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倫理思想史研究会（2017 年 3 月 30 日） 

古田徹也「形態学としてのウィトゲンシュタイン哲学――ゲーテとの比較において」 

（『これからのウィトゲンシュタイン』（リベルタス学術叢書 第５巻）所収）について 

矢島壮平 

 

Ⅰ．本発表について 

 古田徹也氏（以下「著者」）の標題の論文は、ウィトゲンシュタインとゲーテが、その現

象学的契機（「アスペクトの閃き」）を共有するにもかかわらず、ゲーテ形態学がある種の観

念論、本質主義（「原型」・「原現象」による「アスペクトの固定化」）に陥ったがために、ウ

ィトゲンシュタイン独自の形態学が生成したことを明快に論じている。 

 以下本発表では、著者の論旨を忠実に要約したうえで、議論を喚起するために、発表者か

らのコメントを何点か、著者の論述順に従って提示したい。 

 

Ⅱ．要約 

はじめに 

 ウィトゲンシュタインは講義で、「表現の使用の形態学（morphology）」を提供すると語

っていた。この「形態学」とは何かを解明することが、著者の課題である。 

 ウィトゲンシュタインがゲーテの形態学を踏まえていたことは確かな一方で、両者の形

態学には根本的な相違点がある。ゲーテの形態学は、生物や現象の多様性に「共通の本質」

を見出そうとするが、ウィトゲンシュタインはそれを批判する。では、ウィトゲンシュタイ

ンの哲学における「形態学」とは何か。 

 以下１節で、ゲーテの自然研究の特徴、２節でゲーテとウィトゲンシュタインとの間の類

似性、３節で両者の相違点が検討され、「形態学としてのウィトゲンシュタイン哲学」の特

徴が浮かび上がる。 

 

１．ゲーテの自然研究の特徴 

 ゲーテの形態学とは、「動植物の多様な形態を比較してその形成の秘密を解き明かそうと

する学問」（p. 136）である。植物に即して言えば、多様な植物の比較観察により、それらす

べての「原型（Urtyp）」たる「原植物（Urpflanze）」の存在が確信される（p. 137）。あらゆ

る植物は、この原植物がメタモルフォーゼ（変形、変態）を経たものだ。原植物とは、植物

の各器官の原型である「原器官（Urorgan）」たる葉である。ゲーテによれば、「一個の植物

のあらゆる器官はすべて葉のメタモルフォーゼであり、そのように、原型がときにメタモル
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フォーゼしつつ反復的に現れることで個々の植物がすべて形成される」（pp. 137-138）。 

 ゲーテが自らの形態学を説明すると、シラーは「それは経験（Erfahrung）ではなく、理

念（Idee）です」と述べた。これにゲーテは、「私が自分でも知らずに理念をもっており、

しかもそれを目で見ているというのは、とても喜ばしいことです」と応じた（p. 138）。シラ

ーの言うように、原型は、個物として実在する植物ではないが、植物を植物として認識でき

るために存在しなければならない理念である。それと同時に、原型は、個々の植物間の類似

性を「見る」ことによって体得される点で、経験的である（pp. 138-139）。 

 ゲーテのこうした理念的かつ経験的な探究は、色彩論においても展開されている。日々の

生活に現れる多様な色彩現象を見渡すことで、色彩現象の原型としての「光と闇の混合」、

すなわち「原現象（Urphänomen）」が捉えられる。「あらゆる色彩現象は『原現象』の展開

のパターンとして理論化」でき、「そのパターンは、一見すると互いに関係をもたないかに

思える多様な色彩現象の間に類似性を見出したとき、そこで暗に把握されている共通の本

質（形相）」である（p. 140）。 

 ゲーテの形態学は、ヘッケルにより（誤って）進化論の先駆とみなされたこともあった。

だが、むしろゲーテにおける自然は、進化が時間軸に沿って生じる時間的世界ではなく、原

型を中心としてメタモルフォーゼが円環的に展開する空間的世界であった。とはいえ、生物

の系統発生・個体発生につながるアイデアがそこにあったと見ることもできる。また、ゲー

テの色彩学は心理学的色彩研究に先鞭をつけたほか、その自然研究はショーペンハウアー

やシュペングラーに影響を与えた。 

 

