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今年の春に、村上友一さんとの共訳で、フランスの哲学者ジャック・ブーヴレスが書い
たウィトゲンシュタイン研究書、『規則の力　ウィトゲンシュタインと必然性の発明』*1 と
いう本の翻訳を、法政大学出版局から出版しました。その翻訳をネタにして講演をしてく
れないかという依頼がありまして、お引き受けしたのですが、さて、どうしたものか。
いろいろ考えたあげく、とりあえずは、ブーヴレスがウィトゲンシュタインの講義録、
とくに「黄色本」をどのように扱っているか、というところから話を始めようということ
になりました。「黄色本」というのは、『青色本』の口述がおこなわれていたのと同時期、
さらにはそれより以前の時期のウィトゲンシュタインによる講義および非公式の討論を記
録したノートで、直示的定義、言語をゲームになぞらえること、意志と心の状態、他人の
痛みなど、後期のウィトゲンシュタインをとらえていく問題群が次々と検討されていく、
荒削りではありますけれども、興味深いテキストで、『哲学探究』の最初期のデモバージョ
ンとでも言いうるものです。ところが、そこでその「黄色本」が収録されている講義録に
言及してある箇所を索引で調べようとして驚いたわけです。
ブーヴレスの原書には索引が付いていませんで、これは翻訳にあたって作成したもの
です。そもそもそのことを翻訳書のどこかに書いておかなければいけなかったのですが、
うっかり失念してしまいました。それはまずもって失敗したところです。
それはそれとして、何に驚いたかというと、索引でアリス・アンブローズが編集した講
義録『ウィトゲンシュタインの講義　ケンブリッジ　 1932–1935年』*2―日本語訳につ
いてご紹介しておけば、野矢茂樹さんが翻訳して 1991年に勁草書房から出版され、昨年
2013年に講談社学術文庫版で再刊されているのですが―への参照箇所を調べようとし
たら、巻末の「ウィトゲンシュタイン文献索引」には、４箇所しか挙がっていないのです
ね、これが。

*1 Jacque Bouveresse, La Force de la Règle: Wittgenstein et l’invention de la nécessité, 1987,

Les Éditions de Minuit.
*2 Alice Ambrose (ed.), Wittgenstein’s Lectures: Cambridge, 1932–35, 1979, 1989, The University

of Chicago.
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そんなはずはないと、自分で検索してみました。これは読み上げてもしかたがないかも
しれませんが、いちおう読み上げておきますと、36頁、37頁、38頁、87頁、131頁、175

頁から 176 頁にかけて、190 頁、196 頁から 197 頁にかけて、199 頁から 200 頁にかけ
て、200頁から 201頁にかけて、202頁、207頁から 208頁にかけて、208頁、231頁（こ
のページでは２箇所が引かれています）、236頁（ここでも２箇所）、237頁と、18回にわ
たってこの講義録への参照があります。じつは 38頁での指示は、村上さんが訳者注とし
て入れたもので、ブーヴレス自身によるものではありません。しかし、それを別にしても
17回参照しているわけで、索引に４箇所しか出ていないというのはどうにもいけません。
実情を説明させていただきますと、索引の作成作業はかなりタイトな日程でおこなわれ
ました。昔ふうに言うと「急に輪転機が空いた」とか、そういうことだったのでしょうか。
この日までに作業を終えたい、という日付がかなり間際になって提示されました。それで
も事項索引については、二人の訳者でそれなりにチェックを入れたのですが、「文献索引」
の作成は機械的な作業でもあろうということで、ほぼ編集者任せになってしまったという
のが正直なところです。しかし、結果がこれではまったくダメだったと言ってかまわない
と思います。そこで本日の最初の結論は、「索引を編集者に任せてはいけない」というこ
とです。
これはかなり重要な教訓なので、それで終わってしまってもよいのかもしれませんが、
さすがに時間が余りすぎると思いますので、索引を調べてがっかりしたところから気を
取り直して、本の内容に戻りたいと思います。たいして長くもない本のなかで 17回にわ
たって引用・参照しているのですから、ブーヴレスは『規則の力』を書くにあたって、こ
のアンブローズが編集した講義録を縦横に活用していると言ってよいかと思います。な
かでも「黄色本」の使い方には興味深いところがあります。きょうは、まず、ブーヴレ
スがいわゆる「意味体 (Bedeutungskörper)」についての議論を、この講義録での「仮説
(hypothesis)」についての議論と結びつける手際からはじめて、続いて少しブーヴレスの
論述から離れて、「黄色本」での「仮説」と「文法」との対比について、ウィトゲンシュ
タインのテキストを読みながら考え、最後に『規則の力』終盤で、仮説と文法との対比か
ら、哲学とはどのような活動であるとウィトゲンシュタインが考えていたのかという問題
を説いていくところを見ていきたいと思います。

