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第22回大阪哲学道場2013年7月21日(日)テキスト抜粋 

「後期ウィトゲンシュタイン・私的言語は意味を持ちえるか」 
横山 

 

 

 

 

 

 

 

語の意味とは何か 

名指しと意味に関する問題 一般名の機能は内包であり、その意味は表現の言い換えによって表される。

そして、固有名の機能は外延であり、その意味は指示対象を表す（J.S.ミル）…とすると、次の2文が無

意味になる。①「ペガサスは存在しない」 ②「明けの明星と宵の明星は同じものである」 

ラッセルの論理的固有名 固有名の3条件「①指示対象がアプリオリに存在する ②特定の対象を名指す

ことのみがその機能である ③固有名の使う者はその対象を見知っていなければならない」 この条件を

厳密に満たすのは、「これ」「それ」「あれ」といった直示的表現のみ 

 

 

言語ゲーム内での語の機能 「一つの言語を考えてみよう。その言語は、建築家Ａとその助手Ｂとの間の

意思疎通である。…石材には台石、柱石、板石、梁石がある。ＢはＡが必要とする順番で石材を渡さなく

てはならない。このため二人は『台石』『柱石』『板石』『梁石』という語から成る一つの言語を使用する。

Ａはこれらの語を叫ぶ。Ｂはそれらの叫びに応じて、石材を持っていく。これを完全に原初的な言語と考

えよ」(2) ※以下、( )括弧内の無印の数字はウィトゲンシュタイン「哲学探究」の節番号 

「2 節で述べた言語がＡとＢの全言語であり、したがって、一民族の全言語であると想像することができ

よう。子ども達は、そのような活動を行い、そのような語を用い、そのようにして他人の言葉に反応する

よう教育される。訓練ということの一つの重要部分は教える者が諸対象を指差して、子どもの注意をそれ

らの物へ向け、それとともに何か語を発することから成り立つ。(これを私は『直示的説明』とか『定義』

とか名付けない。子どもはまだ名づけるということがどういうことなのか問うことができないからである。

私はこれを『語の直示的教示』と呼ぶ。これが訓練ということの重要部分を構成すると言ったが、それは、

人間にとってそういう風になっているからであって、他の考え方ができないからではない)このような直示

的教示は語と物との間に一つの連想的結び付きを作り出す、と言える。…たとえ、直示的教示が表象を喚

び起こすのだとしても、私はそれが語の理解をもたらすと言うべきなのであろうか。『板石！』という叫び

に応じてしかじかの振舞いをする者は、その叫びを理解していないのだろうか。もちろん、直示的教示が

そうした理解を生みだすのに役立っているだろうが、しかし、それは一定の教育を伴ってはじめて、可能

になるのである。…『私はロッドをレバーに結び付けて、ブレーキを修繕する。』もちろん、そのためには

他の全機能が与えられていなければならない。それがあってはじめてブレーキレバーはブレーキレバーに

なり得るのである」(6) 

ラッセルへの反論 「『これ』という語…『それ』という語は何を指しているのか。混乱を引き起こした

くないなら、これらの語が何かを名指していると言わない方がよい。かつて、これこそが本来的な名であ

ると言われたのである。…なるほど、我々が直示的な定義において名指されるものを指示し、その時に名

を発音するというのは事実である。同様にして我々は直示的定義において一つの物を指しながら『これ』
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と発音する。『これ』という語と名が、しばしば文章の関係で同じ位置にくる。けれども、名にとって特徴

的なのはまさにそれが直示的な『それがNである』によって説明されるということである。しかし、我々

は『それを<これ>という』とか『これを<これ>という』とかといった説明をするだろうか？このことは名

指すことの一つの神秘として把握することに関係している。名指すことは一つの語と一つの対象の奇妙な

結合に見える。哲学者が名と名指されるものとの関係そのものを取り出そうとして、眼前の対象を見つめ

つつ、或る対象をくり返し、また『これ』という語をくり返すとき、或る奇妙な結合が実際に生じてくる。

なぜなら、哲学的問題は言語が仕事を休んでいるときに発生するからである」(38) 