２．ウィトゲンシュタイン哲学のゲーテ的側面 

 ウィトゲンシュタインは折に触れてゲーテの著作に言及しており、なかでもゲーテの色

彩論に刺激を受けて『色彩について（Remarks on Colour）』を遺したことが知られている。

ウィトゲンシュタインは、ゲーテの形態学についても、それを正確に理解していただけでな

く、その方法論の一部を受け入れていた。 

 ウィトゲンシュタインによれば、ゲーテ形態学における「理解」とは、多様なデータ（個々

の植物やその器官）をまとめる「連結項（Zwischenglied、中間項）」（原型）を見出し、デー

タ間の「連関を見る」ことで「展望のきいた（übersichtlich）描写」を得ることである。こ

うした「連関を見る」契機・瞬間は、ウィトゲンシュタインにおいて「アスペクトの閃き

（Aufleuchten eines Aspekts）」と呼ばれる。だが、この閃きをどう捉えるかをめぐって、ウ

ィトゲンシュタインはゲーテから離れる（pp. 142-143）。 

 

３．ウィトゲンシュタインとゲーテはどこで別れるのか 

３－１．「比較の対象」としての原初的言語ゲーム 

 前期ウィトゲンシュタインは、言語の機能を「世界に生じている事態や生じうる事態を描

写する」活動に限定していたが、後期ウィトゲンシュタインは、「言語ゲームには極めて多
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様な種類があり、しかも絶えず生成変化している」（p. 144）ことを強調する。これらの言語

ゲームを比較する際の連結項は、「原初的（primitiv）」言語ゲームと呼ばれる。そして、言

語ゲームの起源である原初的言語ゲームから、複雑な言語ゲームが作り上げられる。 

 だが、ウィトゲンシュタインによれば、我々の「一般的なものへの渇望」、「個別的事例へ

の軽蔑的態度」が、「原初的言語ゲームと複雑な言語ゲームとを比較する探究の妨げ」とな

る（p. 145）。これに抗して、「共通の本質」がなくとも類似性を見出すことができる証拠と

して挙げられるのが、「家族的類似性（Familienähnlichkeit、family likeness）」である。家族

全員に共通する本質はなくとも、子は父親にも母親にもどこか似ており、したがって家族全

体が似通っていると言える。 

 それゆえ、原初的言語ゲームは、言語ゲームの起源でありながら、その共通の本質ではな

い。1 それは、言語ゲーム間の連結項として「比較の対象」であり「物差し」であって、他

の言語ゲームとの「類似と相違とを通じて、我々の言語のあり方に光を投げかけるべきもの」

である。だがそれは、現実の様々な言語ゲームが「それに適合せねばならない先入見」とし

ての「共通の本質」ではない。この点においてウィトゲンシュタインは、原型や原現象とい

う「共通の本質」を想定するゲーテと袂を分かつ。 

 

３－２．ウィトゲンシュタイン的形態学 

 原初的言語ゲームは、種々の複雑な言語ゲームを理解するための「補助線ないし参照軸」

（p. 147）の一つにすぎない。それゆえ、連結項である原初的言語ゲームが実在する必要は

なく、それは「フィクションであっても構わない」（p. 148）。 

 ウィトゲンシュタインにとって哲学とは、「物事の様々なアスペクトのうち、あまりに日

常的で馴染み過ぎているために注意を向けていないもの――しかし、それゆえに我々にと

って極めて重要なもの――に目を留めよう」として、「物事の極めて重要な連関を見ようと

すること」だ（ibid.）。その足掛かりとして、世界に「最小限」、「束の間だけ暫定的に」付

け加えられるのが、連結項たる「比較の対象」である。この連結項を介して、アスペクトの

転換を経験できる。 

 比較の対象は原初的言語ゲームに限らず、比較の目的や文脈によって別の種類のゲーム

が適当なこともある。ウィトゲンシュタインが掲げた「表現の使用の形態学」は、こうした

「そのつどの比較の対象」を通じて、「我々が普段何をしているか」を知ろうとする試みで

                                                      

1 些末な問題だが、「共通の本質」なしに類似性が捉えられる（「家族的類似性」という類似性

がある）からといって、「それゆえ、ウィトゲンシュタインが提示する原初的言語ゲームは、あ

らゆる言語ゲーム共通の本質としての原型ではない」（p. 145）という結論は、論理的には出て

こないように思える。このことを言うには、言語ゲーム間の類似性は家族的類似性である、と

いう前提も必要であり、ウィトゲンシュタインはたしかにそう考えていたようである（PI-I, 

65）。言語ゲーム間の類似性が家族的類似性であることは、ウィトゲンシュタイン研究者にと

っては常識なのかもしれないが、発表者と同様の「素人」のために注を付しておく。 
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ある（p. 149）。 