2

『規則の力』第２章の冒頭で、ブーヴレスは「黄色本」から次の部分を引用しています。

次のアナロジーを考えてみよ。彩色された一つの面をもった立方体（ないしピラ
ミッド）におけるその見えない背後の部分と、語におけるその背後にある意味。こ
の彩色された面が置かれうる位置は、背後の立体の置かれている位置に依存してい
る。そこでわれわれは、彩色された面の背後に立方体があると分かっているなら
ば、さらにその面を他の面と関係づける規則をも知ることができる、と考えてしま
うだろう。だが、それは誤っている。立方体の幾何学は、その立方体を見ることか
ら導かれるものではない。［一つの立方体を立方体として］把握する行為からは、
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規則は導かれてこないのである。*3

「黄色本」では「意味体」ということばは使われていません。しかし、ブーヴレスは、こ
れを『哲学的文法』の次の箇所と関連づけることによって、よく知られた「意味体」の問
題についてここで講義されていることを示します。先ほどの引用があるページの次のペー
ジで（引用はせずに）参照しているくだりです。

次のような比喩があてはまりそうに思われる。すなわち、「である」という語は、
それぞれ違った場合には違った意味体を背後にもっている。そしてどちらの場合に
もその語は、いうなれば四角の平面なのだが、一方の場合にはそれが角柱の底面で
あり、他方では角錐の底面である、といった比喩である。
そこで次の場合を考えてみよう。完全に透明で、一面だけが赤く色づけされたガ
ラスの立方体が、いくつかあるとする。われわれがこれらの立方体を空間内でいろ
いろに組合せる場合、赤い正方形の配置は、ガラス体の形に制約されて、あるき
まった仕方のものだけがなりたちうる。その際、赤い正方形が配置される可能性を
規定する規則を、立方体のことには言及せずに表現することもできよう。しかしそ
の規則には、やはり立方形の本質が含まれているであろう。といっても、そこに含
まれているのは、もちろん、赤い正方形の背後にガラス製の立方体が存在するとい
うことなのではなく、立方体の幾何学が含まれているのである。
ところで、われわれがそうした立方体を・見・れ・ば、それでもってすでに可能的な組
み合わせの諸法則が、つまり立方体の幾何学があたえられるのか。私は立方体の幾
何学を立方体から読み取ることができるか。*4

かなり細かいことですが、いちおう触れておくと、野矢さんの訳では「立方体（ないし
ピラミッド）」と「ピラミッド」のほうに丸括弧がついています。しかし、英文テキスト
を見ていただけば分かりますように、原文にはこれはありません。翻訳にあたってわざわ
ざ括弧を付け加えたわけで、訳者の意図を忖度すれば、立方体のことだけ考えれば、以下
の議論の意味は分かるだろうと、「ピラミッド」のほうは無視して読んでもかまわないと
いうサジェスチョンを読者に与えたのだと思われます。じっさい、立方体だけ頭に浮かべ
て読んでも意味は通りますので、けっして間違いではありません。
しかし、ここで参照されている『哲学的文法』のテキストと突き合わせると、これは必
ずしも最良の選択ではないように思えます。底面だけ見たのでは、それはどんな立体なの
か分からない。しかし、裏へ回り込んで見たならば、じつは角柱だったと分かったり、角
錐だったと分かったりする、というわけです。想像をたくましくすれば、ウィトゲンシュ
タインが教室で黒板に２つの正方形を描き、「さあ、反対側から見てみよう」と、それぞ
れの隣に立方体とピラミッドの絵を描き添える場面を思い浮かべることさえできるのでは
ないでしょうか。どうもここは、とりあえず「立方体かピラミッドか」という設定で読む

*3 『規則の力』、邦訳 36頁、原書 30頁。『ウィトゲンシュタインの講義』、邦訳 92頁（文庫版 143頁）、原
書 50頁。

*4 山本信訳『哲学的文法　１』（ウィトゲンシュタイン全集第３巻）、1975 年、大修館書店、62–63 頁。
Rush Rhees (ed.), Ludwig Wittgenstein, Philosophical Grammar, 1974, 1978, University of

California Press, p.54.
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ほうがよりよいように感じられます。『規則の力』の翻訳では、ここには野矢さんの訳文
をそのまま使わせていただいたのですが、この丸括弧は消しておくべきだったと、いまで
は考えております。
語の意味について、立体の隠された部分であるかのようにイメージすること。そのよう
な表象を、ウィトゲンシュタインは「意味体 (Bedeutungskörper)」と呼び、執拗に批判
していきます。「黄色本」では、この「意味体」という用語は使われていないのですが、そ
の代わりに活躍するのが「仮説」ということばです。

3

「仮説 (hypothesis, Hypothese)」という語は、『哲学探究』では影が薄くなりますけれ
ども、『ビッグ・タイプスクリプト』（ならびに『哲学的文法』）の時期のウィトゲンシュ
タインにおいては、かなり重要な役割を果たしていると考えられます。じっさい、『ビッ
グ・タイプスクリプト』の第 32章には、「仮説の本性」という表題が与えられています。
いま問題にしている「黄色本」での際立った特徴は、この「仮説」という語を、明確に、

