
教育における言語・事物・規範性

後期ウィトゲンシュタインの「直示的定義」をめぐって

渡 邊 福太郎

はじめに

本稿の目的は、後期ウィトゲンシュタイン

（Ludwig Wittgenstein:1889-1951）の哲学をてがか

りに、教育実践と日常的実践の構造的差異を解明す

ることにある。具体的には後期ウィトゲンシュタイ

ンの「直示的定義（hinweisende Definition）」をと

りあげ、言語を教える際に名指される事物とその特

質への着目を通じて、教育実践が日常的実践に比し

てもつ規範的構造の一端を明らかにしていきた

い 。

ウィトゲンシュタインの哲学は、いわゆる「ウィ

トゲンシュタインのパラドクス」［Kripke 1982］の

衝撃とともに、教育学においても広く受容されてき

た。とりわけ教育哲学の分野では、Ｓ・クリプキの

描く懐疑論的パラドクスを教育にとって不可避のパ

ラドクスだと捉えることを通じて、一方では他者論

的なウィトゲンシュタイン解釈が 、他方では実存

論的なウィトゲンシュタイン解釈が生まれ、現在に

至るまでそれぞれ独自の理論的発展をみている。両

者はともに、ウィトゲンシュタインが提示する言葉

の意味や他者の心をめぐる懐疑論的パラドクスに現

実性を認める点で一致しており、とりわけ懐疑論を

人間の条件として積極的に位置づけようとするＳ・

カベルの実存論的解釈は、近年注目を集めていると

言える 。

このように、懐疑論的パラドクスに現実性を認め

る解釈が優勢を占める現在の研究状況に対して本稿

がまず注目したいのは、カベルの議論に批判的な立

場をとるＪ・マクダウェルの議論である。後に詳し

く見るように、懐疑論の発生を人間にとって不可避

の実存的条件として捉えるカベルに対し、マクダ

ウェルはそれを実践に対して外在的な視点をとる場

合にのみ生じる病だと診断し、実践内在的な視点の

重要性を強調する［McDowell 1998］。しかしながら

その一方でマクダウェルはカベルとともに、ウィト

ゲンシュタインが描くある種の言語ゲームに、われ

われの懐疑論的反応を引き起こすのに十分な恐怖と

不安の源泉を見てとってもいる。その言語ゲームと

は、語の意味や数列の規則等を子どもに教える場面

をもとにして描かれた言語ゲームである。

ウィトゲンシュタインが描く教育の場面は、われ

われに教育に対する不安を抱かせるのに十分なイン

パクトをもっている。たとえばそこに登場するのは、

「２ずつ加えていけ」という命令に対し、当初は難な

くその要求を満たしていたにも関わらず、1000を超

えた時点で突如として「1004、1008…」と書き始め、

それでもなお当初の命令に自分は従っているのだと

主張してやまない子どもである［PI: 185］。このよ

うな「狂気の子ども」［Cavell 1994：36］に直面した

際にわれわれが示す反応は、こうした子どもが現実

の教育実践においてはまず存在しないという経験的

事実に訴えてその虚構性を主張するか、あるいは狂

気という名の潜在的他者性を子どもの内奥に認める

かのいずれかであろう。

これに対して以下本稿では、ウィトゲンシュタイ

ンが主著『哲学探究』（1953年、以下『探究』と略）

で描いた「直示的定義」の場面を具体的な分析対象

として選択し、そこからいかなるパラドクスが発生

しうるのかを解明する。さらに、懐疑論的パラドク

スに対するカベル、マクダウェルらの解釈を批判的

に検討することを通じて、教育と呼ばれる実践が日

常的実践に比してもつ特質を明らかにしていきた

い。

１.直示的定義のパラドクス

1.1 直示的定義と指示

議論を始めるにあたって、まずは「直示的定義」

という概念の成立経緯について概観しておきたい。

直示的定義とは、1932年から1934年の間に書かれた

いわゆる中期ウィトゲンシュタインの著作『哲学的
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文法』（1969年、以下『文法』と略）にすでに見られ

る概念であり、子どもに基礎的な語彙を教える際の

一方法として位置づけられている。直示的定義を構

成するのは、事物、指差しの行為、「これを…と言う」

あるいは「これが…である」という命題形式からな

る三つの要素であり、『文法』においては赤い紙きれ

を指差しながら「これが「赤」である」［PG: 24］

と言う、といった例が挙げられている。

この概念の成立背景には、『論理哲学論考』（1921

年、以下『論考』と略）で自らが提示した言語観に

対するウィトゲンシュタイン自身の反省がある。『論

考』においてウィトゲンシュタインは、「名は対象を

指示する。対象が名の意味である」［TLP:3.203］と

いう、言語の意味に関する指示説的理論を構築した。

これに対して中期ウィトゲンシュタインは、『論考』

で自らが提示した言語観を「素朴な言語哲学」［PG:

19］として退ける。そして、言語に関するより包括

的な探究を目指して直示的定義なる概念を設定し、

新たに「「この語はいかにして学ばれるのか」、「子ど

もがこの語を用いるように教えるにはどうしたらい

いのか」」［Monk 1990：287］という問いを立てるの

である。

ところで、「指示（reference）」という概念をめぐっ

ては、これまでも主に言語哲学の分野で様々な議論

が行われてきた。Ｂ・ラッセルに始まる「記述説」

およびクリプキの展開する「因果説」が代表的な二

つの流れとして挙げられるが 、言葉と物との結び

つきをめぐってなされるこうした哲学的議論に対

し、日常的観点からその不毛さを糾弾することも可

能であろう。なぜなら、「われわれが実際の言語活動

をするとき、語とそれが指示する対象などといった

ことには通常気を配らない」［中村2004：42］からで

ある。

たしかに、たとえ哲学者の求める意味なるものが

判明せずとも、日常生活における会話は滞りなく進

行するであろう。しかしながらここでカベルに倣っ

て、次の問いが問われなければならない。すなわち、

「このわれわれとは誰のことか」［Cavell 1994：7］、

という問いである。われわれの日常的実践において

は、言葉と物との結びつきといったことが問われる

ことは通常ない。ここで想定されている「われわれ」

とは、すでに言語を有し、日常的実践を難なく営む

ことのできる存在だからである。ところが、この言

語それ自体が教育内容として意識化された実践にお

いては、われわれの一致を予め前提にすることは不

可能である。なぜなら、この教育という実践のなか

で想定されるのは、日常的実践を営むのに十分な言

語をいまだ有していない存在としての子どもだから

である。

後期ウィトゲンシュタインは中期に引き続き、わ

れわれは言語をいかにして子どもに「教えることが

できるのか」［PI: 9］、また子どもはそれを「いかに

して学
﹅
ぶ
﹅
のか」［ 35］という問いのもとに考察を進

めた。そして、言葉と物との結びつきといった日常

的実践のなかでは何ら問題となることのない事柄

が、教育という実践においては様々な困難を引き起

こすことを明らかにしているのである。こうした困

難のうちの一つは、事物を指差しながら「これを…

と言う」、あるいは「これが…である」と言う、といっ

た一見きわめて単純素朴に見える言語教授の一方法

が、実際には教える者を容易にパラドクスへと陥れ

る性質をもつという事実に由来する。次節では『探

究』の該当箇所をてがかりに、直示的定義のパラド

クスが発生するプロセスを確認する。

1.2 背景的知識と解釈可能性

直示的定義のパラドクスは、二つの要件から構成

される。そのうちの一つである背景的知識の必要性

という要件は、『探究』のなかで直示的定義に与えら

れた、『文法』とは異なる新たな位置づけに関連する。

これを端的に表しているのが次の部分である。

直示的定義が語の使用――意味――を説明す

ると言えるのは、その語が言語のなかで一般的に

どのような役割を果たすのかがすでに明らかな場

合である。［…］名前について問うことができるた

めには、すでに何らかのことが知られている（あ

るいは、できる）のでなければならない」［PI:

30］。

直示的定義は時に「直示的説明（hinweisende
 

Erklarung）」［PI: 6］とも言い換えられ、両者は同

義的な意味で用いられている。ここで「説明」とは、

「問い」の対概念に他ならない。そして、直示的定義

が問いに答える説明として機能するためには、子ど

もの側にすでに一定の言語能力があるのでなければ

ならない。この能力は、端的に何かの名前を問う行

為として現れる。関口浩喜によれば、『文法』の時点
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での中期ウィトゲンシュタインは「この「説明の文

