「うつろいやすく、漠

然としていて、はっきりした境界がなく、明瞭な計画や配列がない」「時

間的世界」である。その世界には「あらゆる思考と感情、あらゆる感覚所

与（sense-data）とあらゆる物的対象」等の「個物（particular）」が含ま

れる。それらは「存在する（exist）」と言える。一方後者は、「不変・堅

固・厳密」な「無時間的世界」である。それは「数学者・論理学者・形而

上学体系の建設者、および人間生活よりも完全性を愛するすべての人に

とってよろこばしいものである」。そこには、「白さ・赤さ・黒さ・甘さ・

酸っぱさ・［音声の］高さ・堅さ等々のような普遍者（universal）、つま

り感覚所与において例示される質（qualities exemplified in sense-data）」、

即ち「可感的質」が含まれている。そして我々は、それを「直接知ってい

る（are acquainted with）」。それらは「存続する（subsist）、もしくは有

る（have being）」と言える。だから「感覚所与」は「時間的」で「移ろ

いやすい」が、「可感的質」は「無時間的」なのである、と(7)。

クックは、ウィトゲンシュタインがこの書物を読んだことがあるという

ラッセルの証言に注で触れながら、『論考』の「対象」とは結局、ラッセ

ルの言う「普遍者」としての「可感的質」に類するもののことではないか

と指摘している(8)が、非常に説得力のある指摘だと思われる。我々も基本
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的にこの解釈を採用したいと思う。

ムーアの場合、色や形は「ある斑点の性質（property of a patch））と

見なされていたが、ラッセルの「可感的質」は「普遍者」「無時間的」等

と呼ばれている以上、「性質」のことではないだろう(9)。ウィトゲンシュ

タイン自身も色、形等の「対象」は「性質」ではないと明確に述べている。

我々が円形の斑点（ein kreisformiger Fleck, a circular patch）を見

ると仮定しよう。円形（Kreisformen, circular form）は斑点の性質
．．

（Eigenschaft, property）であろうか。勿論そうではない。（NB, 1915年

6月18日）色が性質ではないことは、物理学の分析によって、即ち物理

学が色を示すところの内的関係によって、示されている。／このことを

音にも適用せよ。（NB, 1916年9月11日）

ウィトゲンシュタインが「対象」をプラトン的イデアに相当するものと

考えていたということは、『哲学的文法』（1933）の次の文章によって明瞭

に理解可能になるであろう。

［「赤」等の］対象は、ある意味で記述されえない。（プラトンにおい

ても、「それは説明されることはできず、ただ名指されうるだけであ

る。」）「対象」ということで人はここで、「それ以上もはや定義されえな

い語の意味」を意味している。そしてここで「記述」あるいは「説明」

ということで意味されているのは、本来から言えば定義のことである。

（PG-I, Anhang, 3. Gegenstand, p. 208. アンダーラインは引用者。）

ところで『論考』には、「大雑把に言えば、対象は無色である（farblos）」

（TLP, 2. 0232）という周知の一節がある。この文は、『論考』の「対象」

が色等の「普遍者」であるという上記の論点と一見矛盾しているように見

える。このことをどのように考えたらよいか。それに対する答は、「無色」

という言葉は比喩的な表現として用いられているというものである。その
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趣旨は上記の引用文と関連がある次の文章によって理解可能になるであろ

う。

私が述べていることは、赤［という対象］は記述されえない、という

ことだ。しかし何かを赤く塗ることによって、赤［という対象］を絵画

的に表現する（malerisch darstellen）ことはできるのではないか。い

や、それは「赤い」という語の意味［＝「赤」という対象］の絵画的な

表現ではない。（そんなもの［＝語の意味の絵画的な表現］は存在しな

い。）（PG-I, Anhang, 3 Gegenstand, p. 208. アンダーラインは 引用者。）

これらの文章の要点は、「赤さ」という対象は、例えば赤く塗るという

形で絵画的に表現するとか、定義や説明という形では記述されえず（cf.

PB, §94）、「名指さ（nennen）れることしかできない」（TLP, 3. 221）と

いう論点である。『論考』で「対象」が「無色である」と言われたのは、

そのような意味であったと見なしうる。

それでは、そのような対象を名指す「名前の配置」としての「要素命題」

については、どのように言われるべきであろうか。彼は1929年の未に次

のように述べている。

さて、私は［視野内における］部屋を［主語-述語形式や二項関係と

は］全く別の仕方でも記述することができる。それは例えば、部屋の表

面を方程式によって解析的に記述し、この面上への色の配置を報告する

という様にである。この記述様式においては、もはや個々の「対象」

［＝個物］、つまり椅子、本、机と、それらの［性質のみならず］空間的

位置［＝関係］については、何も語られていないのである。それ故ここ

においては、［個体や性質のみならず］関係は存在しない。…どんな色

を私が見ようと、赤・黄・青・緑という四つの原色（Grundfarben）を挙げ、

その色がこれらの原色からどのように生み出されるかを付け加えること

によって、私はその色を再現することができる。･･･ ［このように］
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我々は四つの原色でやってゆくだろうと言った場合、私はそのような同

じ権利を有する［四つの］記号を、表現の要素（Elemente der

Darstellung）と呼ぶ。これらの表現の要素が「対象」なのである。

今や［四つの色という］対象とは物的な何かであるか、主語の位置に

くる何かであるか、あるいは性質的な何かであるか、あるいは関係であ

るか等々といった問いは、全く意味を持たない。（WWK, 1929年12月

22日。アンダーラインは引用者。）

彼はここで、日常的な主語-述語形式、あるいは二項（多項）関係形式

を用いることなしに、事態を描出しうる可能性につ

いて述べている。そのことを一般的に言えば、色と

いう「対象」を「名指す」「名前」の「一定の配置」

（要素命題）によって、「色の一定の配置」として事

態を描出しうるということである。このことをより

具体的に言えば、「ある与えられた瞬間における視野

内のある場所における視覚（感覚）印象」は「要素命題」によって「色と

いう対象の一定の配置」として描出可能であるということである。『探究』

（PU-I, §48）で彼は、一つの面上にある「四色が各々に塗り込められた

九個の正方形の一定の配置」を、例えば四個の色彩語の一定の配置として

の［要素］命題「RRSGGGRWW」によって記述するという話題に触れて

いる（図1）。これは、『論考』における「事態（要素命題）とは対象（名

前）の［一定の］配置である」という主張の趣旨をより明確にしてくれる

ものだと言えるだろう。

かくして次のように言うことができよう。『論考』の立場は、一方では

言語論において「普遍者」を容認しているという意味では、ある種の「プ

ラトニズム（リアリズム）」である、と。しかしここで誤解してならない

のは、『論考』の立場がある種の「リアリズム」であるとは言っても、

「『論考』における対象（名前）には、個体（固有名）のみならず性質（性

質語）や関係（関係語）も含まれるという」という意味でそう言っている
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のではないということである。少なくとも要素命題（事態）に関連するこ

の脈絡では「対象」には色等の「普遍者」しか含まれないということが重

要な点である(10)。個体（固有名）、性質（性質語）、関係（関係語）といっ

たカテゴリーは、要素命題が主語-述語形式や、二項（多項）関係で表現

されるという前提においてのみ意味を持ちうるものにすぎない。この点に

関して彼は、上記の引用文に関連する箇所で次のように明確に述べている。

「もし人がここで、日常言語の通常の形式、つまり主語－述語形式、二項

関係等々で、要素命題を処理できると思うならば、それは全くお笑い種で

ある」と。

ところで『論考』の体系の特徴は、以上のような意味で言語論において

ある種の「プラトニズム」を採っているという点に尽きる訳ではない。他

方で『論考』の立場は「独我論の厳格な貫徹形態」としての「純粋な実在

論」であり、「純粋な実在」即「現象」と見なされているという点にも注

目しなければならない。その意味では、『論考』は前章で示唆したように

「現象主義（現在の瞬間の独我論）」を含意している立場でもある。かくし

て『論考』の存在論は、論理学に定位した言語論由来の「プラトニズム」

と、独我論経由の「現象主義（現在の瞬間の独我論）」という二重構造を

インプリシットに含意しているというのが、筆者が特に強調したいことな

のである。

『論考』における「独我論」と「純粋な実在論」の関係については既に

論じたことがある(10)ので、ここでは繰り返しは避けたい。一言だけ重要な

ポイントを述べておくならば、「独我論」が厳格に貫徹されたときに残存

すると言われた「純粋な実在（世界）」（cf. TLP, 5. 64 , NB, 1916年9月2

日）とは、私的領域に存在するものではなく、「どんな人のものではない

観念（直接経験）」と同一視されているということである（cf. NFL, p. 297）。

それはバークリーがヒューム的立場に帰している言葉を用いれば、「浮遊

する諸観念」のことなのである。それは中期的に言えば、「生が流れ続け」、

「［比喩的な意味で］現在の瞬間の所与」が継起してゆく「絶えず変化する

視野」のようなものを表わしているのである（後述）。「生の流れ、あるい
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は世界の流れは、流れ続ける」（PB, 48）。

注

（ 1）Critical Notice（1923）in Frank Plumpton Ramsey, The Foundation of

Mathematics, Routledge ＆Kegan Paul 1931（4th impression 1965）.

Appendix . 細井雄介訳「ラムジCritical Notice（1923）―ウィトゲンシュタ

イン『論理哲学論考』最初の書評」『聖心女子大学論叢』第九五集（2000）、

58頁。

（ 2）Cf. John Cook, op. cit., p. 32. 

