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プロローグ

　本論文は､伝統的な哲学的範躊や区分に従えぱ､教育学的<認識論>に属する

研究である｡周知のとおり､<認識論>はM.フーコー(Miche1　Foucault)らの研

究(1)により歴史化され､また昨今では､R.ローティ(Richard　Rorty)らのディ

コンストラクショニスト(脱構築主義者)による誹膀中傷の中でその<終焉>が

宣告されたりもした幾分手垢のついた<業界用語>である｡

　当初､フーコーの研究は､歴史に関する幾分変わった解釈学として､つまり､

16世紀のルネサンスを支配した<類似>､17,18世紀､古典主義時代の<表象の分

析論>､19世紀以降の<有限性の分析論>として紹介され､受けとめられた｡し

かし､フーコーが提示していたものはその種の思想史的分類のオルタナティブで

はなく､そもそもわれわれの思考を準備し､実現させ､かつ制約しているような

歴史的条件の分析であったように思う｡思考を可能にし､支える場をある一元的

体系に還元できるようなアルキメデスの点のようなものはなく､常に異種混交の

言説(ディスコース､ディスクール)が交錯し､しかもそれは絶えざるズレと分

解､変容の過程にあるというわけである｡

　このように捉えられる思考の場､エピステーメーは歴史のある過程で出現､浸

透し､やがて消滅するという点からすると､T.クーン(Thomas　S　Kuhn)のパラダ

イム概念に似ているが､前者が思考の営みを可能にしている場を､ということは

つまり､思考の不可能な場､非在の場をも同時に問うているという点で両者は決

定的に異なる｡思考が不可能であるような場､つまり思考の営みが零度となるよ

うな地点を､基本的に思考可能なものの帰結であるわれわれの言説が回収すると

いうのはそれ自体パラドクシカルな作業のはずである｡ここで｢われわれの言説｣

とは､ものの法則であり､配置である､つまり思考対象の分類､分析であり､あ

る秩序づけである｡これに対し､思考不可能なものを対象にするということは､
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ひとを困惑させ､不安にさせ､秩序を揺るがすものと対峙することに他ならない｡

ここで問題となっているのは､<意味されるもの>の<図>と<地>の平面的な

地平ではなく､その出現と浸透､消滅の<深さ>と<奥行き>の三次元空間であ

る｡言い換えると､思考可能なもの(つまり言語空間､言語秩序)の<外部性>

の問題である｡この言語秩序の<内部性>と<外部性>は､後述のとおり､本論

におけるひとつの座標軸となっている｡

　フーコーによる<認識論>に対するラディカルな考古学的手法に比べると､ロ

-ティの<認識論>批判は､相対的に正攻法といえるかもしれない｡フーコーは

言葉が物を離れそれ自体ひとつの<表象>形式と秩序を得る次元を､17,18世紀の

いわゆる<古典主義時代>(この呼称は､私個人としては今だに馴染めない用語

であるが)に､ある意味で封じ込めてしまった｡一方､｢哲学と自然の鏡』(2)に

おけるローティは､われわれ(特に､アングロ･サクソン圈の分析哲学､言語哲

学)が17世紀に始まる近世の認識論的哲学の理念について､これを超克するどこ

ろか相変わらず捕らわれたままになっていると主張する｡その哲学理念とは､い

わゆる<根拠づけ主義>にほかならない｡ローティによれぱ､17世紀以来､心や

知識に纏わる哲学的議論は､<表象>概念に支配されてきた｡その際､心は､実

在を映し出す一枚の鏡になぞらえることができる｡いったん<自然の鏡>という

メタファーが影響力を持つと､<心>と<身体>､<主観>と<客観>､く真理

の対応説>､<自然の正確な表象としての知識>といった伝統的な哲学的概念装

置が作動し始めることになる｡こうして､個別の諸科学が鏡に映し出される自然

の姿を研究対象とするようになる一方で､認識論的哲学は､<万学の女王>とし

てあらゆる知識を｢基礎づける｣とともに､その妥当性の条件を探るというメタ

的で､特権的役割を担うということになったというわけである(3)｡

　このような<表象>や<基礎づけ>の強迫観念からの解放と認識論的哲学の<

終焉>を唱える一方､ローティが提唱するのは､<言語論的転回>ならぬ<解釈

学的転回>である｡彼のいう<解釈学>は､いわゆる､精神科学の方法論として

の伝統的な｢解釈学｣とは異なるとされる｡彼の<解釈学>では､ひとはもはや

<認識論>のように､共通の枠組み(共約可能性)や究極的な一致を前提とする

ことな<､互いに<異邦人>であるような者の間でのポリフォニックな<会話

　(conversation)>を享受し､｢剌激的で実りある不一致｣を期待するようにな
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るという(4)｡

　<認識論>に対する<解釈学>､<体系的哲学>に対する<啓発的(edifying)

哲学>､<通常(norla1)哲学>に対する<変則(abnorsD哲学>､<対話>

に対する〈会話>というように､ローティが対立項としてもちだすオルタナティ

ブのイメージはいまひとつ明瞭でないが､いずれにしても､かれは､西欧の哲学

史を叙述し直すことにより(それがフェアな叙述かどうかは別にしても)<表象

>に纏わる伝統から一定の距離をおくことを提唱するのである｡

　さて､このように､フーコー､ローティのいずれの研究においても､く認識論

>は脱構築すべき近代哲学の史的残余か､系譜学的解体作業の標的とされる｡し

かしながら､この種の批判的作業がいわゆる現代の<後知恵による有利さ>に依

るものであることも否めない(特に､主に今世紀60年代に形成された眼差しのた

めに､われわれは歴史をそのように回収する)｡例えぱ､ローティが西欧哲学史

の過去を清算し､<認識論>を放棄した後の空席を埋める代わりに､ポリフォニ

ックな<会話>を楽しもうと主張しても､こうした態度表明自体かそれはそれで

パラドクシカルに哲学の言説を形成することになる｡私見によれぱ､西欧哲学は

逃れようのない振り子運動(the　pendulu　swinging)の中にある(ローティもそ

の例外ではない)｡本論は､この振り子運動の両端を<視覚化>する二つの座標

軸を提示することにより､哲学史の下地にあるひとつのオブセッションー一義的

で明瞭な言語が究極的には実現可能である-に起因する､ある種の教育学的<認

識論>(分析哲学的､言語哲学的研究)について､その系譜学的な位置を確認し

ようと試みるものである｡

　二つの座標軸とは､D<表象>(もしくは<描写>､<記述>)対<物語>で

あり､ii)言語的探究の<内部/外部>と<無限空間>である｡

　第一の座標軸､<表象>対<物語>は､｢ニュー･クリティシズム｣などで昨

今好んで用いられる元々文芸理論の用語である｡この対概念のうち､<表象>に

ついてのフーコー､ローティらの言及は既述のとおり明らかであるが､かれらが

その反対概念として念頭においているのは<物語>に近いのではないかと思う｡

特に､ローティにおいては､LG.ガダマー(Hans-Georg　Gadaler)の<解釈学>

を巧みに援用しながら､事実や真理の究明､記述よりも､それらを<物語る>仕

方に強調点がおかれる｡重要なのは､<知識>獲得といった認識論的､技術的目
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標ではなく､興味の喚起､自己表現などを通じてわれわれを変革へと導くような

<陶冶(教育､自己形成)>(5)の次元なのである｡

　衆目一致するところ､教育学研究のトーンは必ず<物語>性を強調するものと

なる｡哲学プロパーの研究領域とは異なり､教育学の研究領域でははじめから人

間(学習者)の変革､変容､自己形成のベクトルが組み込まれているからである｡

　(その意味では､<物語>を強調すれぱするほど､ローティは早晩､教育哲学的

語り口を強める事になると想像される)｡然るに､相変わらず<物語>重視の言

説が繰り返されるのは､<物語>はいつの時代にもある哲学の黄金時代を指向す

る密かな夢であって､教育の現実はままならないという事の謂いに他ならない｡

しかも皮肉なことに､<物語ること>がかえって問題を固定させてしまったりす

る｡これは､いわゆる教育問題を持ち出さなくとも､<フェア>で､<客観的>

に行われているはずの教育の次元､例えぱ､読み､書き､九九の暗記などにこそ

窺い知ることのできるジレンマである｡基礎的知識を身につける事は重要である

　(教育は所詮詰め込みである)､しかし学習者の興味･関心を無視してはならな

い､極力人間的に(強要してはならない)､というわけである｡教育は､その下

地となる哲学のみならずその教授(実践)(の言説空間)においても､<表象>

と<物語>の間の振り子運動を続けているのだと言えよう｡

　本論の考察の対象となる､教育における言語哲学的研究の淵源は､この対概念

に従うと､17,18世紀における世界<表象>化の<知>にもとめることができる｡

本論では､<表象>の成立を､<遠近法>､17世紀オランダ美術､光学的関心の

昴まりなどの<視覚>様式の成立や､普遍言語計画､タクソノミー､印刷技術の

発達などの<表象言語>の成立として考察する｡もとより､本論は思想史的､歴

史的考証､記述を意図するものではな<､<表象>形式としての言語の把捉の仕

方を系譜学的に辿ることが目的である｡

　第二の座標軸､言語的探究の<内部/外部>と<無限空間>は､本論の<知識

>概念に関する問題構成の里程標となる対概念である｡

　西洋哲学史における<知識論>の基本的枠組みは､ひとつには､プラトン(P1

ato)による対話篇､『メノン(Meno)』における<知ること>に関するジレンマ

によって与えられる｡

　この有名なジレンマは､『メノン』の次の箇所に由来する｡
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君の論ずるところによれぱ､こういうことだな｡つまり､人は､自分が知っ

ていることも､知っていないことも探究することはできない｡何故ならぱ､

もし知っているとすれぱ､もはや探究する必要などないだろうし､また､知

っていない場合には､探究することはできない｡というのも､その場合には､

探究すべきものが何であるかをその人は知らないのだから(6)｡

　このジレンマに関する詳しい議論は後に譲るが､ここから示唆される問題､す

なわち､人間の共同体レベルの探究と個人的な知識獲得(学習のレベル)との差異

はあるのかどうかという問題､古い知識の獲得と新しい知識の獲得の区分の問題､

科学的(学問的)知識と技術の分離と同一化､更には､知識の定義､正当化､根

拠づけの問題などを列挙してみると､西欧の認識論の軌跡はこのジレンマの中に

円環を描いて閉じられているともいえる｡このジレンマに拘ることは､実は､論

理(1ogic)がひとつの規範であり､その規範､命令に従うことの態度表明に他な

らない｡われわれは､この種のジレンマやパラドックスの<外部>に立とうとし

て､さまざまな概念装置を考案し提示しようとする､しかし､その提案も論理に

従う必要があるために､われわれは相変わらずジレンマの中にいることになるの

である｡

　例えぱ､日常言語分析学者は､前世紀の観念論哲学から受け継いだ多くの教義

や問いの立て方が､言葉の用法(使用)に関する誤った了解から生じた擬似問題

であるとしてそれらを退けた｡彼らの多<は､<形而上学の拒否>や<価値の中

立性>は論理実証主義の教義とともに正当づけられ､また自分たちが自然言語に

依拠することは､後期のヴィトゲンシュタイン哲学からも支持されると自負して

いた｡しかしそのいずれもが誤解にもとづくものであった｡しばしぱ採られたく

分析>の方法は､分析の対象を<対象言語>とし､分析の道具となる言語を<メ

タ言語>と設定した上で､問題の語句や文などが､文法上の形態に惑わされた結

果引き起こされたものであるとか､日常的な言い回しから著しく逸脱しているこ

となどを指摘することにより､当の問題を<解決>というよりも<解消>すると

いうやり方であった｡

　しかしながら､実際の<分析>例の多<は､<解消>には及ぱず､言葉の言い
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換えと分類に終始した嫌いがあった｡問題は､<対象>に対する<メタ的>な視

点である｡これは､要するに｢･･･を超えた｣と錯覚させるような<神>のよ

うな視点である｡道具の不都合さ(<対象>と<メタ>の区分が､便宜的で､相

対的なものにすぎないこと)に気づくとき､当初の問題が無限背進を繰り返して

いるにすぎないことを<悟る>ことになる｡

　われわれは､身体､言語(母国語)､家族(両親)､共同体など､諸々のもの

から逃れることができないし､それらを超えることはできない｡いつも既に与え

られたものとしてくつきあう>より仕方のない根源的な諸条件である｡ところが､

<時空間的配置>の工夫により､われわれは､それらの<外部>に身をおいて語

ることができる｡つまり､共同体相互の交渉について語ったり､言語を比較､翻

訳したり､対象を語るときめ方法を<体系化>したりというように｡重要なこと

は､このように｢一定の距離をおくこと｣､<外部/内部>に立つことが､<時

空間的配置>の工夫によってもたらされたものであり､常に<事後>の視点から

実現される<錯視>にすぎないということの自覚である｡

　実は､『メノン』におけるパラドックスは､既述の第一と第二の座標軸に纏わ

る問いを併せ備えている｡つまり､ひとはまだ見ることもできず､知ることもで

きない世界､対象をどのようにして知ることができるのか､そして､｢知られる

もの｣と｢知ること(認識作用)｣を同時に俯瞰できるような<視点>をどのよ

うにして手にいれるのかという問いである｡

　この二重のアポリアを､古代ギリシア神話におけるあるエピソードは次のよう

に投げかける｡すなわち､英雄ペルセウスによるメデューサ退治である｡

　怪女メデューサは､アテーナーの怒りを買って､醜怪な容貌にされた上､頭髪

を蛇に変えられてしまった｡その視線が向かうところ全てのものを石にしてしま

うというメデューサを､英雄ペルセウスがその視線を逃れながらいかにして退治

するかという難問に挑戦することになる｡ギリシア神話の解決は､アテーナーが

ペルセウスに授けるプロンズの盾(鏡)という小道具であった｡すなわち､ペル

セウスはその左手に持った輝く盾の中にメデューサのイメージを追いながら進み､

彼女が死のごとき深い眠りにおちている間に､首尾よくその首をはねることにな

る｡

　<メデューサ退治>のエピソードに対し､<表象>をめぐるアポリアと､知ら
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れざる<混沌>と事後の<秩序>をめぐるアポリアという具合に､現代的な解釈

を施すとどういうことになるのであろうか｡

　<メデューサ>がその醜怪な容貌により､視るものを石化したのか､あるいは

研ぎ澄まされた美によったのかは､ここでは問わない｡問題は､誰もくメデュー

サ>を直視したものがいないという点である｡町にノモス(法と秩序)がもたら

される以前の未分化なカオス(混沌)を報告できる立場にいるものは誰もいない

のである｡(芸術家は伝統的に切り落とされた後の｢メデューサの首｣のみを描

き続けてきた)｡われわれはいつも､事後としての<秩序>､すなわち<体系化

>の処置を施された地点から､理論的に遡って<混沌>を想い描くのみである｡

描かれた<混沌>は､既述のとおり､原因と帰結に関する<遠近法的倒錯>によ

るものであり､それ自体既にある<表象>､論理に従っている｡相対主義者やデ

ィコンストラクショニストの強硬派は､世界そのものなどというものは存在しな

いと主張する｡この主張は､<表象>形式への反駁､批判からくるものであるが､

むしろ､世界そのものを見えなくさせている形式や､また逆に<秩序>と<混沌

>の双方を俯瞰できると公言する<メタ的>視点や<神>のような視点に､われ

われは探りを入れるべきである｡

　ところで､<メデューサの首>は､メデューサが死んだ後もその魔力を失うこ

とはない｡ペルセウスがアンドロメダを海の巨龍から救い出すときの護符として､

その機能はペルセウスの威力と一休となる｡見方を変えると､今やペルセウスが

<メデューサ>性を体現することになる｡ペルセウスの<メデューサ>化である

(7)｡

　このエピソードを再ぴ現代的に解釈すると､―旦世界そのものから浮遊した<

表象>形式は､｢ペルセウス的意味論変化｣を遂げながら､それ以外の解釈､視

点を許さないような暴力性を帯びることとなる｡(ここに､フーコーの<表象>

体系と秩序･権力との関係に関する批判がある)｡すなわち､<表象>は世界と

のー対一の写像関係にあるとして閉じられる｡知識は言語化され､印刷技術の飛

躍的発展とともに､言語は視覚化される｡中立的な描写､記述(description)を

標榜する実証的な科学が自己目的的に出現し､世界は一冊の巨大な書物に閉じら

れる(教科書の発明)｡

　既述のとおり､われわれは体系化､システム化への欲求から､対象を<内部>
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として括り､自らは､<メタ的>視点､<神>の視点を持つことにより､<外部

>に立とうとしがちである(あるいは逆に､<外部>を内化(内面化)すること

により､内的整合性を保とうとする｡これらは同一のことの二様の言い方である)｡

本論では､この<外部/内部>概念に対し､<無限空間>という対概念を想定し

ながら､考察を進める｡この概念は､E.サイードによる『オリエンタリズム』に

おけるアウエルバッハからの引用と､その箇所に対する柄谷行人の解釈からヒン

トを得た概念である｡

　サイードによれぱ､

故郷を甘美に思うものは､まだくちぱしの黄色い未熟者である｡あらゆる場

所を故郷と感じられるものは､既にかなりの力を蓄えたものである｡全世界

を異郷と思うものこそ､完璧な人間である(8)｡

　この引用箇所には､三つの思考様式が峻別されている｡柄谷の(もっともかれ

はE.レヴィナスの理論を下敷きにしているようであるが､)解釈によれぱ､先ず

｢故郷を甘美に思う｣とは､アリストテレスに代表されるような<共同体>の思

考であり､組織された有限な内部(コスモス)と組織されていない無限定な外部

　(カオス)という二分割にもとづいている｡この思考タイプでは､内部と外部の

分割が先ずあって､その境界線を越えるというような問題が語られる｡次に､

　｢あらゆる場所を故郷と感じられる者｣とは､いわゆるコスモポリタンであり､

あたかもわれわれが､共同体=身体を飛ぴ超えられるかのように考えるタイプで

ある｡例えぱ自然科学がそうであるように､共同体を超えた普遍的な理性なり真

理なりがある､と考えられる｡そして第三の｢全世界を異郷と思う者｣とは､ス

ピノザ的態度である｡これは､第一の<内>と<外>の分割や､第二の普遍的な

ものを無効化し､あらゆる共同体の自明性を認めず､それを絶えずディコンスト

ラクトするような態度である｡そこでは､内と外の区別のない空間(柄谷はそれ

を<社会的>な交通空間と呼ぷが)､それ以上の外がないという意味で､いわぱ､

<無限>空間が措定される(9)｡

　既述の対概念の内､言語的探究の<内部/外部>は第一と第二の､<無限空間

>は第三の思考態度に相当するであろう｡これらの思考態度の差異には根底的な
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ものがあり､本論では､専ら前者のタイプのものを扱いそれらを相対的に位置づ

けることを通して､後者の思考態度への活路を見いだそうと努めるにとどまる｡

この<無限>概念は､いわゆる有限を反対概念とする無限とは異なる(その場合

は､有限に対し､無限定といわれる)｡それはいわゆる<大航海時代>を経験し

てにわかに悟られるような概念である｡

　アリストテレス以来の中世の世界観では､世界には周縁があり､その先は｢無

限定｣となっている｡しかし､16,17世紀､地球が球面である事が発覚し､事実上

世界が閉じられている事が明白になる｡同時代の､ジョルダーノ･ブルーノは<

宇宙の無限性>に到達する｡プルーノの観点では､宇宙は無限であり､多数世界

からなる普遍空間である､そこでは唯一という意味での中心も周縁も無意味なも

のとなり､地球中心説も太陽中心説も相対化される｡また暫くして､デカルト並

ぴにスピノザはアムステルダムという世界最大の商業都市に滞在しており､<共

同体>概念が相対化されるような出来事を目撃していたに違いないのである｡も

ちろん歴史的な事実と思索は区別する必要があるが､次々に持ち帰られるエスニ

ックな商品や､<未開社会>の情報､実態のない商品取引による経済市場の暴落､

といった<事物>に関する意味論的インフレーションが､<共同体>､<慣習>､

<言語>にとらわれている従来の思考をディコンストラクトするに十分な条件で

あった事は想像できる｡加えて､スピノザの場合は､イベリア半島出身の豚(マ

ラーノ)の子弟であり､しかも後に､シナゴーグからも破門される身となる｡<

共同体>を疑うという思考態度は､好きこのんでそうするのではなく､それ自体

選択の余地なき強いられた行為であったといえるかも知れない｡

　今世紀では､ヴィトゲンシュタインがその思索活動の前期と後期において､こ

の種の第一､第二から､第三への思考態度の転向と遂げているとみることもでき

よう｡例えぱ､言語化できるものがわれわれの世界の限界であるとされた前期に

対し､後期では言語の内部におかれた人間の諸条件は､何らかの形式や構造に回

収､還元できないような多元性や出来事性にあると捉えられていた｡ヴィトゲン

シュタイン研究は､本論の主題ではないが､座標軸のどこかに位置づくものとし

て若干触れる事になる｡

　以上のような里程標を背景に､先ず第一部では､<表象>形式の発展と20世紀

の言語哲学的研究の系譜を辿る｡第1章では､現代の認識論的枠組みと言説を形
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成している<遠近法>と<科学的知識>を取り挙げ､その起源と､形成､受容の

プロセスを辿る｡若干美術史的研究､また自然哲学(史)的研究にも言及し､援

用することになるが､ここでの目的はその歴史的実証的解明にあるのではなく､

<表象>が近代哲学において一つの座標軸として認知され受容されていく時の淵

源を系譜学的に探ろうという点にある｡

　第2章では､今世紀哲学の一大潮流となった分析哲学の<気質>を､歴史的に

また方法論的に解明する｡先ず､17世紀の普遍言語計画に<分析>気質の起源を

探る｡次に論理実証主義と日常言語哲学の哲学的諸前提を概観する｡そして､教

育学には少なからぬ影響を及ぽし続けてきた日常言語哲学の手法､概念分析につ

いて批判的考察を試みる｡特に英米圏では鍵言葉となった<概念>について､そ

の了解の仕方に関する普遍性と相対性の問題を議論する｡

　第3章は､今世紀の言語哲学的研究のいわぱケーススタディである｡第一に､

概念分析を標榜するライルの装置､<概念の論理地図>や<カテゴリー･ミステ

イク>を取り挙げ､これらかいくつかの暗黙の前提無しには論理的にはパラドッ

クスに陥ることを明らかにする｡第二に､分析哲学とほぽ同時代のプラグマティ

ズムの言語哲学を取り挙げる｡特に､デューイ哲学の中の言語理論的側面に焦点

を絞り､彼の言語記号に対するスタンスを確認するとともに､ヴィトゲンシュタ

イン哲学との比較も若干試みる｡最後に､ポスト言語哲学ともいえるデイヴィッ

ドソンの解釈理論をクワインらの全体論との連続において評価する｡デイヴィッ

ドソンの解釈理論､特に<寛容の原理>が教育的知識論において有効な概念装置

であることを示唆する｡

　第4章は､言語哲学の教育哲学としての展開を､歴史的にまた方法論的に考察

する｡教育哲学の<研究プログラム>としての言語哲学の受容と批判を､従来あ

まり言及されてこなかった側面から取り挙げ､今後の課題も併せて提示する｡

　第二部は<表象>としての知識論の展開を批判するとともに､近代､現代哲学

が知識探究のジレンマによって閉じられていることを確認する｡第5章と6章で

は､分析哲学においては最も論議された､<知識><真理><説明>などの諸概

念について､日本語による分析も関連づけながら考察する｡第7章と8章は､知

識の探究の脈絡が<メノンのジレンマ>によって与えられていることを確認する

とともに､<ジレンマ>の解消のための､科学哲学的アプローチやヴィトゲンシ
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ュタイン的批判を取り挙げ､吟味する｡特に8章では､探究の対象であり､前提

条件ともなる､規則(言語)は､対偶形式により事後的に見いだされる何かでし

かないことが明らかにされ､ここに教育の<神秘性>が潜むことが確認される｡

　最後に本論における座標系(試案)を示しておく｡

クーン

<物語>的言説空間

←

註

(D

ファイヤアーベント

ローティ

フーコー

探究の<外部･内部>

　　　　↑

|

|

|

|

|

|

|

前期ヴィトゲンシュタイン

ラッセル

ヘンペル

ラカトシュ

-+----

　|

　|

　|

　|

　|

--→

<表象>的言説空間

後期ヴィトゲンシュタイン|

　　　　↓

探究の<無限性>

　ここでいうフーコーの研究とは主に次のものを指している｡

　Miche1　Foucault,Les　Mots　et　les　choses　(Gallimard,1966),trans.R.D｡

Laing,The　Order　of　Things　(Vintage　Books,1973)

(2)Richard　Rorty,Philosophy　and　the　Mirror　of　Nature　(New　Jersey:Prin

　　ceton　university　Press,1979)
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

lbid.,pp.164-172.