法」に気付いていなかった」［関口1990：41］。しか

し、「直示的定義が言語習得の起点に登場する可能性

を認めたまま、すなわち、直示的定義が言語をまだ

習得していない子供に対しても与えられる可能性を

認めながら、一方でその理解には言語に関する多く

の知識が要求される、と主張するのは明らかに無理」

［42f］であろう。これに対して『探究』の後期ウィト

ゲンシュタインは、直示的定義という単純に見える

教授方法が、実際には多くの背景的知識を要求する

複雑な行為であることを認める。「これが赤である」

という説明を理解するためには、指示語や繋辞が言

語のなかで果たす機能をすでに知っているのでなけ

ればならない。したがって、直示的定義は教育の起

点にはなりえないのである 。

たしかに、言語に関する一般的な知識を前提とす

る直示的定義から、教育プロセスの記述を始めるこ

とはできない。しかしながらこのことは、直示的定

義そのものの不可能性を意味するわけではない。た

とえばＨ・Ｊ・グロックが指摘しているように、「と

りわけ色彩語に関する表現は直示的にしか定義しえ

ず」、同じことは「においや味、触感、音についても

言える」［Glock 1996：278］。教育の起点ではなくと

も、直示的定義が教育プロセスのなかで重要な役割

を果たすことに変わりはない。これら以外にも、様々

な事柄を直示的に定義することが可能であることに

ついて、ウィトゲンシュタインは次のように述べる。

さて人は、人の名前、色の名前、物の名前、数

の名前、方角の名前等々を、直示的に定義するこ

とができる。「これを「二」と言う」――と言って

二つの木の実を指差す――といった数二の直示的

定義は、完全に正確である」［PI: 28］。

子どもに対して二つの木の実を指差しながら、「こ

れを「二」と言う」と述べることによって数「二」

を定義するという方法に、不思議なところは何もな

いように思われる。ウィトゲンシュタイン自身もこ

うした定義の方法が「完全に正確である」ことを認

めており、その「有効性を疑ってはいない」［野矢

2006：368］。言語に関する一般的な背景的知識が身

についているのであれば、直示的定義によって新た

な語を学ぶことは十分に可能なのである。それにも

かかわらずウィトゲンシュタインは、直示的定義が

見かけ以上に複雑な構造をもつ点について次のよう

に指摘する。

だがそれなら、いかにして二をこのように定義

できるのか。この定義を与えられた者は、「二」と

いう語によって人が何を名指そうとしているのか

が分からず、こ
﹅
の
﹅
木の実の集まりが「二」と呼ば

れているのだと受けとるかもしれない。［…］同様

に、私がある人の名前を直示的に説明しても、彼

はその名前を色の名前、人種の名前、さらには方

角の名前であるとすら思うかもしれない。すなわ

ち、直示的定義はいかなる場合にも、あれやこれ

やに解釈されうるのである」［PI: 28］。

直示的定義は「完全に正確」であるにもかかわら

ず、「い
﹅
か
﹅
な
﹅
る
﹅
場合にも」様々な仕方で解釈されえて

しまう。解釈可能性、あるいは多義性という問題が、

直示的定義のパラドクスを構成する第二の要件であ

る。言語に関する一般的な背景的知識をもつ子ども

のボキャブラリーには、「色」、「人種」、「方角」等々

の概念がすでに含まれていると考えられる。しかし

だからこそ、「これが二である」という命題は様々な

仕方で解釈されうる。ここで直示的定義のパラドク

スは次のような形式をとる。まず、言語に関する一

般的な背景的知識がある場合にのみ、直示的定義は

可能である。しかしながらこの背景的知識によって、

直示的定義の解釈可能性が生じ、直示的定義は不可

能なものとなる。言語に関する背景的知識が直示的

定義を可能にすると同時に不可能にもするというパ

ラドクスが、ここで発生してしまうのである。

直示的定義が子どもによって「あれやこれやに解

釈されうる」可能性を認めるやいなや、直示的定義

はパラドキシカルな構造をもつものへと変化する。

こうした可能性を認めたうえで、なおも直示的定義

の有効性を保証するための手段として考えられるの

は、さらなる説明を子どもに与えるというものであ

ろう。「この数
﹅
が
﹅
「二」である」［PI: 29（傍点引用

者）］といった仕方で、意図の鮮明化を図るのである。

ところが、こうした説明を次々と積み重ねていった

としても、子どもの誤解を解くことができるとは限

らない。なぜなら、第一にこの「説明の連鎖」［ibid.］

には限界があり、無限に説明を加え続けることは不

可能だからである。そして第二に、「いかなる説明も

誤解されうる」［ibid.］からである。
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言語的説明をいくら積み重ねても、直示的定義の

パラドクスを解消することはできない。しかしそう

だとしたら、われわれはこうしたパラドクスに対し

ていかなる態度をとるべきなのであろうか。以下で

は、カベルとマクダウェルによる二つの解釈の方向

性を見ていくことにしたい。

２.パラドクスをめぐる二つの解釈

2.1 恐怖とめまい

直示的定義のパラドクスの原因は、背景的知識が

解釈可能性を許す点にあった。解釈可能性が直示的

定義を不可能にするというこの構造に、いわゆる規

則のパラドクスとの同形性を見てとることもできる

であろう。規則のパラドクスにおいてもまた、「２ず

つ加えていけ」という命令を、「1000までは２を、1000

以降は４を加える」といった仕方で解釈し、命令を

不可能なものにする子どもの姿が描かれている［PI:

185］。いずれの場合にも、解釈を行う子どもという

表象が、教える者をパラドクスへと陥れるのである。

他方、われわれの経験的事実からすれば、通常の場

合にはこうした子どもは現れず、解釈可能性を前に

われわれの日常的実践が停止することもない。この

事実を根拠に、懐疑論的パラドクスの虚構性を主張

することも可能であろう。また、そうした確信のも

とでわれわれの日常生活は営まれてもいる。しかし

ながら、われわれの経験から来るこの確信は、いか

なる論理的根拠に基づいているのであろうか。

通常の日常的実践において、われわれはたしかに

ある特定の事柄に対する、ある特定の反応の仕方を

共有している。われわれは「赤」という語を色の名

として、「二」という語を数の名として日々用い、生

活しているのである。これをウィトゲンシュタイン

は、「生活形式の一致」［PI: 241］という表現で言い

表している。しかし生活形式の一致とは、日常的実

践においてわれわれがあるものを「二」と呼び、あ

る数列を「1000、1002、…」と続けていくその根拠

と必然性を論理的に説明するものではない。むしろ

それは、説明が底をつき、われわれはまさにこのよ

うに行為するのだと言うより他にないような、ある

地点に与えられた名称なのである。そしてカベルが

述べるように、「人間の言語と活動、正気と共同体は

これ以上のものに基づいてはおらず、これ以下のも

のにも基づいてはいない。それは困難であるのと同

様に単純なヴィジョンであり、恐ろしいと同様に（恐

ろしいがゆえに）困難なのである」［Cavell 2002：

52］。

われわれの日常的実践を支えているのは、生活形

式の一致という偶然事に他ならないという事実に直

面した際に誰もが感じるであろう不安を、カベルも

マクダウェルも共有している。カベルによる先の記

述を引用した後、マクダウェルはカベルの言う恐怖

を次のように言い換えている。すなわち、それは「わ

れわれの実践を一致したものにしているのは、われ

われが実践を学ぶなかで身につけた反応と応答以外

にはないという考えによって引き起こされる、一種

のめまい（vertigo）なのである」［McDowell 1998：

207］。「二」という語を「こ
﹅
の
﹅
木の実の集まり」に与

えられた名前だと解釈し、「２ずつ加えていけ」とい

う命令を「1000までは２を、それ以降は４を加える」

といった仕方で解釈する子どもに対し、そうした解

釈が誤りであると言うためにわれわれが持ち出すこ

とのできる根拠は、われわれは通常こうするのだと

いう事実以外にはない。そして、わ
﹅
れ
﹅
わ
﹅
れ
﹅
の
﹅
一致に

依拠した説明はやがて底をつき、最終的には「私
﹅
は
﹅

まさにこのように行為するのだ」［PI: 217（傍点引

用者）］と言うしかない次元にまで、教える者は追い

込まれていく。この時、たしかに人は恐怖やめまい

を覚えざるをえないであろう。カベルの言う恐怖、

マクダウェルの言うめまいはともに、日常的実践に

おけるわれわれの一致を支えるものが、反応の共通

性という脆弱な事実でしかないのだという認識に

よって引き起こされるものなのである。

2.2 カベルとマクダウェルの対立

カベルとマクダウェルは、教える者が抱く恐怖や

めまいについての認識を共有している。しかしなが

ら、これらに直面した際にとるべき態度をめぐって、

両者の見解は鋭い対照をなしている。カベルは、ウィ

トゲンシュタインが描く教育の場面とそこから生じ

うる懐疑論的パラドクスに、「懐疑論の真実」［Cavell

2004：289］を見てとろうとする。そして、ここでの

「Ｘの真実（the truth of x）」という表現に関しては、

「二つの源泉」［ibid.］があるのだと説明する。その

うちの一つはヘーゲルの用法に由来し、「ある次元に

おいてＸは除外され否定されるが、それが別の次元

に適用される際には保存される」［ibid.］ということ、

すなわち弁証法的プロセスにおけるアンチテーゼの
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止揚および保存を意味している。もう一つは、Ｊ・