（ 3 ）野田又夫訳「省察」『世界の名著』（中央公論社）240頁。デカルトはどのよ

うに「夢の懐疑」を施しても、「いくつかの単純でより普遍的な種類のもの」

の存在は疑いえないとして、色以外に、「物体的本性一般、およびその延長、

さらには、延長をもつ事物の形、さらには、量、すなわち、これらの事物の

大きさと数、さらには、これらの事物の存在する場所、持続する時間、等々」

（同訳書240-214頁）を挙げている。しかし彼は「夢の懐疑」に「このうえも

なく有能で狡猾な霊」の想定を結合させて、最終的にはこれらも「夢の計略」

として葬り去り、結局どのように疑っても疑いえない「必然的真理」として

「（考えるものとしての）私はある、私は存在する」を導き出すに至った経緯

については周知の通りである。

（ 4）（ 5）Norman Malcolm, Nothing is Hidden－Wittgenstein’s Criticism of his

Early Thought, Basil Blackwell, 1986, p. 49f. ノーマン・マルカム『何も隠さ

れていない―ウィトゲンシュタインの自己批判』（産業図書、1991）黒崎宏訳

91－93頁。

（ 6）G. E. Moore, Some Main Problems of Philosophy（New York:Macmillan,

1953）, p. 30.

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

Press, 1912）, pp. 99-101. 中村秀吉訳『哲学入門』（現代教養文庫、1964）

102－104頁. 

（ 8 ）John W. Cook, op. cit. p. 36. 
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（ 9）しかしラッセルの場合、色は「感覚所与において例示される（具体化される）

（exemplified in sense-data）」と語っている点で、色が「ある斑点の性質

（property of a patch）」ということを含意しているようにも思えるのだが、

この点は検討を要する。

（10）先に引用したように『論考』では「時間、空間、そして色（有色性）が対象

の形式である」（TLP, 2. 0251）と言われ、『哲学的考察』にも「ひょっとする

ともの（Dinge）［=対象］それ自身とは、四つの原色、空間、時間、そして

そのような種類の所与（Gegebene）等々であるかもしれない」（PB, §147）

という文が存在する。仮に「名前の意味」としての「対象」即「不変な形式」

が「イデア的なもの」であるとすると、「色」等と並んで「時間、空間」がそ

れに含まれているのは一見奇妙に思える。如何に解釈してもそれらは「イデ

ア的なもの」とは見なせないように思えるからである。そして実は『草稿』

の叙述では「時間・空間」概念は、後述（Ⅳ章）のように、「永遠の相のもと

での考察の仕方」と対比された「日常的（物理的）考察の仕方」に関連する

ものと見なされているのである。その事実を考慮して、要素命題の構成要素

としての名前が名指すとされる「対象」という概念は「イデア的なもの」で

あるというここでの解釈は、「時間・空間」という概念には適用しないことに

する。何故彼が無自覚的に「時間・空間」概念を「対象」に含めたのかとい

うことについては、また別の検討を要する。それに関してはⅢ章で若干言及

したい。

（11）米澤克夫「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

27号）』2002年2月15日発行）。特に179、180頁を参照のこと。

Ⅲ『論考』の現象主義的解釈と色排除問題―「純粋に現象学

的な色彩論」の構想―

上記のような解釈を採った場合、「色排除問題」はどのようになるのか

という問題に移ろう。

『論考』における「要素命題の相互独立性のテーゼ」が含意することの
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一つは、「二つの要素命題の論理積［=連言命題］がトートロジーでも矛

盾でもありえない」（TLP, 6. 3751, cf. 4. 211, ）ということである。

ところが他方で『論考』では、「視野の一点が同時に二つの異なった色

を持つという言明［＝論理積］は、矛盾［＝両立不可能］である」（TLP,

6. 3751）と述べられている。この定式は「例えば二つの色が同時に視野の

中の一つの場所にあることは不可能、しかも論理的に不可能である。とい

うのもこのことは色の論理構造によって排除されているからである」

（TLP, 6. 3751）とも言い換えられている。G. E. M. アンスコムやマルカム

はじめ多くの注釈者が、ここでの色排除への言及を、ウィトゲンシュタイ

ンが「色彩命題」を要素命題とは見なしていなかった証拠と考えている(1)。

そして6. 3751 には、「この矛盾が物理学で如何に表現されるかを考えてみ

よう。おおよそ次のようなものであろう。即ち、一つの粒子は同時に二つ

の速度を持つことができない、即ちそれは同時に二つの場所にありえない、

言い換えれば同一の時刻に異なった場所にある粒子は同一ではありえない

のである」という文が続いていることから、彼は「これは赤い」のような

色彩命題や、「視野の一点が、赤くて、かつ青い」というような命題を物

理学的に分析しようとする見通しを有していたのだという解釈が現在でも

広く行なわれている(2)。

だが色彩命題を物理学的な表現に置き換えても同様の排除問題が発生す

ることに彼自身も気づいていたことは、文面から明瞭である。彼がそのよ

うな方法で「要素命題の相互独立性のテーゼ」が死守可能になると本気に

考えていたとはとても思われない。6. 3751におけるの二つ目、三つ目の

文は、色排除問題に言及したついでに、同質の問題が物理学の理論の内部

でも生じうるということに言及してみただけに過ぎないのではないかと筆

者には思えてならないのである。

ところが1930年初め頃のシュリックとの会話（『ウィトゲンシュタイン

とウィーン学団』）においては、完全分析の理念と要素命題（原子命題）

の存在の要請のテーゼは未だ死守されているが、色彩命題を例に挙げて、

「要素命題の相互独立性のテーゼ」は間違っていたということをあっさり
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承認しているように見受けられる発言が見出される。例えば次のような発

言である。

私は例えば、同一の点が同時に赤くかつ青い、とは言えない。ここで

は論理積は成立不可能なのである。論理定項に関する［真理関数的な］

規則はむしろ、私が当時［『論考』の時期］にはまだ何も知らなかった

包括的な構文法のほんの一部分を構成しているだけなのである。

（WWK, 1930年1月2日。アンダーラインは引用者。）

仮にこの発言が真実だと仮定してみよう。そうすると『論考』の時期、

彼は色彩命題を要素命題と見なして、しかもそのことが色排除問題を引き

起こすことになることに既に気づいていたにも関らず、要素命題の相互独

立性のテーゼを強引に主張していたこということになる。もしそれが本当

だとすれば、少々解せないことである。だがいずれにせよこの発言は、

「相互に独立ではない要素命題がある体系を構成しており、その体系は構

文法という形をとる」といういわゆる「包括的な構文法」あるいは「文法」

の思想を1930年には彼が既に採用しているということを明瞭に示してい

る。そして1929年の「論理形式について」でも「明確な構文法の規則」

という言葉を使用しているという点で、彼は既に同一の考え方に至ってい

ることは明らかであると思われる(3)。

しかし「論理形式について」の内容で興味深いのは、『論考』の時期に

彼は、「色彩命題の論理積に関して矛盾（両立不可能性）が生じるのは、

日常的な色彩語が十分に分析された用語ではないからであり、それらの用

語がさらに分析されれば、相互に独立した要素命題が生み出されうる」と

いう見通しを有していたということを推測させる記述が見られるという点

である。それは次のような叙述である。

与えられたどんな命題の分析を試みる場合にも我々が一般に気づくこ

とは、それらがより単純な命題の論理和、論理積等の真理関数であると
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いうことである。（RLP, p. 31）

…色Rがある時刻Tに我々の視野のある場所Pに存在すると主張する

［日常的］命題を、とりあげてみよう。この命題を“RPT”と書き、当

面はそのような命題が更に如何に分析されるべきかは、考察からはずす

ことにしよう。そのとき“BPT”は、色Bが時刻Tに場所Pに存在する

ことを語ることになる。そうすると、“RPT＆BPT”は（ただ単に偽で

あるというのではなく）ある種の矛盾［＝両立不可能］であることは、

ここにいる我々の大部分と日常生活を送っている我々の全てには、明ら

かなことであろう。さて―私が以前に考えていたように―もし［これら

の命題が］度合いについての言明に分析可能だとすれば、この矛盾［＝

両立不可能性］は、色RはRの全ての度合いを含むがBの度合いを全く

含まない、そして色BはBの全ての度合いを含むが、Rの度合いを全く

含まない、と言うことによって［論理和と論理積で］説明できることに

なろう。（RLP, pp. 35－36. アンダーラインは引用者。）

ここで「以前考えていたように」と言われているのは、『論考』の時期

（あるいは哲学への再復帰直後までの時期）に対する言及であることは、

明瞭であろう。上記の引用文は、その時期彼が色を「度合い」を持つもの

として分析可能だと考えていたということを示唆している。そのような考

えからすれば、日常的な色彩命題（“RPT”）は未だ要素命題とは見なせ

ない。完全に分析された命題は、それがどれくらいの度合いで明るいのか

と言わなければならないことになる。「論理形式について」では、その度

合いを数で表現するアイディアが提示されている。かくして色彩命題の論

理積（“RPT＆BPT”）もまた、その線で分析可能でなければならないこ

とになる。

問題は、“RPT＆BPT”という論理積が､上記の引用文で示唆されてい

るような仕方でさらに分析されると具体的どうなるかということである。

ここではキャンフィールドが試みたものを、クックの解説を参考にして推

測してみたい(4)。
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いまある色の赤さ（明るさ）の度合いを、r1, r2, …rnという記号で記号

化し、「赤」という日常語ではなく、“r1”, “r2”等々が「単純な名前」で

ある、と仮定してみる。そして話を簡単にするために、二つの原色しか存

在しないものと仮定する。そうすれば論理和と論理積を用いて、“RPT”