 ゲーテの形態学も「本来、個々の形態の絶え間ない生成変化とその全体論的連関とをある

がままに捉えようとするもの」だったはずだ。だがそれは、「原型」を「唯一真正の連結項」

とみなすことで、「諸形態を見渡す唯一の展望、真の見方を設定する営み」、すなわち「見方

を固定する営み」となってしまった（ibid.）。言い換えれば、ゲーテの形態学は、「万能の連

結項を通じて見られる唯一真正の展望」を世界に与えることで、クワインの言う「宇宙的亡

命」を図る傾向にある（p. 150）。 

 だが、「世界のあり方にも、その見方にも、文字通り無数の可能性がある」という認識か

ら出発するなら、形態学とは、「あるときの『アスペクトの閃き』」を「絶対化してしまう傾

向をもつ」ものではなく、「常に新たな『アスペクトの閃き』を求め、見方を更新し続けて

いく」ものとなるはずだ（pp. 150-151）。 

 ゲーテは「現象の背後に何も探してはならない。現象それ自体が学説なのだ」と書いてい

たが、「ウィトゲンシュタインはこのモットーに当のゲーテ以上に忠実」だったと言える（p. 

151）。ウィトゲンシュタインの形態学は、現象の背後に「共通の本質」があることを否定し、

現象それ自体に目を向ける。そしてそれは、「共通の本質」による「アスペクトの固定化」

を避けるため、常に新たなかりそめの「比較の対象」を置いて比較を行い、「新たなアスペ

クトの閃きを呼び込み続ける」のである（pp. 151-152）。 

 

Ⅲ．発表者からのコメント 

１．ゲーテと進化発生学 

 著者は、ゲーテの形態学が影響を与えた分野として「進化発生学」を例示しており、高橋

（1988）を引きつつ、次のように述べている（pp. 140-141）。 

 

  たとえば、ゲーテの言う理念的な「原器官」としての葉を現実の胚（子葉、幼根）と同

一視し、さらに、胚に分化していく細胞へと辿っていけば、進化発生学の枠組みにかな

り近づくことになるだろう。 

 

発表者には、著者がこの例でどのようなことを述べようとしているのか、理解が覚束なかっ

たため、この点については著者の説明を待ちたいと思う。 

 それとは別に、ゲーテ形態学をオーソドックスな進化発生学に当てはめて解釈するなら、

それはたとえば、個体発生に見出される相同性（類似性）は、共通祖先からの系統発生を反

映している、というものになるだろう。個体発生初期の胚は、異種間でも形態的によく類似

している。たとえば次の図版を見てほしい。 
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この図版は、ダーウィンの著書『人間の由来』からのものであり、上の胚がヒト、下の胚が

イヌのものである（Darwin 1871, p. 15）。人間と犬の成体の形態的差異は、私たちにとって

あらためて語るまでもないほど明白なようだが、両者は、個体発生初期においてここまで似

通っている。 

 リンネ分類のカテゴリー間をまたぐこうした形態的類似性を、ゲーテは見抜いていた。こ

のこととの関連で思い起こされるのは、1830 年のフランス科学アカデミーにおけるキュヴ

ィエ＝ジョフロワ論争だろう。キュヴィエは、生物個体の「生存条件」（カントの言う内的
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合目的性）を重視し、分岐を侵犯して個体の構成に変化をもたらす進化を否定していた。一

方でジョフロワは、ゲーテと同様にリンネ分類を横断する類似性を見出しており、進化論者

であるラマルクの友人にして支持者だった。イカ（無脊椎動物）と脊椎動物との相同性に関

する論文をめぐるこの論争で、ジョフロワはその論文を賞賛（して暗にキュヴィエを批判）

し、キュヴィエはその論文を否定した。そして、晩年のゲーテはこの論争に興奮を抑えきれ

ず、「火山は噴火し、すべてが火に包まれる」と述べたと伝えられる（cf. ルース 2008, pp. 