「（B が A に指示された道具を持って行かねばならないとき、）『N』という名を持った道具が壊れてしま

ったと仮定せよ。A はそのことを知らずに、B に『N』という記号を与える。このとき、この記号に意味

があるのか、ないのか。――Bはこの記号を受け取って何をしなくてはいけないのか。――この点に関し

て我々はいかなる合意にも達していない。彼は何をするかと問うことはできよう。今や彼はおそらく途方

に暮れて立ち尽くすか、或いはAに破片を示すかするだろう。このとき『N』が無意味になったと言える

かもしれない。そしてこの無意味という表現は言語ゲームに含まれていた『N』について、もはやいかな

る適用例もないと述べることになろう。――しかし、また、一つの取り決めを考えてそれによって、道具

が壊れているのにAがこの道具の記号を与える場合にはBはそれに対する答えとして頭を振らなければな

らない、とすることもできる。――これによって、『N』という命令は、その道具が存在しない場合でも、

言語ゲームの中に取り入れられたことになり、したがって、『N』はその対象が存在しなくなった場合でも

意味を持つ、と言うことができるだろう」(41) 

意味とはその使用である 「『意味』という語を用いる多くの場合、人はこの語を次のように説明すること

ができる。すなわち、語の意味とは、言語内のおけるその使用である。そして、名の意味を、人はしばし

ば、その担い手を指示することによって説明する」(43) 

名指しだけではチェス駒を並べただけ 「例えば『R[赤を示す]』という語は記述ではない。一つの要素を

名指しているのだ。しかしだからと言って、要素というのは名指すことしかできないと言うのは奇妙であ

ろう。名指すことと記述することは一つの平面上で成り立つことではない。名指すことは記述することへ

の一つの準備なのである。チェスの駒を並べただけでは指し手にならないのである」(49) 

 

語の意味は確定させられるか 
家族的類似性 「ゲームという出来事を考えてみよ。盤ゲーム、カード、球戯、競技など。何がこれらの

共通するものか。「何かが共通していなくては、それらを<ゲーム>とは言わない」などと言ってはならない。

なぜなら、それらすべてに共通なものは見えなくても、それらの類似性、関連性、全系列が見えるからで

ある。」(66) 

「私は、このような類似性を『家族的類似性』という言葉による以外にうまく特徴付けることができない。

家族の構成員の間に成り立っているさまざまな類似性、たとえば体つき、顔の特徴、眼の色、歩き方、気

質、なども同じように重なり合い、交差しあっているからである。だから私は<ゲーム>が一家族を形成し

ていると言おう」(67) 

「基準」と「徴候」 「初等的な混同を避けるために２つの言葉を導入しよう。『○○であることはどうし

て分かるのか』この問いに『基準』をもって答える場合と、『徴候』をもって答える場合がある。或る種の

バクテリアによる炎症が医学的にはアンギーナと呼ばれているとして、具体的症例にあたって『この男が

アンギーナに罹っているという理由は何か』と尋ねるとき、『かくかくのバクテリアを彼の血液に見つけた

からだ』と答えるのが、『基準』つまりアンギーナの定義的基準と呼べるものを与えている。一方、『彼の

のどが炎症を起こしている』と答えるのがアンギーナの徴候を与えている。…しかし、実際には、どの現

象が定義的基準で、どの現象が徴候なのか尋ねられると、大抵の場合、その場その場で勝手に決めて答え
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るほかはないだろう」(「青色本」ちくま文庫版p.59) 

フレーゲへの反論 「『<ゲーム>という概念がこんな具合に未限定であるなら、お前は自分の考えている<

ゲーム>の何たるかが元々わかっていないのだ』［という批判は本当か］」(70) 

「<ゲーム>という概念は輪郭のぼやけた概念だと言うことができる。『だが、ぼやけた概念などそもそも概

念なのか。』ピンボケ写真は人間の画像なのか。［逆に］ピンボケのものこそ、まさに我々が必要とするも

のではないのか。フレーゲは概念の領域を比較して、明確な境界が決まっていなければ人は領域と呼ぶこ

とはできないと、言う。その意味するところは、おそらく、それでは我々は何も始めることができないと

いうことである。しかし、『どこかその辺に立っていろ』と言うことは無意味であろうか」(71) 