は“（r1PT ∨ r2PT ∨ . . . rnPT）＆（～b1PT＆～b2 PT ＆. . . ～bnPT）”へ、

“BPT”は“（b1PT ∨ b2 PT ∨ . . . bnPT）＆（～r1PT＆ ～r2PT＆ . . . ～

rnPT）”へとパラフレイズできる。さてこれらの二つのパラフレイズされ

た命題の論理積、“{（r1PT ∨ & r2PT ∨ . . . rnPT）＆（～b1PT＆～b2

PT＆. . . ～bnPT）} ＆{（b1PT ∨ b2PT ∨ . . . bnPT）＆（～r1PT＆～

r2PT＆. . . ～rnPT）}”を構成すれば、「形式的な矛盾（両立不可能性）」を

作り出しうるのである。したがってその積が矛盾する（両立不可能である）

ということを、『論考』の枠組みの中で真理表で示すことが可能となる。

つまり、“RPT＆BPT”と表わされる日常的な論理積の場合、“RPT”と

“BPT”が共に真になる場合に、その論理積は、連言記号“＆”の定義か

ら真と表示されることになり、それが矛盾する（両立不可能である）こと

は通常の真理表では表示不可能だが、上のように分析された命題の論理積

においては、それが矛盾する（両立不可能である）ということを明示的に

真理表で表示しうるのである。

だがさらなる問題は、ウィトゲンシュタインは、“r1PT＆b1PT”が矛

盾（両立不可能）であると考えただろうかということである。その答えは、

『哲学的考察』の一節―彼の1929年の「論理形式について」と同じ時期の

日付にある－にある程度示唆されているのではないか。彼は次のように言

うことによってこの話題を導入している。

第一の考えは、二つの色が同時に一つの
．．．

場所にあるということは非両

立的である（unverträglich）、というものである。第二の考えは、一つ

の場所にある二つの色は補い合ってまさに一つの色を結果として生じ

る、というものである。（PB, §76）
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この第一の考えは、色の度合いを表現している命題の論理積（“r1PT＆

b1PT”）に関してもまた色排除問題が生じてくることを承認して、要素命

題の相互独立性のテーゼをあっさり放棄してしまう道である。それに対し

第二の方法こそ、哲学再復帰直後彼が試みて、程なく捨ててしまった幻の

「現象学的言語（第一次的言語）」の構想と関連性を有するのではないかと

思われる。それについて彼は次のように述べている。

単純な色（einfache Farben）、心理的現象として単純な色（Einfach

als psychologische Erscheinungen）が存在するように思われる。私が

必要とするのは、心理学的なあるいはむしろ現象学的な色彩論であり、

物理学的な色彩論ではなく、また同様に生理学的な色彩論でもないので

ある。／さらにそれは、実際に知覚可能なことについてだけ語られるが、

波、細胞といった如何なる仮説的な諸対象も現れないような、純粋に現

象学的な色彩論でなければならない。（PB, §218）

このような構想に基づいて彼は、さらに次のように述べている。

ところで色は、赤、緑、青、黄、黒、白の混合（Mischungen）として

直接に
．．．

認識されうる。この際の色とは常に［見られた］色であって、決

して顔料（pigmentum）［の混合物］でも、光でも、網膜上や網膜内の過

程等でもないのである。／我々はまた、ある色がもう一つの色よりも赤

いあるいは白いということを、［直接］見ることができる。（PB, §218）

これら諸節は、「現象的に与えられた色」に関して述べられていること

である。そしてそれらは、ある場所Pに見られた色（例えば紫）を、他の

色（例えば赤と青）の組み合わせ（結合）として表わしうるという可能性

を示唆していると解釈可能である。そのとき、先の引用文（PB, §76）に

おける「第二番目の考え」とは具体的にどんなものであるかが推測可能と

なる。つまりそれは、“r1PT＆b1PT”を、r1とb1の混合であるある色（混

― 180 ―

米澤：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



色）が、時刻Tに視野内の場所Pにあるということを述べている両立可能

な命題として解釈可能なことを示唆しているのである。だがこのことは、

“r1PT”と“b1PT”は相互に独立しているということを示している。もし

そうだとすれば、それらの両命題は、“P”と“T”が更に（厳密に）分析

されさえすれば、「要素命題の候補者」たりうるということを意味してい

るのではないか(5)。

このさらなる分析は、Pに関しては、「我々の視野内に引かれた直交軸

の［座標］体系」によって遂行されうるということをウィトゲンシュタイ

ンは示唆している。「我々の視野内にあるどの色の斑点の形や位置も、座

標系と選ばれた単位に関連した意味を有する数の言明によって、記述可能

である」（RLF, p. 33）と。けれどもその体系には時間Tへの言及がない。

その点でこの体系が不完全であることを彼は率直に承認している(6)。しか

し仮にさらなる分析によって「T」への言及が可能となった場合には、“r1”

と“b2”は単純な名前であり、それらが名指すものが単純な対象であると

見なせるということになるだろう。このような議論は、色の名前だけでは

なく、音その他の可感的質の名前に関しても少なくとも原理的には展開可

能な筈であろう。「現象学的言語」とはまさに、そのような可感的質の名

前とその配置を表現する「諸要素命題」から構成される一種の「理想言語」

の筈であったと推測可能である(7)。

そのとき問題は、かかる構想を『論考』の時期に彼は既に持っていたか

ということである。それに関してはこれまで示唆してきた解釈に従って、

次のように答えたい。『論考』の時期に彼は、「色排除問題」は日常的な色

彩概念の「さらなる分析」によって現象主義的方向で解決可能ではないか

という大まかな見通しを持っていたのだが、「純粋に現象学的な色彩論」

という構想と結びついたような具体的詳細までは必ずしも考察が及んでい

なかった。このような構想には、ゲシュタルト心理学者ケーラーが「内観

主義者」と呼んで批判した当時の心理学者の影響も相当絡んでいると筆者

は推測している。哲学再復帰の後『論考』のテーゼについて再考を迫られ

たとき、以前の見通しに添って彼は、そのような心理学の影響のもとで、
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『論考』での「色排除問題」は「第二の考え」のような方向で具体的に解

決可能ではないかと一時的にせよ考えたのだ、と。

さてこれまでの（Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ章）の考察を踏まえて、『論考』の時期から

哲学復帰直後（1929年の前半頃）までの彼の（「語りえず、示されうる」）

形而上学的体系がどんなものであったかを、次のように纏めたい。

（ i ）可感的質が世界の実体（対象、不変の形式）として客観的に存在

し、かつ現象（感覚印象）即純粋な実在（世界）であるということを含意

する、「プラトニズム的」かつ「現象主義的」な二重構造的存在論。

（ii）言語に関しては、彼は一方で「我々の日常的言語の全ての命題は、

実際そのあるがままにおいて、論理的に完全に秩序づけられている」

（TLP, 5. 563）と述べていると同時に、他方でその「見掛けの論理形式」

と「実際の論理形式」との乖離により、日常言語は言語の論理に関して誤

解を誘発しやすいという欠点を有しているとも述べている（cf. TLP, 4.

0031）。ここから言語に関しても、「誤解を誘発しやすい」表層としての

「日常言語」と、「完全分析」の結果顕在化される深層としての「理想言語」

（「論理的構文論」、「現象学的言語」）という二重構造が前提されていると

想定せざるをえない。

（iii）かくして（ i ）（ii）から、彼は「日常言語」における物体語や色

彩語を含む文は、少なくとも原理的には
．．．．．．．．．．

、「理想言語」における―可感的

質の一定の配置として現象を描出する―諸要素命題の論理積と論理和で定

義可能（置き換え可能）と見なしていた（cf. TLP, 3. 325, PG-I, Anhang,

4. Elementarsatz. B）と、推理可能である（厳格な還元主義的現象主義）。

勿論この（iii）の論点を実際に遂行するにあたっての実際上の困難性に

ついては、彼は十分予想していたと思われる。次のように言われた所以で

ある。

日常言語は人間有機体の一部であって、これに劣らず複雑である／

･･･／［日常］言語は思想［＝言語の論理］に仮装を施す。したがって
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内に包まれている思想の形式［＝「実際の論理形式」］は、衣服の外形

［=日常言語の「見かけの論理形式」］から推理されることはできない。

というのも衣服の外形は、身体の形［＝「実際の論理形式」］を認識さ

せるのとは全く別の目的で形成されているからである。／日常言語を理

解するための「暗黙の取り決め（die stillschweigenden Abmachungen）」

は極めて複雑である。（TLP, 4. 002. アンダーラインは引用者。）

これらの複雑な「暗黙の取りきめ」の少なくとも一部は、例えば「机」

という語を「可感質」を介して諸々の現象（感覚印象）と結び付けるもの

であったと考えられる。

注

（ 1）G. E. M. Anscombe, An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959), pp. 25-27, Norman

Malcolm op. cit., pp. 49f. 前掲訳書91－93頁。

（ 2）例えば次の二つの文を参照のこと。

「〔『論考』6. 3751の二つ目の文の〕このコメントにおいてウィトゲンシュ

タイン［は］･･･ともかく色を物理的な波長のような性質によって定義するこ

とにより、「これは赤い」という命題を複合命題として分析する方向を示唆し

ていることは確かだろう。」（野矢茂樹、前掲書135頁）

「［『論考』6. 3751の二つ目の文を］たとえば、色が粒子の運動に基づくと

いった物理学の理論を借りれば、･･･同一の粒子が同時に二つの場所にありえ

ないといった形の命題に変換できると〔彼が〕考えていた〔ことを示してい

る〕。」（飯田隆、前掲書164頁）

（ 3）Cf. 「明確な構文法の規則は、明確な記号的配置［=真理表］によって記述さ

れたある種の諸原子命題の事例［＝後述の“RPT＆BPT”］においては、T

とFのある組み合わせ［＝“RPT”と“BPT”が共にTのとき、“RPT＆

BPT”がTとなる組み合わせ］が省かれねばならないことを、我々に告げる

ものでなければならないであろう。」（RLF, p. 37）
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（ 4）John Canfield, Philosophia, Vol. 6, No. 1（March, 1976）, pp. 81-89. John W.