1bid.,pp.367-374.

1bid.,pp.418-419.

Plato,Men0,80E,(藤沢令夫訳､『メノン』､岩波文庫､1994年､45-46頁)｡

Debra　A.Castillo,The　Translated　World　(Florida　State　university

Press,1984),pp.241-243.

(8)エドワード･W･サイード､『オリエンタリズム下』､平凡社ライブラリー､

　　1994年､138頁｡

(9)柄谷行人､『言葉と悲劇』､第三文明社､1989年､204-206頁｡
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第1章､<表象>の展開

1､<遠近法>の精神史

(1)術語としての<遠近法>に関する若干の考察

　言うまでもなく､｢遠近法｣という言葉は､英語のperspectiveの訳語である｡

他に､｢透視｣､｢透視図｣､｢透視法｣などの訳語があるが､いずれも絵画､

建築､図学などにおける術語として､ルネサンス期に創案され､定着したと言わ

れる<一点消失線遠近法>を意味する｡遠近法の中には､色彩の工夫によるもの

があって､この場合は､直訳語の｢色彩透視図｣が言葉としてすわりが悪いため

に､｢色彩遠近法｣が用いられたりする｡いずれにしても､｢遠近法｣は絵画用

語としては安定しているといえよう｡

　一方､英語の文脈の中でperspectiveが､一般用語として用いられている場合も

多く､その場合には､｢視界｣､｢前途｣､｢見透し｣､｢展望｣､あるいはそ

のまま｢パースペクティブ｣といった訳語が当てられる｡これらの用語は翻訳を

離れて､一般用語として広く使用されるようになった｡いずれの言語圏において

も､空間的前方､時間的未来のイメージを誘う言葉として定着したということで

あろう｡

　本節では､<象微形式>､<精神史>としてのperspectiveを考察するが､問題

の中心は美術史的なものにとどまらないということもあり､より包括的な意味を

含意する｢遠近法｣を用いることにする｡

　もっとも､英語のperspectiveやイタリア語のprospettivaなどにもそれぞれ意

味の変遷があり､初期ルネサンス以前では綴りさえも定着していなかったという｡

それらの語源は､ラテン語のperspect　iva,　perspicereである(さらにギリシア語

のoπΓzgη)｡　perspectivaは､中世において専ら｢光学｣を意味し､幾何学

の下位科目であり､またperspicereは｢透して視る｣と｢はっきり見る｣の二種
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の意味をもっていた｡ところが､フィレンツエ初期ルネサンス美術において新た

な意味､絵画的な意味(遠近法)を得ることとなったといわれる(D｡

　われわれに馴染みのある<遠近法>概念が､初期ルネサンス斯に誕生したとい

うのはよいにしても､<遠近法>を表す言葉がそれ以前においては､光学､視覚

に関する意味を備えていたという事実は､考察の視野を更に拡げる必要があるよ

うに思われる｡すなわち､どのような素地があって､視界に関する幾何学的工夫

が可能になったのかという問題である｡換言すれぱ､<遠近法>概念の背景にど

のような知覚空間が形成され､前提となっていたのかという問題である｡

(2)ヘレニズム･ローマ期の<遠近法>

　E.パノフスキー(Erwin　Panofsky)は､一時<ワールプルク>に関係しており､

E.カッシーラー(Ernst　Cassirer)とも親交のあった美術史研究者(特に図像学

研究)であるが､その彼の仕事の中にわれわれは主に次の二点を学ぷことができ

るように思われる｡第一は､｢芸術史の発展の中で遠近法的な空間観が揺るぎな

い地歩を占めた｣のは､｢一度めは､古代神権政治が崩壊したときその終焉の印｣

としてであり､｢もう一度は､近代の人間の政治が拾頭したときにその出発の印

としてであった｣(2)｡このうち前者は､言うまでもなく､古典古代の立体芸術の

ことを指しており､後者はルネサンス期の<遠近法>である｡パノフスキーから

学ぶ第二点めは､ルネサンス期に出現した<遠近法>による作図は､｢無限で連

続な等質空間､つまり､純粋に数学的な空間の構造を前提｣にしており､この構

造は､｢精神的生理学的空間の構造とは正反対のもの｣(3)だという指摘である｡

　これらのうち､第一点めの指摘は､われわれにヘレニズム･ローマ期の見事な

彫刻や建築物に実現されているその立体感や遠近感を思い起こさせる｡しかしな

がら他方で､古典古代人が有していたはずの幾何学的知識や､ローマの建築理論

家ウィトルウィウス(M｡vitruvius)の『建築十書』(4)に実現されているような

建築技術や建築美学にもかかわらず､何故､古代遠近法や古代光学が二次元空間

　(平面)における作図法を形成しなかったのかという疑問も同時に湧くのである｡

　そもそも<遠近法>的空間観に対する疑義は､早くもプラトンによって提示さ

れている｡彼は『ソピステス』において二種類の模倣芸術を区別する｡すなわち､
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形態を正確に再現しようとする模写､複製と､形態を仮象､見せかけの領域に移

し換えようとする喚起の芸術の二種類である｡偉大な彫刻や絵画は､それらの実

際とは違う見え方をしている｡実際には上の部分は非常に小さく､下の部分はと

ても大きくつくられている｡美しい原物が持っている真実のままにプロポーショ

ンを再現したとすれぱ､もはや美しくはない｡そこで芸術家たちは､美しさを生

みだそうとするならぱ､正しさなどというものを意に介せず､自然の形態ではな

く彼らが美しいと思えるプロポーションを彼らの制作する像に賦与すれぱよいの

だ･･･(5)

　この考え方の背景にあるプラトンの哲学観を無視して現代的に解釈すると､芸

術作品の制作においては､もはや現実ではなく､その虚構性こそが問題なのだと

いうことになろう｡<遠近法>が遠慮がちに意識に上り始めた時代に既に､プラ

トンは､遠近法が事物の｢真の大きさ｣を歪め､現実や規範のかわりに主観的な

仮象や恣意をもちだすという理由からこれを否定するのである｡(しかしながら､

<遠近法>はまさにそのようなものとしてあるのだが)｡

　プラトンの見解はその時代を代表するものであった｡｢直線は曲がって見え､

曲線はまっすぐに見える｣､｢円柱がたわんで見えないようにするためには､膨

らみ(エンタシス)をもたせねぱならない｣といった観察､工夫は自明のもので

あり､例えぱ､ドーリア式､イオニア式､コリント式神殿の柱や彫刻に実用化さ

れていた｡つまり､<遠近法>的な見方に気づいていながらもそれは<平面遠近

法>を拒否し(作図法として理論化せず)､視界の湾曲性を自明のものとしてい

たのである｡(この点は､近代において､ルネサンス期の教科書的な精密遠近法

から脱却し､眼球の構造からくる視界の湾曲性を再発見しなけれぱならなかった

のと対照的である)｡

　J.バルトルシャイティス(Jurgis　Baltrusaitis)は､固定した視線の神話を暴

く､アナモルフォーズ(歪んだ遠近法)の系譜に関する大作を著しているが､そ

の中で､｢遠方にある物を大きくすることによって事物を実際よりも近く見せる｣

<遠近法の緩慢化>に関するある伝説を紹介している｡すなわち､高塔の頂にの

せるミネルヴァ像をめぐって競作が行われた｡アルカメネスは実に均整のとれた

女神像を制作したのに､フェイディアスは四肢か間伸ぴし､大口で長い鼻の無様

な像を作り上げた｡公開の日､アルカメネスは満票を獲得したのに､フェイディ
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アスは□をきわめて罵倒される｡ところが像を所定の高みに置く段になって形勢

は逆転した｡柱頭に立つフェイディアスの像は美しく映え､一方アルカメネスの

像は笑わるべき代物と化したのである(6)｡

　美は原物の諸特微にあるにではなく､｢歪めること｣によりかえって美を保つ

というこの伝説には､背景にある哲学と世界観とその実践のレヴェルを読みとる

ことができる｡この技法自体は､｢加速遠近法｣､｢緩慢な遠近法｣など光学的

な矯正の方法としてルネサンス期以降も盛んに論じられ､実用化される｡(例え

ぱ､ミケランジェロの『最後の審判』)｡しかしながらある決定的な疑問も残る｡

この技巧はある特定の地点で(距離から)眺めたときはその威力を発揮するもの

の､それよりも遠い地点から作品を見た場合､それは歪曲､逸脱､嘲笑の対象で

しかなくなるのである｡

　もっとも逸脱の美術史を論じるバルトルシャイティスは楽しそうに次のように

述べている｡

力の奔出はもはや光学的短縮では抑制しきれず､幻視が爆発する｡形態は､

上昇しながら絶えず大きくなって､新しい威力と新しい充溢とをかちとる｡

上方の領域には巨人族が住んでいる｡緩慢な遠近法は強力な展開と運動を惹

起する｡人を驚倒せしめ､歪曲のうちに自己を表現する一芸術が､真実を曲

げることで真の見せかけを回復しようとする技術の中に姿を現す｡この芸術

は合理的で有機的な展開の結果生まれるものだが､そこに新しい手段を発見

し､我がものとするのだ(7)｡

　　｢加速遠近法｣､｢緩慢な遠近法｣は､自然を歪め､自然を変容する｡しかし

現実とその視覚との隔たりこそが｢判じ絵｣や｢だまし絵｣などの光学的魔術や

戯れの系譜を生みだすこととなるのである｡

　われわれはヘレニズム･ローマ時代が優れた立体芸術の技法と建築技術を有し

ながら(つまり､<曲面遠近法>を有しながら)､なぜ(平面的)幾何学的遠近

法の技法を形成しなかったのかという先の問いに答えなくてはならない｡パノフ

スキーはその理由が､古典古代の芸術が､純粋な立体芸術であったことによると

している｡
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(それは)単に見えると言うだけではなく､手でつかむこともできるような

ものだけを芸術的現実と認めるのであり､また素材の上でも三次元を占め､

機能や均衡に関してもはっきり規定されており､したがってつねに何らかの

仕方で擬人化されている個別要素を､しかも絵画的に空間的統一体に結びつ

けるのではなく､構造的ないし彫塑的に群構造体に組み上げるものであった

(8)｡

　要するに､古代の遠近法は､近代のそれとは原理的に区別される特定の空間観

や世界観の表現であり､造形芸術のうちにその表現を求めていた空間の感じ方が

<体系空間>を要求しなかった｡言い換えれぱ､個々の物体の内在的な価値や彫

塑的な美を認識するが､物体や物体の間､間隙がその<連続体>の差異化や変容

にすぎないような高次の秩序､統一的空間の観念を欠いていた(必要としなかっ

た)のではないかというわけである｡そこで､例えぱ､｢透して見る｣遠近法に

慣れている近代の人間か､柱廊の柱と柱の間隙を通して､連続の風景を見るとき

も､古代人はそこに単なる集合空間を見るにとどまるということになる｡

　パノフスキーはまた､｢(古代においては)､世界全体か常に､根本的に非連

続的なものにとどまっていた｣と指摘し､それがデモクリトス､プラトン､アリ

ストテレスのいずれの空間論にもみられるとしている(9)｡空間や物体の諸性質､

物体と非物体の相違などをその上に据える三次元的延長という分母を欠いていた

のである｡これは､個々の事物の存在を超越するような<無限>概念の欠如でも

あった｡

(3)ルネサンス期の<遠近法>の成立とその虚構性

　古代<遠近法>､｢見透し｣が閉じられた後､プロト･ルネサンスといわれる

ドゥッチオやジオットの作品が現れるまでには実に長い道のりがある｡(すなわ

ち､よく知られているように､初期キリスト教的芸術､後期古代的芸術､ビザン

チン芸術､オリエントの影響､カロリング轄､オットー朝ルネサンス､ゴシック

様式､ロマネスク様式などである)｡この間､時折古代イリュージョニズムヘの
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回帰や｢再生｣が見られるにしても､ルネサンス期の<遠近法>は新たなパラダ

イムの出現であるかのように語られることが多い｡例えぱ､バルトルシャイティ

スはどちらかと言えぱ､美術史の流れに非連続があるかのように語る｡古代<遠

近法>の基本原理は諦棄､解体され､それが再ぴ再構築されるにはイスラム世界

を経由して中世ヨーロッパに伝授される古代科学が必要だったと言う｡基本的に

芸術家の光学と科学的な思弁との間に断絶があった｡<遠近法>の問題は専ら

　｢科学者｣の手で取りあげられ､芸術家たちはそれを無視していたと言う(10)｡

　(もちろん､ここでいう科学者､芸術家とは現代的な意味でのそれではないと思

うが)｡そして両者の関心が出会い見事な開花を験するのが､15世紀前半のイタ

リアであると言うのである｡

　これに対し､パノフスキーのような美術史家は､｢ある距離を置くことによっ

て､以前すでに着手されたことのある諸問題の創造的な取りあげなおしが準備さ

れることになる｣という意味で､古代と近代の中間に位置する中世の介在的役割

を評価する(H)｡具体的には､古代において､<遠近法>に結ぴつけられてはい

るものの多数の個として描かれていたものが､中世においては統一的で均質的な

流動体(例えぱ光の流動体､色彩や明暗のリズミカルな交替)へと変容される｡

また奥行きや前後の配置は､再び上下や横の並列関係に席を譲ることになる｡例

えぱ､第1図のオデュッセウスの壁画の風景表現において､画面の縁がまるで単な

る｢窓枠｣であるかのように風景を切りとっていたのに対し､第2図の6世紀中頃

のモザイク画では､樹木をはじめ､世界の構成までもがその縁の曲線に適合する

ように描かれている｡つまり､空間の法則が平面の法則に譲歩しはじめているの

である｡

　この種の様式の中で､絵画的要素が平面に結ぴつけられた形象へと転化される

段階の後､パノフスキーが近代的空間観の成立の予備条件として重視するのは､

12世紀中葉に成熟したロマネスク様式である｡この段階において､物体と空間と

が一つの等質的実体として同じ拡がりを持つように扱われ､さらに彫刻において

も､｢彩色によって動きをもたされ光と影の戯れを見せていた表面が､立体幾何

学的なまとまりを持ち輪郭によって構造化された表面に転じる｣ようになる(12)､

のである｡

　こうしていよいよイタリアルネサンス斯の<遠近法>が形を現すのであるが､
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それがいわゆる<線遠近法>として理論づけられる以前の先駆的芸術家が､ドウ

ッチオ･ディ･ブオニンセーニャとジオット･ディ･ボンドーネである｡両者と

も科学的な理論無しに自らの感覚で近似的な<遠近法>に接近した作品を残して

いる｡

　第3図はドゥッチオの｢最後の晩餐｣であり､第4図はその分析図である｡中央

にキリストが位置し､それを使徒たちが囲み､構図としては左右対象となってい

るのが解る｡キリストの上を中心線が走っていると考えると､天井部分の奥行き

方向の線や使徒たちの配量､視線がこの中心線に左右から交差している｡(但し

テーブルはそれらと無関係に描かれている)｡このような構図は<魚の骨的構成

>として知られているが､次のジオット以降の作品では､この中心線上の交点が

一点に収斂されていくことになる｡

　第5図はジオットの｢衣服を返す聖フランチェスコ｣である｡この作品の上部に

描かれた左右の建物はそれぞれに消失点を想定して描かれている｡周知の通り線

遠近法は奥行き方向の線はどこかで交点を結ぷようになっており､この交点は消

失点とよぱれる｡線遠近法はこの交点をいくつ想定しているかによって､それぞ

れ｢一点透視｣｢二点透視｣｢三点透視｣とよぱれるが､これらの理論的観点か

ら言うと､驚くべきことにジオットの作品は多少の不正確さはあるものの二点透

視的な描写をしていることが多いのである｡

　バルトルシャイティスの言う意味での芸術家の光学と科学の思弁との出会いに

よる<遠近法>の成立は､建築家､フィリッポ･プルネッレスキの伝説的な消失

点の発見(鉦明あるいは実験)とレオン･バッティスタ･アルベルティの『絵画

論』によるといわれる｡(但し､｢正統作図法｣というレヴェルでは議論が分か

れるところである(13))｡前者のブルネッレスキの実験とは､サン･ジョバンニ

洗礼堂を写生する際､この洗礼堂に向けて立てたイーゼルの上に､鏡とパネルを

置き､その鏡に映った形を正確にパネルの上に移して描くというものであったと

いう｡視線の位薫と正対するところに奥行き方向の線の消失点が見いだされたと

いうわけであるが､これらの条件設定に明確でない部分があり多少無理があるこ

とと､そのパネルが残されていないことなどから､文字どおり伝説であるとみな

す研究者もいる(14)｡

　これに対し､アルベルティの｢絵画論』の方は<線違近法>に関する理論的な
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教科書という役割を担っているといえよう｡その中で<線遠近法>の原理が次の

ように記されている｡すなわち絵画とは｢与えられた距離と視点と光に応じて､

ある面上に線と色をもって人為的に表現された､ピラミッドの裁断面に他ならな

い｣(15)｡描く対象を底面とし､視点を頂点とする円錐(あるいはピラミッドとい

うからには角錘)を想像すると､ここに無数の放射状の視線からなる視覚のピラ

ミッドができる｡すると､絵画(画像)というのはそのピラミッドのどこかの平

らな切断面ということになる(第6図参照)｡視点か一つで固定でなけれぱならな

いという条件さえのめぱ､対象と視点との間に設けられた透明の画面に見える形

をそのままに描くことにより､現実の正確な移し換えが完了する｡アルベルティ

によって詳述された遠近法理論は対象を正確に再現するための視覚の科学であっ

たというわけである｡

　ところが､アルベルティの理論は純粋なある科学的(あるいは数学的)空間を

前提にしており､これを実践することはわれわれの視覚体験を大きく犠牲にする

ことも早くから知られていた｡実際､アルベルティの遠近法的理論に忠実に基づ

いて制作されたイタリア絵画は皆無だという(16)｡にもかかわらず､アルベルテ

イの定義は絵画の一般的定義として画家たちによって採用され､最終的には美術

アカデミーのカリキュラムの中に組み込まれていったのである｡従って､ルネサ

ンス期の<遠近法>の成立は､これを技法の成立として解するにとどまるのでは

な<､<遠近法>が受容されるという事実に纏わる認識論的な問題として考察す

べきであるように思われる｡

(4)<遠近法>の認織論的側面

　美術史家の中には､ブルネッレスキの実験を､ガリレオの名高いピサの塔にお

ける線形加速度の証明に匹敵するようなあるいはそれ以上の面期的な事件であっ

たと認識するものが多い｡例えぱ､S.エジャートン(S.Edgerton)は次のように

述べる｡

この不思議な瞬間は､世界史すべての中で､もっとも奥深いアイデア(発想)

の一つ､すなわち線遠近法の知覚的<真理>の実現を記念する(17)｡
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　エジャートンはブルネッレスキの伝記を執筆したA.マネッティの記述を参考に

当時の様子を再現している｡一方､パノフスキーは史的事実としての実験を否定

するものではないが､それが数学的に正確な平面遠近方式に基づく平面図と立面

図から成っていたかどうかに疑問を投げかける｡彼は､時間的にはやや後の､ピ

エロ･デッラ･フランチェスカの『絵画の遠近法』を<正確な作図法>の起源と

して認定する｡パノフスキーは他にもルネサンスの<遠近法>の立て役者の名を

挙げるがそれは彼の関心の中では二義的なことにすぎない｡重要なのはいずれの

記述や方法においてもあの<視覚のピラミッドの切断面>の原理が前提となって

いるという点であり､さらにそのようなルネサンスの<遠近法>を準備し受容し

た当時の空間観と世界観なのである｡

　パノフスキーが指摘するように､ルネサンス<遠近法>は｢完全に合理的な空

間､すなわち無限で連続的で等質的な空間の形成｣といわぱタイアップしており､

この考え方はさらに次の二つの前提､Dわれわれが不動のただ一つの眼で見てい

るということ､H)<視覚のピラミッドの切断面>が､視像の適切な再現とみなさ

れてよいということ､の二つの前提を暗黙のうちに認めている｡パノフスキーが

特に問題としたいのが､｢無限で連続的で等質的な空間の形成｣とこれら二つの

前提は､現実(彼の意味するところは､｢事実的主観的な視覚印象｣)を捨象す

るところで成り立っているという点である(19)｡彼は､人間は常に動いている二

つの眼で見ているために､<視野>か球面状になるという事実が<遠近法>にお

いて無視されている点を詳細に論じている(20)｡

　無限･連続･等質空間と主観的･知覚空間とを対照させるこの考え方のベース

になっているのは､パノフスキーがワールブルク時代に親交のあったカッシーラ

ーの次の考え方である｡

知覚は無限という概念を知らない｡知覚は初めから知覚能力の一定の限界と､

従って空間内にあるものの明確に限られたある領域に拘束されている｡そし

て､知覚空間の無限性という言い方ができないのと同様､その等質性という

言い方もできない｡幾何学的空間の等質性が最終的に依拠しているのは､そ

の空間の全要素､つまりその空間内に集められている｢点｣のすべてが､単
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なる位置の規定にすぎず､互いにおかれているこの関係､この｢位置｣以外

には固有の自立的内容は持たない､という事態である｡･･それは全く関数

的存在であって､実体的存在ではない｡　･･従って､等質空間とは､決して

所与の空間ではなく､作図によって創り出された空間なのである｡　･･(こ

れに対し)知覚空間には位置と方向性の厳密な同等性などなく､一つひとつ

の位置がその固有の性質と固有の価値をもっている｡　･･(2D

　幾何学空間(遠近法)はわれわれの知覚体験と対極にあり､カッシーラーの術

語で言えぱ､<象徴形式>のひとつにすぎない｡その意味では､知覚が全く知る

ところのない等質性と無限性を空間の表象において実現するというのは(知覚空

間が幾何学的空間に変換されるというのは)､<遠近法>的作図の結果としてあ

るのではなく､むしろその使命なのである｡

　パノフスキーのいわぱ<遠近法>の精神史は､芸術作品の作風に織り込まれて

いる様式がその時代に共有されている世界観､特に空間観を体現し､従って相対

的であることを改めて認識させるものと言えよう｡彼は<象微形式>という概念

をカッシーラーから援用し､｢精神的意味内容が具体的感性的記号に結び付けら

れ､この記号に同化されることになる｣形式として､<遠近法>もまたそうした

<象微形式>のひとつであることを提示しようとしているのである｡こうしてわ

れわれに､<遠近法>がルネサンスの平面遠近法に限定されることなく､他の時

代においても解体､再生を被りながら､緩やかな言ってみれぱ<パラダイム>の

ような概念として了解すべきであることを教えてくれる｡

　他方､パノフスキー流の了解の仕方は､認識論的にはある未証明の前提も抱え

こんだままであると言える｡これは相対主義的な議論には付きものの問題である

が､ある時代の芸術作品の特定の様式､技法が､その背景にある世界観によるも

のであると主張するときの根拠は､結局のところその作品に見いだされる当の特

微なのである｡さらに芸術の表象レヴェルと､人間の<精神的生理的構造>概念

とを対比させ､後者はいつの時代にも普遍的であるという仮定を密かに導入する

ことによって､変化を被るのは表象の形式であって､根本的に世界は人間によっ

て秩序づけられるものであるというひとつの認識論的立場を採ることになる｡

　パノフスキーによって採られているこの認識論的立場は､次の議論に明らかで
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ある｡