「文法」という語の対義語として使っていることです。「仮説」と「文法」の対比を明らか
にするために、これはウィトゲンシュタインの例でも、ブーヴレスが示している例でもな
いのですけれども、“This is a pen” という命題が、仮説的命題である場合と文法的命題
である場合とを比較してみたいと思います。
次のようなゲームをしていると想像してください。なかに何がはいっているのか見えな
い箱があります。箱には穴が開いているのですけれども、布で作った筒のようなものがつ
ないであって、箱の中は簡単にはのぞけないようになっています。この筒に腕を通して箱
のなかに手を入れて、箱に何がはいっているのかを当てるゲームをするのです。何かつる
つるした硬い感触がある。細長い。尖ったところがあるなあ。あ。“This is a pen.” と、
こうなります。
もう一方の場合はこうです。かわいらしい子どもに―べつにかわいらしくなくてもよ
いのですが、とにかく子どもに―「ペンってなあに？」ときかれたと想像してください。
あなたは机の上に散らばったいろいろな文房具のなかからペンを拾い上げます。そして、
そのペンを子どもに示して、こう言います。“This is a pen.”

第一の場合の “This is a pen” が仮説的な命題です。第二の場合の “This is a pen” は
文法的な命題です。この単純な事例では、２つのあいだの対比はかなりの程度に明瞭だろ
うと思います。“This is a pen” の第一の場合が、先ほどの立方体とピラミッドの例と類
比的であるのも明らかでしょう。図形の見えていない部分について、それがどうなってい
るのかを調べる。隠されたものについて、それがペンだと発見する。
一方、「文法的命題」という用語については、それが通常文法的と考えられる語彙によっ
て通常文法的と考えられることがらを語る命題のことを言うのでは全然ないということを
見てとっていただきたいと思います。「名詞」とか「動詞」とかいったことばを使ってい
るとか、あるいはじっさいには使っていないにしても、そうしたことばを使って語られる
ようなことを語ろうとする命題のことを指すのではないのです。じっさい、「黄色本」の
ウィトゲンシュタインは、文法的探究としての幾何学は、その言語の一部に、黒板に書か
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れるような不正確な図形を含むのだと述べています*5。
この区別をすることの射程は、はたしてどこまでなのか、それを見積もることが、ブー
ヴレスの議論を追っていくさいに大切になると思います。というのも、ウィトゲンシュタ
インの数学の哲学とは、つまるところ、数学の命題は、どんなに第一の “This is a pen”

に似ている命題に見えようとも、ほんとうは第二の “This is a pen” と似た命題なのだ、
ということを確立しようとする努力にほかならない、というのが、ブーヴレスがこの本で
主張しようとしていることであると考えられるからです。
「仮説」と「文法」のもっと微妙な対比がなされる場合を見るために、少し長くなります
が、「黄色本」から引用します。ここの野矢さんの訳は、先ほどの「ピラミッド」のケー
スとは違い、はっきりと誤訳と言ってよいと思います。

ひ と さ ま

他人様の仕事、それも（昨年再刊
したとはいえ）ずいぶんと昔になさった翻訳について揚げ足を取るようで、いささか気が
引けます。この講義録の野矢さんの翻訳は、全体としてとても読みやすく、優れたお仕事
だと思いますし、『規則の力』を訳するにあたっても、たいへん役に立ったということは
申し添えておきたいです。ここで示したいのは、「黄色本」の議論が「仮説」と「文法」と
の対比に多くを負っていること、そしてそれは、野矢さんが混乱するほどには微妙な論点
をめぐっても、やはりそうなっているという、そのことでしかありません。

どのような場合に君は、自分が考えながら読んでいると言うのか。イメージを
もっているとき、あるいはイメージの有無とは別に、読んだものをあとで書けると
きであるかもしれない。「読んでいる文を理解している」とは、さまざまなことで
あるだろう。それは、ある色あいの赤を写せと言われたときに、気持ちを集中した
り、思い出したり、あるいは当の色の紙片を見たり［等のさまざまなことを］する
のと同様である。読んだものを覚えるときには、心の内に記録するといった［心的］
行為を行なっていると考えられているが、記憶という個人的経験をそのような仮説
的行為と混同してはならない。思考、願望、等について考えるときに生じる問題に
関しても、その問題の主たる源の一つとして、われわれがもっているそのような傾
向―すなわち、例えば「彼はしばしば手紙を書く」における「書く」という語に
はそれに対応する身体的な活動があるが、それと比較しうるような意味において、
願望や思考の表現に現われる「望む」とか「考える」という語にも、それに対応す
る一つの過程を見出そうとする傾向―が存する。だがわれわれが願望と呼ぶもの
は、けっしてすべての願望の事例に隠された一つの・活・動ではない。それは書くこと
や話すことのような一つの過程ではなく、願望の場合には「彼は……を書く」とい
う文に対しては生じないような問いが生じてくるのである。例えば、スミスがやっ
てくることを望むということは何なのだろうか。人は一定の時間中ずっと望んでい
られるだろうか。―これと同様の曖昧さは、「意志」という語にも見出される。
「確かにそれが君の望んでいるものなのか」と問うことがナンセンスであるよう
な場合もあろうが、他方、「望む」という語には「確かにそうか？」と問うことが
意味をもつような、・仮・説・的・な使い方もある。そこで、自分が［それを］望んでいる