Cook. op. cit. p. 38. 

（ 5 ）Cf. John W. Cook. op. cit. p. 39. 

（ 6 ）彼は「私が指摘したいことはただ単に、視覚現象の分析が探し求められるべ

き方向性がどのようなものであるかということと、この分析において我々は

日常言語がもたらすと予期させるものとは全く異なった論理形式と遭遇する

ということだけなのであ」（RLF, p. 34）と述べているのである。その他「二

次元の空間」の使用により、「単眼視の事例においてでさえ正当化されるもの

ではない」（RLF, p. 34）とも彼は述べている。

（ 7）もっともこのような線で「現象学的言語」を一貫して構成しようとすると、

様々な困難な問題が生じてくることに彼はすぐに気づいた。先に引用した一

節（PB, §76）で、第二番目の考えに対して直ちに異論を提示している。彼

はまず「即ち、補色同士だと、どうなるのか。赤と緑は如何に補い合うのか。

ひょっとして黒になるというのか。だが一体私は黒色の中に緑を見るだろう

か」等という疑問を発している。そして色に度合いを付与しても「要素命題

の相互独立性のテーゼ」を救いえないことを次のような問題に関連させて示

唆して、結局構文法の考え方を採らざるをえないことを明言しているのであ

る。

「しかしこのことはさておくとしても、例えば赤と青の混色についてはどう

なのであろうか。これらの混色のうちには、赤がより多く含まれているもの

も、あまり含まれていないものもある。しかしこれは何を意味しているのだ

ろうか。――そして異なった度合いの赤同士も相互に非両立的（unverträglich）

なのである。」

「だがそれでも私が赤さの度合いが異なった二つの青を見る場合、両者のう

ちで赤さの度合いが高いものよりももっと赤い青が存在する、と語ることが

可能である。即ち、与えられたものから与えられないものを構成することが

可能なのである。／色は相互に要素的な類縁関係を持つ、と言ってもよかろ

う。／このことは、要素命題の内部において構成が可能であり、真理関数の

助けによらないで働く論理的構成［=構文法］が存在するかのように思わせ
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る。」

かくして「現象学的言語」の構想は結局挫折せざるをえなかった。『哲学的

考察』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, §

1）という一節がある。また『哲学的文法』には、「［『論考』においては］「文

の中に論理積が隠されている
．．．．．．

」という言葉（およびそれに類似した言葉）の

意味に関して、私は明確ではなかった･･･」、「あの［『論考』の］記号体系に

ついて私は、［日常的な諸々の］文の使用の全体がそれ［＝その記号体系の諸

要素文の論理和と論理積に］に還元（zuruckführen）されるのでなければな

らない、と［誤って］想定していた」（PG-I, Anhang, 4 Elementarsatz, pp.

210f）という反省の弁がある。

その後しばらくは「現象学」や「現象主義」の理念は保持しながら、「色や

音が命題の体系（構文法）をなす」という考えや、現象主義と日常言語を

「厳格な還元」ならぬ「ゆるい還元」という形で融和させようとした「日常言

語的（仮説的）現象主義」という立場を採る（この移行の一事情を分析した

ものとしては、拙稿「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」（『帝京大学文学部紀要（教育学28号）』

2003年2月15日発行）を参照）。

ところが『論考』の要素論的な像理論からは脱却し全体論的思考法に至っ

ているとはいえ、「命題の体系（構文法）」というアイディアにも、「実在（現

象）との比較」という発想が残存している。「［『論考』において述べたように］

一つの命題が実在と比較されるのではなく、命題の体系［例えば色の序列］

全体が実在と比較される」（WWK, 1929年12月25日）と言われているからで

ある。その点に着目すればそれは前期的な発想と未だ同一思想圏に属してい

る段階であるとも言えるだろう。

その後一時期彼はさらに、言語の自律性、恣意性というアイディアに基づ

いて「色彩即プラトン的イデア（不滅な実体）」という思考法や「実在との比

較」といった発想それ自身を完全に否定するような立場を採るようになる。

「人は文法の規則を正当化したいという誘惑に駆られて、例えば『何といって
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も現実に四つの原色が存在する』と言う。我々が文法の規則は恣意的だと言

うのは、このような正当化が可能であることに反対してのことである」（PG-

I, §134）。これは色の問題に関する言語相対主義的立場の表明のようにもと

れる。だが彼は果たして言語相対主義者であり続けたのか、後期の言語ゲー

ム説の中で色問題が最終的にどのように解決されたのかといった問題につい

ては、本稿では触れられない。この問題に関して論じた文献として、P. M. S.

Hacker, INSIGHT AND ILLUSION―Wittgenstein on Philosophy and the

Metaphysics of Experience（Oxford university Press, 1972）, chap VI（米澤

克夫訳『洞察と幻想』八千代出版、1981）, Revised edition（1986）, chap VII

がある程度参考になる。また1950年から51年にかけてゲーテの色彩論を読ん

で刺激を受けて書かれたと言われる『色彩について』がこの問題に対して有

する射程については、村田純一『色彩の哲学』（岩波書店、2002年）「第二章

ウィトゲンシュタイン――色彩の「文法」」を参照のこと。

Ⅳ『論考』の存在論と「永遠性」の概念―「プラトニズム」

的ルートと「現象主義」的ルート―

『論考』は単に「言語（論理）」と「独我論」の書であるばかりではなく、

「倫理」の書でもある。そのことは、「私の本はいわば内側から倫理的なも

のの領域に境界を設定しているのです」(1)という『論考』の出版者として

期待されたフィッカーへの有名な手紙の一節から明らかである。それでは

『論考』はどのように「内側からの境界設定」を遂行し、「倫理的なもの」

を「示す」ことができたのだろうか。この主題ついては筆者は何度か論じ

たことがある(2)が、本章では特に前期の存在論を考察した前三章の論点を

踏まえて、この問題を再考してみることにしたい。

この問題を深く理解するためには、『論考』だけではなく『草稿』の叙

述も踏まえながら、「論理学的な言語論」、「独我論」およびその厳格な貫

徹形態としての「純粋な実在論」、「神秘主義的な倫理学」というその全体

系の重層的・立体的構造を把握すること が何よりも必要である。
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まず前二者の関係については、前章の纏めに付け加えて、次のような事

項を確認しておきたい。

（ i ）『論考』においては「序文」で述べられた課題に従って、「語りう

るものの限界」を確定するという作業が遂行されたが、それは「言語の本

質（論理）」を解明するという形で企てられた。その結果要請されたのが、

先に考察した「要素命題」と「対象」即「不変の形式」の存在であった。

この作業のもう一つ重要な成果は、要素命題の一般形式（“Es verhält

sich so und so”）と、命題の一般形式 の確立で

ある（cf. TLP, 4. 5, 6）。かかる命題の一般形式の確立によって、対象のス

トックと、諸要素命題が与えられれば、あらゆる可能な命題が与えられ、

それによって「語りうるものの限界」が確定されうるというのがその言語

論の骨子であった。

（ ii）他方『論考』には、表層としての「日常言語」と深層としての

「理想言語」という言語の二重構造説が存在すると述べた。それに関連し

て重要なことは、「日常言語」の表層（「見掛けの論理形式」）に囚われた

世界の見方は、『草稿』では「永遠の相のもとでの見方」と対比されて

「日常的考察の仕方」と呼ばれ、それは「時間・空間の中にある対象（=

物体）を見る」見方であるとされているという事実である。このことを考

慮するとき、上記の（ i ）における「語りうるもの（思考）の限界」=

「要素命題の一般形式で描出可能なもの」という規定は、実は「日常言語

の深層部分（論理的構文法、現象学的言語）」に関する論点であると見な

すべきことになろう。ところがフィッカーへの手紙において「内側から倫

理的（神秘的）なものの領域に境界を設定している」と言われる場合の

「倫理的なものの領域」とは後述のように「永遠の相のもとでの考察の仕

方」と重ね合わされるものである以上、そこで「内側から」と言われてい

るのもは、結局上記のような意味での「日常的考察の仕方の内側から」と

解釈されなければならないということになるであろう。

このことを踏まえて次に彼の倫理的・神秘主義的主題の基本的枠組みが

どのようなものであるかを、再確認しておきたい(2)。

i”A,p , Np p_ i“ 7_
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①初期の『草稿』、『論考』、哲学再復帰直後の「倫理学講話」（LE）、