ウィズダムとウィトゲンシュタインとの間で交わさ

れた会話に由来するものであり、自らの議論に執拗

な反論を加えたある論者の意図について意見を求め

たウィズダム対し、ウィトゲンシュタインが述べた

言葉、「それはおそらく、君が彼にとって非常に重要

な考え（the truth of his view）のうちの何かを否

定したからだろう」［ibid.］に示唆を得たものである

と言う。つまり、カベルの言う懐疑論の真実とは、

懐疑論は完全に否定し消し去ることが不可能なもの

であり、なおかつそれは人間の実存にとっての重要

な要素でもあるということを意味しているのであ

る。

懐疑論の棄却不可能性をウィトゲンシュタインの

後期哲学に読みとり、その実存論的意義を強調する

カベルに対し、マクダウェルはウィトゲンシュタイ

ンの議論を「懐疑論的な論点を提起するために構成

されたものだと解釈することは、いずれにせよ誤り

である」［McDowell 1998：205］として、カベルの

議論に異を唱える。マクダウェルに従えば、規則や

直示的定義のパラドクスが生じるのは、実践に対し

て「外在的な視点」［211］をとる場合のみであり、

「このめまいに対する治療は、問題となっている実践

についての哲学的反省が、ある外在的な視点から、

すなわちわれわれがなじみ深いものとしてそこに埋

没する生活形式の外側からもたらされるべきだとす

る考えを、断念することによってもたらされる」

［63］。マクダウェルにとって懐疑論的パラドクスと

は、われわれの日常的な実践をその外部から眺めた

場合にのみ生じうる病なのであり、「ただたんに、そ

して通常はそうであるように、われわれが自らの実

践に埋没している場合には、外側から見た際にそれ

らの実践が世界といかなる関係にあるかといったこ

とについて、思い悩んだりはしないのである」

［211］ 。

このように、懐疑論の棄却不可能性を実存論的見

地から主張するカベルと、それをわれわれの外在的

思考が陥る病だと診断し、実践内在的な視点の重要

性を指摘するマクダウェルとの間には、懐疑論的パ

ラドクスの扱いをめぐる鋭い対立が見てとれる 。

このうち、「われわれ」の日常的実践のなかに哲学的

問題が生じる余地はないのだとするマクダウェルの

議論が教育学的に有効であると認められるのは、教

育という実践が日常的実践と同様の構造をもつこと

が確認された場合のみであろう。しかしながら、ウィ

トゲンシュタインの描く教育の場面からは、教育と

いう実践とわれわれの日常的実践との構造的差異に

関する示唆を読みとることができる。以下では再び

直示的定義に議論の場を戻し、特に直示的定義のな

かで用いられる事物の役割に注目しながら、日常的

実践と教育実践との差異を明らかにしていきたい。

３.直示的定義における言語と事物

3.1 見本」としての事物

懐疑論の棄却不可能性を実存論的見地から論じる

カベルに対し、マクダウェルは実践内在的見地から

懐疑論を明確に病として位置づけていた。マクダ

ウェルに従えば、懐疑論的パラドクスは実践に対し

て外在的視点をとる場合にのみ生じる思考の混乱に

他ならず、日常的実践の内部においてはこうした問

題が生じる余地は存在しない。マクダウェルのこの

観点は、懐疑論的パラドクスの解決をわれわれの日

常的実践の健全性に訴える点で、先に言及した中村

昇の見解と共通している。しかしながら中村は同時

に、直示的定義が日常的実践に比して「かなり特殊

な言語ゲーム」であり、「さまざまな言語活動のなか

の一特殊事例」［中村2004：37］であることを認めて

もいる。したがって、直示的定義が日常的実践に比

してもつこの特殊性を明らかにすることが以下での

問題となる。

ここで再び直示的定義の場面を振り返り、主にベ

イカーとハッカーの研究［Baker and Hacker

2005］をてがかりとしながら、直示的定義のなかで

名指される事物が担う特殊な機能について指摘した

い。直示的定義とは、赤い紙きれを指差しながら「こ

れが「赤」である」と言う、あるいは二つの木の実

を指差しながら「これを「二」と言う」と述べる、

といった形式をとるものであった。これらの命題は、

一見すると事物と名前とを直接的に対応させ、結び

つけようとするものであるように思われるかもしれ

ない。しかしここで思い起こす必要があるのは、直

示的定義という概念がそれ自体、『論考』での指示説

的言語観を反駁するものとして構想されていたとい

う事実である。語の意味をその指示対象と同一視す

る素朴な言語観を払拭する目的で、ウィトゲンシュ

タインは直示的定義に関する考察を始めていた。し

たがってここで目指されているのは、語の意味をそ
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の指示対象に直接的に結びつけることによって説明

