
方向と意味
―ウィトゲンシュタインのカント的転回―

中川　大

はじめに

かつてステニウスは、彼の著書1の最後の章で、前期ウィトゲンシュタインの

哲学を「超越論的言語論 (Transcendental Lingualism)」と名づけた。ウィトゲ

ンシュタインとカントとを関連づけて語ることには、おそらくもはやなんの新味

もないであろう。にもかかわらず、それをあえて試みようとするのは、次のよう

なことを考えたためである。

(1) カントの右手と左手の問題から説き起こすことで、ラッセルが論理哲学に

おいて重視する方向（ないし順序）の問題を解明するために、なにか手が

かりが得られるのではないか。

(2) カントとウィトゲンシュタインの関係というよりも、ラッセルとウィトゲ

ンシュタインとの関係について考えるために、この作業がなにか役に立つ

のではないか。

以下の試論を展開するにあたって、著者の念頭には、つねにこのふたつの問題

があることをお断わりしておく。

１　ふたつの超越論

ルイス・キャロルは、彼のナンセンスの世界を展開するために鏡の向こう側を

選んだ。これはおそらく、それ自体が語呂合わせとなった選択である。というの

も、鏡とは、実物の方向を反転する（いったいいずれの方向を反転するというべ

きであるかには議論があるけれども）ものであり、アリスのように実物の世界と

鏡像の世界を行き来する存在にとっては、方向の観念そのものが空虚になるだろ

うからである。

たとえば、アリスの部屋の机の上に右巻きの巻き貝がおいてあったとしたと

き、鏡に映ったその貝は左巻きの貝であろう。実物の世界にすむわたしたちに

1Stenius, E., Wittgenstein’s Tractatus: A Critical Exposition of Its Main Lines of

Thought, 1960, Basil Blackwell.
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とって、ふたつの貝のかたちの違いは明らかであり、そのふたつの形状を重ね合

わせることはできない（右手の手袋を左手にはめることはできない）。しかし、

アリスにとってはそうではないかもしれない。それは、同じ一つのかたちを、鏡

の向こう側で見たときと鏡のこちら側で見たときとの違いにすぎないかもしれな

い。ガラス板に書かれたラテン文字「Ｎ」が、裏側からはロシア文字「 Ｎ」に見
えるように。

こうしてアリスの世界はセンス（方向、意味）のない世界となる。

しかし、意味と方向とが結びつくのはルイス・キャロルの作品においてのみで

はなく、センスという語がこの両義を有するのもおそらく偶然ではない。分析哲

学の歴史に関心をもつひとであれば、「意味」と「方向」という語の組み合わせ

から、「名は点に、命題は矢に似る。命題はジン（Sinn、意味・方向）をもつ」と

いう、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』23.144 の注釈を連想しないこと

は、むしろ不可能であろう。

そして、興味深いことに、『論考』のウィトゲンシュタインは、鏡像反転の問

題により近しい話題にも言及している。「右手と左手とはじっさい完全に合同で

ある。（中略）右手の手袋を四次元空間で裏返せるなら、それを左手にはめるこ

とができる」（6.36111）。

しかしながら、右手と左手についてのこの「カントの問題」へのウィトゲン

シュタインの所見は、「命題は方向をもつ」という命題の像理論の中心的テーゼ

とは反対側に顔を向けているように思える。というのも、カントは右手と左手と

が完全に合同ではないこと、つまりわたしたちにとっては方向の違い（右と左と

の違い）が免れがたい所与であることを足場として、空間が直観の形式にほかな

らないという議論を展開したのであり、いっぽう『論考』の所見は、カントの足

場自体を否定して、そのような議論を無効化しようとするものに見えるからで

ある。

しかし、命題の像理論は、命題の二極性（命題は真か偽かであり、真と偽とは

異なる）を足場として、命題の形式が写像形式にほかならないと論じるもので

あった。以下で見るように、このウィトゲンシュタインの命題論の構成は、カン

トの空間論のそれと多くの点で類似する。そして、ウィトゲンシュタインもその

ことにまったく無自覚ではなかったであろう。じっさい、『論考』では、「論理は

超越論的である」（6.13）と述べられている。だがウィトゲンシュタインは、カ

ントの議論には否定的である。彼が超越論的空間論を拒否しつつ、超越論的命題

論を支持しうるのは、どのような理路をたどってのことであろうか。

もちろん、この問いかけに対しては、あっさりと次のように答えることもでき

る。カントの超越論的転回は経験的不可能性に基づく。わたしたちが空間的関係

のうちにない対象を経験的に認識することができないことから、カントは空間が

2Wittgenstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus (with a new Translation by Pears, D.F.