遠近法はひとつの秩序づけではあるが､しかしそれは視覚的現れの秩序づけ

なのである｡そして､人々が遠近法を､それが｢真の存在｣を､見られた事

物の一つの現れに揮散させてしまうと言って非難するか､それともそれが自

由でいわぱ精神的な形態表象を､見られた事物の一つの現れに固定してしま

うと言って非難するかは､結局のところほとんど力点の置き方の問題にすぎ

ない(22)｡

　ルネサンス期には､同じ遠近法から出発した<南方的様態>(世界に先行して

存在するわれわれが世界を秩序づけ提示する)と､<北方的様態>(われわれよ

り先行して存在する世界が視覚化される)とを認めることができる｡パノフスキ

ーが考察の際いつも念頭にあったのはこのうちの前者の形態だったのである｡

　(彼は､バロックやオランダ芸術にも言及するが､<世界の描写>という座標を

持っていないために､それらが､遠近法を歪曲して用い､主観的な作図をしてい

ると捉えてしまっている)｡<象微形式>としての<遠近法>の分析は､やや遅

れながらも異質の様態を発達させた北方ルネサンス(<北方的様態>)をも対象

とすべきなのである｡

　<遠近法>は数学的努力によりひとつの世界を再生する(あるいは認識論的立

場によっては創造する)合理的なフィクションである｡<遠近法>はやがて人々

の眼の内側のスクリーンとなって､それ以外の方法で(つまり脱遠近法的に)世

界を見ることがそれなりに努力を要する困難なこととなっていく｡再度強調すれ

ぱ､重要なことは､ルネサンス芸術が<遠近法>の歩みとともにあったと言うと

きに､何故<遠近法>がその時代の様式を席捲するほどまでに受容されたのかと

いうことの解明である｡しかも正確な意味での､数学的な<遠近法>の作図法に

従った作品は少なかったというのであるから､<遠近法>は単なる技法を離れ時

代の<認識論上のカリキュラム>と化していったわけである｡

　<象徴形式としての遠近法>を分析の道具として精神史にも言及するのであれ

ぱ､パノフスキーは<遠近法>が受容されるときの社会的なプロセスをも考察の

対象とすべきなのである｡プルネッレスキの実験が鏡を用いていたのは象徴的で
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ある｡<遠近法>がその時代の鏡であるとしたら､この鏡は何を映し出していた

のであろうか｡われわれはバルトルシャイティスが<遠近法>の成立は光学と科

学の出会いであったというときの科学に注目してみる必要がある｡

　ガリレオが(わざわざ)ピサの塔から砲弾を落としてみせたり(これは一世紀

後のことであるが)､ブルネッレスキがサン･ジョヴァンニ洗礼堂をスケッチし､

その消失点に穴をあけて人々に覗かせたというとき､この<実験>とは何だった

のだろうか｡<実験>は後の時代の自然科学者が放射性元素を発見したり､ショ

ウジョウバエの染色体を特定したりというときのイメージとは随分異なるもので

あろう｡(クーンらの科学史家に従えぱ､ガリレイですら中世の思考実験の域を

出ていなかった(23))｡<実験>の場所は､できれぱ街の中心部がよかった｡そ

してできるだけ多くの観衆｡イベントとしては現代の例えぱ｢スペースシャトル

の打ち上げ｣に匹敵するような効果をねらっていたかもしれない｡つまりこの場

合の<実験>とはある種の<パフォーマンス>だったのであろう｡問題はどの様

な人々が観衆を構成していたのかである｡芸術家(特に画家)はもちろん､商人､

建築家､職人的科学者､そのほか諸々の知識人ぐらいだろうか｡しかし､身分や

職を問わず一般の人々も好奇心をかき立てられ群れをなしたことであろう｡更に､

<パフォーマンス>自体を懸念する教会関係者の姿もあったに違いない｡

　そして次に問うべき問題は､この人々の間で共有されていたはずの関心が何で

あったかという点である｡後述の通り､時代は商業資本主義の発達の要請に端を

発し､言語(共通言語､国際言語)や通貨､地図制作(マッピング)､(商品の)

重量､体積､寸法など計測と計量化に纏わるプロポーションヘの想像を絶する関

心と欲求が高まっていたのではないだろうか｡やがて訪れる<大航海>の中で事

実上<世界>が閉じられ､異文化を内に取り込もうとしたり､それ自体は無根拠

な商品や貨幣が高速に流通し始めた時代に､<遠近法>の受容は､可視的世界の

プロポーショナルな拡大や縮小の恣意性､零度としての<視点>の無根拠さに人

々が気づきはじめていたことを示すのではないだろうか｡<遠近法>をこのよう

に時代精神の象微として読み解くことができるならぱ､<脱遠近法>もまたその

種の認識論的枠組みからの脱却を意味するものとして記号論的に語ることができ

るように思われる｡
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第4図　第3図の分析図
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第6図　<平面遠近法>による作図､

　(出典､E.パノフスキー､<シンボル形式>としての遠近法)

第3図　ドウッチオ､最後の晩餐､

　(1308-11､シエナ､ドォオーモ美術館)

　(出典､小山清男､｢遠近法の成立｣､平凡社)

第5図　ジオット､衣服を返す聖フランチェスコ

　(1296-1300頃､サン･フランチェスコ聖堂)

　(出典､小山清男､｢遠近法の成立｣､平凡社)
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2､<描写>と<物語>

(D　描写的芸術と物語的芸術

　前節で指摘したように､15世紀初頭に明確な形を採り始めたイタリア･ルネサ

ンスの<遠近法>は､｢無限で連続的等質的な空間｣を措定した後に<視る>主

体によって再構成された可視世界を創り出す｡従って<視る>主体が可視世界の

中心に位置することになるが､これはかつて<神>が宇宙の整合性の中心に位置

していたのと対照的である｡周知のとおり､人間中心主義への転回が図られてい

たのだと言われる｡

　初版が1435年の発行(ラテン語版)だといわれるアルベルティの絵画論には､

イタリア･ルネサンスの絵画(そしてイタリア･ルネサンス人の世界観)の規範

ともなる次のような言明がみられる｡

大きい､小さい､長い､短い､高い､低い､広い､狭い､明るい､暗い､眩

しい､そして陰っているというようなことはすべて､哲学者のいう用語でい

う付帯条件にあたる｡というのは､そうしたことは､事物それ自体に具わっ

ているともいないとも言えることだからであり､･･･所詮比較のうえのこ

とにすぎない｡　･･･すべてのもののうちで人間をもっともよく知るのは他

ならぬ人間である｡それ故､万物の尺度は人間であるとプロタゴラスが述ベ
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た際､彼は､おそらく全てのものの付帯条件は人間のそれと比較され､そう

することによってよりよく理解されると言いたかったのだろう(1)｡

　ここには､均衡､比率への強い関心とともに､絵画の本質となる<基準>を提

供するのが人間でしかないという確信が語られている｡既述のとおり､アルベル

ティの<絵薦>は､制作に先立って存在する見られるものとしての世界に基礎が

貴かれるのではなく､空間を秩序づけ､その内に配置される事物を見いだそうと

する観察者を想定することから始められる｡アルベルティは芸術家違に先ず窓枠

に似せた長方形を配するように勧めるが､この窓を通じて描かれる主題が選ぱれ

特定されることとなる｡(この手順は､一般的な方法として現代の美術教育にも､

またわれわれが絵面を鑑賞するときにもそれとなく受け継がれている)｡重要な

のは､アルベルティの<絵画>が､人間の特権化(人間中心主義､人文主義)を

規範として謳っているという点である｡絵頁は観察者の位量から､人間の歴史や

神話､伝説､その他人間の重要な行為を表現する､<物語る>ためのものという

基本認識が明確にされたのである｡

　しかしながら､広義のルネサンス斯の<違近法>には､このようなアルベルテ

イ的<絵画≫と対極の性格を持つもう―つの流れがある｡前章で示唆したように､

先行する世界の描写､事実の単なる再現に強調点を置く北方(特にオランダ)芸

術である｡本章では､<物語>芸術と<描写>芸術の形態の対比から､<物語>

対<描写>(つまり<表象>)の座標を得るとともに､それらか形成されるとき

の歴史的背景や作品に対する美術史家の言説を考察する｡特に従来ほとんど言及

されることのなかった<描写>の芸術としての17世紀オランダ絵画の背景には､

認識論的に極めて重要ないくつかの出来事を関連づけることができるように思わ

れるのである｡

　歴史的に(現代においてさえも)､美術やその歴史的研究はかなりの部分にお

いてイタリア美術とその研究によって決定づけられてきたと言われる｡現代のオ

ランダ絵画再評価の第一人者であるS.アルパース(Svetlana　Alpers)は､イタリ

ア(ルネサンス)美術とそれについての修辞的言説が西欧の芸術家たちにとって

支配的な伝統となっていったぱかりではなく､彼らの作品を研究する側にも(そ

の対象かどのようなものであったとしても)大きな影響を与えてきたと主張する｡
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美術史家たちは､専門用語を充実させ､また彼らの眼と感性を鍛え上げるこ

とにより､芸術を創り上げている様式的特性､すなわち絵の中に描かれた水

平線の高さとか､樹木や牛の配置､また光の効果などについて敏感に反応す

る｡こうした事柄は､たとえそれが単に現実の光景の観察から生まれたもの

であったとしても芸術の一側面として語られる｡　･･･ここで注意すべきこ

とは､主題解釈においても様式的見地からの分析においても､オランダ美術

を研究していく際の手段となったものが本来すべてイタリア美術を対象とし

て生みだされたものであったという事実である(2)｡

　ここで｢現実の光景の観察から生まれた｣芸術とは､オランダ美術のことであ

るが､アルパースによれぱ､観察による提示であるオランダ絵画にも､人々はア

ルベルティ的な物語性を読み込もうとしてきたと言う｡例えぱ､テル･ボルフが

描く衣装の光沢が素晴らしいと賞賛する鑑賞者には､｢輝く上着をまとうこの婦

人は､まさに今ここで金の力によって男から求められ､買われようとする娼婦な

のである｣と指摘され､フェルメールの窓際で手紙を読む女性は､｢不倫あるい

は婚前の性交渉を暗示する｣と言われる(3)｡このように描写性の強い17世紀オラ

ンダ絵面の写実的表層の下に様々な意味が隠されていると図像学者たちは指摘し

きたのであるが(事実われわれの手元にある美術全集などでもその種の解説が施

されている)､アルパースは､北方美術の伝統は､物語的性格の強いイタリアの

美術からは区別されるべき<描写>にあると規定する｡

　アルパースに倣って､<描写>と<物語>の峻別を強調しなけれぱならないの

は､前者の後者に対する劣等性がしぱしぱ当然視されるからである｡描かれてい

る人物が魂を伝えるのであれぱ､物語的絵画はそれを見る鑑賞者の魂を動かすの

である｡また絵画の主題､(聖書､神話などの)逸話に関する教養や､精神につ

いての感覚や知識は､鑑賞者の間の優劣をも決定づけることとなる｡このような

ことは､写真のような描写や単に眼を楽しませるだけの芸術には起こらないので

ある｡従って､美術についての理論書や批評､論考を数多くもつイタリア･ルネ

サンス美術と異なり､北方美術が独自の批評言説を生みだすことがなかったのも

理由あってのことである｡芸術批評の言説では､写真論が同様の運命にさらされ
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ている(写真が芸術であるかどうかという古くて新しい論争)｡また他の人文､

社会諸科学においては､単なる(客観的､中立的な)事実描写､記録は楽観的す

ぎるとしてこれを排斥し､物語的再構成がより一般的に受け入れられるようにな

っている｡

　<描写>という特徴をもつオランダ絵画は17世紀に多く描かれるのであるが､

アルパースは伝統的には15世紀に遡ることができるとして､ヤン･ファン･エイ

クの｢ファン･デル･バーレ祭壇画』とドメニコ･ヴェネツィアーノの『聖女ル

チアの祭壇面』を比較している(第1､2図)｡そして次のようにその違いを指摘す

る｡

一方は､多数の微細な事物に視線が注がれ､事物は光を反射する｡また事物

の表層､色彩､質感が重視され､枠どりは施されず､そして特定の観察者は

想定されない｡これに対して､もう―方においては､小数の大きなものが注

目され､事物は陰影を施され､認識不可能な空間に事物を配置することが優

先される｡そして､明確な枠どりをもち､観察者が想定される(4)｡

　両者とも遠近法的表現に技法の重点がおかれているために､表象形態の違い､

あるいは視覚化の違いは一見微妙である｡しかし､アルパースの指摘によれぱ､

前者(ファン･エイク)では､高貴な主題を扱っているとはいえその表象的側面

が優先され､視る主体に関わりなく世界を織りなす表層のみが重視されている｡

後者(ヴェネツィアーノ)では､絵画事態が枠どりされた世界の中の事物であり､

事物と空間､特に事物の位階的規範が決定的である｡

　ところで､イタリアなど南方の人文主義的背景の中で<遠近法>が物語的芸術

と結ぴついているときに､北方では同じ技法としての<遠近法>はどのように取

り入れられていったのであろうか｡その一般的解答は､｢北方の<遠近法>は距

離点的構成であった｣というものである｡つまり世界を作業平面に変えてしまう

ような幾何学的方法が編み出されたのである｡その例証となるのが､ヴィアトー

ルとして知られるフランスの聖職者ジャン･ペルランのよる北方遠近法理論の教

科書『構築的遠近法』であり､またイタリアの建築家ヴィニョーラによるヴィア

トールとアルヴェルティの比較図である(第3図)｡
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　アルベルティにおいて視点が絵画の外側に定められていたのに対し､ヴィアト

ールは､視点を絵面面の上におく｡絵面面の視点の位置は､面中に描かれる人物

の目の高さに等しい地平線の高さを決定する｡アルベルティの構成法においては

観察者の眼とその構成の中心であったあの消失点は､ヴィアトールにおいては絵

自体の中に含まれてしまうのである｡ヴィアトールの言う最初の視点と､絵の中

にある事物の両側にあって､そこから事物が眺められる二つのいわゆる距離点と

が結ぱれることにより､絵が構成される(ヤン･フレデマン･ド･フリースの図

版は､ヴィアトールの視覚的幾何学の基本原則を図式化している｡第4図)｡そこ

を通じて見られるはずの<窓枠>はなく､観察者もまた見られた世界の一部とし

て描かれることになる(5)｡ピーテル･サーンレダムの不思議な構図は､観察者が

絵の外部に立って建築の光景に視線を向けるというのではなく､視線の対象とし

ての建築物それ自体の外観を記録したのだと考えると理解し易い(第5図)｡

　このようにして､17世紀のオランダ絵画では､先のファン･エイクの絵にある

ような物語性もなくなり､絵は眼そのものとなり､外部の視点を含意するような

枠も前提とされず､従ってもちろん<視る主体>の位置も確定されなくなる｡そ

のような特徴をよく表すものとしてヤン･フェルメールの一連の作品がある｡第

6図はフェルメールの描いた二枚の風景画のうちの一枚､『デルフト眺望』である｡

もちろんわれわれはこの絵を<17世紀の風景画>として理解する必要があるが､

アルパースは｢色彩と光を纏う世界はその姿を絵画面に残すのであるが､これを

見る者は定位置をもたず､確たる性格を与えられることもない｡鑑賞者は注意深

く絵を見るのであるが､絵は彼の存在とは無関係にそこにあり続ける｣(6)とその

特徴を評している｡ここに描かれたデルフトの街は､把握されたり理解されたり

するのではなく､ただ単に見られるためにそこにある｡カンヴァスはその限定的

性格上､眼がとらえた風景の広がりの一部を切りとってしまうが､フェルメール

のイメージはカンヴァスを越えたパノラマ的な風景にあることが理解される｡

　オランダ絵面はいわぱ世界と知覚とのボーダレスに位置する｡それを単に写実

主義(これは19世紀の概念であるが)ともカラー写真にもっとも近づいた絵画と

も評することはできないが､19世紀から現代にいたるまで多くの注釈者は､17世

紀のオランダ絵画に対し写真との比較を施してきた｡例えぱ､E.フロマンタン

　(Eugene　Fro皿entin)は｢画家はカメラ･オプスクーラに匹敵する眼を持つ｡そ
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れは光を滅じ､和らげ､個々の事物それぞれの形象と色彩にふさわしい正確な大

きさを保ち続ける(7)｣と評している｡線遠近法により幾何学的にとらえられた空

間は､オランダにおいては､カメラ･オブスクーラがとらえた視覚のイメージに

取って代わられたというわけである｡

　今世紀フェルメールヘの関心が高まったときも､それは彼の絵画とカメラ･オ

ブスクーラとの類縁性からである｡例えぱ､P.クローデルはフェルメールの『士

官と笑う女』について次のように語っている｡｢私を惹きつけてやまないのは､

この純粋な､隠しだてのない､殺菌され､あらゆる物質を洗い落とした眼差しで

ある｡幾何学的と言おうか､天使のものと言おうか､いや単純に写真術のと言う

べきかもしれない無邪気な視線なのである｡しかし､何という写真術であろうか｡

それは画家がレンズの内側に閉じ込もって外の世界をとらえるような写真術なの

である｣(8)｡他にもはっきりとフェルメールが光学的機器を使用していたのでは

ないかと主張する研究もある(9)｡フェルメールの作品にみられる微細な粒やテル

･ボルフの作品に頻繁に描かれる繍子やビロードの光沢は､レンズを通してのみ

得られるような柔らかで不鮮明な光の粒だと考えられたからである｡

　美術史家はオランダ絵面の様式の寵接的源泉にカメラ･オプスクーラがあると

捉える傾向にある｡またフェルメールは世界よりもこの視覚装置がつくりだす不

思議な効果を写すことに熱中していたのだとみなされることすらある｡さらにカ

メラ･オブスクーラの使用は正規の教育を受けなかったオランダの職人的芸術家

の遠近法的表現への近道だったのではないかとまで言われてきた｡この種の議論

に対し､アルパースは疑問を投げかける｡

イメージをつくりだす機械的な手引きなのか､遠近法的イメージをつくりあ

げるものなのか､あるいは自然を鏡のように写しだすものなのか､カメラ･

オブスクーラを利用することの意味やその影響力を特定することができない

という状況は､結局カメラ･オプスクーラと関連し､論理的に対応すると思

われる芸術がどのようなものなのかということに関わる議論を曖昧なものに

してしまう(10)｡

アルパースは､ この視覚装置がどのように使用されたかということを証明しよ
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うという試みが､作品にみられるイメージとの類縁性を強調するのみで､絵画自

体の様式的特徴に関する問題は錯綜したままであると考える｡代わりに彼女は次

の事実に注目すべきだと言う｡

科学史家によれぱ､レンズは古くから知られていたが､それは真実を歪める

もの､欺くものとみなされていた｡それが信用を得るにいたるのは､17世紀

になってからである｡実際､オランダで経験的観察が重視されるようになっ

たのは､この現実のおびただしい表象が信頼に足るものだということが認識

されてからのことである｡オランダ絵画を理解するうえで重要なのは､カメ

ラ･オプスクーラが生みだす像の性格とかそれを利用したことにあるのでは

なく､むしろこの装置に信頼をおいたという事実である(11)｡

　ここでアルパースは美術史家としての<本来の>関心を離れ､認識論的議論に

立ち入り始めている｡オランダ絵画に特徴的な<自然の光景>と<視覚装置>疑

惑の問題は､17世紀オランダにおける<自然>や<表象>､<観察>､<経験>

などの概念の検討を措いては解答できないことが示唆され始めている｡例えぱ､

　｢自然の鏡｣とか｢本当に自然な絵｣といった形容をするときの<自然>概念は

どのようなものであろうか｡周知の通り､17世紀は<観察>の時代であり､<光

学>の時代でもあった｡改めて空が調べられ､土地か測量され､動櫨物､人体と

その体液などが入念に観察され記録される時代である｡従って､そのような時代

の<自然>概念は､アルパースが指摘するように､｢自然に直接対峙するのでは

なく､自然の表象を示す装置や媒体に信頼が寄せられている｣(12)という事実と

ともに理解する必要がある｡

　われわれの関心は､フェルメールやテル･ボルフの作品に光学装置がどのよう

に関わっていたかという美術史家の問いではない｡解読すべき諸点は､オランダ

人がレンズや絵画制作(picturing)に寄せる熱狂的な信頼であり､レンズを通し

てみられたはずの｢驚異的な｣世界とそれらについての認識の仕方である｡

　現代においてわれわれは多様なレンズ(メディア)が創り出す虚構性や事実性

についてかなり慎重な姿勢でつき合うことができるようになっている｡｢真実｣

を伝える報道内容にそれなりに反応もすれぱ､その信憑性を疑うこともある｡そ
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して｢虚構｣と知りつつもレンズが創りだすイメージに感動もしたりする｡言う

までもないことであるが､われわれは虚構性と真実性との均衡の中にいることを

充分に認識している｡先のアルパースの引用文に従えぱ､17世紀のオランダ人は

レンズがもたらす歪みを充分わきまえていた｡しかしながら､彼らは､その道具

の意義や利用価値を疑問視するのではなく､逆にその歪める性質や恣意性を認識

し､見極めるとともにその性質をカンヴァスの上に実現させることも心得ていた

のだといえよう｡

　アルパースはフェルメールの『デルフト眺望』について､次のように結論づけ

ている｡｢(それは)カメラ･オブスクーラのイメージを写したものであるとか､

写真のようなものなのではなく､虚構性に関する観念が示されたものと考えるこ

とができる｡フェルメールの絵画は､見られた世界と描かれた世界とが交錯する

地点に位置しているとしか思えないようなある強制力を持っている｣(13)｡オラ

ンダの自然観察と記録の時代気質の中では､レンズによる自然の歪みは倫理的な

ものではなく､認識論的な姿勢の中で捉えられており､われわれがその種のく表

象>の諸性質を逃れることもできない(自然の歪んだ鏡としての<表象>を通し

てのみ自然を見ることができる)ことが自覚されていたのではないだろうか｡

　　(但し､この<表象>は次第に自己充足的に<閉じた空間>を形成しはじめ､

<もの>から乖離することとなる｡そして<表象>がはたして本当に自然の鏡で

あるかどうかが問われるようになる｡　17世紀において､<表象>と自然との対応

関係の<確実性>は鍵概念となるが､同時にその<蓋然性>の可能性も主張され､

これらの緊張関係が哲学の言説を形成することとなる｡いくつかの点で､1920年代

以降論理実鉦主義が歩んだ途に酷似している)｡

　イタリアの<物語る>様式に対して､17世紀のオランダ絵著は自然を発見し写

しだす<描写>の様式を生みだした｡その気質は､<大航海時代>の未知の世界

の発見､レンズ磨きのような職人的手仕事により世界に形象(figure)を与える

こと､ものと言葉を一対一の写像関係の中に収めるような究極の普遍言語計画な

どと軌を-にしていたように思われてならないのである｡

(2)<表象空間>の表象-ベラスケス､rラス･メニーナス』再考
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　フーコーによる『言葉と物』の冒頭を飾っているのは､D.ベラスケス(Diego