ぼやけていても有意味 「今、一つのぼやけた画像に対応するはっきりとした画像を描かなくてはならな

いとする。前者にははっきりしない赤色の長方形があり、それに対して輪郭のはっきりした長方形を描く

わけである。もちろん、その対応する長方形はいくつも描くことができるだろう。しかし、オリジナルの

方の色の境界の痕跡もなく、互いに融け合っていたら、その時は、対応する画を描く見込みはなくなるの

ではないか。――このような困難に直面したら、たとえば良いという言葉の意味を我々はどのように学ん

だのかを自らに問えばよい。どのような例に即してかと。どのような言語ゲームの中でかと」(77) 

「私が誰かに『どこかその辺に立っていろ』と言うとき、この説明は完全にその機能を果たしていないか。

――でも、その説明は不正確ではないか。――その通り、不正確である。［しかし］『不正確』は今や『使

用不能』を意味している訳ではないのだから、どうしてこれを不正確と呼んではいけないのか」(88) 

「多くの語には厳密な意味がないが、これは別に欠陥ではない。それを欠陥だと考えるのは、ランプの光

にははっきりした輪郭がないから、真正の光ではないと言うようなものだ」(「青色本」p.66) 

語の意味をどう確定するか 「私が今モーゼについて或る言明をしたとすると、私には常にこれらの記述

のうちのどれか一つを『モーゼ』に置き換える用意はあるのだろうか。もしかすると、私は『モーゼ』と

いう語によって聖書がモーゼについて語っていることを行った男、或いはその多くを行った男のことを了

解しているのだというかも知れない。しかし、私はどのくらい多くのことまで考慮すべきなのか。自分の

言明を偽として放棄するためにどのくらい多くのことが偽と証明されなくてはならないのか、私はすでに

決めてしまっているのだろうか。私が『Nは死んだ』と言うとするとき、『N』という名の意味については、

おそらく次のような事情があり得よう。私の信じるところでは或る人間が生きていて、その人を私は①某

所で見たことがあり、その人は②何某の姿をしており、③何某のことをなし、④社会ではこの『N』とい

う名で通っていた、等々。――『N』という名で私が何を了解しているかと問われれば、私は、これらの

全てや、或いはそのいくつかを挙げ、異なった状況の下では異なったものを枚挙するであろう。すると、

『N』に関する私の定義は『これら全てに該当する人』ということになろう。ところが、今そのうちのど

れかが偽であることが判明されたらどうか。私にとって枝葉末節と見えることだけが偽と判明された場合

にも、私は『Nは死んだ』が偽になると宣言する用意をしなければならないのだろうか。だが、枝葉末節

か否かの境界はどこにあるのだろうか。…このことを人は次のように表現することができる。私は『N』

という名を固定した意味なしに使用しているのだ、と。(しかし、このことはこの名の使用をほとんど妨げ

ない。ちょうど、テーブルが三脚の代わりに四脚で立っており、その状態によってはぐらぐらするという

ことが、そのテーブルの使用を妨げないのと同じである)語を使っているのに、その意味を知らないのだか

ら、私はナンセンスなことを語っているのだと、人は言うべきであろうか。――どういう事態であるのか

を見てとることの妨げにならない限り、自分の言いたいように言うべきである」(79) 

言語ゲーム自体にも家族的類似性が当てはまる 「人々が野原でボール遊びに興じ、様々なゲームを始め

るが、その多くを終わりまで行わず、その間にボールを当てもなく空へ投げ上げたり、たわむれにボール

をもって追いかけっこをしたり、ボールを投げつけあったりしているのを、我々はきわめて容易に想像す

ることができる。そして、このとき、この全時間を通じて人々はボールゲームを行っているのであり、そ

れゆえボールを投げるたびに一定の規則に準拠していることになるのだと、人は言うだろう。でも、我々
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はゲームをするとき、<やりながら規則をでっちあげる>ような場合もあるのではないか。また、やりなが

ら規則を変えてしまう場合もあるのではないか」(83) 