& McGuinness, B.F.), 1963, Routledge & Kegan Paul.
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直観の形式であることを導く。しかし、感性的な知覚において不可能であるから

といって、それが純然たる思考において不可能であるわけではない。そして、言

語的不可能性に基づくウィトゲンシュタインの転回は、後者の問題に集中してい

るのであって、感覚を通じて知覚できないことは彼に超越論的な議論を発動させ

ない。

じつのところ、この論点は見かけほどあっさりしたものではない。「センス」

の第三の意味（「感覚」）が顔を出していることを含めて、この解答には、検討し

なければならない要素がすくなからず存している。しかし、感性論と論理学との

二部門を立てるカントの流儀に従ったこの答えかたには、いささか論点先取の気

味がある。わたしたちはこの試論の最後でこの問題に戻ってくるけれども、そこ

ではそのような道具立てを持ち込まないしかたで考えてみたい。

さて、わたしたちのもくろみは、右手と左手の問題から空間が直観形式である

というテーゼを導くカントの議論と、命題の形式は写像形式にほかならないとす

るウィトゲンシュタインの議論とのあいだに平行関係を見出だすことである。と

ころで、カントの見解もウィトゲンシュタインの見解も、それに先行する議論を

克服しようとするものとして提示されていることが明らかである。カントが直観

形式説を提示する、いわゆる学位論文（1770年）は、彼自身のいわゆる方位論

文（1768年）での空間論を修正するものであった。いっぽう、ウィトゲンシュタ

インの命題の像理論は、ラッセルの命題論を批判しようとするものにほかならな

い。そこでわたしたちは、まず最初にカントの方位論文での空間論と初期ラッセ

ルの命題論との類比を試みることにしよう。続いて、カントによるみずからの空

間論の乗り越えとウィトゲンシュタインによるラッセル批判との平行関係を明ら

かにする。そのうえで、最後に、カントの学位論文での空間論と『論考』の命題

論という、ふたつの平行的な議論の差異について、若干の注記をほどこす。

２　絶対空間と命題形式

1768年のカントの論文「空間における方位の区別の第一根拠について」3にお

ける、ニュートン的絶対空間が存在することの証明は、依然として哲学者たちの

議論を引き出し続けており、いわば空間論の試金石となりえているように見え

る4。もっとも、この短い論文の議論の骨格は明瞭である。

右手と左手とは不一致対称である5。しかし、右手の形状を右手の内部にある

3Kant, I.,
’
Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der Gegenden im Raume‘, S.77–86

in Kant, I., Träume eines Geistersehers, 1975, Felix Meiner Verlag. 植村恒一郎訳「空間にお
ける方位の区別の第一根拠について」、315–326 頁、『カント全集３』、2001 年、岩波書店。

4Van Cleve, J. & Frederick, R.B.(eds.), The Philosophy of Right and Left: Incongruent

Counterparts and the Nature of Space, 1991, Kluwer Academic Publishers 所収の論文などを
参照のこと。

5わたしたちは「まったく同じかたちの右手と左手」というのを想像できるはずである。つまり、
じっさいの右手と左手は、右手の親指のほうが左手の親指よりも長かったり、左手の薬指の爪のほう
が右手の薬指の爪より扁平だったりして、「まったく同じかたち」ではないけれども、そういうこと
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もの相互の関係によっていかに詳細に記述したところで、同じ記述は「まったく