57-66; 佐藤 2005, pp. 259-260; 高橋 1988, pp. 246-251）。 

 こうしたゲーテ＝ジョフロワ的な相同性、類似性、原型の認識は、著者の言うように「固

定化」された「アスペクト」であるに違いないだろう。だが、こうしたアスペクトの固定化

にも意義があるのではないかと、発表者には思えてならない。というのも、まさにアスペク

トを固定し、そのアスペクトに固執するからこそ、私たちは「なぜ原型が見出されるのか」

という問いに導かれ、その答えの一つとして、共通祖先からの系統発生、すなわち進化とい

う概念も導かれるように思われるからだ。こうした問いと答えは、逆に、「新たなアスペク

トを呼び込み続ける」ことに執着するウィトゲンシュタイン的形態学からは出てこないよ

うに思える。著者はこの点、どのようにお考えだろうか。 

 

２．家族的類似性とは何か 

 家族的類似性は、後期ウィトゲンシュタインの最重要概念の一つと考えられているが、発

表者が今回の発表を準備するにあたり最も困惑させられたのが、この概念である。以下で発

表者が悪戦苦闘しながら思考した筋道を示し、著者の教示を乞うことにしたい。 

 著者による家族的類似性の説明は以下のとおりである（p. 145）。 

 

  娘の鼻は母のとそっくりだが、父のとはまるで違う。しかし、目は父と娘でよく似てい

る。――家族全員に共通する類似点がない場合でも、我々はその家族を似通った全体と

して見ることができる。 

 

この説明を読んで発表者が真っ先に疑問に思ったのが、父と母は似ていることになるのか

どうかだった。なぜなら、父と母がまったく似ていないのであれば、「家族を似通った全体

として見る」ことは困難に思えたからである。 

 西洋哲学の伝統に従えば、類似性とは関係であり、複数の対象があって初めて成立する。

そしてこれは、私たちの日常言語に照らしてもそうである。「ＡはＢと似ている」という言

明を理解することは可能だが、端的に「Ａは似ている」と言われても、それが何を意味して

いるのかわからない。私たちは「Ａが何と似ているのか」と聞き返さなければならない。し

たがって、家族的類似性において「家族全体が似ている」と言われるとき、それは、「家族

という単体の対象全体が似ている」という意味ではなく、「家族というクラスに属する複数

のメンバー全員が似ている」という意味で理解しなければならない。 
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 ウィトゲンシュタインは家族の類似点として、「体つき、顔の特徴、眼の色、歩きかた、

気質、等々」と例示している（PI-I, 67）。著者の上の例で言えば、家族的類似性が成立して

いるのであれば、家族全員が似ているのだから、父と母もこれらの特徴や他の特徴のいずれ

かにおいて類似しているはずである。そして、これらの類似点のどれも「共通の本質」とし

て家族全員が共有するものでないとしても、「家族を似通った全体として見る」ことができ

る点が、家族的類似性の特徴とされる。 

 だが、「娘の鼻は母のとそっくり」、「目は父と娘でよく似ている」という形で、家族の各

メンバー間が類似し、その集合的結果として家族全体が似ているのであれば、そうした家族

的類似性は、家族の各メンバー間の「共通の本質」（鼻の原型、目の原型等）に還元できる

だろう。そして、家族の各メンバー間に「共通の本質」がなければ、そこには家族的類似性

もないだろう。上の家族の例で言えば、娘が父と母の両方に似ているとしても、父と母がま

ったく似ていないのであれば、やはり全体として似ていないだろう。 

 それではこのとき、家族的類似性がないのだから、この家族は家族でないのか、という疑

問があるかもしれない。2 だが、それはまったく別の問題である。そもそも類似性は、家

族が家族であるための必要条件ではない。言い換えれば、類似性は、家族というクラスの外

延を規定――家族を定義――していない。父と母がまったく似ておらず、家族的類似性がな

くとも、家族は家族でありうる。家族を家族たらしめている条件は、別に存在するだろう。

その条件とはたとえば、血縁や、生活の場の共有かもしれない。そして私たちは、そういっ

た条件をそれ自体で類似性とは呼ばないだろう。 

 このように、類似性が、あるクラス（たとえば家族）の外延をそもそも規定していないの

であれば、そのメンバー全員に「共通の本質」が見出されないのは当然の帰結と言える。そ

して、家族的類似性とは、類似性が外延を規定しないクラスにおいて、各メンバー間に類似

性があることである。3 これは、メンバー間の類似性をもたらす傾向にある条件（「血縁」、

「生活の場の共有」など）がクラスの外延を規定する場合に、一層生じやすい。4 

                                                      