語は言語ゲーム次第でどんな意味にでもなる 「歯の或る虫食い状態で、ふつう歯痛と呼ばれるものを伴

わない状態を『無意識的歯痛』と呼び、そのような場合、歯痛があるがそれを知らないという表現を使う

のがむしろ実際的だと考えられることもあり得る」(「青色本」p.55) 

「方程式x2=-1は、解±√-1を持つ。だが、この式は解をもたないと言われた時代があった。それと類似的

に『直線は円に常に交わる。或る場合は実数点で、また或る場合は虚数点で』と言うことも『直線は円と

交わるか、交わらないでその交差がα離れている』と言うこともできる。この２つの陳述は正確に同じ意

味である」(「青色本」p.69)  

純粋さだけでは足りない 「現実の言語を精密に考察すればするほど、言語とわれわれの要請との衝突は

劇しくなる。（論理の透明な純粋さといったものは一つの要請だったのである。）われわれは滑らかな氷の

上に迷い込んで、そこでは摩擦がなく、或る意味で理想的なのだけれども、まさにそのために前に進むこ

とができない。我々は先へ進みたいのだ。だから摩擦が必要なのだ。ザラザラした大地へ戻れ！」(107) 

言語ゲームが成立するときにのみ語が意味を持ち得ること 「正常な場合にだけ言葉の使用のされ方が明

確に指定されている。我々はあの場合この場合にどう言うべきかを知っており、疑いを持たない。異常な

場合になればなるほど、何を言うべきか疑わしくなっていく」(142) 

 

理解・読む・意図は心的出来事か 
語を使用出来るか否かが語の理解の基準であること 「教師の苦労ののち、生徒が数列を正しく書き続け

ていくと仮定してみよう。そうすると、今我々は彼がこの体系に精通していると言うことができる。しか

し、我々が正当にそう言えるためにはどこまで彼が数列を正しく書き続けなくてはならないか。ここにい

かなる境界もないことは明らかである。そこであなたは「人が数列のこの数やあの数まで書き続けられる

ことなどは、単に理解のいろいろな使用例であるに過ぎない。理解そのものは一つの状態であってそこか

ら正しい適応が生まれてくるのだ。」と言うだろう。しかし、いろいろな使用例は理解の基準であり続ける

のだ」(145) 

意味解釈を説明できることが理解の基準ではないこと 「次のような例を思い描いてみよう。Aは数列を

書き出している。Bは彼を見て、数の系列の中に法則を見つけようとしている。Aは『1,5,11,19,29』とい

う数を書いた。そこでBはその先を知っていると言う。たとえばBは『an=n2+n-1』なる式を試したのか

もしれない。別の場合B は『項差の数列』を考えて『4,6,8,10』になることを見出した。或いは『この数

列なら知っている』とただ数列を書き続けていく」(151) 

「『Bが数列のシステムを理解する』ということはどっちみち単純に『an=○○』なる式に思い至るという

ことではない！」(152) 

「理解」「読む」は心的出来事ではないこと 「理解を<心的な出来事>などと決して考えるな。どのよう

な場合に、どのような状況下で我々に『その先を知っている』と言うのかと、代わりに問え」(154) 

「たとえば、新聞を読むときに、読んでいる物に注意を払うこともできるし、単なる読取り機械として読

んでいる物に注意を払わなくても正確に読むことができる者もいるだろう。これと比較して、初心者は苦

労して文字をたどりながら読む。しかし、いくつかの語は前後関係から推測したり部分的に暗記したりし

て読む。このとき教師は彼が本当は読んでいないと言う」(156) 

「読む」の基準は明確にできないこと 「『誰しも手本からその複製を導き出しているなら読んでいるの

だという説明』を調べよう。…いま我々が誰かにキリル文字のアルファベットを教え、どのように各文字

が発音されるかを教えたとする。そして、或る章句を示し、彼が各文字を教えられたとおりに発音しなが

らその章句を読むとすると、そのとき、我々は彼が規則の助けを借りて或る語の音を書字から導き出して
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いると言うだろう。そしてこういうことも読むことのはっきりした事例なのである」(162) 