同じかたちの」左手についても当てはまってしまう。また、右手と空間中の他の

物体との関係によって右手の形状をどのように記述したとしても、同じ記述が左

手に当てはまる。こうして、右手と左手の違いは、それらと空間そのものとの関

係において定まるのであるとしか考えられない。したがって、空間のうちにある

もの相互の関係とは区別されるものとしての空間そのもの、すなわち絶対空間が

存在することが導かれる。

空間論に対するこの議論の含意を検討することは、わたしたちの目的ではな

いので、ここでは、次のことを確認しておくにとどめよう。『論考』での示唆や、

マーチン・ガードナーが『自然界における左と右』6でくわしく論じたことに従

えば、カントは第四次元という視点にたつことができなかったために、じつは合

同である右手と左手の形状を合同でないと考え、そこから絶対空間の存在をひ

きだすという、空虚な議論をおこなっているように思われるかもしれない。しか

し、おそらくそのようなカント批判は当を得たものではない。むしろカントの問

題は、四次元的な観点からは完全に合同である右手と左手が、しかし、わたした

ちにとっては一致させることができないのはなぜかという、その問いかけに発し

ている7。

がいっさいなく、たとえば自分の右手と左手が「まったく同じかたち」であることを想像可能なはず
である。しかし、その想像されたばあいでも、右手は右手であり、左手は左手である。両手が透過的
な物質でできていたとしても、右手に左手をぴったりと重ね合わせることはできない。あるいは右手
のホログラムと左手のホログラムを完全に一致させることはできない。そのように、互いに互いの
鏡像であるようにすっかり同じ形状をもちながら、重ね合わせることのできないものを、カントは
「不一致対称物 (inkongruentes Gegenstück)」と呼ぶ。

6ガードナー『新版 自然界における左と右』、坪井忠二・藤井昭彦・小島弘訳、1992 年、紀伊國
屋書店。この議論に関係するのは、第 17 章の「第四次元」である。

7カントの 68年論文を読んで奇妙な感じを受けるのは、表題にもそれが謳われ、論文冒頭でもそ
う明言されているように、この論文の主題は方向ないし方位であったはずなのに、いつのまにかもっ
ぱら右手と左手の形状の違いについて論じられていることである。つまり、カントにとって、方向の
根拠と右手と左手のかたちの違いの根拠とは置き換え可能なことがらであり、それが置き換え可能で
あるのは自明なことであったと思われる。
認識の順序として、方向の区別が与えられるなら右手と左手のかたちの区別も与えられることは

明らかであろう。たとえば、「てのひらの側をこちら側方向に、中指の先を上側方向にむけたばあい
に、親指が小指の左側方向にある手が左手であって、右側方向にある手が右手である」といったたぐ
いの説明が許されるのであれば、空間のうちにあるものどうしの関係から右手と左手の違いを説明
できることになりそうである。
その逆はどうだろうか。右手と左手のかたちの区別が与えられるとき、方向の区別も与えられた

ことになるだろうか。わたしたちは、アリスにとって右巻きの巻き貝と左巻きの巻き貝とが完全に一
致するかたちであったことを想起するべきだろう。鏡のなかの世界と実物の世界とは互いに方向が反
転した世界であり、そのふたつの世界を行き来することとは、方向の区別が捨象されることにほか
ならない。すなわち、方向の区別が消されたときには右手と左手のかたちの違いも消えるのであり、
それは、右手と左手のかたちの区別が与えられれば方向の区別も与えられたことになるということ
であろう。
このように、方向の区別を認識しているなら、わたしたちは右手と左手のかたちの違いも認識す

るはずであり、右手と左手のかたちの違いを認識しているなら、わたしたちは方向の区別も認識して
いるはずである。そして、認識の順序のこの双方向性は、ことがらの順序としても、このふたつが
双方向的であることを示すように思われる。つまり、右手と左手のかたちの違いと方向の区別とは、
置き換え可能なことがらであり、ことがらとして同じである。
だから、「右手と左手のかたちの違いをどのように記述できるか」というカントの問いかけに対し

て、「てのひらの側をこちら側方向に、中指の先を上側方向にむけたばあいに、親指が小指の左側方
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カントが、実物のかたちと鏡像のかたちとを完全に合同なものと捉える四次元