し、「名指すことを一つのいわば神秘的な出来事とし

て捉える」［PI: 38］ような言語観ではないはずであ

る。では、「これを「二」と言う」と述べて二つの木

の実を指差す時、われわれは実際何を行っているの

であろうか。

ベイカーとハッカーがここで注目するのは、「見本

（Muster/sample）」［ 50,53,56］という概念であ

る。彼らによれば、直示的定義のなかで用いられる

二つの木の実や赤い紙きれといった事物は、「見本

（sample）としての事物の使用と結びついている」

［Baker and Hacker 2005：92］。彼らは使用のされ

方という観点から見本の特徴を五つにまとめている

が、なかでも重要なのは「見本として用いられた場

合、機能的な事物は通常の機能をもたなくなる。あ

るいは標準的な役割を果たさなくなる」［94］という

四つめの特徴である 。ベイカーとハッカーは、店頭

に飾られた陶磁器や、弟子を指導する建具師の例を

挙げる。たとえば、店頭に飾られた陶磁器は、実際

に用いられる代わりに陶磁器の見本として機能す

る。ほぞ穴の開け方を弟子に示している建具師もま

た、家具の一部を実際に制作しているわけではない。

同様に、直示的定義において木の実は食べ物ではな

く数「二」の見本として、赤い紙きれは装飾品の一

部ではなく色「赤」の見本として機能する。日常的

なコンテクストから切り離され、直示的定義のなか

で用いられた場合、事物には見本としての機能が付

与されるのである。

ベイカーとハッカーはさらに、見本それ自体の特

徴を次の三つに分類している。第一に、「見本は、そ

れが見本であるところのものを代
﹅
表
﹅
的
﹅
に
﹅
提
﹅
示
﹅
す
﹅
る
﹅

（represent）」［94］。第二に、「一般的に見本は複製あ

るいは再
﹅
生
﹅
することができる」［ibid.］。そして最後

に、「見本は規
﹅
範
﹅
的
﹅
な
﹅
役割を担う」［95］。注目すべき

なのは、この第三の特徴である。

3.2 範型」の規範性

直示的定義のなかで名指される事物は、日常的コ

ンテクストから切り離され、新たに見本としての規

範的な役割を付与される。Ｈ・Ｊ・グロックによれ

ば、見本としての事物が担うこの規範性をよく表し

ているのが、『探究』第50節の「パリのメートル原器」

に関する言及である［Glock 1996：276］。ウィトゲ

ンシュタインはここで、「１メートルであるとも、１

メートルでないとも主張できない」［PI: 50］ある一

つの事物が、まさにメートル原器なのだと論じてい

る。メートル原器は「われわれのゲームにおける一

つの範型（Paradigma）であり、それとの比較が行

われるような何か」［ibid.］であるから、というのが

その理由である。グロックの言い換えにしたがえば、

「見本と
﹅
し
﹅
て
﹅
、その事物は代表的に提示するための手

段に属しており、それを経験命題によって記述する

ことはできない。［…］記述のための規範を、その規

範の下で同時に記述することが不可能であるよう

に、規範的な役割と経験的な役割は相互に排除し合

うのである」［Glock 1996：276］。

直示的定義のなかで見本として使用される事物

は、何かを「赤」や「二」として記述する際の規範

として機能する。見本のこの規範性を表すもう一つ

の概念が、「範型」である。ウィトゲンシュタインは

次のように述べる。

名前に対応し、それを欠いては名前が意味をも

たなくなるようなものとは、たとえば一つの範型

であり、それは言語ゲームのなかで名前と結びつ

いて用いられるのである」［PI: 55］。

ここで注目すべきなのは、範型としての事物が「す

でにして言語的な道具立て」［野矢2006：374］であ

り、「それ自身言語的な身分をすでに有している」

［375］という点である。ここでの事物は「言語ゲー

ムの
﹅
な
﹅
か
﹅
で
﹅
」一定の役割を担う概念的存在として予

め定位されており、言語とその外部に存在する事物

との間の魔術的な結びつきといった観念は取り払わ

れている。直示的定義のなかである事物を名指す時、

赤い紙きれや二つの木の実といった事物はもはや

「赤」や「二」といった名前によって「代表的に提示

される物ではなく」、それらの名前を「代表的に提示

するための手段」［PI: 50］となる。すなわち、「赤」

や「二」といったレッテルを固定的かつ一方向的に

付与される実在物としてではなく、むしろ一つの言

語ゲームの内部でそれらの語の意味を代表的に提示

する、範型としての機能を帯びるものとなる。ここ

で言う範型とは、何が「赤」であり何が「二」であ

るかを判断するための基準、すなわち「それとの比

較が行われるような何か」［ibid.］を意味している。

直示的定義のなかで用いられた場合、日常的な事物

は概念的存在に変化すると同時に、規範性を帯びた
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範型として機能するのである。