2 仮にこの反論を思いついてしまった人（発表者もだが）がいたなら、その人は、類似性がク

ラスの外延を規定する唯一の原理だと思い込んでしまっている。言い方を変えれば、家族的類

似性が家族の「本質」だと思ってしまっている（下のコメント３．も参照されたい）。しかし、

たとえばヒュームは、観念連合の原理（自然的関係）として、類似性のほかに、隣接性と因果

性を挙げていた（Hume 2007, 1.1.4.1, p. 13）。事物は、互いに類似していなくても、ただそこ

にまとまってあるというだけでクラスを形成する。 

 なお、ヒュームはバークリを継承して、一般的観念（抽象観念）とは一般名で捉えられる個

別的観念であるという立場、つまりは（おそらくウィトゲンシュタインと同様に）唯名論的立

場をとっていた（ibid., 1.1.7.1-10, pp. 17-20）。 

3 この理解が正しいなら、家族的類似性とは、正確には「類似性」という関係そのものではな

く、「複数の類似性がクラス内に並存する状態」だろう。 

4 ウィトゲンシュタインは『哲学探究』において、家族的類似性を有するものとして「ゲーム
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 家族的類似性がこのような事態であるなら、それが、「多様なものの間に類似性を見て取

るためには、それらすべてに含まれる何か――共通の本質――を捉えていなければならな

い、という先入見に対して、端的な反例となる」（p. 145）という著者の主張は、妥当しない

ように思える。たとえば、父と母と娘において、「父と母は歩き方が似ている」、「母と娘は

鼻が似ている」、そして「娘と父は目が似ている」ということ（家族的類似性）と、「父と母

と娘がみな似ている」ということとは、別のことである。そして、「多様なもの」の全体に

「類似性を見て取る」こととは、後者のことではなかろうか。前者が見て取っているのは、

「ＡとＢ」、「ＢとＣ」、「ＣとＡ」それぞれの類似性であり、「Ａ、Ｂ、Ｃ」全体の類似性で

はない。そして、「Ａ、Ｂ、Ｃ」全体の類似性を見て取ることとは、まさにＡ、Ｂ、Ｃの間

に「共通の本質」を見出すことではなかろうか。5 

 こうした疑問は、類似性の関係にとって、「共通の本質」というのは文字どおり本質的で

はないかという（固定化されたアスペクトに囚われた）発表者の疑念から生じている。たと

えば、「ＡはＢと似ている」という言明で表されるのは、「Ｂのある特徴が、Ａの対応する特

徴の原型とみなされる」ということではないだろうか。私たちは、「ＡはＢと似ている」と

言う人に対して、「いや、ＢがＡと似ているんだよ」と反論することがあるが、このとき問

題となっているのは、ＡとＢのどちらが原型か、ではなかろうか。また、「ＡがＢと似てい

るのか、ＢがＡと似ているのかはわからないが、とにかくＡとＢとは似ている」と言うとき

には、「Ａの特徴とＢの特徴のどちらが原型かはわからないが、とにかく両者に共通の本質

が見出される」ということを意味しているのではないか。 

 これに対し、こうしたＡとＢの特徴は、共通の「特徴」ではあるが、共通の「本質」では

ない、と言う人がいるかもしれない。なぜなら本質とは、あるクラス（たとえば家族や植物）

のメンバー全員に共有され、そのクラスの外延を規定するものだからである。これに対して

                                                      

（Spiele）」を例示している（PI-I, 66）。混乱を招くようで恐縮だが、発表者には、ゲームとい

うクラスは類似性によって外延が規定されているように思えてならない。つまり、クラス全体

に、家族的類似性ではない類似性があるように思える。どのような類似性かと言えば、たとえ

ば「娯楽を目的とする」という類似性である。 

 ウィトゲンシュタインは、ゲーム全体に共有される「共通の本質」を否定しながら、「これら

すべてが〈娯楽〉なのか。チェスとミューレ〔三目並べ〕を比較せよ（Sind sie alle 

›unterhaltend‹. Vergleiche Schach mit dem Mühlfahren）

（http://www.geocities.jp/mickindex/wittgenstein/witt_pu_jp.html#LocalLink-c66）」と述べて

いる（ウィトゲンシュタイン 1976, p. 69）。おそらく、チェスとミューレのどちらかに娯楽性

がないと言いたいのだろうが、発表者には、どちらに娯楽性がないのか理解できない。 

5 「ＡとＢ」、「ＢとＣ」、「ＣとＡ」それぞれに類似性があることを、（おそらくは誤って）

「Ａ、Ｂ、Ｃ」全体の類似性と捉えてしまうことの原因として、たとえば、｛（Ａ∧Ｂ）∧（Ｂ

∧Ｃ）∧（Ｃ∧Ａ）｝⇒（A∧Ｂ∧Ｃ）といった、かなり直観的に把握できる論理との間で、無

意識的な類比が働いていることが考えられる。 
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は、次の二つの仕方で応えることができる。 