*5 『ウィトゲンシュタインの講義』、邦訳 93–94頁（文庫版 144–145頁）、原書 51頁。
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のかどうか確かでないような場合に、そのことをはっきりさせる一つの方法は、い
かなる種類のことが「私はそれを望んでいなかった」を・確・か・な・も・の・と・す・るのか、と
問うてみることだろう。コインを投げて、自分が何を望んでいたのかを決定しても
かまわないし、あるいはまた、りんごが飢えを満たしてくれることを過去の経験が
諸君に教えてくれたということであってもよいだろう。［いずれにせよ、何か］そ
うした方法によって、自分がかくかくのことを望んでいるという仮説が正しいかど
うかを見出すのである。言うまでもないことだが、願望には、一つの特定の感覚を
もつようなものもあれば、いくつかの感覚が一緒になっているようなものもあり、
あるいはまた、何も特定の感覚をもたないようなものもあるだろう。願望に伴う感
覚は極めて曖昧で粗っぽいものであり、これと特定できるようなものではない。た
とえ特定できたとしても、それはいくつもの感覚が絡みあったものであるだろう。
（梨を欲しいときとりんごを欲しいときとで、諸君は同じ感覚をもつのだろうか？）
確かに、「私はいま水が欲しい」はそれに対応する渇きの感覚をもつ人によって言
われもしよう。だが、「私はあとで水が欲しくなるだろう」という言葉には、おそ
らくそのようなそれに対応する感覚などないであろうし、たとえあるとしても、そ
れを記述するのは困難だろう。
「望む」という語の使用についてここで言われたことは、「意味する」や「解釈す
る」に対してもあてはまる。すなわち、それらにもまたいかなる特定の感覚も伴っ
ていないのである。そしてまた、文を理解することも、必ずしもイメージを思いう
かべながら文に従うといった類のことである必要はない。確かに、ときにはそのよ
うな過程が、話されたり書かれたりした文に伴うこともあろうし、またときには、
言葉に言い表わせないような得体の知れない感覚が伴うこともあろう。だが、いつ
もそうだというわけではない。というのも、ときに思考の表現こそがその思考にほ
かならないからである。例えば、ある場合には、「私はスミス氏に期待する」とい
う文こそがまさしくその期待・そ・の・も・のなのである。［それに対して］特定のことを
望むことが一定の過程であるような場合には、人はその過程に目を向け、何が望ま
れているのかを見ることができる。その場合には、「確かに・そ・れが君の望むものな
のか」といった問はありえないだろう。*6

第２段落冒頭部にある「確かにそれが君の望んでいるものなのか」という問いがナンセ
ンスである場合と意味がある場合との区別というのが、ここでの焦点です。「望む」とい
う語について、「確かにそうか？」と問うことが意味をもつような使い方を仮説的な使い
方だと言っているのですから、仮説的な使い方というのは、ここで「確かにそれが君の望
んでいるものなのか」と問うのが意味をもつ場合だとされているほうに対応するはずで
す。反対に、「確かにそれが君の望んでいるものなのか」という問いがナンセンスである
場合のほうは、「望む」という語の文法的な使い方に対応することになりましょう。
さて、「仮説的」ということばは第１段落でも使われています。記憶を心の内に記録す
るというような、仮説的行為と混同してはならないというのです。そして、思考や願望に