「しかし、この際に彼が常にAをbに、Bをcに、というふうに進んでZをaに書き換えるとしたらどう

か。これをも我々は表による導き出しと呼ぶだろう。…彼が一つの書き換え方を継続せず、或る簡単な規

則にしたがってそれを変更すると仮定してみよ。たとえば、いったん A を n に書き換えたなら、次の A

はoに、その次のAはpに書き換えるといったぐあいに。だが、このやりかたと不規則なやり方との境界

がどこにあるのか」(163) 

行動自体が何を意図したかを示すこともある 「例えば或る子供がチェスの駒で遊んでいてその2,3を盤

上に置いてその中からキングを取ったとしても、『詰めた』とは言わない。――そしてこの場合にもまた、

その子供の心の中で起きたことが本当の『詰め』との違いを為すものだと考えかねないのである。私がチ

ェスで或る手を指すとき、或る人が『君は詰めようとしたのか』と聞いたのに対して『そうだ』と答える。

すると彼はさらに『君の知っていたことはただ君がその手を指した時点で君の中に起きていたことだけな

のに[そしてそこには詰めようという意識はなかったのに]、どうして君は自分がそう意図したと知り得た

のか』と問われる。『このような場合では、この手を指すこと自体が詰めようと意図することだったのだ』

と答え得る場合もあるのだ」(「茶色本」第8節) 

定義も定義不能も不十分 「我々が『合う』『できる』『理解する』という事柄に妥当させている基準は一

見して思われるよりも遥かに複雑である。我々の言語における語の役割は我々の信じたくなっている物と

は別の物なのである。（この語の役割の理解には、通常一つの定義では十分ではない。まして、<語は定義

不可能だ>などという確認ではますます不十分である）」(182） 

 

規則に従うとはどういうことか 
ルイス・キャロルのパラドクス 「『前提(1)：A』『前提(2)：Aならば Z』『前提(3)：(1)(2)ならば Z』…

『前提(n)：(1)(2)(3)…(n-1)ならばZ』…」(ルイス・キャロル「亀がアキレスに言ったこと」から要約) 

「グルー」のパラドクス 「『グルーgrue』は、時刻 t より前に調べられたものについてはそれがグリー

ンgreenで或る時に適用され、それ以外のものについてはそれがブルーblueで或るときに適用される」(ネ

ルソン・グッドマン「事実・虚構・予言」) 

クワス算 「私は過去に 57 より小さな数での加法しかしなかったと

する。そこで懐疑論者が、私が『プラス+』で表しているのは、右に示

すような関数『クワス♀』ではないかと主張する。さて、私はどうや

ってこの懐疑論者に対して、私がこれまで「プラス」という言葉で意

味していたのは「クワス」ではないということを説明することができ

るのか」(ソール・クリプキ「ウィトゲンシュタインのパラドックス」)  

 

道しるべのパラドクス 「或る規則が道標のようにそこに立っている。いかなる意味でそれに従わなくて

はならないのかが、その指している方向にせよ、反対の方向にせよ、どこかに書いてあるのだろうか」(85） 

表のパラドクス 「表を読むためにさまざまな方法が導入されたと考えよ。或るときに

は右の上図に従い、別の時には右の下図のように、或いはもっと別の図式に従うといっ

た方法である。こうした図式は表を用いるための規則として表に添付されるわけである。

このとき我々は、このような規則を説明するためにさらに多くの規則を考えることがで

きないだろうか」(86) 

数列のパラドクス 「(0 から 1000 までの範囲で 2x という数列を正しく言えるようになった生徒とその

先生との会話にて)生徒に対して 1000 以上の数列(+2)を書き続けさせると、彼は、1000、1004、1008、

1012 と書く。先生『よく見てごらん。何をやっているんだ。つまり、きみは 2 を足していかなければい

クワス算quus 
       
x♀y= 

 

                  

      

 

x+y（x,yがどちらも 

57未満のとき） 

5 （x,yのどちらかが 

57以上のとき） 
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けないんだよ。よく見てごらん』しかし少年はそれが理解できない。少年『でも、これでいいんじゃない