Velazquez)の『ラス･メニーナス』(第6図)の解読である｡この作品は宮廷面家

ベラスケスの最高傑作といわれているが､美術史家の間では長い間正当な評価を

受けてこなかったといわれている｡ところが､60年代の半ぱ､フーコーが古典主

義時代の<表象>の表象として取りあげてからは､暫く潜伏期間があったものの､

現代ではとりわけ新たに分析を試みたり言及したりするには特に理由がいるほど､

　『ラス･メニーナス』に関する研究は増加している｡中には､L.スタインバーグ

　(Leo　Steinberg)のように､この作品にはいかなる特定の記述も､原則的に馴染

まないのであるから､これをどのような解釈をも許す音楽作品と見立てるべきで

あると割り切るものもいる(14)｡しかし､解釈にはある傾向がある｡すなわち､

雄弁に批評するのはやはり美術史家ではなく､哲学者や文芸批評家であるという

ことである｡

　フーコーは『ラス･メニーナス』の登場人物(画家ベラスケス自身､王女マル

ガリータ､傅育掛､侍女､廷臣､小人､訪問者等)についてそれらの位饗や視線

の方向を分析する｡そしてこの絵の中の二つの形象を特定する｡ひとつは大きな

X字型である｡X字の左上の一点に署家の視点があり､右上の点には廷臣の視点

がある｡また左下の端には､裏返しとなっているカンヴァスの隅があり､右側に

は小人がいる｡この二本の線の交差するところに(つまりX字の中心に)王女マ

ルガリータの視点がある｡もうひとつの形象は､大きな曲線を描く形象である｡

その両端は左の面家と右の廷臣であり後方に高く位置している｡その湾曲部は前

に張り出し､王女の顔や傅育掛が向けている視線に一致する｡この曲線は絵の中

心を通る水盤の形を描いているが､その中心は後方の鏡の位置をいったん取り込

み､次に解き放っている(15)｡

　フーコーはこの二つの形象の内に絵を構成する二つの中心をみる｡ひとつは王

女であり､もうひとつは鏡である｡次にこの二つの中心から画面を奥行きの方向

に走る二本の線を特定する｡アルベルティ的遠近法でいう<視距離>である｡二

本の線は僅かな角度の違いをもって走っているが､画面を飛ぴ出したところで鑑

賞者の視点で交わる｡本来の絵面であれぱこれは<見る側>の確実な視点に相当

するが､フーコーはこの絵に関する鑑賞者の視点､位置を<不確定な点>と呼ぷ｡
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しかし､この<不確定な点>は二つの形象により指定され､また二本の線分によ

って確証されるという意味で規定された点でもある(16)｡

　絵の<外部>にあるこの<不確定な点>は､絵の登場人物たちによって見つめ

られる点である｡逆に､絵そのものをひとつの場面として見つめる視線の場所で

もある｡後方に位置する鏡はこの場所を映し出しているが､その場所には国王夫

妻が立っていることが鏡の中にぽんやりと浮かぶ二つのシルエットとして描かれ

ている｡実はこの国王の位置､視線､不可視性こそが､その周りにあらゆる表象

関係を秩序づけるという意味でコンポジションの真の中心であるという｡つまり､

絵は絵の<外部>(不在)によって支えられていることになる｡この<外部>の

位置､王の場所(不在の中心)には三つの視線が重なって存在する｡すなわち､

　(画中のベラスケスが描いているのが国王夫妻だとして)描かれている瞬間のモ

デル(国王夫妻)の視線､場面を見つめる鑑賞者(われわれ)の視線､絵を制作

している実際のベラスケスの視線の三つである｡この一点において､絵の配置､

表象関係の秩序が決定され､可能となるが､それは<外部>にあり不可視である

ことには変わりはない｡

　他方､これらの(<外部>にある)視線はそれぞれ絵の<内部>に投射され､

表象される｡すなわち､左手のパレットを持つ面家(絵の制作者の自面像)､戸

□に立つ訪問者(彼は後方にいながらこの光景全体を見ている)､そして中央の

鏡(国王夫妻の反映)である｡次にフーコーは視線が表象するもの､視線の対象

を問題にする｡すると､それぞれの視線が向けられているところはこの絵には描

かれていないことが解る｡ただひとつの例外は､鏡に映るシルエットであり､こ

の反映がそれぞれの視線の欠けているものを補っているように見える｡しかし鏡

の反映という機能からして､そこには他のものが映し出されてもよかったはずで

ある｡(その意味では､鏡は何事かをあらわにすると同時に､あるいはそれ以上

に他の何事かを隠している)｡ところが､ベラスケスが描いたのは国王夫妻だけ

であった｡こうしてひとつのサイクルが完成されるという｡つまり､アトリエの

周囲をめぐる大きな螺旋の中で､面家の凝視､彼の動かない手､パレットに始ま

り､描き上げられたいくつもの絵に至るまで､表象関係が生成され､完成され､

再ぴ光の中へ解けていく(17)｡

　フーコーの解読の結論は次の箇所にみることができる｡
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おそらくベラスケスのこの絵の中には､いわぱ､古典主義時代の表象関係の

表象のようなもの､そうした表象が明らかにするような空間の定義がある｡

実際その表象は､そのイメージ､それが提示されるときの視線､それが可視

的なものとする顔､表象を現前のものとする動作など､あらゆる要素におい

て､それ自体を(表象自体を)この絵の中で表象しようとしている(18)｡

　フーコーの解読のポイントは､絵の前に立つ不在の鑑賞者(国王)と見えてい

る世界との相互作用である｡『ラス･メニーナス』では､絵の<内部>の視線が

<外部>にある超越的な一点に一度集められ､この<外部>の視点は絵の後方の

鏡の中に反映､表象されることで<閉じた>表象空間がつくりだされているので

ある｡絵の秩序(表象)を支える視点は<外部>に位置する故に､<不在>であ

り<不可視>なものであるが､この絵はその視点が絵の<内部>にある鏡に投影､

表象されることにより､<外部>の不確定要因に依拠しない自己言及的な空間を

創り出しているのだということになる｡

　フーコーは先の引用に次のように続けている｡

しかしながらそこでは(ベラスケスの絵では)､表象が自らの全体をまとめ

ると同時に拡散するという散乱状態の中で､至るところから否応なくひとつ

の本質的な空虚が指し示される｡この空虚とは､表象の基礎となるものの必

然的な消滅､つまり､表象が類似しているところの人物､その眼には表象が

類似としか映らない人物の消滅に他ならない｡まさにこの主体が-それは同

じひとつのものである一省略されている｡そして表象は､それをつなぎ止め

ていた関係から自由となって､純粋な表象関係として自らを提示することと

なるのである(19)｡

　フーコーは｢ラス･メニーナス』に彼のいう古典主義時代の<表象関係>の表

象を読み込むのであるが､それは自己言及的に閉じた制度であると同時にそのシ

ステムを支えるはずの根拠が不在である､空無であることにも併せて注意を促し

ているようである｡よく言及されるフーコーの表象空間の<自律性>は無条件的
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に閉じられたものではない｡鑑賞者(国王)の視点とは､絵の<内部>に対する､

言ってみれぱメタ的な視点である｡われわれは周囲にあるものを閉じたシステム

として体系化したり､理論化したりするときにこのメタ的な視点を内在化(内面

化)することで完結する｡しかしながら､このシステムのシステム性は､その無

根拠性を問わないで成り立っていることが時々は思い起こされなけれぱならない

と言えよう｡

　このフーコーの分析が引き金になって､『ラス･メニーナス』の解読作業が盛

んになる｡<通常>の解釈はこの作品の主題から始まるであろう｡注釈の中には､

登場人物のモデルをそれぞれ特定するというのもある｡例えぱ､戸口に立つ人物

は､面家と同じベラスケスという名を持ち､面家が宮廷の絵面コレクションに携

わるように､この人物は王室タピスリー･コレクションに関係していたことが知

られている､つまりそこに鏡を挟んで二人のベラスケスがシンメトリーを形作っ

ているという(20)｡｢モデルを固有名詞に｣というやり方については､既にフー

コーは､｢言語と絵画の関係は無限｣であるのにそれが｢見る空間から話す空間

へ｣移動させてしまう策略であるとして批判している｡また<正攻法>的に主題

を追究するものもある｡例えぱ､王女マルガリータがベラスケスのアトリエに来

た､そして侍女に水を一杯欲しいと言う､そこへ国王夫妻が不意に現れ､驚いて

顔を上げたところだ､というものである｡図像学的研究は例l こよって深層レベル

の意味を解読しようとする｡それによると､『ラス･メニーナス』は画家ベラス

ケスの絵画の高貴性の主張である､つまり当時のスペインの画家たちは､職人と

いう低い職業的地位のために財政的社会的抑圧のもとで絵筆をとらねぱならず､

菩家たちの中にはこの状態に変革をもたらそうと奮闘した者もいたのだというこ

とを示唆する｡　更に別の研究は､フーコーが絵の形象の中心を指摘した部分

　(後方の鏡)には､<遠近法>でいう消失点はなく戸口の人物の腕のどこかにあ

る､従って鑑賞者は国王夫妻を左手に見るような位置に立つことになるという｡

しかもこの場合､鏡は絵の<外部>に位置する国王夫妻を映し出すことにはなら

ず､カンヴァスの中央あたりに描かれているはずの国王夫妻を像としていること

になるという(2D｡このことはつまり､従来話題となってきたこの絵に関するイ

リュージョンは実現していないことになり､フーコーが指摘するパラドックスも

実はなかったということになるのであろうか｡
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　このように｢ラス･メニーナス｣は依然われわれの想像力を掻き立てて余りあ

るものがあるが､美術史家の解釈の中で一際鬼才を放っているとも言えるのが､

アルパースのそれである｡例によって､彼女は作品の<物語>や<プロット>の

問題と<描写>の問題を峻別し､ベラスケスの絵の解釈においても従来欠如して

いたのが､表象とはどういうことであるかという点の認識であり､特に<描写>

の観点であると主張する｡

　アルパースはフーコーが<表象>という主題を引き出したことの功績は認める

ものの､主体一鑑賞者の不在が古典主義時代の本質であるという論点については

意義を唱える｡アルパースのよれぱ､不在の鑑賞者と描かれている世界との相互

作用は､意識を有する人間主体の不在にあるのではなく､鑑賞者(視点)と描写

との間にある関係を異なる仕方で構成する､二つの表象の様式を一度に取り込み

たいというベラスケスの野心的な試みによって創り出されているのだという(22)｡

二つの表象の様式とは､既述のとおり､<描写>と<物語>である｡『ラス･メ

ニーナス』は王女マルガリータを中心とする人々のスナップ写真のようである

　(すなわち､見られる世界としての表象)と同時に､窓枠を通して見た世界の再

構成でもある｡この絵においては､見られた世界が先行して存在するのであるが､

南方の絵画様式のように､<視点>を持つわれわれが描かれた世界に優先すると

も言える｡逆説的なことに､｢われわれより先行して存在する世界は､われわれ

に眼差しを投げかけることによってわれわれの存在を認めてもいる｡しかし､見

られる世界が先行して存在することが明確に決定されるのは､この作品を見るた

めにわれわれがこの絵の前に立つときなのである｣(23)｡

　このアルパースの解釈は､フーコーの分析の認識論的な意味を引き出し､更に

絵画に対する<視点>の多義性､見る者が世界に先行し万物の物差しとなるのか､

世界はあらゆるものに先行する測り難いものであるのかという形而上学的な問い

をも視野に入れ始めているといえる｡アルパースが指摘するように､ベラスケス

の中では､世界の構成とその記述という相反する表象の課題の間に矛盾はなかっ

た｡しかし､われわれが単一の解釈をそこに求めようとすると途端に矛盾した局

面に遭遇することになる｡この点は､自己完結的な表象関係をこの作品の中にみ

るというフーコーの試みにも当てはまる｡｢ラス･メニーナス』はある意味で､

表象への信頼が生みだし規定した作品であるが､われわれがそこに読みとるべき
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ことは､17世紀の認識論的な二つの様式の緊張関係なのではないかと思われる｡
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第4図　ヤン･フレデマン

　(レイデン､1604-5年)

･ド･フリース､遠近法

(出典､S.Alpers,The　Art　of　Describing)

第6図　ヤン･フェルメール､デルフト眺望､

マウリッツハイス王立美術館｡

　(出典､S.Alpers,The　Art　of　Describing)
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第3図　ヴィニョーラの実践的遠近法の二つの法則､

　(出典､S.Alpers.The　Art　of　Describing)

第7図　ディエゴ･ベラスケス､ラスメニーナス

マドリード､プラド美術館｡

　(出典､S.Alpers,The　Art　of　Describing)
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3､<表象>と<視覚>の時代

(1)北欧の<視覚文化>

　17世紀のオランダ絵画は､風景画や風俗画､静物画､肖像画といったジャンル

を得意としている｡前章で述べたように､このようなジャンルは､歴史面を至高

の芸術形式と捉える人文主義の伝統からは下位に従属するものであった｡絵画様

式としての<描写>と<物語>とを対比させると､美術史において前者の劣等性

と後者の優越性は暗黙の了解であった｡

　この点についてはいくつかの理由が考えられる｡第一に､その様式においてオ

ランダ絵画は伝統からの逸脱であるという点である｡例えぱ､イタリア絵画のよ

うに鑑賞者の視点を想定せず､世界が先行して存在するかのような描写､大きさ

のまったく異なるものの対比､同一物を複数の角度から描いてみせること､絵画

の表象様式をまるで鏡や地図(制作)のように捉えていること､高い技量を要す

るような職人的技芸としての表現への拘り(顕微鏡的な手法により､しぱしぱ注

意深さ自体が表象の対象に選ぱれている)などである｡第二に､(第一の理由と

関連しているが)､人文主義の芸術がその主題をめぐる解釈や理論､論考を持ち

合わせていたのとは対照的に､オランダ絵面はその独自の批評的言説を生みだす

ことはなかったという点である｡そして第三に､経済的な後ろ楯を得たり､独自

のカリキュラムを実現する<アカデミー的>と形容されるような制度を持ってい
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た他の地域と違って､オランダの画家たちの間には<職人気質>が保持され､ま

た尊重されていたという点である｡オランダにおいて芸術家であることは､単に

ひとつの技芸を持つ職人であることを意味していた｡(1611年のデルフトの聖ル

カ組合の記録は､菩家が､ガラス制作者､陶磁器制作者､タピストリー制作者な

どと並ぷ職人の一区分であることを示している(1))｡

　これらの特徴にさらに解釈を施すと､人文主義芸術を支えていた言説に相当す

るものが､オランダ絵画にとっては何であったかが想像される｡それは､一言で

言うならぱ､F｡ベーコン(Sir　Francis　Bacon)によって準備され､17世紀に盛ん

となった実験科学や科学技術､そしてそれらに伴う新しい世界認識であったので

はないだろうか｡

　後述の通り､この時代､scienceは学問一般を指しており､今日のいわゆる<自

然科学>は､<思弁的な哲学(自然哲学)>と<実験>(この言葉は今日の<経

験>に近いという)との間の振り子状態にあった｡<実験>が時代の精神に変わ

るためにはいくつかの条件が満たされなくてはならない｡先ず<未知の世界>に

関する観念､<実験>に先立つ好奇心やその結果をめぐる世界認識の仕方､<実

験>を遂行するための器具や設備､素材の生産そしてその実利的効果などであろ

うか｡　17世紀が<科学革命の時代>であると言われるときの裏舞台にあるのが､

このような職人的技量であり､伝統であった｡そしてオランダの面家たちもこの

ような伝統を共有していたはずであり､逆に言えぱ､彼らの仕事やその拘り方を

通してわれわれは17世紀の<知>を窺い知ることもできるのである｡

　例えぱアルパースはオランダ絵画における静物面のモティーフについて次のよ

うに論評している｡

それか､チーズ､パイ､ニシン､果物､木ノ実などの食べ物であろうと､貝

殼､食器､時計といった収集の対象となるものであろうと､それらは外側だ

けでなく､内側や裏側も同時に提示される｡チーズは切られ､パイの中身は

その皮からとびだしている｡ニシンは切られてその肉と光る皮とがあらわに

なっている｡貝殼や貴金属の食器､ガラス食器類はその側面を見せて横だお

しとなっている｡また時計はいつもその仕掛が見えるように描かれる｡事物

はその表面をはぎ取るという手法のみならず､反射によっても(その違いが)
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視覚に訴えるように工夫される｡つまり､事物の表面に映る光は､ガラスを

金属､布､パイ生地などから区別し､また事物の表面をより複雑にする｡　･

･･それぞれの事物は単に一つの表面を見せるのではなく､多くの表面を視

線にさらすような配慮のもとにある(2)｡

　このような静物画のモティーフは､ヘーム(J.D.de　Heel)やカルフ(Wille皿

Kalf)らの作品に端的にみることができる｡彼らの作品において事物は文字どお

り観察の対象として静止している｡職人芸としての精緻な仕上げは｢写実的｣と

いうような形容の次元を超えたものがある｡彼らの絵面は決して｢見たとおり｣

のものではなく(例えぱヘームの描く果物をある季節に揃えることは非常に困難

であることが知られている､つまり彼はスケッチから絵を制作している)､まる

で｢顕微鏡学者｣であるかのように事物の内部を切断して描いてみせ､しかも描

かれた事物がそれ自体収集の対象となるような珍しいもの､価値のあるものが選

ぱれていることもある｡オランダの面家たちがその作品の中に見せるこうした偏

向一強迫観念によるともいえそうな正確な描写への固執､同一物の異なる側面の

徹底した観察など-は､これを特異な気質と見るべきだろうか｡確かに絵菩とは

いえ､人間の知覚のうちの<視覚>への過度の強調があるようにも思える｡しか

しながら､自然界の誠実な<描写>､そのための<視覚>への関心は､やはりこ

の時代の最先端の<知>のあり方を共有したものとみなすべきであろう｡

　ここで注意したいのは､この<視覚>への関心は人間の眼に対する<文字どお

り>の信頼を意味しないという点である｡<視覚>への関心は､錯視的視覚(イ

リュージョン)への関心でもあり､特にオランダでは､だまし絵や覗き箱など､

後の<アナモルフォーズ>の系譜につながるような仕組みが考案､制作されてい

る｡またフェルメールのように好んでレンズを通したような光の粒を描き続けた

面家もいた｡重要なのは､この時代に人間の<眼>自体もまたひとつのくレンズ

>として自然界の事物を正確にとらえたり､歪めて見せたりするものだというこ

とが自覚されていた点である｡

　このようなオランダに見られる<視覚文化>は､ベーコンの<計画>を実現し

ようとしたものと読めないこともない｡すなわち､『大革新』における｢眼で見

たものへの信頼｣､｢感覚は実験によってのみ判断され､実験は事物によっての
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み判断される｣(3)といったベーコンの知の獲得のあり方がオランダの画家職人の

精神にも引き継がれていったのだと解釈することもできよう｡人間の先入観が造

り上げた<偶像>に替えて､曇のない眼で事物を直視することこそが真に知るこ

とであると捉えられた｡そしてベーコンの実験科学とオランダの<視覚文化>の

間にあるのが､ひとつの<表象>形式としての近代の小道具､レンズであったと

いえよう｡

(2)<レンズ磨き>の時代

　1632年､オランダで三人の歴史的人物が誕生している｡すなわち､その生涯を

ほとんどデルフトの街で過ごしながらも､17世紀のオランダ絵面を代表する作品

を残したJ.フェルメール､そして､布地商人でありながらレンズ磨き､その後

　｢顕微鏡学者｣として英国の王立協会などを通じて国際的名声を得ることになる

A.レーヴェンフク(Anthony　van　Leeuwenhoeck)､最後にB.スピノザ(Baruch　d

e　Spinoza)である｡これら三人にさらに共通しているのが<レンズ>であると主

張したい｡もっとも､フェルメールの絵画(制作)に何らかの光学装置が関与し

ていたというのは､推測の域を出ない｡また貧困の中でレンズ磨きをして生計を

立てていたというスピノザの逸話も今では寓話であるとも言われる｡(アムステ

ルダムの地にふさわしく､スピノザは堅実な実業家であったという説もある)｡

しかし､<レンズ>は､旧来の曇った世界認識を矯正し､新たな事物を発見し､

また古い事物(偶像)についてはこれを分析し(微分化し)自然光のもとに差し

出すという意味で､<透明化>のエンプレム(メタファー)と言えないことはな

い｡この意味で上記の三人は各々に時代の<レンズ>を携えていたと思われるの

である｡本節ではこれらの人物の中､レーヴェンフクの仕事に深く関連する､近

代の科学技術の象徴､顕微鏡について若干の考察をする｡とりわけこの光学装置

に焦点を絞るのは､17世紀の<知>の変革期(科学革命)においてそれが果たし

た役割を探ることによって､<表象>の臨界が見えてくると思われるからである｡

　ところで､プロローグにおいて言及した『メノン』のジレンマは､人は知って

いることも知っていないことも探究できない､なぜなら知っているということは

探究の必要はないということだし､また知っていないということは何を探究すベ
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きか知らないということなのであるから探究できない､というものであった｡換

言すると､真理(知識)を獲得し､それと認知できる以前には､真理(知識)が

どういうものであるかすら知ることはできない､というジレンマである｡いま仮

に､真理(知識)とそれを獲得する手段(道具)を峻別できるとし､またその道

具がレンズ(望遠鏡､及ぴ顕微鏡)であるとすると､そこには17世紀の科学的知

識の展開に関わる重要な次元が浮かぴ上がってくる｡

　道具の存在と科学的知識との関連性を歴史的に読み解くには､大変困難な問題

がつきまとう｡つまり､特定の時代においてある道具が発明されたり､知られた

りしたとしても､そのことと道具によりもたらされる科学的知識の対象領域の発

見とは別の事柄であるということである｡科学史家プライス(Derek　de　Solla　P

rice)は､科学的器具の制作と使用はそれぞれ独立しており､古代､中世におい

て人々は計時､航海､探索などの際､科学的器具や道具をフルに活用していたわ

けではないと指摘している(4)｡例えぱ､古代の日時計は太陽の一日の動きを象微

するということ以外に､時間を知ったり､生活を規定するのに使用されたわけで

はなかった｡また天文学においても､ほとんど裸眼で観察が行われていたはずだ

と言う｡科学的な道具は､むしろ特別な知識を保有することの象徴として制作さ

れたり交換されたりしたのである(5)｡ここに科学的知識の発展と科学技術との相

互作用を解釈するときの問題がある｡歴史家は道具の存在とその特徴を鑑定し､

他方､科学史家は道具があれぱそれは使用されていたと単純に結論づける｡しか

しながら､道具の発明､存在は､その利用の仕方の発見を意味しないのである｡

われわれはある道具(例えぱレンズ)の存在に現代の眼差しを投げかける｡しか

しそれが<科学>と結ぴついていたと主張するためには､その道具によってもた

らされるはずの対象領域が知られていなけれぱならないのである(ここにメノン

のジレンマがある)｡

　既に示唆したように､レンズの存在はいわゆる<科学革命の時代>より嘉か以

前に知られていた｡古典古代には拡大鏡が発火のために使用されていたという｡

歴史家の中には､レンズの研磨技術があったのか､自然石を使用したのかは定か

ではないが､宝飾品などの制作のための<縮小化>技術があったのではないかと

推測する者もいる｡例えぱ､古代ギリシャの地理学者､ストラボン(Strabo)は

　『イーリアス』をたった一枚の紙に認め､ナッツの中に収めていたという｡また
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皇帝ネロは格闘技を観戦する際､エメラルドを(双眼鏡のように)使用していた

と伝えられる｡　14世紀中頃､中世のユダヤ人哲学者､ガルショム(Gersho皿)は水

の入ったフラスコや集光レンズを使って昆虫を見ることを提唱している｡これは

アリストテレスによって述べられた生物で存在が確認できないものを､知識とし

て回復しようという問題意識からだったという(6)｡

　しかしながら､17世紀の科学技術としてのレンズのアイデアの淵源は､12-13世

紀頃アラビア人学者､アルハゼン(Alhazen)ことイプヌール･ハイサム(lbn-a

1-Haytha皿)によって著されたr視覚論』であろう｡この中で初めて曲面の中央部

から見た物体が拡大して見えるという平凸レンズの原理が記されたのである｡こ

の知識がヨーロッパに伝えられ､特にR.ベーコン(Roger　Bacon)は認識の限界を

問題として取りあげ､透明な物体を工夫して極小の事物を見る可能性について論

じている(7)｡レンズがこのような<異端的>で<不思議な>人物により取りあげ

られていたという事実には訳がある｡つまりレンズがもつ光の屈折や像の拡大と

いった性質は自然のものであるはずはなく､悪霊(evil　spirits)によりもたら

されるのだと一般には考えられていたためである｡しかしそれでも､老眼や近視

眼のための眼鏡技術として次第に認知されるようになっていく｡中国では既に14

世紀の初め､鉱物を使った老眼のための眼鏡が使用されていたという｡西欧では

16世紀､近視が極度の凹レンズによって矯正可能であることが発見されている｡

　(興味深いことに､この時期若者の間の近視が増加しており､その原因か読み書

きの普及にあるとされている点である｡読み書きの普及とは､すなわち印刷技術

の普及に他ならないのである)｡いずれにしても17世紀以前､レンズはこのよう

な実用性と結ぴつけて考えられており(但し､実用性という概念にも注意が必要

だが)､ルーペの使用や凹凸レンズの組み合わせがもたらす不思議な拡大像の発

見などは特定の人々の好奇心に留まっていたようである｡

　科学的知識(理論)と技術(crafts)とが以前には想像もつかない仕方で一点

に結ぴつくためには､ある<飛躍>が必要である｡この<飛躍>において､単な

る機能にすぎなかった道具が､新たな知識を得るための手段へとシフトすること

になる｡言うまでもな<､この<シフト>の典型例はG.ガリレイ(Galileo　Gali

lei)の天体望遠鏡である｡プライスによれぱ､ガリレイによる木星の衛星や金星､

月の表面の山々の観察の重要性は､(それらの観察のみならず)その種の器具を
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媒介にした知覚がコペルニクス理論の受容のための必要十分条件であったという