的な視点をもっていたとするならば、空間のなかにあるものの相互関係によって

右手と左手のかたちの違いを特徴づけようとする試みがすべて却下されるのは、

直観的にも明らかである。というのも、それがたとえ右手とアンドロメダ星雲と

の関係によって右手のかたちを特徴づけようとする試みであったとしても、それ

は（原理上は）巨大な鏡に映すことのできる関係であって、鏡のなかでは、その

試みられた特徴づけは、左手のかたちを特徴づけるものだからだ。

しかし、右手と空間そのものとの関係を鏡に映すことはできない。それは、そ

のような概念をもとうとすること自体が背理となることの一種であろう。こうし

て、左手と異なるものとしての右手の形状の特徴が記述されるためには、空間そ

のもの（絶対空間）があるのでなければならない。

カントは次のように述べている。

物体の形態を完全に規定する根拠は、たんにそれの諸部分相互の関

係と位置にもとづくだけでなく、それに加えて幾何学者が考えるよ

うな普遍的で絶対的な空間に対する関係にもとづいている。しかし、

絶対的な空間に対するこの関係は、直接には知覚されることができ

ない。直接に知覚されうるのは、もっぱらこの根拠にのみもとづい

て諸物体のあいだに存在する差異である8。

方向の根拠が通常の（つまり空間のうちにある）物体の位置や関係に求められ

えない以上、そしてしかし、方向の根拠が世界のうちにあるはずである以上、方

向の根拠は世界のうちにあってしかも通常のものでない対象に求められるしかな

い。そのようなものとしてカントが見出だすのが絶対空間である。物体相互の関

係は物体と絶対空間との関係に基づくけれども、物体と絶対空間との関係は、物

体相互の関係とはまったく身分の異なるものでなければならない。

この 68年のカントの議論に平行的な議論を、わたしたちは、初期ラッセルの

命題論のうちに認めることができる。カントの議論がかかわるのは空間的な方向
向にある手が左手であって、右側方向にある手が右手である」といったぐあいに答えることは意味を
なさない。それは右手と左手の形状の差異の根拠を方向の差異を前提して与えることであり、根拠を
問われたその当のものと同じものをもってその問いに答えることだからである。

68 年論文の骨子は、右手と左手の形状が異なることから絶対空間の存在を導き出すことである。
しかしその議論の前提として、右手と左手の差異が方向の差異と等置されうることが認められてい
る。そして、この問題をそのように捉えるにいたるには、方向の区別が捨象された世界、右手のかた
ちと左手のかたちとがぴったりと一致する世界を想定することを通じてであるのが自然だと考えら
れる。さらに言えば、そもそも「不一致対称」という観念そのものが、右手と左手や、右巻きの巻き
貝と左巻きの巻き貝とが、方向の差異を捨象すればぴったりと一致する形状を有することを含意し
た観念であろう。右手と左手の問題は、右手と左手が完全に一致するかたちのはずなのに、なぜか
ぴったりと一致しないという問題なのであって、この問題は、右手と左手が完全に合同であるとす
る観点がなかったとしたならば、もとより問題とはなりえない。そして、右巻きのコルク抜きと左
巻きのコルク抜きとが完全に一致するかたちであり、その違いはコルク抜きを見る向きの違いでし
かないという観点は、ガードナーが語る四次元人の観点にほかならない。カントは、四次元の観点
をもちえなかったがために右手と左手の問題を問題と考えたのではなく、むしろ四次元の観点をもっ
ていたがゆえにこの問題を問題として措定しえたと言うべきである。

8Ibid., S.84. 邦訳 323 頁。
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であったけれども、ラッセルの議論がかかわるのは、判断の方向にほかならない。