「シュリックとの対話」（WWK）等の文献から窺える前期の倫理の基本的

枠組は、「絶対的価値」と「相対的価値」、「絶対的当為」と「相対的当為」

という二分法である。「よい」を含む相対的価値判断は、目的－手段及び

人間の能力や物体の機能を表わす事実的判断に翻訳可能である、とされた

（LE）。また「べし」を含む相対的規範文も、「もしそれをしなければ、し

かじかの不快なことが襲ってくるであろう」という「通常の意味の賞罰」

に関わる文に翻訳可能である、とされた（WWK）。『論考』が「倫理の書」

と呼ばれる場合の「価値」や「当為」とは、このような世俗内的倫理と関

わる「相対的なもの」ではなく、「絶対的価値」と「絶対的当為」のこと

である。

②この二分法に「倫理的なものの担い手としての意志」と「心理学の関

心をひくにすぎない現象としての意志」の二分法が対応する（TLP, 6. 420）。

後者の「現象としての意志」は、『草稿』のある箇所（1916年11月9日）

では狭義の「意志作用」と「願望」に分類されている。それは、通常日常

的世界における「出来事（基礎的な身体動作）」を「強制的」に伴う「意

志作用」と、「出来事（未来の出来事）」が実現されるか否かは「偶然的」

でしかない「願望」の区別である。しかし『論考』では「独我論」が貫徹

されて、私（自我）は世界のみならず身体からも分離され、狭義の「意志

作用」も「願望」と同一レベルで扱われているのがその特徴である。

③「倫理的なものの担い手としての意志」こそ「絶対的価値・当為」に

関与するものであるが、それは「事実、即ち言葉によって表現されうるこ

と」を変えることはできず、「世界の限界のみを変える」と言われている

（TLP, 6. 423）。従ってそのような主体による倫理的行為とは、「通常の意

味での賞罰」に関わる世界内的出来事ではない（TLP, 6. 422）。それは

「悪なるもの（意義が脱落したもの）」として見られていた世界全体を、「善

なるもの（意義が付加されたもの）」ものとして観照する、いわば「形而上

学的・神秘主義的な認識の転換（回心）」に関与するものであるというこ

とを理解することが重要である。
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④世俗内的倫理に関わる「相対的価値・当為」と「形而上学的な認識の

転換」に関わる「絶対的価値・当為」の区別に対応して、「幸福」の概念

にも二義性が見られる。それは日常的生活における「通常の意味での賞罰」

として与えられる「記述可能」で「物質的な幸福（不幸）」と、「形而上学

的回心」の結果与えられる「ある種の倫理的賞罰」としての「形而上学

的・超越的な幸福」である。

幸福で調和的な生の客観的な生のメルクマールは何か。記述されうる

メルクマール等存在しえないことも、また明らかである。／このメルク

マールは物質的な（physisch）ものではなく、形而上学的（metaphysisch）、

超越的な（transzendent）ものにすぎない。／倫理学は超越的である。

（NB, 1916年7月30日）

このような基本的枠組みを前提にして、『草稿』『論考』の「倫理的課題」

とは、形而上学的・絶対的意味で「悪しき生」「不幸な生」（A）から、

「よき生」「幸福な生」（B）へと転換を図ることを目指すものである。『草

稿』では、（A）とは「生が問題であること」であり、（B）とは「生が問

題であることをやめること」と言われている。そして一方では主知主義

的・受動的に（A）の状態は「不調和な生」、（B）の状態は「より調和的

な生」等と言われている。他方ではより宗教的・能動的に、（A）の状態

は「良心が平衝を失うこと」、（B）の状態は「私が神の意志を行うこと」、

「私が世界と一致すること」等と言われている（NB, 1916年6月11日、8月

7、8、13日等）。このように「生の問題の解消」という課題の方途は、主

知主義的・受動的側面と宗教的・能動的側面が表裏一体になっていること

が注目されるべきである。

まず主知主義的側面に関しては、次のような趣旨の思想を読みとること

が可能である。「世界全体の間違った見方」は「世界全体への間違った態

度決定」としての「悪しき生」を生み出し、「不幸な生」という「罰」を

結果する。かかる「不幸な生」から脱却して「よき生」「幸福の生」を獲
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得するためには、「世界を正しく見てとること」（TLP, 6. 45）、「認識の生」

（NB, 1916年8月13日）が必須の条件となる。

このことに関連するのが、『草稿』の「倫理（学）は論理（学）と同じ

く世界の条件でなければならない」（NB, 1916年7月24日）という発言で

ある。即ち彼の「世界全体に対する正しい態度決定の条件」の究明として

の「倫理学」は、思考・言語・世界の条件（本質）の考察としての「論理

学」的考察（および「独我論」的考察）を必須とする。この考察に基づい

て確立される「世界の正しい見方」こそ、「正しい態度決定」「良き生」を

生み出し、「幸福な生」という「賞」を結果する。「幸福な生は、それが唯

一の生であることを正当化する」（NB, 1916年7月31日）と言われる所以

である。

この（A）と（B）の具体的内容と思われるものについて、筆者は『草

稿』の叙述から次のような事柄を拾い出して列挙してみたいと思う。

（A）の①。この世界の苦難（「この世界の苦難を避けることができない」

（NB, 1916年8月13日））、願望の非成就（NB, 1916年7月29日））が回避不

可能であるにも関わらず、「世界の出来事を意志（願望）によって左右し

ようとする」（NB, 1916年6月11日）こと。（「願望し、しかも当の願望が

成就しない場合にも不幸ではないということがありうるか」（NB, 1916年

7月29日）と彼は自問している。）

（B）の①。自らの「意志（願望）」、即ち「出来事への影響」、「世界の

楽しみ（享楽）」、「自らの隣人を愛すること」等を「断念する」ことに

よって、「自分を世界から独立させ･･･、世界をある意味で支配［すること］」

（NB, 1916年6月11日、7月29日, 8月13日）。

（A）の②。死の不回避性にも関わらず、「死を前にして恐れること」

（「死を前にしての恐れは、間違った、悪しき生の最大のしるしである」

（NB, 1916年7月8日））、そして「魂の永生」を願望すること（NB, 1916年

7月8日、TLP, 4. 311）。
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（B）の②。「現在の中で生きる人は、〔死に対する〕恐れや〔死の回避

や霊魂の不死に対する〕希望（＝願望）なしに生きる」（NB, 1916年7月

14日）ということを自覚すること。

上記の（A）群の文章には、「この世界の苦難」や「死の不回避性」と

いう一見ペシミスティクな現実認識が表現されている。そのとき直ちに湧

き上がってくる疑問は、ウィトゲンシュタインの論点はショーペンハウ

アーの論点と何らかの関連があるのかということである。しかし彼は

ショーペンハウアーの二重的世界観との対決において、物自体としての

「意志としての世界」を容認するという態度は当初からなかった。だから

彼のここでの言動を、「意志の客体化」の形而上学から帰結するような、

人間（ミクロコスモス）のみならず自然一般（マクロコスモス）を苦と同

一視するようなショーペンハウアー的ペシミズムと同一視することは全く

間違いであろう。彼の場合には特に『草稿』の記述が戦場での生死の境で

書き留められということを考慮に入れなければならないというのが、筆者

の見方である。

そのような状況下で苦悩しているのは、現実のウィトゲンシュタインそ

の人である。とすればここでは少なくとも、「日常的な見方」（時間・空間

と共に見る見方）に呪縛され、「常識的実在論」的な心身二元論的思考法

と、自らの意志（意欲）が身体行為の原因であるというような思考法に囚

われている「生身の人間」を想定する必要があろう。かかる「生身の人間」

こそ、限界状況のもとで、願望が実現しないことを嘆き、死を恐怖して、

永世を願望している主体であるだろうからである。彼の「生の問題」とは、

かかる状況での「悪しき生」「不幸な生」から如何にして形而上学的な救

済（「よき生」「幸福な生」）を得るかという実存的課題のことだったと考

えられる。

それでは「認識の生」（「世界を正しく見てとること」）は如何にして

（A）から（B）への転換の契機となりうるのだろうか。

第一は、Aの①からBの①への態度変更に関わるものである。それは、
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彼の外延主義的な論理観、および「論理主義的因果観」との対決で到達し

たある意味で「ヒューム的なタイプの因果性の見解」（cf. TLP, 5. 135-5.

135）、および「世界」と「身体」を「自我」から引き離した「独我論」の

議論等が、「諦念」を生み出す契機となるという路線での論点である(3)。

願望とその成就との間には何の連関もない、ということは論理的な事実

である。（1916年7月29日）

この世の享楽を断念しうる生だけが、幸福なのである。この生にとって

は、世界の享楽は、たかだか運命の恩寵にすぎない。（NB, 1916年8月13

日）(4)。

「意志の自由」を自身の将来の行為の「無知」と同一視する彼の「意志

の自由」観（cf. TLP, 5. 1362）も、彼にとってはかかる実存的問題の脈絡

のもとでの考察とも何がしかの関連を持ったのであろう。

第二は、本稿のⅠ, Ⅱ, Ⅲ章での考察と直結する論点である。それは、

（ i ）「実体（単純なもの）」の存在を要請する言語論と、（ii）「純粋な実在

論」に関わる理論的考察が上記のような態度の変更の契機となるという路

線での論点である。

まず（ i ）の論点に関しては周知の次の発言が取り上げられなければな

るまい。

芸術作品とは、永遠の相のもとに
．．．．．．．．

見られた対象（Das Gegenstand

sub specie aternitatis gesehen）である。そしてよい生（das gute

Leben）とは永遠の相のもとに
．．．．．．．．

見られた世界（Welt）である。ここに芸

術と倫理の結びつきがある。／日常の考察の仕方（die gewöhnliche

Betrachtung）は、諸対象（Gegenstände）をいわばそれらを内側から

見るが、永遠の相のもとでの
．．．．．．．．．

考察は、それらを外側から見るのであ

る。／したがって、この考察は世界全体を背景として持っている。／こ

の考察はひょっとすると、時間・空間の中に
．．
ある対象を見るのではなく、
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時間・空間と共に
．．．