ですか。僕はこうしろと言われたと思ったんです』或いは『でも、僕は同じようにやってるんです』この

とき、『でも、君は<+2>が分からないのか』と言い、説明をくり返しても役に立たない。この人間はごく

自然にあの命令を我々の説明にもとづいて『1000までは2 を、2000 までは4 を、3000までは6 を加え

ていけ』という命令を我々が理解するように、理解してしまうのだ」(185) 

意味の解釈説と実践説 「われわれのパラドクスは或る規則がいかなる行動の仕方も決定できないという

こと、なぜなら、どのような行動の仕方もその規則と一致させることができるから、ということであった。

それは、どのような行動の仕方も規則と矛盾させることができるということであった。だから、ここには

一致も矛盾も存在しないであろうと考えられる。ここに誤解があるということは、我々がこのような思考

過程の中で解釈に次ぐ解釈を行っているという事実のうちにすでに示されている。あたかもそれぞれの解

釈が、その背後にあるもう一つの解釈に思い至るようになるまで我々を少なくとも一瞬のあいだ安心させ

てくれるかのように。言い換えれば、このことによって、我々は解釈ではなく、応用の場合場合に応じ、

我々が『規則に従う』と呼び『規則に叛く』と呼ぶことがらのうちにおのずから現れてくるような、規則

の把握が存在することを示すのである。それゆえ、規則に従うそれぞれの行動は解釈である、と言いたく

なる傾向が生ずる。しかし、規則の或る表現を別の或る表現で置き換えたもののみを『解釈』と呼ぶべき

であろう」(201) 

「それゆえ、規則に従うということは一つの実践である」(202) 

根拠を尽くせば鋤は岩盤に達する 「『どのようにして私は規則に従うことができるのか』これが原因に

関する問いでないとしたら、それは私が規則に従ってそう行動したことの正当化の関する問いである。私

が根拠づけの委細を尽くしたのであれば、固い岩盤に達しているのであり、私の鋤は反り返ってしまう」

(217) 

盲目的に従う 「規則に従っているとき私は選択をしない。私は盲目的に規則に従っている」(219) 

「言語において人間は一致するのだ。それは意見の一致ではなく、生活様式の一致である」(241) 

 

私的言語とは何か 
私的言語とは 「誰かが自分だけの内的体験――自分の感じ、気分などを――自分だけの用途のために書

き付けたり口に出したりできるような言語を考えることができるだろうか。――さて、我々は自分たちの

ふつうの言語でできないのか？〔もちろんできる。〕――だが、私の考えていることはそういうことではな

い。そのような言語に含まれる言葉はそれを話している者だけが知り得ること、つまり直接的で私的なそ

の者の感覚を指し示すはずなのである。それゆえ他人はこの言語を理解することができない」(243) 

「『知る』という語を正常な仕方で使う時、他人はきわめて頻繁にいつ私が痛みを感じているかを知ってし

まう。――その通り。でも、自分で知るのと同じ確かさで知っているわけではない！――私については、

人は一般に、『私が自分の痛みを知っている』などと言うことはできない。（冗談を言う場合以外には）」(246) 

同一性の基準とは 「『他人は私の痛みを感じることができない』――そのどれが私の痛みなのか。何が

ここで同一性の基準と考えられているのか。…私の痛みが彼の痛みと同じだと言うことに意義のある限り、

その限りで我々二人は同じ痛みを感じることができる。（たとえばシャムの双子など、２人の人間が同じ場

所に痛みを感じることも考えられる。）この問題を論議している時、或る人が胸を叩いて『でも他人はこの

痛みを感じることができない！』と言うのを見たことがある。――これに対する答えは『この』という言

葉を強調して発音したところで、同一性の基準を定義したことにはならない、ということである」(253) 

表出される感覚語は私的言語ではない 「私の内的体験を記述し、私だけが理解できるような言語につい

てはどうだろうか。どのようにして私は自分の諸感覚を言葉によって表記しているのか。日常行っている

ようにか。だとすると…私の言語は<私的>でない。…しかし、もし私に感覚の自然な表出がなく、感覚だ
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けがあったとしたらどうか。私は単純に名と感覚を結びつけ、それらの名を記述に用いるのである」(256) 