点にある(8)｡

　周知の通り､現代科学において<技術知>はある意味でそのまま<科学知>で

ある｡われわれは<科学(理論)>と<技術>を一体化した<科学技術>という

観念に浸かっているために(しかも理論の実証性は器具や設備の中での実験結果

にあると素朴に前提してしまうために)､両者が別物であり､その<シフト>が

<革命的>であった頃の事情をにわかに理解することができなくなっている｡こ

の<シフト>が成立するためには､思弁哲学(自然哲学)と経験(実験)との間

の折り合いがつけられていなりれぱならず､経験を支える手段､器具､道具への

信頼も確立されていなければならない｡(この意味では､ガリレイは依然､思弁

哲学の側にあった)｡問題は､器具によって媒介される知識という観念がどのよ

うにして確立されたのか､また恣意的な(実験のための)条件設定における経験

　(実験)が､それが<不自然である>という批判を超えて如何にして信頼性を得

たのかという点である｡

　17世紀初頭､<自然哲学>と<科学>､そして<技術>としての光学(レンズ)

の間にはそれぞれ大きな隔たりがあった(と考えられる)｡既に示唆したように､

望遠鏡にしても顕微鏡にしても､当初は<知識>とは結ぴついておらず､特定の

人たちの(軍事的､航海的関心か､あるいは単なる好奇心のための)少々高価な

玩具にすぎなかった｡周知の通り､ガリレイは望遠鏡をある目的に利用はしたも

のの､その発明者ではなかったし､ガリレイと同じように空に望遠鏡を向けてい

た人は何人もいた｡ガリレイの報告によれぱ(9)､1609年の8月彼は､オランダ人

が遠くにある対象を近くにあるように見る一種の眼鏡を制作したという噂を耳に

する｡そこで自分も屈折理論に基づいて原理を<発見>し､鉛の筒と二枚のレン

ズ(凹レンズと凸レンズ)から筒眼鏡を作成した､ことになっている｡ガリレイ

の光学知識はそれほどでもなかったと言われ､また制作の過程を示す資料が残さ

れていないことなどから､ガリレイが本当に自ら発明したのか､単に市場に出回

っていたものを入手してそれに改良を加えたのかどうかは今日では謎である｡

　ただ､科学史家C.ウィルソン(Catherine　Wilson)によると､1608年オランダ､

ミデルプルグの眼鏡職人､ハンス･レッペルスハイ(Hans　Lipperhey)なる人物

が､筒に組み入れたレンズ(すなわち､望遠鏡であろう)に関する30年の独占的
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製造販売権の申請をした｡しかしこの申請は彼の優先権に意義申し立てが起こり

失敗に終わったという(10)｡この事実は､望遠鏡が既に生産のラインに乗ってい

ること､従ってそれがマーケットを形成する(買い手が見込まれる)程に世間で

認知されていること､また<特許権>については物議を醸すほどにレンズに関す

る技術(知識)が一般化しているということなど多くを物語る｡当時オランダは

ガラス製品生産の最先進国であり､ミデルブルグで生産された望遠鏡は翌年には

ヨーロッパ各地で販売されたと思われる｡後世に伝えられた程には望遠鏡はガリ

レイの独占物ではなく､むしろ彼もこのハイテクの享受者の一人であったと言え

よう｡

　しかしながら､ガリレイにも彼なりの事情があった｡　1609年8月､ガリレイは自

作の望遠鏡をヴエニスの8人の貴族に提示し､年俸の倍増をはかっている｡彼は自

分の仕事の成果をできるだけセンセーショナルで魅力的なものにして見せ､パト

ロンたちにアピールする必要があったのである｡当時､<学問(としての科学)

>は制度として成立していなかったし(ロンドンのロイヤル･ソサエティの設立

は1662年､パリのアカデミー･デ･シアンスの設立は1666年である)､<科学者

>たちはいつも経済的な不安を抱えていた｡ガリレイもその社会的地位をめぐっ

て例外ではなかったことを次のエピソードが物語っている｡

　1610年3月､『星界の報告(Sdereus　nuncius)』が出版されて一か月もたたな

いうちにJ｡ケプラー(Johanes　Kepler)はガリレオの仕事を称える文書を書き上

げているが､そのケプラーがガリレイの結論を検証するために望遠鏡を借り受け

ようとした｡しかし､ガリレイはこの不思議な科学的発明品を教会や世俗の有力

者たちに披露するのに没頭していたという｡ケプラーがガリレイの工房でできた

望遠鏡を手にしたのは､ケルンの選帝侯エルンストからであり､それも数日の間

貸してもらっただけであったという｡一方ガリレイはこうした働きかけが功を奏

して､トスカナ大侯爵のコジモ･デ･メディチの宮廷数学者･哲学者というポス

トを手にいれる｡このこともあってガリレイは木星の衛星のひとつを｢メディチ

の星｣と命名している｡ただこのようなガリレイの動き方に忠告する者もいて､

例えぱ友人のサグレドは翌年ガリレイに宛てた有名な手紙の中で宮廷生活の浮き

沈み(興味関心が移ろいやすいこと)に気をつけるようにと書いている(11)｡

　このような忠告にも耳を傾けたのかどうか､ガリレイは強かに振る舞ったとい
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えよう｡インパクトのある書物や望遠鏡の披露により､また<第一発見者>であ

ることを譲らぬ姿勢一太陽黒点の発見の順位についてクリストファー･シャイナ

ーと激しく争ったといわれる-により､結果として望遠鏡天文学はガリレイの名

ととものあることになってしまった｡ケプラーの言によれぱ､ガリレイの才覚は､

ひとつには焦点距離と倍率の関係を逸早く理解した点にあるが､いまひとつは理

論が要請する器具を自ら短期間のうちに製造できる工房を持っていたことである

という｡望遠鏡に代表される<科学>と<技術>の統合と経験に関する認識論的

転回(人間にとって不可視のものを観察するということ､そしてそれを言語化し

てみせること)はガリレイの天才的な仕事に依るところが大きい｡しかし同時に

<科学技術>は<知的所有権>をめぐる生々しい問題も抱え始めていたと言えよ

う｡

　望遠鏡がガリレイの天才的な<技>とその<パフォーマンス>に依って華々し

<<科学技術>に組み入れられていったのに対し､顕微鏡の方は時間的にも空間

的にも地味な扱いを受けていた｡この理由について､ウィルソンは次のように指

摘している｡第一に小さなものを拡大するというのは､その逆と違って<物珍し

さ>に欠けていた､一枚のレンズ(ルーペ)でもある程度達成できたからである｡

第二にガリレイの望遠鏡のように物理学上の革命の担い手となり得なかった｡そ

して第三に､遠くを見る手段が航海や戦争時に有用であるのに対し､小さな物を

見ることはそのような実用性と関連しないという点である(12)｡

　このうち重要な要因は第二の<理論との関連性>ではないかと思われる｡単な

る職人的技芸の産物はどこかで<科学理論>と融合されなけれぱならない｡望遠

鏡には<自然哲学>や<天文学>､<物理学>が背景にあったが､顕微鏡を支え

るはずの<博物学>､<分類学>(後の櫨物学や生物学)は<物理学>にみられ

るような<科学革命>を用意していなかった｡更に顕微鏡には器具自体に存する

技術的な問題もあった｡一枚のレンズを使用するか二枚のレンズを使用するかに

より器具の性格は異なってくる(これはそれぞれ一長―短であったらしい)し､

拡大率が高くなれぱ集光の問題が生じた｡また天体観測と異なり､色彩収差や球

面収差は微妙な技術を要する難問であり､これは絞りか導人されてからも特に改

善されたわけではなかった｡第1図は17世紀の顕微鏡の水準か自然光を利用するも

のとしては現代の水準に近いことを示している｡しかし､解像力やその他レンズ
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の質は､研磨の際の偶然にまかされており設計通りの精密な制作かできたわけで

はなかった｡このことは結局､顕微鏡が科学的探究の手段としての<借頼性>を

欠くということを意味する｡つまり同一の条件を設定することが困難であったと

いうことなのである｡

　周知のように､ガリレイの｢星界の報告』に相当するのが､R.フック(Robert

Hooke)の『ミクログラフィア(Micrographia)』(1665年)である｡フック以

前にも何人かの先駆者がいたが､彼の『ミクログラフィア』は､顕微鏡の製造法

を明記し､それまでにない緻密な(おそらくChristopher　Wrenによる)イラスト

が添えられている点で同時代の(観察記録を掲載した)書物の中ではー際優れて

いた(例えぱ,イギリス人として最初に順微鏡による研究を出版したHenry　Power

の本はイラストを用いず､専ら記述のみによる報告であったという)｡フックが

観察の対象として選んだものは､先ず蚤やしらみ､蝿､蛾､蜜蜂などの昆虫､次

に､コルクや苔､葉脈などの櫨物､雪片や石などの無機物､針や剃刀の刃､布な

ど人造物､髪や魚の鱗､蜜蜂の針など生物の体の部分であり､また中には､火う

ち石の火花や雲母の薄膜にみられる偏光､回折などのように現象をとらえたもの

もある｡従来､無視されてきたか､あるいは軽蔑されていた世界が､読者の眼の

前に美しい機能性と構造を備えた世界として提示されたのである｡なんでもない

蚤やしらみなどが精密にできていることは､神の叡知と摂理の証言であるとつけ

加えられた(13)｡

　　『ミクログラフィア』が当時いかにセンセーショナルであったかは､この書物

のコピーが出版後まもなくドイツやフランスに伝えられ､特にC.ハイヘンス(Chr

ist　ian　Huygens)がわざわざロンドンの王立協会のこの本について照会したり､

ライプニッツ(Gottfried　W.V｡Leibniz)が所望してやっと1678年に入手したとい

ったエピソードから窺うことができる｡人々はレンズがもたらす未知の世界につ

いて何ほどかは耳にしていたものの､それが<道具>として持つ意味を改めて体

系的に確認したに違いない｡

　　『ミクログラフィア』の出版自体は王立協会のスポンサーである国王ジェーム

ズに向けて協会の活動実績を提示するという目的もあったというが(14)､フック

自身はある確信のもとにこの書物を著しているようである｡彼は序文で次のよう

に記している｡

51



事物を調べ､それらのあるがままの姿を記録するためには､想像力の強さ､

方法の正確さ､熟考の深さではなく､むしろ誠実な手と眼が必要とされるの

である｡　･･･(それは)手と眼から始めて､記憶を頼りに､理性へ進まな

けれぱならない｡しかしここで止まってはならない｡再ぴ手と眼に戻ってこ

なけれぱならないのだ｡　･･･それは､血液が体の各部分を循環することに

よって生命と活力が維持されるのと同じことである(15)｡

　ここに述べられているフックの決意は､心の作用や想像力によって得られると

される<偶像>の世界から､具体的な事物の世界､自然の世界へと眼を向けると

いうことである｡顕微鏡は自然界の表層という特権を取り払い､事物が外面的に

どう見えるかは､それが何であるかということを少しも指示しなくなったのであ

る｡フックが対決しようとした世界観は､自然がある特権的な方法で(理性や想

像力により)直接的に読みとられる書物であるという考え方である｡自然がその

ような方法で読みとられる解読の対象でないことは､日常の可視世界の裏に見え

てきたミクロの世界の存在によって明らかとなったのである｡フックが勧めるの

はレンズを視覚の補助手段として､自らの<誠実な手>と<忠実な眼>によって

事物を観察し記録することなのである｡

　このようにフックが自然の知識を獲得する方法として､視覚的観察を第一義的

に据え､それを高い技量をもった描写に結ぴつけることができるのは､彼の自然

哲学か機械論的で唯物論的であるからである｡そのために､後の生物学的観点か

らはあり得ないような対象の併置､例えぱ無機的なものと有機的なものが混合さ

れていたり､動櫨物の描写がひどく技術論的であったりする｡これらの諸点にも

ましてわれわれを当惑させるのは､中立的な観察記述に混じって表明される神の

叡知への言及であろう｡但し当時､神学的な言説と機械論的な言説は柑入れない

ものではなかったようである｡レンズ越しにみる未知の世界(自然)の美と機能

性に､顕微鏡学者が神の啓示を見てもなんら不思議はなかったと思われる｡

　フックの顕微鏡による自然描写は､技術的な限界がありながらもその観察力と

洞察力(偏光に関する指摘はニュートンに受け継がれた)､それらを裏付けるあ

る種の自然哲学により､同時代の一定の評価を受けていた｡つまり彼は<科学
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(理論)>(それが､光学であれ､不完全な分類学であれ)と<技術>(つまり

顕微鏡)の双方の見識かあり､またアカデミズムよりそのように認められていた

人物である｡これに対し､フックと同時代にフックより逢かに技術的に優れた顕

微鏡を駆使し､生物学史上重要な発見をしていながら､生涯職人的な気質を保持

し続けた不思議な人物が､冒頭で言及したレーヴェンフクであった｡

(3)<レンズ>と科学的知識(学問)

　レーヴェンフクはデルフトの布地商人である｡彼にとって一枚のレンズは､ベ

ーコンの実験哲学やケプラーの屈折光学､フックの機械論的哲学におけるレンズ

とは異なっていた｡つまりレンズをどうすれぱ何がどう見えるかはよく理解して

いたが､何故そうしなけれぱならないかは無縁の問いであった｡彼は自分のこと

を､｢ビジネスの中で育ち､ラテン語その他の学芸を身につける機会がなかった

ために､書くこともできなけれぱ､明晰に思考することもできない｣と述べてい

る(16)｡しかしなから､理論的な素地を欠きながらも､彼は微生物の世界に誰よ

りも一番近いところに立っていたのである｡

　1673年､ロンドンの王立協会はレーヴェンフクからの最初のメッセージを受け

取る｡文書はライデンの解剖学者､R.グラフ(Regnier　de　Graaf)を通じて､協

会の事務局長､H.オルデンブルグ(Henry　01denburg)に届けられた｡内容は､蜜

蜂の眼の描写を含めフックの著作におけるスケッチのいくつかに誤りがあるとい

うものであった｡その後数年にわたってレーヴェンフクから何通かの文書が届け

られるが､もっとも有名なものは1676年10月の手紙である｡

1675年9月半ぱ､私は水色の新しい桶の中の(数日ほど経った)雨水の中に新

しい生物を発見した｡そこで私はこの水をもっと詳しく調べることにした｡

というのもこの小さな生き物は､裸眼でみることのできる､スワマーダム

　(Swauerdal)が水蚤と呼んでスケッチしたaniulcule(小動物)よりも10

00分の1程の大きさしかないと私の眼には見えたからである(17)｡

フックによれぱ､それまでに報告された最も小さな生物はE.ディヴィーニ
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　(Eustacio　DivinD　が発見したもので､ナッツに対する砂粒の大きさか､この生

物の砂粒に対する大きさに相当すると言われ､｢生ける原子(Atome　of　Anisls)｣

などと呼ぱれていた｡これに対し､レーヴェンフクが報告したものは､ダニのよ

うな単一の生物ではなく､原生動物の群体だったのである｡彼はそこに粒の形を

したものや､細い尾を持つもの､小さな足や鰭を持つもの､あるいは小さな蛇の

ようなものなど一度に数種類のものを見いだしたのである｡その大きさはディヴ

ィーニの発見したものよりも嘉かに小さく､それをダニと比較するならぱ､その

大きさの違いは蜜蜂と牛ほどの違いがあると報告された｡これらの生物は井戸水

とか雪解け水などを暫く放置したものに現れたが､蓋をしたものにはたとえ3年

間放置したとしても現れなかった｡レーヴェンフクは1676年5月､コショウを浸し

た水の中に｢小動物｣が発生することをつきとめ､協会に報告している｡彼は冷

静ながら時には興奮を抑えられない様子で次のように記している｡｢自然の中に

私が発見した不思議なもののうちでも､これこそは最も不思議なものである｡一

滴の水の中に生きている何千という生物の光景ほどに楽しいものを､私の眼はい

まだかつてとらえたことがないと言わざるをえない｡すべてが動き回り､はいず

り回っている｡だがどの生物にもその独自の運動がある｣(18)｡

　興味深いのは､協会の反応である｡　1677年11月､協会はレーヴェンフクの観察

を再現するため同じ条件を設定する｡しかし肝心の顕微鏡はレーヴェンフクのも

のと同一というわけにはいかなかった｡結局フックの顕微鏡が用いられている｡

目撃鉦人として8人の人物(聖職者､公証人など)が召集された｡彼らはなにやら

　｢小動物｣のようなものを見たことで一致したが､その中身について意見を求め

られるとそれぞれに異なっていた｡結局､この最初の試みは失敗に終わる｡協会

のメンバーの中にはこの時点でレーヴェンフクの観察の信憑性を疑う者も出てい

た｡しかしそのまま実験は続行され､最後に今日でいう拡大率100倍レンズが用意

され､11月15日､｢生物と思われるもの｣か確認されたのである｡

　レーヴェンフクの顕微鏡は､原生動物､いくつかのバクテリア､細胞などを見

ることのできる優れたものであった(500倍の倍率と1ミクロンの解像能力を

持っていたと言われる)が､彼はレンズの研磨方法をはじめ顕微鏡の作り方､標

本の作成方法については頑固として口を閉ざしたままであった｡彼の道具は死後

協会に遺贈されたが､最も精度の高い顕微鏡は彼の手で死の直前に始末されたと
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も言われている(もっともこれは中傷にすぎないが)｡これは､フックが顕微鏡

の製造方法について進んで公開しているのとは対象的である｡レーヴェンフクの

観察を<追試>するため､協会が彼の使用した器具について問い合わせたときも､

　｢私が用いている顕微鏡の制作方法をまだ教えるわけにはいかない｣と彼の回答

はそっけなかった｡この態度は当然協会の会員たちに､閉鎖的(ucollegiaDで

侮辱的だと受けとめられた(19)｡

　ロンドン王立協会には基本方針がいくつかあったが､そのひとつが情報の自由

な公開､流通であった｡協会は職人的技芸の秘技､商業上の秘法など秘密事項を

打破し､職人たちには彼らが持つ手法について､それをパプリックな承認とした

り出版の形を採る代わりに､公開し互いに情報交換するように説得に努めていた｡

レーヴェンフクに対しても協会より情報の公開と出版の要請があったのであるが､

かれはこれを断ったと言う(20)｡

　もっともウィルソンによれぱ､このあたりの事情はもっと複雑で､協会の要請

も余り熱心ではなかったし､一方のレーヴェンフクも自分の説明(つまり観察結

果の報告の仕方)が散漫であり､それがとても一冊の書物や論文の形にはならな

いことを承知していたのだという(2D｡既述の通り､彼は自分が正規の教育を受

けておらず､学識や教養を欠いていること､また論文の形を採るアカデミズムに

は馴染まないことを自覚していたようである｡彼は自分の行った観察については

心置きなく､詳細に､無料で提供した｡しかし､彼の方法､最高のレンズ､技術

については､これらを自らの<資本>として頑なにその秘密を死守したのである｡

その驚異的な観察の噂を聞きつけて各国の知識人や王侯貴族がデルフトを訪れた

ときも､レーヴェンフクは無愛想であったという｡　C.ハイヘンス(Constantij　in

　Huygens)は｢人々を信用していないが故に顕微鏡を見せない｣というレーヴェ

ンフクの言いぐさに気分の悪い訪問となったと腹を立てている｡またライプニッ

ツは彼が経済的援助や社会的処遇に興味を示さないことやその技法を他の人々に

教えようとしなかった点(つまり彼の業績や技術が学派を形成したり､後継者を

生み出さなかったこと)を残念がっている(2D｡

　このようなエピソードから想像されるレーヴェンフクの人物像はやはり昔気質

の職人のそれに他ならない｡彼はレンズか直接もたらす効果については熟知して

いたが､レンズ自体が<自然哲学>､<科学(理論)>全体にとって持つ意味や
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知識の伝達やネットワークといった観念についてはこれを欠いていたか､あるい

は王立協会の<常識>とは違った理解をしていたのであろう｡但しこのような言

い方をした場合に注意すべきことがある｡エピソードの中ではレーヴェンフクは

当時の<科学>の言説では市井の顕微鏡学者､素人の研究者として語られてしま

うが(彼自身にまでそのように認めさせてしまっている)､彼の研究姿勢は王立

協会のスタッフの誰よりも現代の自然科学者のそれに近いのである｡彼の集中力

や観察結果を理論化するセンスには特異なものがあったという｡例えぱ､観察対

象を切断して内部を記録したのは彼がはじめてである｡また生物の成長や生殖を

忍耐強く記録したり､果物の成長が樹液の循環によることを突き止めたりしてい

る｡更に､彼はレンズとそれによる自然観察に通じていただけでなく､注意深い

眼差し自体を他の対象に積極的に適用していた｡次のエピソードがそれを物語っ

ている｡すなわち､熱病にかかるのは牧草地を歩くときに靴が火のように赤くな

ってしまうからだと考えられていることについて､彼は牧草地へ出かけていき､

何が草を赤くするのかを突き止めるために草の茎の構造を丹念に記録しているの

である(22)｡

　以上のように､ガリレイの<望遠鏡>､フックの｢ミクログラフィア』､レー

ヴェンフクの<顕微鏡>､ロンドン王立協会の<常識>といった17世紀のレンズ

に纏わる言説を概観すると､器具によって媒介される知識という観念がどのよう

にして誕生するのか､また経験(実験)がいかにして知識の客観性という概念と

関わっていくのかといったプロセスのイメージが漢然とながら浮かんでくる｡再

度rメノン』のジレンマに戻って考えてみたい｡ひとは真理(知識)を獲得する

までは､それがどういうものであるのか解らないのであるから探究することすら

できない｡しかし､真理(知識)を獲得するための独立した､前理論的手段を予

め手にしているとすれぱ､そのときは探究は冗長であり必要がなくなる､という

ものであった｡既述の通り､この『メノン』の<改訂版>は､真理を獲得するた

めの探究の手段(ここではレンズなどの科学技術)と真理そのもの(ここでは科

学的知識)との峻別を仮定している｡この枠組みを今日の言葉で言い替えると､

前者から出発するのが帰納的方法であり､後者か演樺的方法ということになりそ

うであるか､ここで話題にしている17世紀の<知>のあり方はこのような単純な

二分法に馴染まない｡またクーンやN｡R.ハンソン(Norwood　Russe11　Hanson)流
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の<観察>の理論負荷性は､レンズをめぐる理論と観察の分離を否定することに