ラッセルは彼の問題を、1912年の『哲学入門』9で、次のように説明している。

オセロがデズデモナはキャシオを愛していると信じるとき、彼は「キャ

シオへのデズデモナの愛」とか「デズデモナがキャシオを愛してい

ること」とかの単一の対象を心の前においているのではない。なぜ

なら、もしそうだとすれば、いかなる心からも独立に存立する客観

的な虚偽があるのでなければならないからである。これは、論理的

には反駁できないけれども、可能なら避けたい理論である10。

つまり、ラッセルの問題は、偽の命題をどのように位置づけるかという問題で

ある。偽の命題の内容に相当する単一の対象を想定することが奇妙だと考える

ラッセルは、上の例でのオセロの信念は、オセロと単一の命題との二項関係では

なく、じつは、オセロとデズデモナと愛することとキャシオとの四項関係だと主

張する。しかし、そうだとすれば、オセロがデズデモナはキャシオを愛している

と信じることと、オセロがキャシオはデズデモナを愛していると信じることとの

違いは、どのように説明されるのか（このふたつはまったく異なる。後者をオセ

ロが信じたとしても、悲劇は起こらなかっただろう）。

キャシオがデズデモナを愛しているというオセロの判断と、デズデモ

ナがキャシオを愛しているという彼の判断とは、同じ構成要素から成

り立つにもかかわらず、異なる。なぜなら、判断するという関係が、

その構成要素を、ふたつのばあいに異なる順序で配置しているから

である。同様に、キャシオがデズデモナはオセロを愛していると判

断しても、判断の構成要素はやはり同じだけれども、順序が異なる。

「方向 (sense)」ないし「向き (direction)」をもつというこの特性は、

判断するという関係が、他のすべての関係と共有するものである11。

『哲学入門』で素描されたこの見解を、ラッセルは 1913年の草稿『知識の理

論』12で、より技術的に展開している。そこで提示されるのが、命題の「形式

(form)」という着想である。ラッセルはこの「形式」を、わたしたちがそれにつ

いての直知 (acquaintance)をもつ論理的対象 (logical objects)であり、論理的与

件 (logical data)であり、論理定項 (logical constants)がそれとかかわる当のも

のだとしている。

命題「ソクラテスが人間であるならば、人間であるものはすべて

可死的であるから、ソクラテスは可死的である」は、はじめは論理
9Russell, B., The Problems of Philosophy, 1912, Oxford University Press. 生松敬三訳『哲

学入門』、1965 年、角川文庫。
10Ibid., p.125. 邦訳 140–141 頁。
11Ibid., p.126–7. 邦訳 142 頁。
12Russell, B. , Theory of Knowledge: The 1913 Manuscript, 1992, Routledge.
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学の命題であるように思われるかもしれない。けれども、この命題

が真であることは、ソクラテスや人間であることや可死的であるこ

との特殊性には、いかなるしかたでも依存しておらず、ただ、この

命題の形式にのみ依存していることは明らかである。すなわち、ソ
クラテスや人間であることや可死的であることは、この命題を真で

なくしてしまうことなく、思いのままに変更しうる。こうして、「x

や α や β がなんであろうとも、x が α であって、α であるものが

すべて β であるならば、x は β である」という、純粋に論理的な命

題が手にはいる。ここにはもはや、ソクラテスや人間であることや

可死的であることに対応するいかなる構成要素も存在しない。保存

されているものはただ、命題の純粋な形式のみである。そして、形
式は「もの (thing)」ではない。その形式において前もって関係づけ

られた諸対象以外のいまひとつの構成要素ではない13。

ラッセルはここからさらに、aRb のような置換的 (permutative)な命題を、「a

は γ においてより先にある」や「bは γ においてより後にある」といった非置換的

(non-permutative)な命題に還元する手続きを与えている（γ は複合体 a-R-b）。

その詳細14は追わないけれども、これによって、aRbと bRaのような、構成要素

は同じだけれどもその順序が異なる命題が区別されることになる。ここで「非置

換的」と呼ばれるのは、構成要素が決まれば複合体も決まるような複合体のこと

であり、それらの構成要素と形式と判断主観からなる判断は、そのような複合体

が存在するなら真となり、存在しないなら偽となる。「置換的」と呼ばれるのは

そうでないものであり、構成要素を置換することによって別の判断が生じる15。

このように、判断や信念の方向がそれに依拠して決まるものとして、ラッセル

が措定するのが命題の形式である。それは与件と呼ばれ対象と呼ばれていること

から明らかなように、あくまで他の要素と同様に判断主観に与えられるものであ

るけれども、上の引用の最後の部分で明言されているように、デズデモナやキャ

シオがオセロの判断の構成要素であるのと同様の意味あいで構成要素であるとは

いえない。

さて、この節でこれまでわたしたちが見てきたのは、まぎれもなく対象のうち

に数え入れられながら、しかし、他の対象とはまったく異なる身分を有するある

特別な対象であった。68年のカントにおいては、それは絶対空間であり、初期

ラッセルにおいては、それは命題形式である。カントは絶対空間によって空間的

な方向を根拠づけようとし、ラッセルは命題形式に依拠して判断の方向を説明し

た。しかし、わたしたちにとって、この類比は、このふたつの見解に内在的に見

出だされる近似というよりも、むしろ、それぞれに対する批判的な理論を通じて
13Ibid., p.98.
14次の論文の前半部（48 頁まで）を参照のこと。中川大「判断論の解体―ウィトゲンシュタイン
のラッセル批判をめぐって―」、『哲学』（北海道大学哲学会）29 号、40–57 頁、1993 年。

15Russell, op.cit., pp.145–147.
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捉えられるものである。それを確認するために、カント自身が提示する 68年論