痛みを表出しない子は「痛い」という言葉を持ち得ない 「『人間が自分たちの痛みを表出しない(呻かず、

顔をゆがめない、など)としたら、どうであろうか。そのとき人は子どもに<歯痛>といった言葉の使用を教

えることはできないだろう』――では、その子どもが天才で、自分で感覚の名を考えだす、と仮定しよう。

―その時にはもちろんそうした言葉で自分自身を理解させることなどできないだろう。――だから、彼は

その名を理解しているがその意味をだれにも説明できないというわけか。――しかしそれなら、彼が<自分

の痛みに名前を付けた>ということはどういうことなのか。――どのようにして彼は、痛みに名前をつける

などということを行ったのか？！そして、彼が何をしたにせよ、それはどのような目的を持っているのか。

――『彼は感覚に名を与えたのだ』と言う人があれば、その人は、単なる命名が意義を持つためには言語

の中ですでにたくさんのことが準備されていなくてはならない、ということを忘れている。誰かが痛みに

名を与えるということについて、我々が語るときにはその場合の『痛み』と言う語の文法こそ準備されて

いたものなのであって、それはこの新しい語の配置される場所を示している」(257) 

私的感覚「E」 「次のような場合を想像してみよ。私は或る種の感覚がくり返し起こることについて、

日記をつけたいと思う。そのため、私はその感覚を『E』なる記号に結び付け、自分がその感覚を持った

日には必ずこの記号をカレンダーに書きこむ。――第一に言いたいのはこの記号の定義を述べることがで

きないということだ。――にもかかわらず、私は自分自身に対してそれを一種の直示的定義として与える

ことができる！――どのようにして私はその感覚を指し示すことができるのか？――普通の意味ではでき

ない。だが私はその記号を口に出したり書いたりして、自分の注意をその感覚に集中させて――それゆえ、

言わば心の中でそれを指し示す。――でも、何のためにそのような儀式をするのか。というのは、そのよ

うなことは儀式であるとしか思えないからだ！しかし、定義は記号の意味を確定させるのに役立つ。――

ところが、そのことは正に注意力の集中によって行われる。なぜなら、そうすることによって私は記号と

感覚との結合を自分に刻みつけているから。――もっとも『自分に刻みつける』というのは、このような

出来事を経過すれば、私が正しくその結合を思い出すようになるということでしかない。しかし、この場

合、私には正しさの基準が無いのだ。人は私にとっていつも正しいと思われることが正しいのだと言うか

もしれない。このことはここでは<正しい>ということについて語ることができないということでしかない

のだ」(258) 

「『ところで私はこれもくり返し起こった感覚 E だと信ずる』――あなたは多分そう信じると信じている

のだ。そうすると、この記号をカレンダーに記入した人は全然何も書きとめなかったことになるのか。―

―誰かが記号を――たとえばカレンダーに――記入すれば何かを書きとめたことになるのが当然などと考

えるな。書きとめることには確かに何らかの機能はあるけれども、記号『E』には今のところまだ何の機

能もないのである」(260)  

私的基準などない 「(今日の朝刊が真実を報道していることを確かめようとしてそれを何部も買い込ん

でくるようなものである)」(265) 

「『私は自分の身長がどれくらいか知っている』と言いながら手を頭に乗せているのを想像せよ」(279) 

私的言語がダメなわけ 「人が回すことができても、それと一緒に他のものが動かないような歯車は、器

械の一部ではないのだ」(271)  

同じ名をつけたから同じ感覚になる「私が自分の感覚をそれと同定するのは、もちろん基準によってでは

なく、同じ表現を用いることによってである。しかし、それで言語ゲームが終るのではない。それととも

に始まるのだ」(290) 

私的かぶと虫 「一人に一つずつ箱を持っていて、その中

に私たちが『かぶと虫』と呼んでいるような何かが入って

いると仮定する。誰も他人の箱を覗き込むことができず、

自分のかぶと虫を見ることによってのみ、かぶと虫とは何
 

同じ感覚だから同じ名をつけるのではない。 

同じ名をつけたから同じ感覚になったのだ。 
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であるかを知ることができる。このとき、どの人もそれぞれの箱の中に違ったものを持っていることが当