直示的定義のなかで見本として用いられる赤い紙

きれや二つの木の実といった事物は、日常的なあり

ふれた事物である。しかし、直示的定義というコン

テクストで用いられるやいなや、それらは規範性を

帯びた範型へと変化する。以上が、教育実践のなか

で事物が担う、日常的実践とは異なる位置価である。

次節では、再び直示的定義のパラドクスを振り返り、

直示的定義の構成要素についてさらに考察を進めた

い。

3.3 暗黙的規則の言語化

直示的定義のパラドクスとは、背景的知識が定義

文の解釈可能性を許すことによって生じるパラドク

スであった。前節では、直示的定義のなかで用いら

れる範型としての事物が担う規範性について指摘し

たが、事物の規範性のみではこのパラドクスの発生

を抑えるのに十分ではない。「被説明項の正しい使用

を決めるのは、見本ではなく、説明や修正のために

われわれがそれを用いる仕方」［Glock 1996：277］

だからである。あるいはむしろ、直示的定義という

一つの行為を伴ってはじめて、日常的な事物は規範

性を帯びるのだと言うこともできるであろう。そし

て、直示的定義という行為を構成する、事物と並ぶ

もう一つの要素が、「これが…である」や「これを…

と言う」といった形式をとる諸命題なのであった。

直示的定義の場面で言語化されるこれらの命題

が、われわれの日常的実践に関連して担う特殊な役

割について、ベイカーとハッカーは再び以下のよう

に述べている。彼らによれば、直示的定義の命題を

通じてなされる説明は、それ自体「規則である」

［Baker and Hacker 2005：35］。そしてその規範性

の根拠は、それらの命題が「ある表現の正しい使用

を判断するための標準」［ibid.］として用いられると

いう事実にある。すなわち、「これが「赤」である」

や「これを「二」と言う」といった命題は、われわ

れが何を「赤」と呼び、何を「二」と言うかに関す

る基準を命題化したものであり、「このような直示的

定義は、理解のための「助け」となるようなもので

はなく、規則であり、語の使用を決定するための記

号体系（symbolism）に属している」［41］。

もちろん、直示的定義という行為自体は、その場

限りの具体的な状況のなかで行われるものである。

しかしながら「これが…である」といった命題は、

自らが名指す事物を範型へと変化させる機能をも

つ。この命題とともに名指される事物は、たとえば

数多くある赤色の事物のうちの一つでしかなく、何

が名指されるかは個別的な状況ごとに様々でありう

る。しかし、直示的定義の命題によって名指された

その事物は、赤いもの全てを一般化し、代表的に提

示する範型となる。直示的定義の命題は、日常的実

践のなかでわれわれが通常ある特定の色を「赤」と

呼び、他の色を「赤」と呼ぶことが誤りとなるよう

な、語の正しい使用と誤った使用を区別する基準と

して機能する。この意味で、直示的定義の命題はそ

れ自体、われわれの日常的実践を支える規則を言語

化したものなのである。

すでに一定以上の言語を学習したわれわれにとっ

ては、何を「赤」と呼ぶかといったことはあまりに

も自明な事柄でしかない。直示的定義の命題は、わ

れわれの日常的実践の円滑さそのものを支える、い

わば暗黙の次元に属するものであり、通常の言語

ゲームのなかで命題として使用されることはない。

それが言語化されるのは、われわれが通常何を「赤」

と呼び、「二」と呼ぶかといったことが、あらためて

教育内容として意識された場合のみである。直示的

定義の命題は、あるものを「赤」や「二」と呼ぶわ

れわれの基準を表現した「文法的な命題」［105］で

あり、「名前と見本との文
﹅
法
﹅
内
﹅
的
﹅
な
﹅
相互関連性」［106］

を示している。したがってそれは、「日常の言語ゲー

ムにおける使用規則をもたないという点では「意味

を欠く」が、その使用規則を「示し」ているという

点では「無意味」ではないような命題」［瀬嶋2001：

72］であると見なすことができる。

直示的定義において、規則それ自体を表現する命

題のなかで用いられることによって、日常的な事物

は規範性を帯びた範型となり、当の命題は日常的実

践における使用規則を言語化したものとなる。規則

命題を用いてなされる直示的定義という規範的コン

テクストのなかではじめて、日常的な事物は範型へ

と変化する。注目すべきなのは、こうした命題がそ

れ自体、日常的実践に対して外在的な視点をとるこ

とによってはじめて言語化されるという点である。

すなわち、「これが「赤」である」や「これを「二」

と言う」といった命題は、あるものを「赤」と呼び、

あるものを「二」と呼ぶことで成り立っているわれ

われの日常的実践を外在的な視点から眺め、それを

支える暗黙的な規則を言語化した、文法命題なので
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ある。

以上から明らかとなるのは、直示的定義はわれわ

れの日常的実践とは異なる規範的コンテクストのな

かで行われ、日常的実践とは言語論的構造を異にす

るということである。したがってマクダウェルが主

張するように、われわれの日常的実践の健全性のみ

を根拠に、教育実践が孕むパラドクスの解消を試み

ることは不可能であろう。なぜなら、教育という実

践はそれ自体、日常的実践に対して外在的な視点を

とることによって成立していると考えられるからで

ある。

おわりに

後期ウィトゲンシュタインは、教育という観点か

ら言葉の意味に関する探究を行った。ただしその際

に彼が選択したのは、心的概念を説明項として用い

る因果論的「説明」ではなく、様々な言語ゲームの

「記述」という方法であった［PI: 109］。したがって

ウィトゲンシュタインの教育記述には、子どもある

いは教える者の心以外の場所に、いわば教育の可能

性の条件を見いだすためのてがかりが含まれている

と考えられる。本稿ではこうした構想のもと、直示

的定義の場面を具体的な考察対象としてとりあげ、

そこで用いられる言語や事物の特質に注目した。そ

の結果、直示的定義というコンテクストのなかで言

語と事物が担う、次のような規範的役割が明らかと

なった。まず、直示的定義はわれわれの日常的実践

を外在的に捉えることによって取り出された、一連

の規則命題から構成されている。この規則命題とと

もに用いられることで、日常的なありふれた事物は

言語使用の正誤を判断するための基準である範型へ

と変化する。そしてこの範型としての事物が、規則

命題とともに教育の規範性を担うのである。

このように教育実践が日常的実践とは異なる言語

論的構造をもち、さらにはそれを外在的な視点から

眺めることによって成立しているのだと考えられる

限り、マクダウェルのように、日常的実践の健全性

のみを頼りに懐疑論的パラドクスの解決を図ること

は不可能であろう。しかしそれでは結局のところ直

示的定義のパラドクスは、カベルの言うように、解

消し得ない人間の実存的問題として残り続けるので

あろうか。この点についてたとえばＭ・ウィリアム

ズは、「規範として用いられる事物（規則としての公

式であれ、道標としての矢印や、範例（exemplar）

としてのバラの花であれ）が複数の解釈可能性に開

かれるのは、それらが規範的なコンテクストと切り

離されて考えられる場合」［Williams 2010：106］で

あると指摘する。たしかに、直示的定義は規則命題

という規範的コンテクストと、範型という規範性を

帯びた事物によって構成されており、これら二重の

規範性を前に解釈の可能性の幅は限りなく狭められ

ているかもしれない。あるいは少なくとも、特定の

解釈以外の解釈を明確に誤解として排除することは

十分に可能であるだろう。

しかしながら他方でグロックは、「いかなる説明

も、誤解や疑いが生じるわずかな可能性さえ未然に

防ぐことはできないと主張する点で、ウィトゲン

シュタインは正しい」［Glock 1996：114］のであり、

また「ウィトゲンシュタインは、誤解の可能性があ

るからといって直示的定義が不当なものになるわけ

ではないのだという事実を強調する。なぜなら、こ

のことは直示的定義を他の定義から分け隔てるもの

ではないからである」［278］と述べる。直示的定義

もまた一つの定義である以上、誤解の可能性そのも

のを排除することは原理的に不可能であるだろう。

あるいは、言語的説明が不可避的にもつ多義性を否

定する、不自然なコミュニケーションこそが教育な

のだと論じることさえできるかもしれない。

繰り返し述べてきたように、われわれの日常的な

実践においては、こうした誤解の可能性が大きな問

題を引き起こすことはほとんどないであろう。しか

しながら、伝達の不確かさを日常的実践と共有しつ

つも、「コミュニケーション一般においてはほとんど

不都合が感じられないこの不確かさを、克服すべき

困難として捉えるような構造を持っている」［今井

2009：128］のが教育という実践であるとすればどう

だろうか。ここでわれわれがとりうるのは、次の三

つの方向性である。一つは、範型としての事物と規

則命題としての言語が担う規範性とは別の、さらな

る規範的要素を教育の言語ゲームに見いだす、ある

いは追加することによって、解釈可能性を否定する

という方向性である。この試みが仮に成功すれば、

最終的には教師の意図に寸分違わず振る舞う子ども

を生み出すことが可能となるであろう。このグロテ

スクとも言うべき教育像を避けるためにとりうるも

う一つの方向性は、解釈可能性を人間の実存的な条

件として承認し、パラドクスに甘んじるという方向
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性である。