文とは異なる空間論と、ウィトゲンシュタインがラッセルの説を批判して提出す

る新しい命題論とを瞥見することにしよう。

３　直観形式と写像形式

周知のように、カントは 1770年の学位論文「可感界と可想界の形式と原理」
16で、空間とは直観の形式にほかならないとする説を提出し、彼の超越論的観念

論の哲学の原型を示した。これは方位論文での空間論を撤回するものといって差

し支えない。しかし、方位論文が認識される世界の側に絶対的に客観的に存在す

る空間を擁護し、学位論文が認識する側の主観の能力に空間を帰するという、そ

の構図の対蹠性ほどには、両者の空間論はまったく異なるものではない。

そのことは、ふたつの論文のあいだにわずか２年間しかないということにも窺

うことができる。そしてなにより、わたしたちが前節で引用した 68年論文のく

だりが、すでに 70年論文の着想を予見するものとなっている。絶対空間という

ものにカントが課す要請は、それがあってはじめて物体相互の関係が知覚される

ようなものであって、しかも、それ自身と物体との関係は知覚されえないような

もの、ということであった。そして、それらの条件は、まさに直観形式によって

満たされる条項にほかならない。つまり、70年論文のカントは、68年の空間論

の枠組みをまったく放棄してしまったどころか、彼が「絶対空間」という観念に

託していた内実を、さらに追究した結果として、直観の形式としての空間という

着想を得るにいたったのだと考えることができる。

与えられた空間のなかでどれがある方向に向き、どれが反対の方向に

向いているかは、いかに鋭敏な心をもってしても比量的 (discursive)

には記述されえない。つまり、知性で理解できる徴表へ還元されえな

い。したがって、完全に同一同等でありながら一致しない立体

（延長にそってのみ表象されるかぎりでの）左手と右手や、向かい合

うふたつの半球の球面三角形がその種のものだが のあいだには

差異があり、この差異のゆえに、延長の境界が一致するのが不可能

となる17。

68年論文で絶対空間の存在を導く論拠とされた、右手と左手（および方向）の

問題が、ここでは空間の直観性を擁護するためにひきあいに出されている。これ

はずいぶんとご都合主義的なように見えるかもしれないけれども、方位論文でカ

ントが示そうとしたことと、学位論文で彼が示そうとしていることに重なり合う

部分が大きいのであるとすれば、それは怪しむには足りないであろう。
16‘De mundi sensibilis atque intellibilis forma et principiis’, S.7–107 in Kant, I., Schriften

zur Metaphysik und Logik 1, 1977, Suhrkamp. 山本道雄訳「可感界と可想界の形式と原理」、
327–386 頁、『カント全集３』、2001 年、岩波書店。

17Ibid., S.58. 邦訳 358 頁。
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方位論文では、絶対空間と空間内の物体とは、おなじく客観の側におかれなが