然あり得る。…箱の中のそのものは言語ゲームの一部ではないし、何か或るものですらない。なぜなら、

その箱は空っぽでさえあり得るのだから。いや、箱の中のものを通り抜けて『短絡させる』こともできる

のだ。何であろうとそれは消え失せてしまうのだ」(293) 

他人の痛みをどう理解するか 「人が他人の痛みを、自分の痛みを手本にして想像しなければならないと

すればそれは容易なことではない。というのは、私は自分が感じている痛みに基づいて、自分が感じてい

ない痛みを想像しなければならないことになるからだ。私は或る痛みの場所を想像し、それを、手の痛み

から腕の痛みというように別の痛みの場所に移動すれば良いというわけにはいかないのである。なぜなら、

なすべきことは想像の中で私が彼の体の位置に痛みを感じることではないからである。(それなら可能であ

ろうが)痛みの振舞いが痛みの位置を示すことはありうる。しかし痛みを蒙っている人こそ痛みを表出して

いる当人なのである」(302) 

 

ルイス・キャロル 「栄誉ってどういう意味？」とアリス。「そいつは『君がぎゃふんと言うような素敵

な議論だ』という意味だ」とハンプティダンプティは小馬鹿にしたように微笑みました。「でも『栄誉』は

『ぎゃふんと言うような素敵な議論』という意味にはならないわ」「言葉はわしが意味させようとしたもの

を意味する。それ以上でもそれ以下でもない。問題は、言葉とわしのどっちがどっちの言うことを聞くか

ということ。それだけだ」(「鏡の国アリス」角川文庫版p.120) 

永井均 ・「私が感じているのは実は『痛み』なのか『くすぐったさなのか』なのか決定しうる権威を持

つのは私であって共同体ではない。これは68+57の答がいくつになるかを決定しうる権威を持つのが共同

体であって私ではないのと同様にまったく明白なことであると思われる。65+57 が実はつねに 5であるな

どということには何の意味もないが、くすぐられてくすぐったそうにしている私は実はつねに痛みを感じ

ていたということは少なくとも有意味に想定可能なのである」(「<魂>に対する態度」p.65) 

・「たとえば私は、外部からそれとわかる脈絡や表出（転んで顔をしかめるとか）といっさい無関係に、

自分に向かって断言できる「私がいま感じているのは、私がずっと『痛み』と呼んできたものである」と。

「痛み」というだれもが知っている語が使われていてもこれは私的言語である。なぜなら、他の誰がどう

言おうとこれは私が｢痛み｣と呼んできたものだと言っているのだから」（「私・今・そして神」p.197） 

・「私的言語がなければ言語は不可能です。私的言語の可能性が言語にとって不可欠なものに転じること

によって言語は完成するのです」(「なぜ意識は実在しないのか」p.36) 

Ａ.Ｊ.エイヤー 「ウィトゲンシュタインは、列車の発車時刻の記憶を確かめるのに、時刻表の記憶を思

い浮かべるだけでなく実際の時刻表と見比べて確かめねばならないとしている。しかし、もし自分の感覚

が信用できないのであれば、時刻表と見比べたとしても依然として記憶を確証することはできない。他人

に問い合わせることもできるだろうが、その場合も他人の返事を正しく同定させられなければならない。

私が強調したいのは、この確認作業には終わりがないからこそ、どこかの段階で終止符を打たなければ系

列全体が無意味になってしまうということである。そして、このことは、あらゆる同定が結局は感覚に依

存していることを示している。私が同定すべきものは何であれ、つまり、対象、出来事、イメージ、記号

のいずれであれ、私が頼れるのは自分の記憶と現在の感覚だけである。記憶と感覚が相互に確認される程

度に違いがあるだけなのである」(「ウィトゲンシュタイン」邦訳p.126) 

 

行動主義なのか  
「『ではあなたは仮面をつけた行動主義者ではないか。あなたは根本的に人間の振舞い以外はすべて虚構だ

と言っているのではないか』――私が虚構について語っているとしても、それは文法上の虚構についてな

のである」(307) 