*6 『ウィトゲンシュタインの講義』、邦訳 95–98頁（文庫版 147–149頁）、原書 52–53頁。
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ついても、同様の混同が起こりがちだと指摘します。どういう混同かといえば、「書く」と
いう語にある身体的活動が対応するように、「望む」や「考える」という語にもそれらに
対応する一つの過程があるかのように考えてしまう混同です。ということは、「望む」と
いう語に対応するような心的行為・過程を想定するのは、次の段落で言われる「望む」の
仮説的な使用と結びつけられてしかるべきものだということになります。
もしかすると、第１段落での「仮説的」ということばは「文法的」と対比される意味で
の「仮説的」ではなく、もっと一般的な意味で使っているのだと言い逃れようとする人が
いるかもしれません。しかし、それはかなり難しいでしょう。というのも、「『望む』とい
う語に対応する一つの過程」というのが、「すべての願望の事例に隠された一つの活動」と
も言い換えられているからです。ここの「隠された」をウィトゲンシュタイン的な意味あ
いから切り離して読むのは無理でしょう。つまり、先に見た、立体の隠された部分を探索
するごとき描像と、ここでの「望む」という語に隠された過程や活動を発見しようとする
ごとき描像とは、重ね合わせて理解するしかないように思われます。
そういうわけで、望むことを一つの過程として理解するのは、「望む」という語の仮説
的な使い方に対応し、「望む」という語を仮説的に使うときには、「確かにそれが君の望ん
でいるものなのか」という問いは意味をもつはずです。ところが、第３段落の末尾を見れ
ば、それとは逆のことが書いてあります。特定のことを望むことが一定の過程である場合
には、「確かにそれが君の望んでいるものなのか」という問いは、ありえない問いだとい
うのですから。つまり、これでは意味が通らないことになります。
落ち着いて読み直せば、いまのような矛盾する主張が引き出されるのは、引用の最後の
２文の前に「それに対して」という訳者による補いがはいっていることによるのだと気づ
きます。その直前にある、思考の表現が思考そのものである場合と、末尾２文での望みが
一定の過程である場合というのが、訳者によるこの補足によって、反対のことを示す事例
として読まざるをえなくなってしまっています。そして、思考の表現が思考そのものであ
る場合と反対の場合というのは、思考の表現とは別の過程として心的な活動を想定するよ
うな場合、「すべての願望の事例に隠された一つの活動」を探し出そうとするような場合
でしょう。だとすれば、「望む」という語について隠された活動を探し出そうとする問い
は、ありうるとも言われ、ありえないとも言われていることになります。
この「それに対して」を削ってしまえば、問題は生じません。「私はスミス氏に期待す
る」という文がまさに期待であるときのように、「望む」という語を含む文がまさに願望
であるようなこともある。その場合―もはや隠されたものを発見する必要がない場合で
すが―には、その文に目を向け、何が望みかを見てとることができるので、「確かにそ
れが君の望んでいるものなのか」のような問いは、ありえない問いになる。そう述べてい
るだけです。（願望の表現が願望そのものである場合というのが、仮説的な場合のうちの
例外的な場合なのか、もはや文法的な場合になるのかは、よくわからないのですが。）
訳者の野矢さんが末尾２文がその直前と反対のことを述べているのだと考えたのは、お
そらく、「過程」ということばを、わたしたちが目にすることのできない心的な過程や隠
された活動を指し示すのに限定されて使われているように誤解したためではないかと思わ
れます。たしかにそのような使い方のほうが前面に出てはいます。しかし、第１段落の最
後のほうには、「書くことや話すことのような一つの過程ではなく」という表現が使われ
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ていますし、先ほど見たように、「過程」と「活動」は置き換え可能なことばとして使わ
れているらしいのに、「『書く』という語にはそれに対応する身体的な活動がある」とも述
べられているのですから、この末尾に登場する「過程」とは、そのような隠されていない
過程のことだと解することに、無理があるとは思われません。
テキストの細かい検討に時間を使いすぎたかもしれません。お話ししたかったのは、

「黄色本」のウィトゲンシュタインが「仮説」という概念をいわば酷使して、多岐にわた
る、しかも微妙な話題に向きあおうとしていたということです。「文法的」の対義語が駆
使されるこの講義録を見ていくことで、ウィトゲンシュタインが「文法的」という概念を
鍛え上げていくために、どうしてあのようにさまざまなことがらについて議論を繰り返さ
なければならないと考えたのか、そのあらましを一望することができるように思われま
す。数学的命題は文法的であるというウィトゲンシュタインの主張を吟味するにあたっ
て、ブーヴレスは「黄色本」のそうした特徴に注目したのではないでしょうか。

4

最初に見ましたように、アンブローズの講義録はその後もたびたび参照されています。
そのなかでも「黄色本」を再び取り上げるのは、『規則の力』の大詰め最後の３章のうち、
結論部を除く第 10章と第 11章ということになります。『規則の力』が終盤にさしかかっ
ているのに対応するかのように、参照される箇所も「黄色本」の終盤部になっています。
これは、『規則の力』がウィトゲンシュタインの数学の哲学を主題とする研究書であって、
「黄色本」は後半に数学についての議論が多くなっているという事情によるのだと思われ
るかもしれません。しかし、実際に引用されている箇所を見てみると、それとは少し力点
が違うように感じられます。仮説と文法との対比が、ウィトゲンシュタインの哲学観と結
びつけて論じられているのです。
第 10 章では、「数学は還元されえない。ただ新しい数学をつくりうるだけだ*7」とい
う、ブーヴレスのいわゆる「決め台詞 (formule lapidaire)」が引かれています。しかし、
「仮説」に注目するという、きょうの趣旨からすると、やはり 11章での引用が重要かと思
われます。ここでは、個別の言明について、それが仮説なのか文法規則なのかを決着する
ことの難しさが指摘されています。

一方で「真」や「偽」といった語を用い、他方で「実際的」や「非実際的」といっ
た語を用いることによって、仮説と文法規則との区別をつけることができる。われ
われは命題に対しては実際的であるとか非実際的であるとか言いはしない。「実際
的」や「非実際的」という言葉は規則を特徴づけるものなのであり、規則は真で
あったり偽であったりするものではない。だが、いまわれわれは仮説に対してこの
二組の語を両方とも用いている。ある仮説を誤りであると言う人もいれば（他のこ
とがらに修正を加えたくない場合）、それを実際的でないと言う人もいる（他のこ

*7 『規則の力』、邦訳 196–197頁、原書 143頁。『ウィトゲンシュタインの講義』、邦訳 129–130頁（文庫
版 184頁）、原書 71頁。
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とがらが修正できると認めた場合）。*8

このあたりは、「文法」の対義語として「仮説」をえらぶことの妙味というか、微妙さと
いうか、それを感じるかもしれないところです。「真」だとして受け容れられ、「偽」だと
して拒否されるのが仮説で、「実際的」だとして受け容れられ、「非実際的」だとして拒否
されるのが文法的な命題―より正確には文法規則―だというのが、すっきりした説明
になるはずです。しかし、実際にはわたしたちは、仮説について、「真」であるとか「偽」
であるとかとも言うし、「実際的」であるとか「非実際的である」とかとも言うのです。こ
れはたとえば、科学の観測や実験の場面で生じることです。