ら、物体と物体の関係は知覚されるものであり、絶対空間と物体との関係は知覚

されえないものであるという、まったく異なる資格のものとされた。しかし、こ

れでは、絶対空間と物体との関係を知覚しえないと言われるときの、その不可能

性が、いったいどういう水準で言われていることであるのか、判然としない。わ

たしたちより鋭敏な知覚の持ち主であれば、それは知覚できる関係なのであろ

うか。

学位論文でカントが与える解答は、空間はじつは主観の側にあるというもので

ある。客観の側にあるものどうしの関係が知覚できないというのであれば、それ

には「それはどうして」と反問する余地がある。しかし、知覚する作用そのもの

のうちに空間が存するというのであれば、それと対象との関係を知覚するという

ことじたいが意味をなさない。それは、わたしたちの聴覚が鼓膜の振動によって

成り立っているにもかかわらず、鼓膜が振動する音を聴き取ろうとするようなも

のであろう18。こうしてカントの 70年の転回は、彼が空間という観念に与えて

いた内実を具体化するものとして、絶対空間を捨て、直観形式を採用する歩みと

して理解される。その内実じたいは、転回の前後で変わっていない。

さて、わたしたちは、初期ラッセルの命題論を、カントの 68年の空間論と類

比的に整理しておいた。それは、判断する主観に与えられる与件として、判断の

構成要素と同様に対象ではあるけれども、それらとはまったく身分が異なる対象

として、命題の形式なるものを導入する理論だった。形式は、それがあってはじ

めて判断の構成要素の配置が決まるものであるけれども、それじたいが他の構成

要素と同列に配置されることはない。容易に見て取れるように、この理論を批判

して、カントの 70年の転回と同様の転回をおこなうことが可能である。ウィト

ゲンシュタインの『論考』の命題論とは、そのようなものにほかならない。

ウィトゲンシュタインの基本的な構えは、『論考』5.5422 で明瞭に述べられて

いる。

「Aが pと判断する」という命題の形式の正しい解明は、ナンセンス

を判断することが不可能であることを示さなければならない。（ラッ

セルの理論はこの条件を満たしていない。）

『知識の理論』の命題形式論は、この条件を満たさない。ラッセルはたしかに、

命題の形式の観念をつかって、わたしたちの判断がどのように成り立つのかを説

明している。aRb と判断するときには、ナンセンスな命題 abR には適合しない

命題形式をわたしたちは直知しているのであり、ナンセンスな判断などなされな

い。しかし、それは、ウィトゲンシュタインがここで「不可能」という語で指し

示そうとしていることではない。ラッセルが説明しているのは、わたしたちの認
18ここでのカントの発想のしかたには、神秘主義者が採用する常套的な論法のにおいが嗅ぎとれ
る。ひとによっては、古代のギリシャ教父たちが、三位一体が認識しがたいものであるのは、認識そ
のものが三位一体に依拠するものだからだ、と論じたことを連想するかもしれない。
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識の機構が、ナンセンスを判断することがないようにできているという、そのこ

とである。それはいわば、わたしたちの耳になぜ超音波が聞こえないのかを教え

てくれる。しかし、ウィトゲンシュタインが解明を求めているのは、鼓膜の振動

音を聴くことができない、という意味あいでの不可能性である。

しかしウィトゲンシュタインは、カントが空間についてそうしたように、命題

形式をわたしたちの主観の側に引き寄せるわけではない（というよりも、ラッセ

ルの命題の形式は、判断の構成要素であるのだから、そもそもなかば主観の側に

あるのである）。むしろ、「魂 主観などなど のようなものは存在しない」

（5.5421）。『論考』5.542 は、次のように述べる。

しかし、「A が p と信じる」、「A が p と思う」、「A が p と語る」が、

「‘p’が p と語る」という形式をしているのは明らかである。そして、

ここで問題になるのは、事実と対象とを並置することではなく、事実

どうしを、それらのうちにある対象どうしを並置することによって、

並置することである。

こうして、ラッセルが命題論をそこへ帰着させた命題態度（信念や判断など）

は、ウィトゲンシュタインの像理論によって、命題と現実との対応関係へと還元

される19。ここにおいて、ラッセルにおいて命題形式と呼ばれていたものは、写

像する命題と写像される現実とに共有される構造の可能性とされ、それはもは

や、いかなる意味でも対象ではない（「論理的対象」は存在しない（4.441））。

この枠組みにおいてナンセンスを判断するのは不可能だ。というのも、A が p

と思う、という事態が生じることは、‘p’が p と語る、という事態が生じること、

つまり命題 ‘p’が現実の像となっていること、すなわち ‘p’が有意味であること

を、本来的に含んでいるからである。ラッセルにおける客観的虚偽の問題はここ

では生じない。というのも、像理論においては、偽の命題も真の命題と同様に現

実の像であり、ただ真の命題とは現実との対応のしかたが異なるだけだからだ。

真である命題が現実と順方向で対応するとすれば、その現実に対応する偽である

命題は、その現実と逆方向で対応する。それが、命題が真偽二極的であるという

ことであり、「命題は方向 (Sinn)をもつ」（3.144）ということにほかならない。
19この還元がどのようになされるのかは、ウィトゲンシュタインがそう言うほどには明らかではな
い。「オセロがデズデモナはキャシオを愛していると信じる」が、「「デズデモナはキャシオを愛して
いる」がデズデモナはキャシオを愛していると語る」と同じことであるとは思えないだろう。そも
そも、ウィトゲンシュタインが「という形式をしている」ということで表わしているのが「等価で
ある」ということであるのだとすれば、「A が p と信じる」と「A が p と思う」と「A が p と語
る」というのは、みな等価だということになってしまう。彼が述べたいのは、「A が p と信じる」は
「‘p’ が p と語る」と内的な関係を有するということだと理解するべきであろう。つまり、信念や思
考もまた、現実のうちに生起する事実であり、それを「A が p と信じる」というかたちで表わすの
は、その事実を命題（文）‘p’ が語ることを通じて特定することにほかならない。そして、文 ‘p’ が
語ることとは、すなわちこの文が写像している現実である。したがって、命題態度の成立が写像関
係の成立（命題の有意味性）を含意するのであって、その逆ではない。ところが、ラッセルの議論で
は、むしろ命題の有意味性が命題態度の成立に依拠して説明されたのであった。（Cf. pp.82–86 in