なる｡彼らの概念的枠組みは話をより分かりやすく簡単にしてしまうが､その種

の<物語>性の強い概念もそれはそれでかえってわれわれの眼差しを曇らせる要

因となる(つまり､経験･実験が試みられるときの〈描写>の軸が見えなくなっ

てしまう)｡レーヴェンフクらがレンズの向こうに見たものは､そのようにして

対象化されたものが単独で知識とみなされるかどうかの境界領域のものとしてあ

るのである｡

　問題は､顕微鏡学者たち(あるいは職人たち)が､真理が何であるかを知らず

して(つまり､予め何がレンズの向こうに見えるかは知らずして)､探究した結

果(顕微鏡や望遠鏡を覗いた結果)真理(科学的知識)に到達したということで

ある｡　17世紀以前の自然哲学者たちにはこのようなアプローチは採れないのでは

ないだろうか｡(古典古代にも<実験>は行われたが､それは特定の自然観(例

えぱアリストテレス哲学)の追認であり､その枠より逸脱したものは単に無視さ

れた)｡望遠鏡の観察の場合､ガリレイの世界観(天文学)と結ぴついていたた

めに隠れていた問題が､顕微鏡の観察の場合にはその背景にあるべきはずの生物

学がなかったために露呈しているのだといえよう｡つまり理論(物語)に先立つ

観察であり､世界の存在である｡

　レーヴェンフクのレンズに寄せる情熱は､こう言って良けれぱ<注意深い眼差

し>自体を対象化しているようにも思われる｡これは彼と同時代のオランダの画

家たちか描写のための<描写>をカンヴァスの上で実現したのと並行している｡

彼がレンズを覗くとき､彼の眼､そしてレンズは匿名のものとなる､つまりどの

ような<視点>でヽあるいは理論､目的で取りかかっているかという問題は排除

されている.そして見られるもの自体に最善の注意が向けられる｡このような認

識論的様態としての<描写>は次のような著しい特徴を持つ｡第一にここで彼の

眼はレンズによって彼の他の身体部分から孤立させられている｡第二にこうして

得られた視覚は対象となっている事物の他の箇所や他の世界全体から切り離され

ているという点である.ここには世界全体の意味連関や理論的枠組み､物語性と

いった言説とはおよそ無縁の純粋なヽいわぱ<スナップ写真>のような<描写>

としての知識(真理)が捉えられている｡

　フックもまた<誠実な手>と<忠実な眼>により自然をそのままに捉えること
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を心掛けていた｡具体的な事物の世界は､人々の精神を惑わす誤った観念に妨げ

られることなく､職人芸ともいえるような視覚の技により自然の<表象>として

描かれ､記録された｡フックがレーヴェンフクと異なるのはヽこのような<表象

>や<描写>のための技が客観性としての知識をもたらすのだとはっきり確信し

ていたことである｡換言すれぱ､そのように語る言語を持っていたのである｡彼

には自らが個々の事物のリアリティ(実在性)と恒常性､確実性について(実在

論的､機械論的前提をしたうえで)､細心の選択と厳密な精査を施しているのだ

という確價があったのである｡更にフックは漢然とながら形成されつつあったア

カデミズムの中に身を置いていた｡そして､やがて客観的という形容を得る<自

然科学>が何を要件とするかをよく知る立場にあったのである｡(彼は､王立協

会での諸々の実験の監督を引き受けており､またロバート･ボイルの助手として

数々の発明と改良を手がけていた｡そのために<発明品>を盗作した､されたと

訴訟騒ぎに奔走していたという｡　I,ハッキングによると､彼は人に争いを仕掛け

る怒りっぽくて年寄り地味た性格であった(23))｡

　フックは職人(技術者)としてボイルの空気の膨張に関する実験(ボイルの法

則)のための装置(空気ポンプ)を開発したり､懐中時計の渦巻バネを発明した

り(これは彼自身の弾性の法則の発見による｡いわゆるフックの法則)､その他

数々の発明と発見をしている｡例えぱ､彼は反射望遠鏡を組み立てた最初の人で

あり､それによって新たに主要な星を幾つか発見したし､木星が自転しているこ

とも認識していた｡顕微鏡研究は彼の仕事のほんの一部にすぎないが､｢細胞｣

という言葉をわれわれは彼に負っている｡またミクロな化石の研究の申に一種の

進化論を提案している.『ミクログラフィア』にも掲載された光の回折の発見は

光の波動論として理解されていた.これはニュートンが特別に興味を抱いた部分

である(24).このリストはまだ先があるが､このようなフックの活躍にもかかわ

らずヽフックが同時代のボイルなどと比べて科学史上(科学哲学においても)影

が薄いのは何故だろうか.この疑問に答えようとすれぱ見えてくるのは､再ぴ

　｢職人的技芸としての経験゛実験｣と｢自然哲学や科学理論｣の対概念である｡

われわれがフックの活躍についてそれほど認識していないということ自体が､既

に実験よりも理論への<偏り>を表明している｡

　留意す^゛き点は二つある.ーつはヽフックが低い階層の出身であり経済的にも
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貧しくまたレーヴェンフクと同様正規の教育を受けておらずほとんど独学であっ

たという事実である｡つまり彼の驚異的な<科学技術者>としてのセンスは､<

見よう見真似>の職人的技芸の鍛錬によるものだったのである｡一方､ボイルを

はじめ協会のスタッフたちは､協会の前身である<見えない大学(invisible　co

llege)>の時代より貴族階級のものであった.つまりフックとボイルの身分の差

は貴族と職人の身分差であり､このことがフックの業績の評価にも反映されてい

る可能性がある｡そしていま―つの留意点はこの身分差はそのまま理論と実験の

階層差であるという点である｡貴族たちが(見えない大学のメンバーたちが)個

々の実験に興味を持ったといっても､当初それは原子論的宇宙観や機械論的自然

観などと別次元のものであった｡<メノンのジレンマ>の比喩で言えぱ､<自然

哲学>は既に真理がなんであるかを知っているが故に､本当は探究の必要がない

のである｡もちろんこれは極論にすぎる｡　17世紀の科学的状況はこのような<自

然哲学>を実験･経験の次元から崩しにかかっていたのである｡

　われわれはここでK.ポパー(Kar1　Popper)流の｢演禅以外には推論はあり得な

い｣という理論的偏向の見方の誘惑を抑えて､もう―度レーヴェンフクの実験観

察に立ち戻ってみよう｡彼の驚異的な観察報告に<協会(ここでの協会は､ロン

ドン王立協会のみならず､知一般のメタファーとして用いる)>は直ちにこれを

<知識>とは認めなかった｡<協会>か要求したのは､目撃証言と実験の再現で

あった｡ここにわれわれは17世紀の<知>の性格の転換を理解することができる｡

すなわち､レンズを媒介にした<知識>(つまり器具を媒介にして得られるく知

識>)はヽ宍それまでの噂(hearsay)や報告(reportage)レベルでの知識､情報

としては処理できないようなインパクトを持っていたのである｡つまりそれは旧

来の<自然哲学>を揺るがしかねない価値を備えていた｡そこで<協会>は改め

て客観的<知識>の資格を問わざるを得なくなったのである｡<協会>が思いつ

いたのはヽできるだけ条件設備を再現した上での実験の追試と複数の目撃証言で

あった.この条件を満たした後(これが<客観性>の基準だと言うのであろうか)､

レーヴェンフクの観察が<真理>と確鉦されるのであるが､このプロセスの中で

<知識>の客観性の審判が<協会>の権威性にすり替わっているのである｡この

ことはある人物を除いて誰も気づかなかった｡その人物とは他ならぬレーヴェン

フクである.彼は旧来の知識の確証の仕方､つまり信頼に足る人物の証言で充分
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であると考えていたのでヽ器具に関する問い合わせ(つまり手続き`手順の再現)

については｢自分を信用していない｣としてこれに腹を立てたのである゜

　17世紀､旧来の知に変更を迫ったのはヽ<科学(学問)>と<技術>から<科

学技術>への<シフト>であった｡そしてこのシフトにはこれら双方に特異なセ

ンスを持っていたガリレイやフックのようなマルティ゛タレントを必要としたの

である｡論理的には､技術の発明とその技術によりもたらされる知の発見は別物

である｡われわれは時折道具の機能性には熟知していながらヽその応用の仕方や

その知の展開の可能性に気づかないでいることが多い.その意味ではヽ技術や道

具の発明は両義的であり､それ自体<メノンのジレンマ>を体現している｡つま

りそれによって切り開かれる対象領域が知られていなけれぱ道具の発明や使用は

あり得ないのであるが､道具や技術がその対象領域を知らずして先ず存在するこ

ともある｡ひとはまだ見ることもできずヽ知ることもできない世界ヽ対象をどの

ようにして知ることができるのか.このジレンマに答えるためにはヽ<知られる

もの>と<知ること(認識作用)>を同時に俯瞰できるような<視点>が必要で

ある.レンズはこのようなニーズに答えるものであったし､17世紀の<職人たち

>は<見られるもの>への注視を心掛けていた｡望遠鏡や顕微鏡はそういうもの

として17世紀のヨーロッパに存在していたし､その両義性が<科学技術>への<

シフト>を実現しヽ<知>の転換を迫ったのだと言える｡

　ところでヽこの近代の科学知に欠かせないレンズを生産し続けたのは､オラン

ダの<視覚文化>と職人的技量を重視する風土であった.オランダは強力な王侯

権力を欠くかわりにヽ世界でも゛:)とも自由な媒介貿易国であった｡誰もがこの国

で何らかの利益を得ようと集ま゜てきたのでありヽ交換と媒介､そして流通が第

‾義的な価値であ゜た気運の中でヽ停滞する<物語>よりも事物と器具へ信頼を

基本とする<描写>の方が好まれたに違いないのである.その意味では､この国

が<理論>や<臆見>に曇らされず直に事物と向き合う<近代知の小道具>を生

産し得たのもある意味で必然だったのかも知れない.従来世界の貿易の中心国と

してのみ語られがちであ゜た17世紀のオランダについてヽ17世紀の<知>の転換

を準備した精神風土として更に分析する必要があるように思われる｡
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第2章　<表象>としての言語論的探究の系譜

1､普遍言語計画と<分析>の起源

　前章では<表象>としての知識という観念が､自然そのものを文字や絵､地図

などにrepresent(表象･代行)させ得るという考え方､特に視覚(眼の構造)を

通して世界の秩序が得られるという考え方に基づいていたことを見た｡具体的に

は<描写>を得意とする17世紀のオランダ絵画､レーヴェンフクらの顕微鏡によ

るミクロの世界の記述などを見たが､そこには､カメラ･オブスクーラやレンズ

といった<表象>のための職人的小道具の<透明性>を著しい特徴として指摘す

ることができる｡知識は眼に見えるものであり､獲得できるものとなったのであ

る｡われわれの意味する<科学的知識>は長い間､一握りの自然哲学者のもので

あったか､あるいは<神の視点>から映し出されたものであった｡このことは､

知識は独占されていたと同時に､誰のものでもなく今日の言葉で言えぱ､盗作､

剽窃が頻繁に行われ､許されるような側面ももっていたであろう｡(だからこそ､

特定の劇作家の作品のオリジナリティの信憑性が現代から遡及的に問われたりす

る)｡ところが､印刷技術の発明と改良は例えぱアリストテレスのテキストをよ

り多くの人の眼に晒すことになったし､大航海時代によってもたらされた意味論

的インフレーションや､各種<科学技術>の発明と工夫は､物産の飛躍的な流通

とともに､それまでの<知識>観への大きな変更を迫ったと思われる｡逆説的で

はあるが､知識がこのように普及し､神の眼を離れたとたん､独占され所有され

るものともなったのである｡前章で触れたように､望遠鏡はそのオリジナリティ

　(制作とそれにより得られる発見)をめぐって物議を醸していたし､発明家､ロ

バート･フックは自らの発明品､改良品の(今日で言う)<特許>をめぐって訴

訟騒ぎを引き起こしていた｡これらの断片的なエピソードが語るのは､一部の思

索家を除いて､時代は<自然哲学>から<認識論>へ転回するある種のエアポケ
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ットに入っていたのではないかということである｡そしてこのエアポケットを表

現するに最も適しているのは､やはり<表象>ではないかと思われる｡<表象>

の透明性の神話､特に普遍言語の計画はこの時期の特微をよく現している｡その

後一つの円環を描いて､20世紀初頭に再ぴ､言語的(記号的)媒介による世界の

<表象>､そのための<分析>に議論が集中する｡これらには､spectru皿の一端､

西欧の<強迫観念>の淵源を見ることができる｡

　ここまで､知識､認識論という言葉を不用意に使ってきたが､これらの言葉を

使って17世紀を語るのは明らかに時代錯誤(アナクロニズム)である｡　I.ハッキ

ング(lan　Hacking)によれぱ､アリストテレスやトマス･アキナス､デカルトと

いった人たちによって与えられている知識の説明は､今日流布しているものとは

根本的に異なっている｡そもそも彼らの言説の中には､<知識(knowledge)>

を意味するものが登場しない｡科学革命以前にあっては､これに対応する最良の

語は<scientia>あるいは<episte皿e>であって､それらは第一原理から演鐸さ

れるような知識に関わるものであって､それはまた､ものの本質､原因の知識を

含むものであったという(1)｡更にハッキングによれぱ､現在､出回っている認識

論のテキストは､知識論(認識論)の歴史をソクラテスから現代まで辿ることが

多い｡しかし､17世紀において知識の理論は一つの独立した領域ではなかった｡

この時期のテキストの多くは<人間悟性(huan　understanding)に関する試論>

といった表題がつけられ､人関の本性､悟性､理性の存在様態が主なテーマであ

った｡いわゆる認識論は､知識が公共のものとされ､科学が一つの学の対象とさ

れるようになった19世紀においてはじめてそれと呼ぱれるようになったのである

(2)｡

　ハッキングの観点のポイントは､学間(スキエンティア)がたとえ第一原理か

らの論証､つまりデモンストレーションにあったといっても､このことは､基本

的にものの本質を<示すこと>(特に内的な眼の前に示すこと)にとどまり､文

による配列とは無縁であったというものである｡ハッキングによれぱ､それに対

し､例えぱ､ライプニッツのような人は､数学的証明が内容の問題ではなく､形

式の問題であり､一連の文の間の形式的関係によって構成されるものであること

を理解した最初の哲学者であるという(3)｡

　ハッキングは､認識論の誕生前後の時代から今日に至る言語哲学的思潮を､観
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念全盛の時代(ホッブス､ポール･ロワイヤル､バークレー等)､意味の全盛期

　(チョムスキー､ラッセル､ヴィトゲンシュタイン､エアー等)､文の全盛期

　(ファイヤアーベント､デイヴィッドソン等)に分類している｡また同様な観点

をw.v.クワイン(w.v.Quine)は､近代哲学誕生以降の経験主義的な<五つの里程

標>として､D　観念から言葉への眼差しの転換､H)名辞から文への意味論的

焦点の転換､iii)文から文の体系への意味論的焦点の転換､iv)方法論的一元

論(分析一総合の二元論の廃棄)､v)自然主義(自然科学に先立つ第一哲学と

いう目標の廃棄)を挙げている(4)｡ハッキングによれぱ､われわれは文の全盛期

の時代にいるのであり､またクワインによれぱ､<全体論>(すなわち､iH)と

<連続主義>(すなわち､iv)を乗り超えた後､(経験主義は)認識論の終焉と

しての自然主義を最終段階とするとされる｡(クワインの視点の転換は､探究の

<内部･外部>から､探究の<無限性>､すなわち外在的な優越的視点の否定ヘ

の転換と捉えることができる｡この間題については､第8章で詳述する)｡

　ここで問題は､ハッキングに従って言語論的展開を<現代のわれわれの眼差し

>から遡及し､その背景に知識概念の変遷があったと捉えることと､知識の発展､

普及(知繊の本性の変遷)が知識の<理綸>をもたらし､言語論や経験主義の展

開を促したと捉えることとの間には､解釈学的循環が避けられないという点であ

る｡論理的には､ハンソン流に残された言説に<理論負荷性>を読みとり､知識

概念を祖対化することにより探究の<無限背進>をフィックスさせるか､デイヴ

ィッドソン流に<寛大の原理>により､時代の人々の眼差しは解釈するわれわれ

のそれとほぽ同一であるという前提を､説明を要しない基本条件とするかといっ

た工夫が要請される｡概念の変遷を遡及するときのこのような問題点があること

を了解したうえで､われわれは17世紀の知識に対する眼差しがどのようなもので

あったかをその時代に残された言説の痕跡の中に探り､更に取り出されたものを

系譜学的な座標系の中に位置づけてみるという作業が必要であろう｡

　17世紀の視覚的<表象>への著しい執着は､これまでの通常の認識論史､哲学

思想史などでは､副次的に取り挙げられてきた｡しかしながら､私見によれぱ､

知識は眼に見えるものであり､所有されるものであるという観念は､地図制作

　(ピクチャリング)､絵画制作(マッピング)､普遍言語運動などのすべてに通

底しており､<表象>の透明性と自己完結性は､この時代に極限にまで押し進め
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られていたと考えられる｡すなわち､世界はまるで<書かれた絵>のように表現

され､言葉とイメージが一つになって眼に訴えかけてくるような作品が残されて

いる｡地図制作的衝動を見聞の拡張､計測の欲求､事物への執着と結ぴつけるの

は容易であろう｡また世界は盛んに<大きな書物>に喩えられ始める｡そして意

味論的インフレーションに対しては､事物と一対一で対応する夢の表象言語の模

索である｡重要な点は､これらのいずれも<物語>の脈絡に引き込むようなもの

ではな<､極限化した<表象>として理解されるという点である｡このような完

結した<表象>の万能化の試みは､やがて急速に終息するが､同様の精神は20世

紀の初頭､分析哲学的運動の中で再現される｡逆にいえぱ､分析哲学の起源を17

世紀の<表象>に求めることができるのである｡

　同時代のポール･ロワイヤルの文法家たちが実在する言語の共通性(構造)に

注意を払ったのとは対象的に､普遍言語を夢想する思想家たちは自然言語の分析

をベースにしながらも､コミュニケーションと思考の理想的な媒体の構築を目指

していた｡特に英国と仏国では､真の知識を正確に表象する記号の考案が急務と

され､それぞれ王立協会と科学アカデミーの後ろ楯により､(一説には､数百も

の)提案がなされていたといわれる｡例えぱ､フランシス･ロドウィックの『大

作､別名新しい完全言語構想のために作成(ないし意図)された基本原理あるい

は基礎』が1652年に､トマス･アッカートの『汎言語記号､別名普遍言語入門』

が1653年に､ケイヴ･ベックの『あらゆる匡民が互いの概念を理解し得るように

する普遍記号』が1657年に､ジョージ･ダルガーノーの『普遍記号表』と『記号

術､通称普遍記号･哲学言語』がそれぞれ1657年と1661年に出版されている｡そ

して､1668年に王立協会の肝入りでジョン･ウィルキンズの名高い労作｢真の文

字と哲学言語についてのエッセイ』がロンドンで出版される(5)｡当時の慣習とし

て､これらの学術書のタイトルを見れぱ､その内容をおおよそ掴むことができる｡

つまり現代の記号論的思潮､AI構想､コンピュータ言語等への関心と同種のもの

が伺えるのである｡しかもこのような著作が相次いで出版されたという事実は､

それなりの読者雇も存在していたということである｡そして更にわれわれを驚か

すのは､当時の知識人(今日で言う思想家､企業家､科学者､発明家など)のほ

とんどが普遍言語計画に関心を寄せていたという事実である｡

　それではこの普遍言語計画という突飛なプロジェクトの背景には､何があった
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のだろうか｡P｡ロッシ(Paolo　RossD　は『普遍の鍵』の中で､次の三点を挙げて

いる｡第一に､後斯人文主義修辞学に対決し､新しい学を擁護しようとするベー

コンの著作や王立協会内のベーコン主義の甚大な影響｡第二に､<実験哲学>や

自然学･数学研究の一大進歩がもたらした大変革(それが単に<精神的なもの>

に終わらないのは､思想､文化､文学､ものの考え方のみならず､大学､学問制

度､学習法､生き方までも巻き込んだからである)｡第三に､ヤン･アモス･コ

ーメンスキー(コメニウス)の著作､教え､ユートピア､希望が哲学､政治､宗

教各界に与えた甚大な影響､である(6)｡

　ベーコンの<言葉嫌い>は有名である｡『新オルガノン』の第60節で､言葉を

通じて知性を脅かす二種類の幻影(イドラ)が指摘される｡一つは非実在の事物

名で､架空の論(運命､原動天等)と関連している｡しかしひとたぴこの理論を

外せぱ幻影からは解放される｡もう一つは実在の事物名であり､うまく定義され

ておらず曖昧で､性急､中途半端に事物から抽象化されたものである｡こちらの

方の問題はずっと複雑であり､それが混乱した概念を生じさせているために､知

性を損ない､意志の疎通や判断力､理解力を失わせることになるとされている(7)｡

ベーコンはしかし､数学者が用いるような定義を信用していない｡また命題自体

を構成する概念間の論理的一貫性がすなわち､命題の真理であるとする考え方も

容認していない｡彼が思いを馳せていたのは､<言葉>とくもの>を対置して､

できる限り直接的に実在や自然の作用､威力に働きかけるような言語であり､そ

の使用上の危険性はあるものの､全<基本語>から成り､その危険を最小限にと

どめるような人工言語であったという(8)｡

　数学的鉦明や記号の持つ<厳密さ>は普遍言語計面のあるモデルになっていた｡

オックスフォード大学の天文学教授のセス･ウォード(Seth　Ward)は､言語概念

を関係､数量､記号に関する定義､そしてその演算として捉えていたという｡ウ

オードによると､論理学や数学の助けをかりると人間の全論法は文に､文は単語

に分解可能となる｡言葉が単一概念を表したり､それに分解可能である以上､ひ

とたぴ単一概念が発見され､それに記号が割り当てられさえすれぱ､事物の性質

を明らかにしてくれるだけの厳密に実鉦的な論法を手にいれることは可能である｡

そして次のように結論づける｡｢このタイプの言葉はそれによってあらゆる概念

が一つの定義となり､事物の性質を数えあげることとなるので､本質言明と命名
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されてもおかしくないだろうし､カバラ教徒と薔薇十字会員たちがヘブライ語の

中にアダムが事物に割り当てた名称を探求した際に､成就しようと試みて失敗し

た目論見をあるいは実現することも可能となるであろう｣(9)と｡

　ロッシは普遍言語構想にコメニウスが与えた影響として､1641年のコメニウス

のロンドン訪問以前には､完全言語にあてられた書物は一冊もなかったという事

実を挙げている｡ロッシによると､当初コメニウスの『光の道』は手稿のまま流

布しており(出版は1668年(10))､そこには､中匡人が用いる象微記号(すなわ

ち､漢字)が異なる言語を話す人々の間の相互理解に役立っているという事実に

言及し､<真の(実在)言語>の発見､すなわち､<言葉だけでなく考え方やも

の自体の真実>の発見の必要性が主張されているという｡ロッシはコメニウスの

仕事の中で普遍言語問題は中心的な位置を占めていたと捉え､その目的は次の二

つであったとまとめている｡第一は､人々に思考のリズムと実在のリズム､もの

と言葉の完璧な一致を説明して､改めて宇宙に存在する神の調和に人々を結ぴ付

けること､第二に従って､それが完全な人類の和睦や一定不変の宗教的な安らぎ

にとっての基盤､唯一可能な基盤と考えられること､である(H)｡普遍言語計画

の背景にこのようにコメニウスの多大な影響があったことは､このプロジェクト

が学問的な進歩に関わる自然哲学者による単なる語義の解明に留まるものではな

かったことを物語る｡すなわち､30年戦争の終結と清教徒革命前夜に纏わるく分

裂>の不安やコミュニケーションを不能にする諸語の乱立という状況である｡更

に､普遍言語は蹟罪の手段であり､神のアルファベットを判読する手がかりであ

ろうとしたのである｡つまり､17世紀の著述家たちの和解の夢と至福千年説的ユ

ートピアとも関連していたのである｡

　ウィルキンズの『真の文字と哲学的言語についてのエッセイ』において､<真

の文字>とは普遍言語を構成する記号であり､完全に理性的な原則に基づいて構

築され､単純で分かりやすく識別でき､耳に快く見て優雅でそれでいて全面的に

体系化されていなくてはならない｡記号とものとの間には､一義的関係が成立し､

記号はそれぞれ一つのものないし行為と一致する(ものや概念にはすべて明確な

記号が割り当てられている)とされる｡従って､普遍言語構想は一つの百科全書

構想を意味するのである｡つまり､―つの記号が対応するようになっているもの

や概念を細大漏らさず整然と列挙して､的確に分類することを意味する｡普遍言
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語の機能性は､それがカバーできる経験の幅にかかっているので､少なくとも宇