ある仮説に従えば楕円を描くとされているある惑星が、実際にはそうではなかった
としてみよう。われわれはそのとき、その惑星に作用している未発見の別の惑星が
あるに違いない、と言うだろう。だが、われわれの軌道の法則が正しいのであり、
ただそれに作用している惑星が見つかっていないだけなのだと言うか、あるいはわ
れわれの軌道の法則の方が間違っていると言うかは、任意である。ここにわれわれ
は仮説と文法規則との間の移行を見出だす。*9

仮説というのは、観察や実験のテストにかけられて、否定的な結果が出たなら撤回され
るというのが、おそらく建前のはずなのですが、実際にはそうならない場合も多い。むし
ろ、仮説が正しいはずなのに、否定的な結果が出てきたのはなぜなのか、というふうに考
えを進めることも多いわけです。たとえば、未知の惑星が存在して、そのために観測結果
が予測どおりにならなかったのだ、というぐあいに考える。
これは、科学哲学でいう「決定実験の問題」です。観測や実験で予想と違う結果が出て
きたときに、何が否定されることになるかは、まさに何を規則と考えているかに相対的に
しか決まらない。これを言語哲学や認識論に一般的に拡張したのがクワインの全体論の哲
学ということになります。ブーヴレスは、クワインとウィトゲンシュタインが問題を共有
していることには注意を払っていますが、両者の考え方の違いをとても強調しています。
第４章では、ヘンリー・ステーテンの『ウィトゲンシュタインとデリダ』をやり玉に挙げ
て、デリダ主義者が先行者を捜せるとすれば、それはウィトゲンシュタインではなくてク
ワインだろうと―クワインにとってはおそらくたいへんに心外であろうと想像されるこ
とを―述べているほどです*10。
ステーテンは、ウィトゲンシュタインが必然性と偶然性の二分法を脱構築する先覚者だ
というようなことを主張しているのですが、ブーヴレスに言わせれば、そんな馬鹿なこと
はない。クワインと同様に仮説と文法規則とのあいだの区別の確定しがたさを十全に吟味
しつつ、それでもなお両者の区別の決定的な重大さを指摘し続けたのがウィトゲンシュタ
インである、というのがブーヴレスの認定です。ブーヴレスはさらに「黄色本」を引きな
がら、偽であるとして命題を拒否することと、役に立たないからと規則を棄てることとを

*8『規則の力』、邦訳 199–200頁、原書 145頁。『ウィトゲンシュタインの講義』、邦訳 128頁（文庫版 183

頁）、原書 70頁。
*9 『規則の力』、邦訳 200–201頁、原書 146頁。『ウィトゲンシュタインの講義』、邦訳 127–128頁（文庫
版 182頁）、原書 70頁。

*10 『規則の力』、邦訳 71頁、原書 55頁。
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峻別することは、哲学とは何かということについてのウィトゲンシュタインの思考に直結
すると示唆しています。

ある形式のシンボル体系を拒否するとき、われわれはそれをあたかも、ある命題
が偽として拒否されたかのように見てしまいがちになる、これこそわれわれが避け
ようとしている誤謬にほかならない。ある測定単位の拒否を、あたかもそれが「そ
の椅子は２というより３フィートの高さだ」といった命題の拒否であるかのように
扱うのは間違っている。この混同は哲学のいたるところに見出だされる。哲学の問
題を表現の問題としてではなく、世界の事実に関わるような問題であるかのごとく
考えることも、これと同じ混同なのである。*11

文法的言明と仮説との区別を見失うことによって、哲学が世界の事実に関わると誤認す
る、というのがウィトゲンシュタインの診断だとブーヴレスは考えています。対象の本性
をアプリオリに確定するものとしての文法的言明の地位を確保するということは、哲学の
問題を、正しく言語表現の問題として捉えることにつながるというのです。しかし、この
ことを盾にとって、哲学の対象が言語表現でしかないと思い込むのは、ルターが神では
なく「神」という語にしか関心がなかったと信じるようなものだと、ブーヴレスは、最終
章「結論」で、またしてもアンブローズの講義録を（「黄色本」ではありませんが）引用し
ます。

ルターは、神学とは「神」という語の文法であると言っている。わたしはそれを、
「神」という語の探求は文法的探求である、という意味に解する。たとえば、人び
とは神が何本の手をもっているのかと論じるかもしれず、そしてまた、神の手につ
いては語りえないのだと主張してその議論に加わる人もいるかもしれない。こうし
た議論は「神」という語の使用に光を投じるだろう。*12

ブーヴレスは、このくだりを、『哲学探究』373節での「文法としての神学」というテー
ゼへの注釈として扱っています。神学の対象が「神」という語であって、神でないなどと
いうことがありえないように、哲学の対象が言語表現でしかないなどということはありえ
ない。しかし、神学が神を発見しようという学でないのと同様に、哲学は、文法の向こう
側に何か偉大な真理を発見する活動でもありません。そのようなものを求めるのは、正方
形の底面の向こうに立体を発見しようと試みる「仮説」的探究だからです。この講義録を
手掛かりに、ブーヴレスがウィトゲンシュタインに帰するのは、そのような見解であると
思われます。