ある対象を見る、ということだろうか。／あらゆるも

の（Ding）は全論理的世界を、いわば全論理空間を条件づける。／永
．

遠の相のもとに
．．．．．．．

見られたものは、全論理空間と共に見られたもの（das

Ding mit dem ganzen logischen Raum gesehen）である。（NB, 1916年

10月7日）

ここでは、「日常的考察の仕方」との対比で「永遠の相のもとでの考察

の仕方」が提示されている。「日常的考察の仕方」のもとで見られた対象

と世界とは、「時間・空間の中にある対象」およびその総体としての世界

である。「時間・空間の中にある対象」とは、日常的な意味での「生身の

人間」が関わる「物体」のことであろう。それに対し、「永遠の相のもと

で見られた対象と世界」とは「時間・空間と共にある対象」およびその総

体としての世界あると言われている。

それでは「永遠の相のもとに見られた対象」とは具体的に何を意味して

いるのかということになるが、それはⅡ章で考察された「実体」（「普遍者」）

としての「対象（Gegenstand）」のことであろう。「対象は変化せず、生

成消滅もしない」、「変化するのは諸対象の配置だけ」と言われたことを想

起せよ。そして「永遠の相のもとで見られたものは、全論理空間と共に見

られたものである」というのは、そのような「不滅な実体（対象）」を意

味する名前の配列としての要素命題、および命題の一般形式といった論理

的話題と関連があるのであろう。先に述べたように、対象と要素命題が与

えられ、命題の一般形式が与えられれば、可能的な命題の全てが与えられ、

可能的全命題の全組み合わせとしての「全論理空間」が与えられことにな

る。「あらゆるもの（Ding）は全論理的世界を、いわば全論理空間を条件

づける」と言われる所以である。そのような意味で、「全論理空間と共に

見られたもの（Ding）」が、「永遠の相のもとで見られたもの（Ding）」、

「芸術作品」と言われているのだ。そして「全論理的世界（全論理空間）」

を「限界づけられた全体として直観すること」が「永遠の相のもとでの世

界の直観」、「よい生と感じるということ」であり、そのような「限界づけ
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られた全体という世界の感情（感じ）が神秘的である」（TLP, 6. 45）と言

われているのである。

こう見てくると、日常言語の「言語批判」や「論理分析」を遂行して

「不滅の実体」や「命題の一般形式」に到達するという理論的考察（「認識

の生」）全体が、「永遠性」という地平に至るための準備作業という意味を

結果的に担うことになったのだとも言えよう。そのような知的作業の極み

において、苦悩する「生身の人間」が、束の間
．．．

形而上学的に高められて

「倫理的意志」へと変容したとき、「語りうるもの（ここでは時間・空間の

こと）の限界」を超え出て、「不滅な対象」と「全論理空間としての世界」

に絶対的意味での「美」と「善性（よさ）」を「感じとり」、「この世界の

苦難」を忘却するという線での構図がここに見出せる。その意味では、全

自然への意志の客体化という形而上学や、各々のイデアはその意志の客体

化の特殊な段階の表現であるとするような思想は彼には無いにしても、

ショーペンハウアーの体系において「美的考察の仕方」に与えられている

のと同じ意義が、ここでの「永遠性」の考察にも与えられていると言いう

ることは確かであろう(5)。

これに関してD. A. ワイナーは次のように述べている。

彼は［『意志と表象としての世界』の］第二巻への移行を退けたので、

ショーペンハウアーの美学の客観的側面を用いてはいない。ショーペン

ハウアーが「意志の客体化の諸段階」と定義しているプラトン的イデア

は、『草稿』にも『論考』にも現れてはいない。それにも関わらず彼は、

ショーペンハウアーの美的経験の主観的な側面としての永遠の意識につ

いての説に、大きな関心を持ち続けている(6)。

ワイナーの論点は、ウィトゲンシュタインがショーペンハウアーの美学

論の「美的経験の主観的な側面としての永遠の意識」という思想のみを摂

取したということである。しかし彼の体系にも、「不滅な実体としての対

象」、「全論理空間」という「プラトン的イデア」に相当するものは存在す
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るのである。だから彼流のやり方においてではあるにせよ、「ショーペン

ハウアーの美学の客観的側面」をも摂取しているという解釈も可能ではな

いだろうか。

次は、（ii）の「純粋な実在論」的考察の延長線上での論点である(7)。こ

こでの論点は特に、（A）の②から（B）の②への態度変更に関わる論点で

あるが、周知の次の一連の発言が考察されなければならない。

人間の魂が時間的に不死であること、したがって死後も魂が生き続け

るということは、全く保証されていないばかりではない。とりわけこの

仮定は、これによっていつも意図されている目的を全く果たさないので

ある。あるいは私が永遠に生き続けることによって、謎が解決されるで

あろうか。その場合には、この永遠の生［＝永世］が、我々の現在の生

と全く同様に、謎となるのではないだろうか。＊

時間と空間の中での生の謎の解決は、時間と空間の外にあるのである。

（解決されるべきものは、自然科学の問題ではないのだ。）（TLP, 6. 431. 

＊による段落分け、アンダーラインは引用者。）

しかし生が問題であるということをやめるというような具合に、つま

り時間の中にではなく、永遠性に生きるという具合に、人が生きること

は可能であろうか。…時間の中にではなく現在の中で生きる人だけが幸

福である。／というのも現在の生にとって、死は存在しないからである。

（NB, 1916年7月6日、7月8日。アンダーラインは引用者）

死は生における出来事ではない。人は死を体験しないのである。／も

し永遠性ということで、無限の時間的継続ではなく、無時間性というこ

とが理解されているのなら、現在に生きる人は永遠に生きるのであ

る。／我々の視野には限界がないのとまったく同様に、我々生にも終り

はない。（TLP, 6. 4311.  アンダーラインは引用者。）

ここでも「時間と空間の中」と「時間と空間の外」が対比されている。

「生が問題である」ように生きることとは、「日常的な考察の仕方」および
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「心身二元論的見方」に囚われて死を恐怖し、自らの魂が「時間の内部で」

「無限な時の継続」という意味で「死後も永遠に生き続けること（永生）」

を願望することである。「生が問題であるということをやめるというよう

な具合に」生きることとは、そのような見方から脱却して、「時間の外に」

生きること、つまり「無時間性という意味での現在即永遠性」の中に生き

ることであるとされている。私見によれば、この脈絡における「永遠性」

という概念と関連するのが「純粋な実在論」に他ならない。

1929年に彼が哲学に再復帰したとき、「厳格に貫徹された独我論即純粋

な実在論のテーゼ」を、ラッセルの用語を借りて(8)「現在の瞬間の独我論

（solipsism of the present moment）」（WL32-35, Part I（1932-33）, p. 25）

と呼びかえて、中期の思索を開始した。「現在の経験のみが実在性

（Realität）を持つという命題は独我論の最終的帰結を含むと思われる。あ

る意味ではその通りでもある」（PB, §54）。これは「現在の瞬間の経験」

即「実在」と見なす「急進的な現象主義」であると言ってもよい。

一方この「急進的な現象主義」と結びつけて唱えられた「検証原理」の

枠組みにおいて「本来の命題（完全検証命題）」と呼ばれたものは、『論考』

の「要素命題」が発展したものである。先に「要素命題」とは結局

“r1PT”、“b1PT”というようなものではないかと述べたが、それらには

「P」つまり場所（位置）と、「T」つまり時間という概念が含まれている。

それを裏付けるように『論考』には「時間、空間、そして色（有色性）、

これが対象の形式である」（TLP, 2. 0251）という発言があることは既に触

れた。しかしここで「色、音」等の概念のみならず、「時間」と「空間」

という概念が「対象」即「不変の形式」に組み入れられていることは、

「プラトニズム的言語論」および「現在の瞬間の独我論」の仮定と相容れ

ないのではないかという疑問を誘発する。実際のところ「本来の命題」と

呼ばれたものは、後述のように「無時間的所与」によって検証されると言

われているのである。

この点に関して注意すべき点は、“r1PT”、“b1PT”等の要素命題は、

「物理空間」ではなく、「視野の内部」を直交軸の座標体系を用いて記述す
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るものだとされていたことである。それらがもし物理空間内の出来事を記

述するのであれば、「P」と「T」は共に、「日常的な見方」や「日常言語」

における「空間」や「時間」という概念と同義だということになろう。だ

がここでの「P」は「視野内の斑点の色や形の位置」を表示するものなの

であるから、いわば「視覚空間」の内部における場所（位置）としての

「現象的場所（印象空間）」を表わしている概念である。だからもし「現在

の瞬間の独我論（現象主義）」を一貫させようとすれば、ここでの「T」

も「現象的時間（印象時間）」を表示すべきだということになる筈である

が、彼はどうも無反省に「T」が「日常的・物理的時間」を表示するもの

と見なしていたように思われる。しかしそのことは、現象の領域に「物理

的時間」を外挿していることであるから、現象主義が貫徹されていないと

いうことになる。このことは、『論考』および「論理形式について」にお

ける叙述の「破れ目」と見なされるべきではないだろうか。

1929年の後半には彼は、「本来の命題」においてはかかる意味での「現

象的時間」が表現されていなければならないということに明確に気づいた

ように思われる(9)。それを敢えて日常言語的表現を用いて表わそうとすれ

ば、「現在のこの瞬間（一瞬）における」とでも表現せざるをえないもの

である。けれども現象の領域には「過去―現在―未来」の日常的時間系列

は元来存在しないのだから、その表現は「文字通りには」無意味である筈

である。仮にその表現に何らかの意味を担わせようとすれば、「比喩的な

表現」としてのみ可能であろう。その辺の事情を彼は『哲学的考察』で次

のように述べている。

我々は物理的世界［＝日常的世界］での現在の出来事、過去の出来事、

未来の出来事について語ることはできるが、･･･［現象的世界では］現

在の表象［＝感覚的印象］、過去の表象、未来の表象について［文字通

りの意味で］語ることはできない。（PB, §49）

所与の世界が無時間的であるとすれば、どうしてそれについて語りう

るのだろうか。／生の流れ、あるいは世界の流れは、流れ続ける。そし
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て我々の命題は、いわば［比喩的な意味で］瞬間においてのみ検証され