 第１に、共通の特徴によってＡとＢを一つのクラスにカテゴライズすれば、その特徴はた

だちに本質となるのではないか。たとえば、「目は父と娘でよく似ている」のであれば、家

族というクラス内に「目が父似」というサブクラスを想定するだけで、目という「特徴」は

このサブクラスの「本質」へと昇格を果たす。 

 第２に、あるクラスの外延を規定しない共通の「特徴」が共通の「本質」でないのなら、

ゲーテの原植物も植物の「共通の本質」ではない。ゲーテは、すでに植物というクラスにカ

テゴライズされている多様な個物を比較観察することにより、原植物を見出したのであっ

て、原植物により植物というクラスの外延を定めた――原植物との類似性により植物を定

義した――のではない。 

 いずれにしても発表者が著者に教示を乞うのは、上の家族的類似性の理解が正しいかど

うか、間違っているとすれば何が間違っているのか、正しいとすれば、類似性を見出すこと

とは、まさに「共通の本質」を捉えることではないか、という点である。 

 

３．引用《12》における家族的類似性 

 ウィトンゲンシュタインからの引用《12》（pp. 146-147）には、やはり「家族的類似性」

という言葉が現れるが、著者は一部を省略して引用している。省略部分を含めた該当箇所は

以下のとおりである（ウィトゲンシュタイン 1981, p. 44）。 

 

  もしもシュペングラーが、つぎのようなことをいっておけば、かれは、もっとよく理解

されるのではないか。「わたしは、さまざまの時代の文化を、さまざまな家族の生活に、

くらべている。一家族のなかにおいて、家族的類似というものがある。一方、さまざま

な家族を考えた場合、その成員と成員のあいだにも、類似というものはみられる。家族

的類似は、これこれしかじかの点において、他の類似とちがっている、などなど。」6 

  （省略箇所を下線で示す） 

 

発表者はこれを踏まえて、引用《12》を次のように解釈する。ウィトゲンシュタインによれ

ば、ある家族にはある家族的類似性が見出され、別の家族には別の家族的類似性が見出され

る。したがって、家族というクラス（ここでは、コメント２．で見た一家族集団内のメンバ

ーによって構成されるクラスではなく、複数の家族集団をメンバーとして構成されるクラ

                                                      

6 原文は次のとおりである。”So könnte Spengler besser verstanden werden, wenn er sagte: ich 

vergleiche verschiedene Kulturperioden dem Leben von Familien; innerhalb der Familie gibt es 

eine Familienähnlichkeit, während es auch zwischen Mitgliedern verschiedener Familien eine 

Ähnlichkeit gibt; die Familienähnlichkeit unterscheidet sich von der anderen Ähnlichkeit so und 

so etc.”（Wittgenstein 1980, p. 14） 
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ス）には「原型」が見出されない。よって、家族の「原型」ではなく、家族の「生活」を「文

化期」と比較（照合）すると、シュペングラーは言うべきだった。7 以上の解釈の妥当性

について、まず著者の判断を仰ぎたい。8 

 だが、仮にこの解釈が正しいとすると、それぞれの家族は、それぞれの家族に固有の家族

的類似性によって他の家族と区別されることになる。つまり、各家族の外延を規定している

のは、各家族に固有の家族的類似性である。これは、「家族的類似性」が家族（集団）の「共

通の本質」であるということにならないだろうか。著者の意見を伺いたい。 

 

４．アスペクトの更新とパラダイムの転換 

 著者は、世界における「創造的な生成変化としての形成を、そのただなかにいる者がそれ

として捉えるため」には、「常に新たな『アスペクトの閃き』を求め、見方を更新し続けて

いく以外にない」と述べている（p. 151）。こうした著者のウィトゲンシュタイン解釈には、

クーンが唱えたパラダイムの転換を想起させるものがあるように発表者には思えた。 

 たとえば、鬼界（2003）は、ウィトゲンシュタインが「世界像（Weltbild）」と呼んだも

のと、クーンの「パラダイム」との近親性を指摘している。こうした近親性は、ウィトゲン

シュタインの『哲学探究』における言語観、人間観から出発した二人の思考が、類似した科

学観に収斂した結果であると鬼界は述べる（ibid., pp. 382-383）。パラダイムとは通常科学

を支配する「原型」ではないかとも発表者には思えるが、著者自身は、アスペクトの更新と

パラダイムの転換との類似性について、どうお考えだろうか。 

 

以上 
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