宙に存在し議論の対象となるものは予めすべて分類しておく必要があり､このこ

とは百科全書､つまり<完全な図式>の作成を必要とするのである｡この完璧な

分類のために､またものと概念をこのような仕方で<表象>するために､一般的

範鴫や類概念の区分に基づく分類法が工夫されることとなるのである｡具体的に､

ウィルキンズは次のような記号を考案していた｡先ず､40の類概念からから成る

一覧表を持ち出す｡各類概念は更に6僣の属と10個の種へと細分化される｡このシ

ステムにより､40個の中心的記号と､6個と10個の調整された記号が､40×6×10と

掛け合わされ､計算上は2400個の概念を識別できるように工夫される｡これに更

に結合規則のようなものが設定され適用される｡こうしてウィルキンズの図表が

できあがるが､｢名称がそれぞれの性質に一致するように割り当てるべき｣もの

や概念に分類することにより､完全言語の基礎となり､概念間､事物間の配列､

依存関係､つなかりを明らかにしてくれるような普遍哲学の成立をみたとされる

(12)｡

　このような試みの欠陥を郵楡するのはたやすい｡しかし､普遍言語の希求は､

<自然言語>の分析や普遍記号のデザインから､実在界の秩序を映し出す鏡とさ

れる図表の完成度へと関心を向けざるをえなかった点に注意したい｡これは百科

全書的な知的高まりや後の分類学(フーコーが分類のエピステーメと呼んだもの)

につながっているからである｡また普遍言語研究者の言説に特微的なのが､<リ

アルなもの(実在の､真のもの)>への強迫観念的な渇望と､実在する流通言語

がリアルなものを映し出し得ない(表象能力を失っている)という絶望感である｡

　しかしながら､ウィルキンズのような図表にも欠陥があることに気づかれるの

に時間はかからない｡記号はそれに先行する<シニフィエ>につなぎ止められる

理由もなくなり､操作可能で､自己完結的､整合的な<シニフィアン>の交接点

へと化していく｡すなわち､ウィルキンズの成果を逸早く吸収し､さらに先を行

こうとしたライプニッツの考案する思考のアルファベットである｡ライプニッツ

は中国の易経をヒントに0､1から成るバイナリーシステム(今日のコンピューター

言語のはしりといえる)を思いつき､人間のあらゆる知識分野を包括するような

計算法を導入するための<普遍記号学>の構築をめざした｡　U.エーコはライプニ

ッツの企面の特微を次のようにまとめている｡第一に､思考のアルファベットに
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より組織された原始概念の体系､または普遍的な百科事典をつくること､第二に､

理想的な文法をつくりあげること､第三に､できるなら記号を発音可能なものに

するための一連の規則をつくること､そして第四に､話者が自動的に真な命題を

導くことができるような計算のための語彙体系の考案であった(13)｡ライプニッ

ツが他の普遍言語論者と異なるのはその優れた数学的センスだけではない｡ベー

コン主義と違って､彼は自然言語が豊かな内容をもっており､また複数存在して

いることに常に魅了されて､それらの発生と系譜に多くの研究を捧げている点で

ある｡つまり､ある中心<神の視点>からアダムの言語を希求したり､それに復

帰することが可能であるとは考えてはいなかったし､他の人々が排除しようとし

た言語の混乱を肯定的なものと捉えているのである(14)｡ライプニッツにとって

は中心と周辺という探究ではなく､中心は複数存在し､従って宇宙もそれを見て

いる位置によって異なって表象される(複数の世界が存在する)のである｡この

ような観点は､無限空間と形式化の極限においてはじめてもたらされるものであ

ろう｡

　この時代のくものと言葉の一致>という衝動は､対象の分類図の希求へと変わ

っていく(すなわち､18世紀の博物学)｡ものとものの間の分化､分類という希

求は､近代人の<正確さ>や<計測>の強迫観念となり同時に快楽にもなってい

くであろう｡定義､分析､分節といった対象への働きかけを意味する諸観念はす

べて､事物にメスを入れて明確化するという解剖学的行為を語源にもっている｡

加えて､この時代の多くの知識人は素朴な物理主義と原子論的､粒子論的世界観

を合わせもつ<機械論的哲学者>であった｡<分析への希求>､<表象の透明性

>は､20世紀の分析哲学において新たな言語理論武装とともに登場し､再ぴ時代

のスローガンとなるのである｡
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2､論理実証主義と日常言語哲学

W.ジェームズ(W.Ja皿es)は､その主著､｢プラグマティズム』のある箇所で､

(西欧)哲学の歴史は､その大部分が人間の気質の衝突ともいうべきものの歴史
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であるとのべている(1)｡ジェームズが描くところによれぱ､人間の性質は､気の

優しい性質(軟らかい心)と情に溺れることのない激しい性質(硬い心)とに大

別できる｡前者は､(原理を拠り所とする)合理的､主知主義的､観念論的､楽

観論的､自由意志論的志向性を指し､後者は､(事実を拠り所とする)経験論的､

感覚論的､唯物論的､悲観論的､宿命論的志向性を指すという｡

(これらの二つのタイプの人間は)互いに軽蔑し合っている｡彼らの敵対は､

あらゆる時代において個人としての気質が強烈である場合にはいつでも､そ

の時代の哲学的雰囲気の一部を形作ってきた｡それはまた今日の哲学的雰囲

気の一部となっている｡激しい性質の者は､気の優しい者を感傷的でお人好

しだと考える｡気の優しい者は､激しい性質の者を､粗野で無神経で野蛮だ

と感じる｡･･(2)

　1907年のジェームズのこの屑察は､ある意味で､賭塞した哲学研究への揮楡で

あって､<額面通り>特定の哲学動向にあてはめるのは､短絡的すぎる｡しかし､

このような<物語り>方もある哲学史を一度に俯瞰しようというときには､ある

概略を与えてくれる｡すなわち､英米における現代哲学の思潮は､絶えず相異な

る二つの種の志向性の関を揺れ動いてきた｡すなわち､諭理実証主義対反証主義､

実在諭対反実在論､非歴史主義対歴史主義､パラダイム論対批判的合理主義とい

った二者択一的な対立項である｡しかしこの種の対立項は､形を変えて､同じよ

うな精神を共有するはずの陣営内にも認めることができる｡すなわち､以下に取

り挙げる分析哲学内の<硬い心>､論理実証主義と､<軟らかい心>､日常言語

哲学である｡両者の歴史的哲学的基盤や形成過程には大きな違いがあるとよく指

摘される｡にもかかわらず､両者は他の同時代の思想と比較した場合､<表象>

としての記号､言語(つまりは知識)を具体化､実現しようという著しい傾向を

共有しているのである｡本節では､先ず論理実証主義の活動の特徴を素描し､次

に教育学研究への影響のより大きかった日常言語哲学について､その歩みと手法

について批判的に考察する｡

(D　論理実証主義の終焉
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　芸術はいつの時代にも､伝統に繰り返し挑戦し､新奇な観念を含む新たな表現

様式を探るものであるが､20世紀初頭に起こり､1920年代に流行したモダニズム

には､自己意識を欠いた表現様式を拒否し内省へと向かうと同時に､新しい構造

をごく注意深く形成された最小の断片から構築しようという著しい傾向が見られ

る｡驚くべきことは､文学や絵画､音楽､思想などの今も新鮮さを失わない諸形

式が同時代に一度に発展したという事実である｡

　この文化的背景の中にあった哲学的状況も同様の傾向を示している｡すなわち､

英米の現代哲学(分析哲学)は､1903年に､G.E｡ムーア(G.E.Moore)とB､ラッセ

ル(B.RusseH)19世紀観念論から脱却したときに始まり､その後､ラッセルとヴ

ィトゲンシュタイン(L.Wittgenstein)の影響を受けた1920年代のウィーン学団

の展開において､最初にその形を得たのである｡　後に論理実証主義(Logica1

　Positivis皿)という名で呼ぱれるこの哲学的運動は､論理学の急速な再編成(記

号論理学)と20世紀初頭の科学､特に物理学の飛躍的な発展と成果を伝統的な観

念や思考様式に適用し､それらを否定もしくは修正するという哲学的姿勢を共有

していた｡

　新たな構造を最小の断片から構築しようという時代の傾向は､論理実証主義に

おいて､次のような特微として現れている(3)｡第一は現象論的科学主義の立場で

ある｡ウィーン学団の最大のテーゼは｢統一科学(Einheitswissenschaft)｣で

あったが､その背後にあるのは､実証主義的な｢現象論｣の立場､すなわち､認

識の源泉として､｢感覚所与(sense-data)｣以外のものをいっさい認めないと

いう立場である｡しかし､この感覚所与説､また後に提起された基礎的観察命題､

プロトコル命題(Protokol　lsatz)も､科学の客観性の基盤となるには技術的にも

欠陥があることは周知のとおりである｡

　第二の特微はその論理主義である｡論理実証主義者が論理を｢事物の存在の仕

方｣とか｢思考の先天的形式｣と捉えず､それらとは無関係の単なる言語規則と

捉えたことは､彼らの最大の功績であった｡彼らは記号論理学(特に､ラッセル

のrプリンキピア･マテマティカ』)を分析の主要な道具とする｡しかしながら､

　rプリンキピア･マテマティカ』における数学を論理に還元するという作業には､

やがてK.ゲーデル(K.GodeDによる不完全性定理､すなわち､<自然数を含むラ

ッセルの体系は､もしそれが無矛盾ならぱ､その体系内ではその真偽が決定でき
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ないような命題が必ず存在する>の証明により､困難であることが知られ､論理

主義(数学の論理への還元)は後退することになる｡

　第三の特徴は､(論理実証主義者のいう)形而上学としての哲学の拒否である｡

形而上学とは､経験的世界､つまり感覚によってわれわれに示される世界以外の

世界が存在する可能性を主張する何らかの説である｡既に18世紀末､I.カント

　(I.K皿t)は､可能な感覚的経験以外にある何かについての知識をもつことが不

可能であるとしているが､彼らは更に､形式的言明(論理学や数学の言明)や検

証可能な経験的言明以外の言明はどんなものであれ､それを無意味であると主張

した｡この形而上学批判は､カントのように理性が到達し得ないという理由から

ではなく､形而上学が設定する問題がはじめから無意味な疑似問題(pseudo-pro

ble皿)であるという理由からである｡形而上学的言明の無意味性の指摘のために

は､言語分析(1alguage　analysis)が主要な哲学の仕事となり､これは､後の分

析哲学の発展の中で継承されている｡

　公的な運動としての論理実証主義は､1923年のM.シュリック(M.Schlich)を中

心とするマッハ協会の設立や､ベルリンの経験哲学協会の設立に始まり､幅広い

分野の会員を擁しながら､機関誌『Erkentnis』を発刊するに至るが､1936年の

シュリック暗殺､続く1938年のナチスによる弾圧のため活動を中止している｡わ

ずか10年で終息した運動である｡つまり､学団の解体が主義の解体よりも先立っ

たわけである｡その後､論理実証主義の思想は､亡命学者を中心に(分析哲学と

して)英米で受け継がれたものの､今日では､その主要な学説が誤りであること

は一般的見解となっている｡　J.パスモア(J.Passlore)は､1967年の『哲学辞典』､

　｢論理実証主義｣の項目の中で､｢ついで､論理実証主義は死んだ｡つまり哲学

的運動がいつもそうなるようにして死んだ(4)｣と記し､その原因を克服できぬ内

部的諸困難によるとしている｡同様に､K.ポパー(K.Popper)も論理実証主義の

消滅を断言し､その原因は､単に学説が誤っていたというより､より広範な間題

への関心をもたず､些細な事柄､特に言葉の意味へ関心を集中したことにあると

指摘している(5)｡

　しかしながら､論理実証主義による科学的知識の分析の最大の<欠陥>は､理

論の論理的構造や､人エモデル言語の構成による観察命題と理論や法則との関係

に専ら注意を払うことにより､形式的分析を施せないような科学の側面､例えぱ､
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科学的知識の進歩･発展や､科学的発見の本質やパターンといった問題を非哲学

的問題として排除した点にある｡かつて論理実証主義か伝統的な形而上学を克服

することをめざしたように､今世紀後半の科学哲学は､論理実証主義の論理的形

式主義を反駁し､克服することにより発展してきたといえる｡

　このことは､既に見てきたように､17世紀の夢の普遍言語計画の今世紀版がいっ

たん破れ､自然を<表象>の中に秩序づけるというモーメントが少しずつく物語

>へと振れつつあるということであろう｡鏡のような<表象>言語は､外部から

の論駁を待つことなく自らの最も得意な手段であるはずの<論理>によって自己

言及的に破綻した｡近代哲学に認識論が誕生し､一つの円環を描いた後で登場し

た論理実鉦主義は､西欧に17世紀以来潜む<解剖>と<分析>の強迫観念を､あ

る意味で<実験的に>体現し得たと評価することはできないであろうか｡

(2)日常言語哲学

(a)日常言語哲学の前堤にあるもの

　今世紀初頭から今日に至るまで､知の最前線にある哲学が常に共有してきた姿

勢の一つに､言語への特別な反省がある｡もちろん言語への関心は今世紀に始ま

ったわけではなく､少なくともプラトンの対話篇においてソクラテスが用いた方

法とともに古いとも言われる｡しかも思慮深い思想家､研究者であれぱ､言語哲

学という名を冠せられずとも鍵言葉や概念､言明､議論の明確化は暗黙裡に探究

されてきたことだといえるかもしれない｡しかしながら､プラトンの対話篇とい

えども､その後の西欧哲学史に残る文献のほとんどもまた､結局のところ<書か

れた言葉>でありスタイルではなかっただろうか｡アングロ･サクソン匿で発展

した日常言語哲学(後に哲学的分析)と称せられる哲学的姿勢の新しさは､分析

自体を意織的に取り挙げたという事実のみならず､考察の対象を<話された言語､

言葉>に向け､哲学的賭問題の多くはこの話される言葉の歪曲､逸脱から生じて

いる可能性とその矯正の必要性を指摘した点にあったといえよう｡言い換えるな

らぱ､哲学的諸問題はその性質上言語的なものであり､それらの問題が提示され

るときの言語表現の日常的用法を贋べることにより解決もしくは解消されるとい

うものであった｡

　ケンブリッジ分析学派のG.E.ムーア(G｡E.Moore)の先駆的研究､後斯ヴィトゲ
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ンシュタイン､その影響を強く受けたJ.ウィズダム(J.Wisdol)等を除くと､初

期の言語哲学者の多くはオックスフォード出身が多いことから､日常言語学派は

オックスフオード学派と呼ぱれるのが普通である｡日常言語哲学の理論が世に知

られるようになるのは第二次世界大戦後のことであり､その中心人物は､G.ライ

ル(G.Ryle)､J.L.オースティン(J.L.Austin)､P.F.ストローソン(P.F｡Stra

wson),F.ヴァイスマン(F.Wais皿ann)､H.L.A.ハート(H.L.A.hrt)､T.D.ウェ

ルドン(T.D.Weldon)等であった｡

　オックスフォード学派の特徴は､彼らが教義を共有したり運動を形成すること

を避け､そして何よりも何々哲学という一般名辞で呼ぱれることを嫌ったという

点である｡彼らはムーアや後期ヴィトゲンシュタインの影響を強く受け､哲学の

仕事を積極的なもの(構築的なもの)というよりも､概念の分析､言語表現の明

瞭化､言語表現自体に由来する疑似問題の指摘､誤解の除去など誠に控えめなも

のと認識していた｡

　伝統的に､例えぱ､｢知識とは何か｣｢真理とは何か｣｢徳とは何か｣｢美と

は何か｣という問いが立てられ､それらに対するさまざまな解答が試みられてき

た｡その場合､知識や真理､徳､美という言葉は､これらの言葉とは関わりなく

存在する何ものかを指示し､表現しているのだと仮定されてきた｡つまり言葉の

用法はどうあれ､それらの問いにより､言葉の背後に実在する何ものかに到達す

ることが試みられたのである｡

　ところが､日常言語哲学によれぱ､言葉と言葉がその表現であるような実在と

いう措定の仕方は､私たちの思考を､従って問題の立て方を､誤った方向へ導く

ものであるとされる｡そもそも､言葉から独立した実体は存在しない｡言葉によ

り表現されたものを理解するということは､その言葉がどのような使われ方をす

るか､つまりその用法を理解することに他ならない｡そこで例えぱ､｢知識｣とい

う概念について､それを理解するということは､｢知識｣という言葉や､それに

関連する｢知る｣という言葉の正しい用法を理解することに他ならない｡言葉の

意味とは､その言葉がとりうる用法(使用)全体なのである｡

　ここで､日常言語哲学の具体例を見てみよう｡例えぱ､ライルの『心の概念』

は､哲学的諸問題に対し<言葉の使用の正しさという基準>からのアプローチを

意図していた｡この著作は､このような日常言語分析の中で正に主潮流にあった
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し､またそれは言語分析という手法の宣言でもあった｡特にライルの手法の前提

にある基本的了解は､いったん言葉が実際に機能するときの働き方について正し

い理解が得られれぱ､文法的に問題がなくてもある語句と語句を組み合わせるこ

とが誤りであることが解り､問題の立て方の誤謬を犯さなくても済むというもの

である｡

　1932年の論文､｢系統的に誤解を招く諸表現｣でライルは､<疑似一存在論的

言明>､<疑似-プラトン主義言明>､<疑似一記述>､く疑似一指示的な確定

記述句>など様々な実例を挙げながら､誤解を招く不適切な統語論的形式､文法

的形式により言い表された表現を､事実に対し適切な統語論的形式をもつ表現に

述べ直す必要性を主張する(6)｡

　例えぱ､<疑似一存在論的言明>が系統的に誤解をもたらすというのは､それ

があたかも何か重大なことを語っているかのように､｢実在｣や｢存在｣を命題

の主語に､また｢実在する｣を述語にして語られるからである｡そこで例えぱ､

　｢サタンは存在しない｣や｢肉食の牛は存在しない｣といった言明は､｢私は眠

い｣という言明が私に関わっているような仕方で､サタンや肉食に牛に関わるこ

とはできない｡伝統的哲学はそれでもそれらの言明が何らかの仕方でサタンや肉

食の牛に関わっており､｢存在する｣が特殊な属性や性質を表示していると言わ

せるような理論を弄んできた｡しかしライルによれぱ､｢サタン｣や｢肉食の牛｣

は文法上の見かけとは違い､実際には述語的表現なのだという｡この種の系統的

に誤解を招く言明は､その隠れた述語が顕在化するような表現に翻訳される必要

がある｡それ故､｢サタンは存在しない｣は｢いかなるものも悪魔的であり､か

つ『サタン』と呼ぱれることはない｣､また｢肉食の牛は存在しない｣は｢いか

なるものも牛であり､かつ肉食であることはない｣と翻訳されるべきなのである｡

　要するに文法上の見かけとは異なり､｢xは存在する(しない)｣という文は､

属性の当の主語であるxが<存在する(しない)>という属性をもつことを主張

　(否定)しているのではなく､その言明の中で指示されていないある物について､

それがx的､xであるという属性をもつと主張(否定)しているのだという(7)｡

　ここでのライルの分析は､ラッセルが｢記述理論｣により解決しようとした間

題と同種のものである｡ラッセルは形式論理学により文法形式と論理形式の不一

致を解明したのに対し､ライルは日常言語表現の枠内において､翻訳や言い換え
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を通じて表現の文法形式と事実の論理形式のギヤップを明らかにしようとしたの

である｡このような日常言語分析により伝統的な哲学的誤解や混乱を解消すると

いう仕事は､通常の形而上学の構築という作業に比べて極めて些末な課題と映る

かもしれない｡日常言語分析のスタイルを称して､ストローソンは<治療的分析

>と呼び､またライルは<論理的地図の矯正>と呼んでいた｡

　ライルの焦点はあくまでも日常言語表現ではなく哲学の探究すべき事実の形式

に置かれているのに対し､オースティンは対照的に言語学との境界領域での言語

分析を展開したといえよう｡例えぱ､｢弁解の弁(A　Plea　for　Excuses)(8)｣は

オースティンが法廷における言葉のやりとりを意識して執筆したものと思われる

が､<非難されている行為>についての正当化(justification)と弁解(excus

es)の違いを指摘するとともに､それぞれ関連ある他の言い回しや副鍔などをも

分析の対象としている｡また｢語り方(How　to　Talk)(9)｣では､語りかけ方の

型について､xをyとして記述すること､xをyと呼ぷこと､xはyであると言

明すること等に分類し､これらを言語行為として捉えなおしている｡このような

言語学的色彩の強いオースティンの方法は､ライルのそれとは分析の対象のみな

らず､取りかかる際の諸前提において大きな違いがある｡つまり､日常言語の捉

え方､扱い方､また表現の適切さと不適切さの基準も大いに異なっている｡

　このように､言葉の実際の用法､特に日常言語における言葉の用法の探究が､

日常言語哲学の主たる関心である｡当然この哲学的姿勢はいくつかの批判を招く

こととなった(10)｡例えぱ､どのような種類の言語が日常的だと言えるのか(あ

るいは､ある表現､用法が日常的用法であるとどのようにして言えるのか)｡い

かなる規準によって､分析が完壁であると言えるのか｡なぜ､経験一般よりも言

葉に関心を寄せるのか｡そして､特に､哲学的諸問題をすべて言語間題に還元す

ることで哲学の果たすべき課題を不当に狭く解釈することになるのではないか､

等である｡批判は､日常言語分析の具体的な成果に対してよりも､その基底にあ

る哲学に対する考え方､日常言語の概念の捉え方に対して向けられている｡しか

し､しぱしぱ指摘されてきたように(11)､日常言語哲学者たちは､方法論に関す

る議論を避けて個別の問題に取り組んだのであり､従ってかれらに対する批判の

多くは答えられないままになっているのである｡

　日常言語哲学が､一つの学派を形成したり､あるいは教義を共有するものでは
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なく､その目的とするところは､概念の明瞭化､すなわち概念分析であるという

主張がスローガンとして確立されると､かれらに右の批判に対する解答を期待す

ることは一層難しいものとなる｡その意味するところが曖昧であれぱあるほど､

かえって人々の話題に､あるいは論脈に上ることが多く､然る後に何程かの多義

的な意味を次第に獲得していくというのが､スローガンのもつ逆説的特微である

からである｡流行語の多くがもつ運命がそうであるように､<概念分析>という

スローガンもまた一時期盛んに取り挙げられた割には､その前堤にあるものは反

省される機会をあまりもたず､4いくつかの問題点を抱えたまま今日に至っている

と言えよう｡

　最も重要な問題は､かれらか得意とするはずの言葉と概念の把握の仕方から生

ずる｡たとえぱ､ホスパーズ(J.Hospers)は､分析の対象は言語自体なのではな

く概念であるという理由から自分が行っているのは概念分析であると主張し(12)､

パップ(A.Pap)も同様に､扱っているのは言語(言葉)ではなく概念であるこ

とを強調している(13)｡彼らは､言語(言葉)が概念の伝達手段にすぎないとい

うことを常に前提としているのである｡従って､分析の目的は､言語的な意味分

析ではなく､概念の明瞭化とその合浬的再構成､ライル(G.Ryle)の言葉を借りれ

ぱ､<論理的地図の矯正(14)>ということになるのである｡

　さて､誰もがすぐに気づく間題点は､分析の結果としてもたらされるというこ

の概念の<論理的地図>は､どのようにして普遍妥当性をもちうるのかという点

である｡言い換えるならぱ､とりわけ英語という特定言語の用法を明瞭にするこ

とにより明らかになったとされる概念の<論理的地図>は､他の特定言語(ある

いは自然言語)に対しても適用可能であるのかどうかという点である｡英米の分

析学者(analysts)が､言葉の用法を問いながらも究極的に明らかにされるのは

言葉により表現されている概念であると主張するとき､かれらは概念の普遍性を

疑っていないように思われる｡ところが､彼らがとりわけ自国語の直観に基づい

て行う分析の過程と結果が普遍妥当性をもちうるのかどうか､そして他の特定言

語の用法についてもそれらが適用できるのかどうかという問題はかつて問われた

ことがないのである｡

　言語に非相対的に概念の世界を措定しうるのであろうか｡あるいは､逆に言語

に相対的であると結論してしまうことが可能かどうか｡更に､これらの､言語と
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概念について､あるいは両者の関係について､措定の仕方､間題の立て方に間題