る。／我々の命題は、［比喩的な意味で］現在によってのみ検証される

のである。（PB, §48. アンダーラインは引用者。）

ここでは明瞭に「完全検証命題」は、比喩的な意味で「現在の」「瞬間

の」所与、つまり「無時間的」所与によってのみ検証可能だと表現されて

いる。そしてこのようなことは、「独我論」を厳格に貫徹させると「純粋

な実在論」（＝「現在の瞬間の独我論」）に至ることが自覚されたときに、

インプリシットにせよ既に基本的に理解されていた筈なのである。そうで

なければ「永遠の現在」の思想がどこから出てくるのか皆目検討がつかな

いからである。

実を言えば戦場において死への恐怖からの脱却という実践的課題が抱か

れたとき、かかる「独我論」および「現在の瞬間の独我論」がある種の神

秘的な変容を被って、実存的な意義を担うことになったのではないか。そ

れは「私」を世界と身体から切り離し、さらにその「私」をも「現在の瞬

間の」所与（現象）に解消してしまうような立場だからである。そのとき

に到達された人生観こそ、「時間と空間の中での見方」を突き抜けて、「時

間（と空間）の外に」生きる、つまり「現在性即無時間性即永遠性」に生

きるという境地だったのだ。その意味で「死は生における出来事ではない。

人は死を体験しないのである」（TLP, 6. 4311）という表現は、「死は（比

喩的な意味で）『現在のこの瞬間の』生における出来事ではない。人は死

を『現在のこの瞬間において』体験しないのである」と解釈して初めて了

解可能なものとなる(10)。次の発言における「陰に隠れている真の世界」と

いう表現も、そのような含蓄を有する言葉なのであろう。

あらわな現在の表象（die blosse gegenwartige Vorstellung）は、全

く時間的な世界の取るに足りない束の間の像（die nichitige

momentane Bild in der ganzen zeitlichen Welt）としても、陰に隠れて

いる真の世界（die wahre Welt unter Schatten）としても、同様に把握
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可能である。（NB, 1916年10月8日）

ところが特に『草稿』において特徴的なのは、主知主義的な考察を媒介

とする上記のような「認識の転換」が、「神への信仰」「神への祈り」とい

うことに関連させてより宗教的・能動的に述べられている文章も存在する

ということである。主知主義的な考察を媒介する「認識の転換」が「神秘

主義的な救済」という意義をより積極的に担うためには、主体におけるあ

る種の「逆説的な変容（飛躍）」が必要だったと考えられる。主体におけ

るかかる「変容（飛躍）」を最終的に可能ならしめるものとして、「神への

信仰」ということが彼にとって大きな意義を担っていたのであろう。

生の意味、即ち世界の意味を、我々は神と呼ぶことができる。／そし

て父としての神という比喩を、このことと結びつけることができる。／

祈ることは、生の意味について考えることである。（NB, 1916年6月11

日）。

神を信じることは、世界の事実によって問題が片づく訳ではないこと

を看てとることである。／神を信じることは、生が意味あることを看て

とることである。（NB, 1916年7月8日）。

ここでの「神」とはよく指摘されるように、「生に意味を与える」トル

ストイ的・キリスト教的な神である。そのような意味での「神」こそ、

「悪しき生」を生きる心身二元論的主体に対して、「神は我々の行為を認め

賜わず」（LE）と迫ってくる存在である。そして日常的世界の「内側から

の」認識によって要請される「認識の転換」を、「汝…なすべし」という

絶対的な倫理的命法として「外側から」強制してくる筈のものである（cf.

TLP, 6. 422）。

世界は私に与えられている
．．．．．．．

。即ち私の意志〔＝倫理的意志〕は、完成

したもの（etwas Fertiges）としての世界に、全く外側から近づくので
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ある。／……幸福に生きるためには、私は世界と一致しなければならな

い、そしてこのことが「幸福である」ということを意味している
．．．．．．

。その

時私はいわば、自分がそれに依存していると思われるあの見知らぬ意志

〔＝神の意志〕と一致している。これが『私は神の意志を行う』と言わ

れることなのである。／…二つの神性がある。世界と私の独立する自我

である。（NB, 1916年7月8日）。

私は知っている。私の意志〔＝倫理的意志〕が世界にあまねく浸透し

ている（meine Wille durchdringt die Welt）ということを。（NB, 1916

年6月11日）。

神とは、全てがどのように成立しているか（wie  sich alles  verhält）

である。（NB, 1916年8月1日）。

これらのより神秘的な表現が彼にとって何を意味していたのかを過不足

なく理解することは、筆者には到底不可能である。いずれにせよここでは、

「神の信仰」「神への祈り」を介して、「形而上学的・宗教的に高められた」

「私の意志（＝倫理的意志）」が、「神の意志」と「完成したものとしての

世界（世界全体、全論理空間）」との合一を果たすという「神秘的体験」

（「形而上学的・宗教的回心」）が語られていることは確かであろう。『論考』

の「語りうるもの（時間・空間の世界）」と「語りえないもの」という枠

組からすれば、「永遠」、「神」、「生の意味」、「倫理的意志」、「美」、「よき

生」、「（形而上学的）幸福」、「世界全体」、「全論理空間」等はすべて「語

りえない」筈のものである。にも関わらず『草稿』のある箇所ではこのよ

うに彼は、私即神即全世界という「幸福な生」について情熱的に「語って

いる」のである。限界状況において、「内側からの」論理的・独我論的考

察と、「外側への」倫理的・形而上学的・宗教的要求が合体して、ある種

の「神秘的体験」を彼は実際に経験したのであろう。『草稿』には、先に

述べたような「主知主義・受動主義路線」での記述と今述べたような「神

の信仰」に関わる「神秘主義・能動主義路線」での記述とが入り乱れて、

時に同じ日付（NB, 1916年6月11日等）で並存しているのである。
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ところが『論考』では、「神」について「直接語る」という態度は影を

潜め、「主知主義的・受動主義的側面」が基調となっている。「可能な全て

の科学的問いが答えられたとしても、我々の生の問題は依然として触れら

れないままになっている、と我々は感じる」（TLP, 6. 52）、「表明しえぬも

のが存在する。それは自らを示す。それは神秘的なものである」（6. 521）

と彼は述べつつも、「神は世界〔＝時間・空間〕の中に姿を現さない」（6.

432 ）と明言し、「語りえないことについては、人は沈黙せねばならない」

(7)と『論考』を結んでいる。「神秘的なもの・倫理的なもの」に関しては

「内側からの暗示（示唆）」に留められなければならないというのが、『論

考』の教説上の立場である（実際は語り得ない筈のことについて、幾つか

語られているとしても）。ウィトゲンシュタインがフィッカーに明言した

ように、『論考』はある意味では確かに「論理の書」であるのみならず

「倫理の書」でもあると言えるだろう。しかしそれはあくまでもかかる

「内側から示される」という意味においてのみそうなのである。

1929年における哲学再復帰後彼は、『論考』の理論的テーゼの再吟味と

いうことから哲学を再開した。その際注目すべきことは、それらのテーマ

と表裏一体になっていた「神秘的なもの」に関わる主題は、前者から切り

離され、表向きは哲学探究の直接的課題とはされなくなっているというこ

とである。「語りうるもの」の境界を画定することによって「語りえぬも

の」、「倫理的・神秘的なもの」を「示す」という問題意識はそこでは消失

してしまっていると思う。このことは、彼が戦場から帰還し、生死の問題

が緊急の実存的課題ではなくなったことと関連があるのであろう。再復帰

直後しばらくは「完全分析」の理念と、「要素命題」の要請は残存してい

たが、中期哲学の展開とともに「不滅な実体」（「普遍者」）の思想も次第

に消失し、「永遠性」に関わる神秘感情といったものについての叙述は少

なくも文献上は認められなくなる。「純粋な実在論」の直接的展開として

の「現在の瞬間の独我論」もまた、「永遠の現在」の神秘感情から切り離

されて、「現象主義」（「検証主義」）それ自体として考察されることになる。

そのとき興味深いのは、再復帰直後の文献としての「倫理学講話」
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（1929）の内容とその論調である。そこでは「人生の究極の意味、絶対的

善、絶対的に価値あるものの探究」としての「（宗教的？）倫理学」の企

ては、「人間の精神に潜む傾向」を反映したもの、「個人的にはこの傾向に

深い敬意を払わざるをえない」ものである言われ、未だ深い尊敬の念を

もって処遇されている。だがそれにも関わらず、その企ては「世界（時

間・空間）を越えてゆくこと、有意味な言明を超えてゆくこと」であり、

「言語の限界に逆らって進むこと」である以上、「絶対的に無意味」であり、

「全く絶対に望みないこと」であると明言されているのである。

さらに興味を喚起するのは、そこでは、『草稿』の時期の自ら「神秘体

験」や「神秘感情」を回顧しながらと思われるが、「そのような体験や絶

対的価値（善）についいて語ろうとする誘惑に駆られる人びと（『草稿』

の時期の自分？）」の言わば心理分析と、それらの表現の「無意味さ」を

暴露するという治療的分析を具体的に遂行しているということである。そ

の内容についても既に論じたことがある(11)ので詳細は省略するが、次の二

点だけは再度強調しておきたい。

（ i ）これらの「経験」（「世界の存在に対して驚きの念を持つ」、あるい

は「世界（言語自体）を奇跡として見る」という経験、「絶対に安全であ

ると感じる経験」、「罪悪感を持つ、という経験」等）は、その経験者に

とってはある意味で「内在的で絶対的価値を持つ」ように思われ, 「絶対

的すなわち倫理的価値と重要さと我々が呼ぶような性質をそれに帰したく

なる。けれども「科学的見方」から考察する限り、単なる世界（時間・空

間）内の一事実、「その時、その場で起り、ある一定の時間続いた事実」、

単に「記述可能なもの」としてしか把握しえないのである、と彼が述べて

いる点。

（ii）すべての倫理的・宗教的表現（「神は世界を創造した」、「我々は神

の御手の中にあるとき安全だと感じる」、「神は我々の行為を認め賜わず」

等の表現）とは、「何らかの事実」の「直喩」や「諷喩」でなければなら

ない筈であるのに、それを述べようとしても、「そのような事実は存在し

ない」。「最初直喩と見えたもの」は「単なる無意味」であることが判明す
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る、と彼が指摘している点。