*11『規則の力』、邦訳 202頁、原書 147頁。『ウィトゲンシュタインの講義』、邦訳 127頁（文庫版 181–182

頁）、原書 69頁。
*12 『規則の力』、邦訳 237頁、原書 172頁。『ウィトゲンシュタインの講義』、邦訳 61頁（文庫版 108頁）、
原書 32頁。
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Alice Ambrose (ed.), WITTGENSTEIN’S LECTURES: CAMBRIDGE, 1932–35, University

of Chicago, p.50.

Consider the following analogy: between a cube or pyramid with one painted sur-

face, behind which is an invisible body, and a word and the meaning behind it. Any

position in which this surface could be placed will depend on the position of the solid

body back of it. We are tempted to think that if we know a cube is back of the

painted surface we can know the rules for arranging the surface with other surfaces.

But this is not true. One cannot deduce the geometry of the cube from looking at

the cube. Rules do not follow from an act of comprehension.

野矢茂樹訳『ウィトゲンシュタインの講義　ケンブリッジ　 1932–1935』、講談社学術文
庫版文庫版 143頁（勁草書房版 92頁）。
次のアナロジーを考えてみよ。彩色された一つの面をもった立方体（ないしピラミッ
ド）におけるその見えない背後の部分と、語におけるその背後にある意味。この彩色され
た面が置かれうる位置は、背後の立体の置かれている位置に依存している。そこでわれわ
れは、彩色された面の背後に立方体があると分かっているならば、さらにその面を他の面
と関係づける規則をも知ることができる、と考えてしまうだろう。だが、それは誤ってい
る。立方体の幾何学は、その立方体を見ることから導かれるものではない。［一つの立方
体を立方体として］把握する行為からは、規則は導かれてこないのである。

山本信訳『哲学的文法　１』（ウィトゲンシュタイン全集第３巻）、大修館書店、62–63頁。
次のような比喩があてはまりそうに思われる。すなわち、「である」という語は、それぞ
れ違った場合には違った意味体を背後にもっている。そしてどちらの場合にもその語は、
いうなれば四角の平面なのだが、一方の場合にはそれが角柱の底面であり、他方では角錐
の底面である、といった比喩である。
そこで次の場合を考えてみよう。完全に透明で、一面だけが赤く色づけされたガラスの
立方体が、いくつかあるとする。われわれがこれらの立方体を空間内でいろいろに組合せ
る場合、赤い正方形の配置は、ガラス体の形に制約されて、あるきまった仕方のものだけ
がなりたちうる。その際、赤い正方形が配置される可能性を規定する規則を、立方体のこ
とには言及せずに表現することもできよう。しかしその規則には、やはり立方形の本質が
含まれているであろう。といっても、そこに含まれているのは、もちろん、赤い正方形の
背後にガラス製の立方体が存在するということなのではなく、立方体の幾何学が含まれて
いるのである。
ところで、われわれがそうした立方体を・見・れ・ば、それでもってすでに可能的な組み合わ
せの諸法則が、つまり立方体の幾何学があたえられるのか。私は立方体の幾何学を立方体
から読み取ることができるか。
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Alice Ambrose (ed.), WITTGENSTEIN’S LECTURES: CAMBRIDGE, 1932–35, University

of Chicago, pp.52–53.

In which cases would you say you are thinking while reading? It might be when you

are having images, or it might be when you are able to write afterwards what you have

read, regardless of having images. Understanding the sentences read may be a number

of things, such as being attentive, remembering, or looking at a bit of paper of the

required color when asked to copy a shade of red. We must not confuse the personal

experience of remembering with a hypothetical act of mentally recording, supposedly

done when you remember what you have read. The difficulties arising when we think

about thinking, wishing, etc. have one main source, the tendency to find one process

corresponding to the words “wishing” and “thinking” occurring in the expression of

wishes and thoughts, comparable to the physical activity corresponding to the word

“writes” in “He writes letters often”. What we call wishing is not one activity hidden

in all cases of wishing. It is not one process, like writing and speaking, and questions

arise about wishing which are not present with the sentence “He writes . . . ” What

is it, for example, to wish that Smith would turn up? Can one wish throughout a

certain time? The word “intention” presents the same obscurity.

In some cases it is nonsense to ask “Are you sure you wish it?”, but there is a

hypothetical use of the word “wish” in which it makes sense to ask “Are you sure?”

In a case where one was not certain whether one wished, one way to go about finding

out would be to ask what sort of thing confirms “I did not wish that”. Flipping a

coin can determine what you wished, and past experience may have taught you that

an apple is what satisfies your hunger. By such means you find out whether the

hypothesis that you wish for so-and-so is correct. There are of course wishes in which

one has one definite feeling, others where there is a mixture of feelings, and others

again where there is no definite feeling. The feelings accompanying wishing are very

vague and coarse, not localized; or if localized, are organic. (In wishing for a pear,

have you the same feeling as in wishing for an apple?) “I want water now” may be

said by a person with a corresponding feeling of thirst; but the words “I shall want

water later” will probably have no such feeling corresponding to them, and the feeling

which does correspond, granted one exists, will be hard to describe.