この二つほど極端ではない第三の方向性として考

えられるのは、直示的定義の多義性を認めつつも、

それが教育そのものの不可能性とはならないような

最低限の一致点を、直示的定義以前の段階に求める

という方向性である。この方向性をとった場合に問

題となるのは、教育の起点を直示的定義以前の段階

に求めることである。それは、規範性それ自体の根

拠を問うことに等しい。後期および最晩年期のウィ

トゲンシュタインは、まさにこの第三の方向性を目

指して探究を行った。言語的説明によらない「訓練」、

あるいは「直示的教示」という教育の原初的な段階

をめぐるウィトゲンシュタインの思想には、先述し

た教育の可能性の条件に関するさらに重要な示唆が

含まれていると考えられる。この点に関する考察は、

後日を期したいと思う。

註

１)以下、ウィトゲンシュタインの著作から引用を行う際

には、文献リストに記した略号を用いて該当著作を明

示し、他の引用文献についても同様に、引用者による補

足、引用箇所の頁数、節番号は［ ］内に、原語は（ ）

内に表記する。強調等は断わりのない限り原文のまま

である。また適宜、大修館『ウィトゲンシュタイン全集』

他邦訳を参照し、必要に応じて訳文に変更を加えた。

２)代表的なものとしては、丸山2000が挙げられる。

３)齋藤直子の一連の研究、とりわけ齋藤2009を参照。齋藤

によれば、「カベルの立場は、認識論的アプローチに

よって懐疑主義を否定し根絶することでもなく、逆に

それを肯定することでもない。そうではなく、懐疑主義

を、実存的不安を抱える人間の条件の一部として引き

受けるものである」［齋藤2009：91f］。

４)詳細については、野本1997の特に第12章を参照。

５)以上の論点は、いわゆるアウグスティヌス的言語観に

対してウィトゲンシュタインが向けた批判の一つでも

ある。ウィトゲンシュタインによれば、アウグスティヌ

スが『告白』で描いた言語学習に関する像は、第一言語

の学習を第二言語の学習と取り違えている［PI: 32］。

これに対してウィトゲンシュタインは、新たに「直示的

教示（hinweisendes Lehren）」［ 6］なる概念を設定す

る。ここにはもはや事物と指差しの行為、そして語とい

う構成要素しか存在しない。言語の知識を前提としな

い直示的教示という概念を設定することによって、教

育プロセスの記述を正しい位置から始めることが可能

となるのである。

６)この点について水本正晴は、マクダウェルと同様の見

地から次のように述べている。「規則のパラドクスは、

そのような「可能な」無数のパターンのどれが「正しい」

パターンであるかには事実性はない、という主張とし

て理解できよう。しかしそのような問題は、パターンを

あたかも心の中だけに主観的に抱かれるものとして捉

えることから帰結するのである。他方もしパターンが

世界の側にあるならば、「どれ」が正しいかはせいぜい

認識論的問題でしかなくなる。そしてその時、問題は

我々の認識能力の限界や制約の問題に還元され、最終

的には生物学や認知科学が説明すべきものとなろう」

［水本2002：40］。

７)カベルとマクダウェルの違いを、M・グスタフソンは次

のようにまとめている。すなわち、「マクダウェルは、

ウィトゲンシュタインの見解を明確に理解するのであ

れば、このような恐怖が見当違いのものであることが

明らかとなり、そうした恐怖に再びとらわれる前にそ

れを除去する方法について知ることができるであろう

と考えているように思われる。これとは対照的に、カベ

ルはこうした恐怖が決して治療しうるような類のもの

ではなく、それを防ぐこともできないのだと主張する

のである」［Gustafsson 2005：363］。

８)その他四つの特徴は以下の通りである。第一に、直示的

定義のなかで用いられる見本の範囲は広範にわたる

が、その幅は主に「語を用いる際の正
﹅
し
﹅
さ
﹅
の
﹅
標
﹅
準
﹅
とし

て、また（それが必要な場合には）比
﹅
較
﹅
対
﹅
象
﹅
として見本

を用いるために必要な条件によって制限される」

［Baker and Hacker 2005：93］。第二に、「ある物の見

本としての性質は、それがどのように使用されるかに

よって決まる」［ibid.］。第三に「単一の事物は、複数の

仕方で見本として用いられる」［ibid.］。第五に、「見本

は様々な仕方で人間の活動や、やりとりのなかに入り

込む」［94］。彼らはさらに、ウィトゲンシュタインが見

本として挙げる様々な事物を、「規
﹅
範
﹅
的
﹅
見
﹅
本
﹅
（Canonical

 
samples）」、「標

﹅
準
﹅
的
﹅
見
﹅
本
﹅
（Standard samples）」、「選

﹅
択
﹅

的
﹅
見
﹅
本
﹅
（Optional samples）」［99f］の三つに分類して

いる。
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