このように彼は、「限界の突破」という逆説が実際上成立不可能である

ということと、学問としての（絶対的価値・当為に関わる）「（宗教的）倫

理学」が成立不可能であることを強調しているのである。

筆者の見るところでは、「言語の限界の突破の企て」としての「（宗教的）

倫理学」という理解の仕方は、『草稿』、『論考』、そして哲学再復帰時の文

献においても基本的に変化はない。それに対する「尊敬心」も一貫して変

わらない。けれどもそれの実際上の成立可能性については、各々三つの時

期に微妙に変化してきていると言えるのではないかというのが筆者の率直

な印象である。

それではこの時期以降、特に言語ゲーム説を採った後期において、（絶

対的）倫理・宗教について彼はどのような見方を採るようになったのだろ

うか。日々の雑記を記録した『反哲学的断章』等を読むと、「苦しむ者・

悩む者にとって必要とされるものとしての宗教」というような一般論とし

て宗教の意義を認めようとする態度は残っているようではある(12)。しかし

それ以上は確たることは言えない。後期の枠組みにおける倫理・宗教の可

能性といった問題については、また別の立ち入った考察を必要とするだろ

う。

注

（ 1）Ludwig Wittgenstein, Briefe am Ludwig von Ficker（Salzburg 1968）, p. 35.

（ 2 ）以下188頁の下から7行目までの叙述は、拙稿「前期ウィトゲンシュタインに

おける「理論」と「実践」」（1）,（2）,（3）『帝京大学文学部紀要（教育学）』

第10（1985）, 12（1987）, 13 号（1988）、「ウィトゲンシュタインの意志論とそ

の意義」 『哲学思索と現実の世界』（創文社、1994）工藤喜作・齋藤博・澤

口昭聿・米澤克夫共編における叙述の一部と重なるところが多い。

（ 3）Cf. 拙稿「前期ウィトゲンシュタインにおける「理論」と「実践」」（3）を参照。

（ 4）Cf. 「･･･意志〔＝願望〕と世界との間には、このことを保証するような論理

的連関は存在しない･･･。そして物理的な連関が想定されるとしても、この連
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関を欲することはやはり不可能･･･である」（TLP, 3. 74）

（ 5）Cf. 「我々が精神によって高められ、…我々が自分の個体性、自分の意志を忘

れ、純粋な主観として、客観を映す透明な鏡として存続し続けるとしよう。

こうしてあたかも対象だけがこれを直観する人なしに現存するかのようにな

［る］…。…そのような者は、意志を持たず、苦しみを持たず、時間を持たな

い、純粋な認識主観である。…それはスピノザが「精神は、それが事物を永

遠の相のもとに捉える限りにおいて永遠である」（『エティカ』第五部・定理

三一備考）と書き記したときに、彼の胸中にあったことであった。」『意志と

表象としての世界』第三巻第三十四節『ショーペンハウアー全集3』（白水社）

24－25頁。訳文は引用者による。

（ 6）David Avraham Weiner, Genius and Talent－Schopenhauer’s Influence on

Wittgenstein’s Early Philosophy（London and Toronto：Associated

University Presses, 1992）, p. 103. 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）192頁。

（ 7）以下の叙述は、拙稿「ウィトゲンシユタインの独我論」『帝京大学文学部紀要

（教育学第27号）』（2002年2月）206頁の注（14）で、「『草稿』における「現

在（無時間性）の中で生きる人は永遠に生きる」「現在の中での生にとっては、

死は存在しない」（NB, 1916年7月8日）等の人生観的発言は、「独我論」、特

に「独我論」の「最終的形態」としての「現在の瞬間の独我論」の背景のも

とにおくと、筆者にはよく理解可能になる」と述べたことを敷衍したもので

ある。

（ 8）ラッセルはこの立場を「直接知の本性について」（1914）で次のように説明し

ていたのである。

「一見したところ、あたかも各瞬間の経験（the experience of each

moment）がその瞬間の知識のための牢獄であり、その限界が我々の現在の

世界の限界（the boundaries of our present world）でなければならないかの

ように見えるかもしれない。我々が今理解しているあらゆる語は、我々の現

在の経験の中に含まれる意味を持たなければならない。･･･独我論と古い経験
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論の諸原理は、厳格に適用されると、各瞬間の知識を、その瞬間の経験の狭

い領域の内部に切り詰めてしまうように見えるだろう。」（B. Russell,“On

the Nature of Acquaintance, ”in Logic and Knowledge, ed. by R. Marsh

（London, George Allen and Unwinn, 1956）, pp. 133-134. アンダーラインは引

用者。）

上記のアンダーラインの文の定式は、「我々」という語が使用されていると

はいえ、「私の言語の限界
．．．．．．．

が私の世界の限界を意味する」（TLP, 5. 6）という

『論考』の「独我論」の定式を極北まで推し進めたもの、つまり「独我論の最

終形態」としての「現在の瞬間の独我論」の表現であることは明らかであろう。

（ 9）「我々のすべての語り方は普通の物理的言語［＝日常言語］から取られている。

それは認識論や現象学では対象に歪んだ光を投じることなしには使用不可能

である」（PB, §57）という発言は、そのような自らの「現象学的言語」の構

想に対する自己批判ともとれる。

（10）この点に関するハッカーの解釈に若干触れておきたい。

彼は、「無時間性としての現在」という概念と結びつけたウィトゲンシュタ

インの死に関する発言がショーペンハウアーに起源を有するということを正

しく指摘している。しかもそれが「スコラ哲学者たちの言う『永遠の現在』」

と通底すると指摘している（P. M. S. Hacker, op. cit., p. 72（revised edition, p.

96）邦訳68頁）点でも彼は正しいと思われる。ただ筆者が特に強調したいの

は、ウィトゲンシュタインの場合は、繰り返しになるが、「現在の瞬間の独我

論」が神秘主義的な変容を被ってそのような思想と結びついたというもので

ある。

ハッカーの解釈でもう一つ傾聴に値するのは、「［ショーペンハウアーによ

る］スピノザの第三種の認識形式の芸術的直観への･･･注目すべき適用が、

ウィトゲンシュタインにも現われている」（ibid. p. 74（p. 98）, 邦訳69頁）と

指摘している点である。しかしここで理解できないのは、ウィトゲンシュタ

インがそのような芸術論を独我論と結びつけていると彼が述べている点であ

る（cf. ibid. p. 75（p. 98）, 邦訳69、70頁）。これでは『草稿』の「永遠の相の
．．．．．

もとに
．．．

対象を見る」ということに関わる一連の叙述（1916年10月7日）は独

― 205 ―

帝京大学文学部紀要教育学　第29号（2004年2月）



我論と関連があるということになってしまう。筆者の解釈からすると、ウィ

トゲンシュタインの芸術論は、イデアとしての「不滅な対象」という思想と

関連があるのであって、独我論の議論とは直接関係がない。ショーペンハウ

アーの芸術論も、彼の言う「理論的エゴイズム」（＝独我論）の議論とは全く

無関係であって、「プラトン的形相つまりイデアの下での観照」と関連づけら

れていたではないか。

（11）拙稿「前期ウィトゲンシュタインにおける「理論」と「実践」」（ 3）を参照。

（12）Cf. 「キリスト教という宗教は、限りない助けを必要とする者のためにのみ存

在している。したがって、限りない苦難を感じている者のためにだけ存在し

ているのだ。（1944）」「実際の生活が、神への信仰を教えることができる。ま

た神への信仰を引き起こすのは経験
．．
（Erfahrung）である。だが「神の存在」

を我々に示すものは、観察やその他の感覚的な経験ではなく、例えば様々な

苦しみなのだ。…いろいろな経験、いろいろな考え――実際の生活が、我々

に神を押しつけるのである。（1950）」Culture and Value, (ed.) by G. H. Von

Wright in collaboration with Heikki Nyman, translated by Peter Winch

(University of Chicago Press, 1984), p.46, p.86.  丘沢静也訳『反哲学的断章』

（青土社、1999年）132 , 230頁。訳文は引用者による。

＊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。

NB Notebooks, 1914 －1916（2nd edition）, ed. by G. H. von Wright and G.

E. M. Anscombe（Oxford, 1979）.

TLP Tractatus Logico-Philosophicus（London 1961）.

RLF “Some Remarks on Logical Forms, ”reprinted in Essays on

Wittgenstein’s Tractatus, ed. by Irving M. Copi and Robert W .

Beard（London  1966）, pp. 31-37. 

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

PG Philosophische Grammatik（Oxford 1964）.

NFL “Wittgenstein’s Note for Lectures on ‘Private Experience’and

‘Sense Data’, ”ed. by Rush Rhees, Philosophical Review , LXXVII

（1968）, pp. 271-320. 

BB Blue and Brown Books（Oxford 1958）.

PU Philosophische Untersuchungen（Oxford 1953）.

＊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「『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）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。各訳者諸氏に感

謝したい。尚、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。
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