What has been said here about the uses of the word “wishing” applies also to

“meaning” and “interpreting”: no one particular feeling accompanies them. Nor is

understanding a sentence necessarily a sort of following of the sentence by imagining,

though it sometimes happens that such a process accompanies the spoken or written

sentence. Sometimes there is an amorphous feeling which cannot be translated into

a sentence. But this is not always the case, since sometimes the expression of the

thought is the thought. For example, sometimes the sentence “I expect Mr. Smith”

is the expectation. Where wishing for a specific thing is a certain process, one can

look at the process and see what is wished for. Here there could no such question as

“Are you sure that is what you wish?”
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野矢茂樹訳『ウィトゲンシュタインの講義　ケンブリッジ　 1932–1935』、講談社学術文
庫版 147–149頁（勁草書房版 95–98頁）。
どのような場合に君は、自分が考えながら読んでいると言うのか。イメージをもっているとき、

あるいはイメージの有無とは別に、読んだものをあとで書けるときであるかもしれない。「読んでい

る文を理解している」とは、さまざまなことであるだろう。それは、ある色あいの赤を写せと言わ

れたときに、気持ちを集中したり、思い出したり、あるいは当の色の紙片を見たり［等のさまざまな

ことを］するのと同様である。読んだものを覚えるときには、心の内に記録するといった［心的］行

為を行なっていると考えられているが、記憶という個人的経験をそのような仮説的行為と混同して

はならない。思考、願望、等について考えるときに生じる問題に関しても、その問題の主たる源の

一つとして、われわれがもっているそのような傾向―すなわち、例えば「彼はしばしば手紙を書

く」における「書く」という語にはそれに対応する身体的な活動があるが、それと比較しうるような

意味において、願望や思考の表現に現われる「望む」とか「考える」という語にも、それに対応する

一つの過程を見出そうとする傾向―が存する。だがわれわれが願望と呼ぶものは、けっしてすべ

ての願望の事例に隠された一つの・活・動ではない。それは書くことや話すことのような一つの過程で

はなく、願望の場合には「彼は……を書く」という文に対しては生じないような問いが生じてくる

のである。例えば、スミスがやってくることを望むということは何なのだろうか。人は一定の時間

中ずっと望んでいられるだろうか。―これと同様の曖昧さは、「意志」という語にも見出される。

「確かにそれが君の望んでいるものなのか」と問うことがナンセンスであるような場合もあろう

が、他方、「望む」という語には「確かにそうか？」と問うことが意味をもつような、・仮・説・的・な使い

方もある。そこで、自分が［それを］望んでいるのかどうか確かでないような場合に、そのことを

はっきりさせる一つの方法は、いかなる種類のことが「私はそれを望んでいなかった」を・確・か・な・も
・の・と・す・るのか、と問うてみることだろう。コインを投げて、自分が何を望んでいたのかを決定して

もかまわないし、あるいはまた、りんごが飢えを満たしてくれることを過去の経験が諸君に教えて

くれたということであってもよいだろう。［いずれにせよ、何か］そうした方法によって、自分がか

くかくのことを望んでいるという仮説が正しいかどうかを見出すのである。言うまでもないことだ

が、願望には、一つの特定の感覚をもつようなものもあれば、いくつかの感覚が一緒になっている

ようなものもあり、あるいはまた、何も特定の感覚をもたないようなものもあるだろう。願望に伴

う感覚は極めて曖昧で粗っぽいものであり、これと特定できるようなものではない。たとえ特定で

きたとしても、それはいくつもの感覚が絡みあったものであるだろう。（梨を欲しいときとりんごを

欲しいときとで、諸君は同じ感覚をもつのだろうか？）確かに、「私はいま水が欲しい」はそれに対

応する渇きの感覚をもつ人によって言われもしよう。だが、「私はあとで水が欲しくなるだろう」と

いう言葉には、おそらくそのようなそれに対応する感覚などないであろうし、たとえあるとしても、

それを記述するのは困難だろう。

「望む」という語の使用についてここで言われたことは、「意味する」や「解釈する」に対しても

あてはまる。すなわち、それらにもまたいかなる特定の感覚も伴っていないのである。そしてまた、

文を理解することも、必ずしもイメージを思いうかべながら文に従うといった類のことである必要

はない。確かに、ときにはそのような過程が、話されたり書かれたりした文に伴うこともあろうし、

またときには、言葉に言い表わせないような得体の知れない感覚が伴うこともあろう。だが、いつ

もそうだというわけではない。というのも、ときに思考の表現こそがその思考にほかならないから

である。例えば、ある場合には、「私はスミス氏に期待する」という文こそがまさしくその期待・そ・の
・も・のなのである。［それに対して］特定のことを望むことが一定の過程であるような場合には、人は

その過程に目を向け、何が望まれているのかを見ることができる。その場合には、「確かに・そ・れが君

の望むものなのか」といった問はありえないだろう。
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