Mounce, H.O., Wittgenstein’s Tractatus: An Introduction, 1981, The University of Chicago

Press. 中川前掲論文 49 頁以下を参照のこと。）
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したがって、観念論というかたちこそとらないけれども、ウィトゲンシュタイ

ンのラッセル批判も、カントの 70年の転回と同様に、不可能性の問題をめぐっ

てあるものの対象性を剥奪するという議論である。そのあるものとは、カントに

おいては空間、ウィトゲンシュタインにおいては（ラッセルの意味での）命題形

式にほかならない。カントの議論が超越論的であるならば、わたしたちはウィト

ゲンシュタインの議論をも超越論的と呼ぶことができようし、ウィトゲンシュタ

インの議論が神秘主義的であるならば、カントの議論を神秘主義的と呼ぶことも

できるだろう。

以上のように、カントにおいては空間と対象との関係を知覚することの、ウィ

トゲンシュタインにおいてはナンセンスを判断することの、それぞれの不可能性

をめぐって、ふたつの転回がおこなわれた。しかし、両者の共通点を強調するほ

ど、はじめに掲げたわたしたちの疑問は大きくなる。なぜ、『論考』のウィトゲ

ンシュタインは、空間をめぐるカントの議論にあれほど冷淡なのか。

考える手がかりとしては『論考』の 6.36111 しかないのであるから、これをも

う一度見てみよう。すると、ウィトゲンシュタインが、カントの問題は一次元で

も二次元でもじつは生じるのだ、と述べていることに気づく。ガードナーふうの

語り方をすれば、一次元世界の住人には重ね合わせることができない図形も、二

次元世界の住人には重ね合わせることができるし、二次元人には重ね合わせられ

ない図形も、三次元人には重ね合わせられる。だから四次元世界の住人には右手

と左手は重ね合わせられるので、右手と左手はじつはぴったり一致するかたちで

あり、カントは空虚な議論をしている、というのがガードナーの所論であった。

しかし、そうだとすれば、四次元世界には四次元世界で、四次元人には重ね合

わせることのできない（そして五次元人には重ね合わせられる）図形があること

になろうから、ガードナーの議論は、カントの問題があらゆる次元で一般的に成

り立つことを示すようにも見える。けれども、いまはその問題はおいておこう。

わたしたちの関心をひくのは、このいわば次元階層性に相当することが、命題論

においてもあるのだろうか、ということである。

結論から言えば、それはないように思われる。空間における方向は、左右だけ

ではない。上下方向もあれば前後方向もある。その軸の数をへらせば三次元から

二次元に下降することになろうし、軸の数をふやせば、四次元へ昇階することに

なろう。しかし、命題論における方向は、真偽というひとつの軸しか有さない。

命題論はいわば、はじめからおわりまで一次元の世界を論じるのである。

そしておそらく、ウィトゲンシュタインにとっては、カントの空間論のような

階層を有する問題圏では、本来的な意味での不可能性の問題は生じない。まさに

「右手の手袋を四次元空間で裏返せるなら、それを左手にはめることができる」

のであり、それはやはり可能なことでしかない。そのように考えるなら、わたし

たちは、カントの問題についてのウィトゲンシュタインの注釈を、ガードナーと
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はすこし異なるしかたで理解することができる。ウィトゲンシュタインが批判す

るのは、カントが幾何学的に誤った前提に立っていたということではなく、むし

ろ、右手と左手の問題は、超越論的な議論を発動するには弱すぎるということな

のである。

だからもしも、命題論がじつは次元階層性を有するのであるならば、カント

への批判的な注釈は、ウィトゲンシュタイン自身の命題論にもあてはまることと

なり、ウィトゲンシュタインの超越論的議論もまた、その発動を阻まれるであろ

う。たとえば命題が、真偽の軸だけではなく、美醜の軸とか善悪の軸とかももち

えたとしたならば。

これは必ずしも冗談ではない。じっさい、中期以降のウィトゲンシュタインは、

文が記述にばかり使われるわけではないことを強調するようになる。そのこと

は、ここでのわたしたちの問題と、はたして無関係なのだろうか。
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