はないであろうか｡このような問いが次の考察対象である｡

(b)概念について語るということ

　知識は命題で表現される｡しかし､逆にその命題が知識の表現となるためには､

人は命題か構成され表現される概念をまずもたなけれぱならない､と言われる｡

例えぱ､｢氷は溶ける｣によって意味されるものを理解するためには､｢氷｣､

　｢溶ける｣という語の意味を理解しなけれぱならない｡しかし､語の意味を理解

するためには､私たちは概念をもっていなけれぱならない､と言われる(15)｡

　言葉の意味と概念とはどう違うのであろうか｡よく主張されるのは次の点であ

る｡すなわち､私たちはある概念をもっていても､それを表現する単一の言葉､

語がないことがある｡たとえぱ､買いたいと思う犬､怪奇小説に特有な雰囲気等

について､明確な概念(観念)をもちうるが､それらを記述する適切な語はない

(16)｡

　確かに､言葉の用法(意味)が明確でないとき､人は概念を措定し､然る後に

その言葉の用法を規定づけるということがあるだろう｡両者の間に区別を設ける

ことはこのような理論的目的に沿っているならぱ有意義かもしれない｡しかし､

概念と言葉の分離が第一義的に措定されるというのであるならぱ､私たちはそれ

を疑ってみるべきである｡それでは､どのような場合に私たちは概念をもってい

ると言えるのであろうか｡次に挙げるのはこの問いに対し予想される解答である

(17)｡

　D　Xという語の定義を知っているときにXの概念をもっている｡

　この解答は受け入れられない｡なぜなら､私たちは日常的に実に多くの語を使

い､それらを理解しているが､それらすべてに定義を与えられるわけではないか

らである｡定義を知っていることは概念をもっていることの必要条件かもしれな

いが､十分条件ではない｡

　2)XをXでないものから示差的に判別できるときにXの概念をもっている｡

　3)Xの概念をもつということは､Xを判別する機能､あるいは(知的)能力で

ある｡

　これらの2)と3)は非常にもっともらしくみえる解答であるか､次のような批判
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を受ける｡Xを例えぱYやZから判別できるということは､Xの概念をもっているこ

との帰結であるが､概念をもつことの前提条件ではない｡

　4)Xの概念をもつことは､ある心の規準をもつことである｡

　しかし心の規準がどのようなものであるかを述べることはできない｡Xに対する

心の規準をもっているかどうかを知る方法は､XをXでないものから判別できるか

どうかである｡これは先の2)と3)に等しい｡

　5)Xという語を正しく使用できるときにXの概念をもつ｡

　予想される批判は次のとおりである｡ここで､概念をもつために語を知ること

が前堤とされている｡しかし､語の存在に先立ってある概念をもっていることが

あるだろう｡語を正しく使用することは､概念をもっていることの帰結であるが､

概念をもつことの前提条件ではない,

　これらの定義がいずれも満足のいくものでないようにみえるのは､｢概念をも

つこと｣の意味が不咀瞭だからである｡｢概念をもつこと｣は言葉によってのみ

可能であるという単純な事実が無視されるとき､どのような定義も｢概念をもつ

ことの帰結であっても前堤条件ではない｣と言って片付けてしまうことかで舎る

のである｡

　概念か心的イメージ､あるいは心の中の観念であるとか､言葉により表現され

る実体であるという捉え方は既述の通り支持されない｡しかし､概念(観念)が

対象化され､先立って成立しており､言葉かそれを表現するための手段にすぎな

いということは､哲学的分析においてしぱしぱ前堤とされてきた｡従って､概念

についての誤った解釈､適用はそれを表現している言葉の意味規則に関する誤り

であるということか前堤とされているようである｡方法としての概念分析はまさ

にこれらを前堤として､日常言語における言葉の用法､意味規則を問題とし､<

概念の論理的地図>の再構成をめざしているのだと言えよう｡

　しかしながら､ある概念を獲得するということは､言葉を用いて対象の区画の

仕方､分類の仕方を知るということであり､言葉の意味規則､使用規則の獲得と

別なことではない｡従って､概念とは言葉の使用の規則であるということができ

る｡ある言葉について､同義語､すなわち同一の規則によって用いうる別の言葉

による置き換えを許容するという条件のもとで語ることが､すなわち概念につい

て語るということなのである(18)｡
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　こうして､私たちは､概念を言葉から切り離して考察することを拒否する｡こ

のことはまた､概念の形成､もしくは構成に関する伝統的な考え方の拒否である｡

　伝統的に､概念は､類似した多くの事物を比較した後､それらに共通な特徴を

抽象し他を捨象することによって形成されると捉えられてきた｡たとえぱ､｢人

間｣という一般概念は､A氏､B氏､C氏等についてもつ複合的な観念から､それぞ

れ固有のものを除き去り､それらすべてに共通するものだけを取り出すことによ

って得られると説明されてきた｡

　しかし､ある特定の概念が抽象の結果であるというとき､その抽象の際の特徴

が何であるかが確定されなけれぱならない｡ところが､それを確定するためには､

当の概念を表わす言葉､あるいはそれと同義であると知られた他の言葉によって

確定するより他はないのである(19)｡｢人間｣という概念が抽象の結果であると

いうとき､｢所与､hlh2h3…･に共通な特微｣を確定するために､hlh2h3…が

　｢人間｣の実例となっていることを認めなけれぱならない｡すなわち､抽象の結

果であるはずの｢人間｣という概念を予め適用しなけれぱならないという循環が

不可避的なのである｡

　したがって､概念の形成､すなわち概念が一定のクラスの対象に適用可能であ

るという事情の成立を､伝統的な抽象と捨象という考え方に求めるのは誤りであ

ることが解る｡｢人間｣という概念は個別対象､hlh2h3……1こ適用可能であるが､

このことは､私たちがこの概念を使用すること､そしてその概念について語るこ

との自明の前堤であり､これを敢えて言葉で表現すれぱ同語反復となるのである｡

　以上の論議から､哲学的分析の基本的姿勢として了解すべき諸点が明らかとな

る｡

　第一に､言葉(すなわち､概念)の背後に､その実際的適用の次元を超えた対

象として､分析により到達すべき概念体系､意味体系を想定することは誤りであ

る｡

　第二に､概念は､それが適用されている脈絡から切り離して考察するのではな

く､文､言明､命題､命題群におけるその使用､適用に沿って考察すべきである｡

すなわち､概念は何かという問いは､言葉の使用規則､つまり概念により何が遂

行されているかという問いと不可分である｡

　第三に､概念が一定のクラスの対象に適用可能であるということは､その実際
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的適用により示されるより他にない｡したがって､特定の言語集団､言語社会に

属する人々にとって､ある概念がどのようにして意義､もしくは言葉の使用規則

を獲得するに至るか､その過程を記述することが分析の課題のーつである｡たと

えぱ､私たちが取り組んでいる教育科学における基本的タームの多くは､翻訳と

いう脈絡の中でうみ出されたものである｡言葉の使用規則､言語規則の違いとい

う困難は､翻訳語という造語により､あるいは表音文字により表記することによ

りその克服が試みられているのである｡こうして､たとえぱ､｢知識｣｢教授｣

　｢学習｣｢発達｣｢カリキュラム｣｢シークェンス｣といった基本的タームは､

欧米語のもつ概念の膨らみ(明示性と共に多義性)を問題として抱えたまま､今

日に至るまで次第にその使用規則､言語規則を獲得し､また変遷してきたのであ

る｡哲学的分析の課題は､これらの過程の共時的､通時的記述にある｡

　　第四に､私たちは､概念の適用､すなわち概念を用いてある知識を得ること

(know　how)と､概念の適用可能性についての知識(know　that)とを区別すべきであ

る｡概念の探究は､後者の既成性を受け容れることによって始めなけれぱならな

い｡この認識の上に立ちながら､ある概念の適用可能な対象の範囲と､他の概念

のそれとの包摂､相互排去の関係を解明すること､これが哲学的分析の研究封象

である｡

　右に示された概念の理解に関する賭点は､依然概念の分析による帰結がいかに

して普遍妥当性を得るかという問いに答えていない｡それどころか､言葉を概念

から分離することの拒否は､｢概念の論理的地図｣が特定の言語圈に全く相対的

であることを示唆している｡普遍性の希求がその使命であるはずの哲学的探究に

とってこれは不面目な見解である｡普遍妥当性に対する正当化の可能性としてと

りあえず指摘しうるのは､第一に､概念の適用可能性を論ずる上での論理性､合

理性という普遍的性格であり､第二に､人類の言語形式もしくは構造そのものに

見い出しうる普遍的性格である｡しかし､これらは問題の多い把握の仕方である

と言わねぱならず､右の問題の立て方に沿っている限り､今のところ満足な解答

はないように思われる｡

(c)認識行為の言語的諸相

　既述のように､概念の適用範医と規準､すなわち言葉の使用規則の既成性を受
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け容れることは､私たちの認識対象が既に概念化されており､言語により形象化

されているという了解を導く｡言語は理論的知識の基盤を与えているのみならず､

前理論的経験､すなわち知覚の領域においても､対象の分類規準として､その基

本的構造を形造っていると言えよう｡

　この見解に対し予想される第一の反論は､私たちの認識行為の根底には､推論

や判断を含まないありのままの直接的感覚的経験が存し､この言わぱ純粋経験に

おいては､概念の適用に頼らず､色や形といった感覚的特微によって対象を把握

するのであり､この公共の次元に至る以前の私的な経験､すなわち｢感覚所与｣

の存在を認めなけれぱならない､というものである｡

　このいわゆる感覚与件の現象論の問題点は､今日では明らかとなっている(20)｡

この理論は､あるがままに現われる感覚所与に無謬性という性格を帰し､これを

誤りうる知覚命題､更に経験的知識一般と対照させ､感覚所与が､後者の確実性

の最終的な根拠であることを主張する｡感覚において､所与は単に指し示される

だけで､真偽に関する基準は免れている｡しかしこのトリヴィアルな直接経験の

確実性は､一瞬の内に収縮された経験であり､経験的知識一般の根拠とはなり得

ないのである｡

　またこの問題を克服するために､エア(A｡J｡Ayer)は､知覚命題のもつ記述内

容を｢ようにみえる(lt　see皿s　to皿e　that　…)｣という志向的述語を含む命題

に変換する手続きを提示し､その結果得られる命題が不可謬な感覚与件命題であ

ると主張している(2D｡しかし､この試みは､志向的な述語がその従属節内の文

によって示される言明の真偽を含意しない､つまり論埋的に誤謬の可能性がない

という意味での確実性を主張しているにすぎない｡更にエアの提案においては､

感覚的に知られるものが知覚における記述内容に基づいて規定されるのであり､

ここでは感覚と知覚の区別は事実上存しないといえる｡要するに､ありのままの

直接的経験と言われる感覚所与は､知覚の記述内容に他ならないのであり､感覚

について語るということは､すなわち知覚対象の記述なのである｡ヴィトゲンシ

ュタイン(L｡Wittgenstein)が示唆しているように､｢何かを感覚する｣とは､

　｢何かを…として知覚する｣ということの､誤解を招きやすい言い換えにすぎな

いのである(22)｡そして｢として知覚する｣というこの姿勢を可能にしているの

は､行為者がもつ既に確立された経験的知識なのである(23)｡
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　言語が私たちの認識行為の基本形式であるという見解に対する第二の反論は､

知覚においてはもちろん､ものを認知する場合であっても､私たちはいつももの

の名称を想起したり､述べたりすることはないというものである｡碓かに､対象

を区面しそれをあるクラスに属するものと認知することは､そのクラスを指示す

る言葉の使用を必要条件としていない｡しかしこのことは､私たちの認識行為が

言語に依存しているということを否定するものではない｡言語形式は､認知の前

提条件として､対象の分類規準となっていることを理解すべきであり､仮に｢言

語に依存しない認知｣ということが､｢言語を前提としない認知｣を意味するの

であれぱ､私たちは先の感覚所与の現象論に関する論議と同様の論議を繰り返し

てこれを反駁しなけれぱならない｡

　ごく日常的脈絡において認識対象が特定の相貌をもったものとして現われるの

は､私たちが既に相貌の意味､その言語的理解をもっているからに他ならない｡

もちろん､意味と理解の深さは脈絡に､また偕人がもつ既得の知識に相対的であ

り､これは相貌の親しさの度合いとして現われるであろう｡

　例えぱ､私が群集の中から友人Aを見い出すとき､群集を容易に背景に埋没させ､

かつAを区画し認知できるのは､私がもつそれまでのAとの関係に関する知識が前

提にあることにより､友人としてのAが親しい柑貌となって現われるからである｡

逆に見も知らぬ人から声をかけられるとき､私の認識行為は､例えぱ､異邦人と

して男として､彼を区画する仕方を見い出すことに努め､これが容易でないとき

は､一瞬のたじろぎとなるのである｡日常的経験の根底に位置する実在の相貌に

は､このように言語が深く浸透していることを認めなけれぱならない｡

　この事情を裏付けるのは､病理学的研究､特に失語症患者に関する研究である｡

特定の言葉､例えぱ机という概念化の仕方を失った彼らは､私たちが机と呼んで

一般化するそれぞれの事物を同一のものとして認知できず､それらすべての違い

を見てしまうのである｡机として見る私たちの認知と違い､すべてを見てしまう

という彼らの見方は混沌に他ならない｡

　従来､言語の機能は基本的にコミュニケーションの手段にあるとみなされ､行

為における言語の役割も､意志の表出や､感情の表出と喚起という側面から捉え

られてきた｡また認識論においても､言語は知識を命題化するときの記号である

という前提から､言語の意味は専ら言語外現実の記述との関連で分析されてきた｡
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　このような狭義の言語解釈は､認識行為における前言語的過程の措定を許すも

のであり､言語が既に認識行為を､すなわち経験のあり方を規定しているという

これまでの私たちの見解と相人れないものである｡

　ただし､この言語の既成性には注意が必要である｡　かつてソシュール(F.de

Saussure)の言語学が示唆したように言語体系(ラング)は非自然的な歴史社会

的産物であるという意味で恣意的である一方､個人としての言語行為者にとって

は全くの外的事実として､つまり既成のものとして拘東力をもち､必然性と映る

のである｡この言語体系がもつ逆説性が理解されるべきであり､言語が既成的必

然的であるのは､それが恣意的である限りにおいてである｡

　知識や思考はもちろん､希望や期待､恐れといった体験も､言語により語りう

るものとして､また理解されうるものとして把握されるときに､経験としての形

式を得､その蓄積が可能となるのである｡逆に､私たちの経験構造の分析は､言

語外事実や前言語的と言われる感覚経験､意識過程に向けるのではなく､認識過

程における言葉を語る行為､言葉をもってする行為､すなわち言語行為に向けら

れるべきである｡なぜならぱ､事実は言語によってその意味を決定されるのであ

り､その記述の条件を用意するのはこの言語行為だからである｡
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3､概念(concept)の用法についての一考察

　過去数十年間における英米の言語哲学の基本的見解の一つに､私たちの思考の

カテゴリー､すなわち､世界に関わり､それを表現し明瞭化するときに用いられ

る概念は､それが実際にどのように使用されているかを観察､記述することによ

り満足な分析が得られるという見解がある｡そこで､例えぱ､｢知識｣や｢徳｣､

　｢義務｣に関する哲学的問題は､それぞれ､｢知っている｣｢善い｣｢べきであ

る｣といった語に注目することにより､それらの語が(ある限られた)単純現在

時制の定言的な平叙文の中でどのように使用されているかという問いに等しいも

のと解される｡

　このような問いの還元が妥当であるかどうかは今は措くとして､この哲学的姿

勢の中に明らかであるのは､｢言葉の意味とは､すなわちその使用(use)である｣

というスローガンである｡このスローガンの精神に従えぱ､｢言葉が透呪であり､

その意味するものは言葉の背後に存在する何ものかである｣といった捉え方は否

定される｡希求されるべきものは､言葉の使用から独立して存在すると仮定され

る実体などではなく､ある言葉がその属する言語において実際に使用されるとき

の仕方であると主張される｡

　さて､｢概念｣という概念についてはどのような問題の立て方が妥当であろう

か｡右の精神に沿うならぱ､概念が言葉によって指示される実体であるといった

古典的な見解は否定される｡代わって､概念を機能的､<dispositiona1〉に捉える

見解がより説得的であるとされよう｡アングロ･サクソン圏の哲学者､及ぴ哲学

研究者の間で､支配的となった概念に関する見解に次のようなものがあると考え

られる｡すなわち､｢x｣という概念は､｢x｣という表現の用法について語る仕

方である､という見解である｡本節において､私は､この見解が今のところ最も

すぐれたものであるとして受け入れる一方､またいくつかの間題が付随している

ということを示そうと考える｡

(D　概念(concept)に関する問題の立て方

(a)語彙的説明
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　英語の<concept〉が独語の<begriff〉の訳語として､アングロ･サクソン匿の哲

学的論議にひんぱんに現われるようになるのは19世紀のことであり､更に日常語

としてごく普通に用いられるようになるのは今世紀に入ってからのことであると

言われる(1)｡今や<concept〉という言葉は様々な意味で用いられる｡ある人たち

にとっては､｢メイク･アップの新しいコンセプトは……｣､｢今回の企画のコ

ンセプトは……｣といった表現もごく普通の言い回しとして受け取られる｡この

ような脈絡で､とりわけてコンセプトの用法自体の説明を求めることは冗長です

らある｡しかし､哲学的論議という脈絡で､概念という言葉の用法について自覚

的でないというのであるならぱ､これは問われるべきである｡　J･L･オースティ

ン流に言えぱ､この言葉がもともと哲学の専門用語であったという事実は､哲学

者にその言葉を勝手気ままにもてあそんでもよいという権利を与えることには少

しもならないのである｡

　<concept〉の同類語には､<thought〉､<idea〉､<conception〉､<notion〉等があ

る｡　これらの同類語には､例えぱ､次のような辞書的説明が与えられよう｡<

thought〉は思考の結果心に抱かれた考えを指し､<idea〉はもっと広範囲な思考結

果を指す｡また<conception〉は個々人による独自の完結した考えを指し,<notion

〉は一時的で漢然とした考えを指す､といった具合である｡もとより､辞書は言葉

の使用規則を述べたものではないし､これらの語彙の意味の領界を問うのは徒労

である｡しかし､<concept〉と<conception〉の次のような言語学的事実には注意す

べきであろう｡すなわち､<conception〉が〈皿isconception〉をその裏返しの表現と

して有するのに対し(従ってまた､<conceive〉に対し､〈misconceive〉)､く

concept〉は<皿isconsept〉という表現をもたないという事実である｡この言語学的

事実は､その言語を使用する人々に次のような傾向をもたせる｡つまり､<con-

ception〉については､それが指示する内容の誤謬可能性を語ることができるのに

対し､<concept〉については､誤謬可能性を予め排除した形で語るという傾向であ

る｡

　今世紀50年代､60年代になると､〈concept〉は重要な哲学の術語の一つとなる｡

一方では､言語分析､概念分析という哲学的方法の下で<concept〉に注意が促され､

また他方では､言語哲学のみならず他の哲学の諸領域においても<the　concept

of……〉､<the　logic　of　the　concept　of……〉といった表現が多用されるように
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なる｡こうした表現を用いることにより論者が暗に前提としているのは､かれが

記述する事柄が普遍的特微を備えているというものである｡　例えぱ､くthe　use

of　lind〉とする代わりにくthe　concept　of　lind〉と表現することにより､論述の諸

帰結が人間の思考の普遍的特微を表わしているのだということが示唆される｡こ

のことは､<concept〉がそれ自体､誤謬可能性と柑入れないような仕方で用いられ

るという言語学的な事実によっても支えられているように見えるのである｡

(b)概念へのアプローチの類型

｢概念とは何か｣という問いは､概念という言葉自体の意味を探るとか､その定

義を求めるといった方法ではなく､｢特定の概念xをもっている｣とか､｢概念

xを獲得した｣といった表現により示されている事柄が何であるかという問いによ

り､解答が求められるのが普通である｡

　P･L･ヒースは､『哲学事典』の｢概念(concept)｣の項で､｢xという概念を

もつ｣という表現は､三つの異なる意味をもちうると指摘する｡すなわち､a)x

という言葉の意味を知っていること､b)xをxでないものから識別できること､c)

　xを特微づける特有の性質を知っていること､の三点である(2)｡

　これらは決して相互に矛盾するものではない｡私たちは特定の概念が適用され

る事例を認知できるし､同時に言葉の意味を学ぷこともできる｡しかし､哲学の

歴史は､これらの説明のうちどれがより基本的であるかという問いを発すること

により､概念についての､それぞれ､唯名論的､心理論的､実在論的解釈を生み

だしてきたことを物語っている｡

　更に､ヒースによれぱ､概念に関する問いの立て方にはもう一つの軸が存在し

てきた｡すなわち､(A)概念という様式が､主体と客体との間に存するある種の

認知的関係と解されるべきなのか､あるいは､(B)単なる機能の遂行と解される

べきなのか､という問いである(3)｡

　前者の解釈に同意すれば､私たちは概念を何らかの実体であり､あるいは､言

葉がその名であるようなある種の対象であると捉えることになる｡また､後者の

解釈を採用することはすなわち､概念とはある種の<disposition〉(能力､傾性

等)に他ならないと主張する立場を採ることになるのである｡注意したいのは､

たとえ唯名論的解釈か､実在論的解釈かにおいて一致をみても､右の後半の問い
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　(概念を実体的に捉えるか､<dispositiona1〉に捉えるか)については一致をみな

いこともあるということである｡

　右のヒースによる類型は―見複雑であるが､実際には､概念の身分は哲学の一

般理論の中で決定される｡そこで､例えぱ､概念をもつということは､実在世界

について直観的知識を得ることであり(つまり､先のc))､超感覚的な形相を知

ることであると解せられるとすれぱ(つまり､A))､関連する語の意味を知ると

はすなわち､個物の固有名が知られているということである｡そしてこの捉え方

全体は､実は､ある種のプラトニズムに支えられているということが解る｡一方､

例えぱ､概念をもつことが言葉の意味を知ることであり(つまり､a))､また意

味を知っているということはその言葉を正しく用いることができることであると

解せられるとすれぱ(つまり､B))､｢概念を用いて思考する｣とは､観念の心

的操作のようなものではなく､言葉を用いるという基本的能力の単なる現われで

あると解釈せられる｡そしてこの見地は､後斯ウィトゲンシュタインの思想から

派生せられたものと言えよう｡

　概念が言葉によって指示される対象であるという措定の仕方自体が誤っている

というよりも､概念が(心的実体であれ､外的実体であれ)ある種の実体である

と捉えることにより引き起こされる困難さ(例えぱ､言葉により意味されるもの､

すなわち概念を心に抱くというような想起可能な経験を､果たして私たちが絶え

ず持ちつづけているか､といった困難さ)のために､概念を実体的に捉える理論

は後退し､現在では〈dispositiona1〉に捉える方向が支配的である｡経験の構成に

言語的カテゴリーそのものが不可欠であり､加えて､言語的カテゴリーを決定す

るのが私たちの習慣に他ならないといった言語的事実に対する自覚が､こうした

傾向の背景にあると言えよう｡

　G･ライルは､｢概念をもつ｣ということについて､くdispositionaDな理論を

最も明確な形で提示した論者の一人である｡ライルもまた､｢概念操作をする｣､

　｢概念を抱いている｣といったあいまいな表現により何が言われているのかを分

析する｡

　かれは次のように主張する｡｢特定の概念を心に抱いているというような､後

で想い起こすことができる経験があるであろうか｡…･･･『概念を思い描く』とか､

　『概念をもっている』というような特殊な知的行為とか､経験を措定するような
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傾向は最初から食い止める必要があろう(4)｣｡

　ライルは問題の立て方を変え､｢(ある特定の)概念を獲得する以前にはどの

ようなことができなかっただろうか｣と問う｡すると､特定の概念をもっていな

かった時期､そして獲得した後の時期というのが明らかとなるのであるから､概

念の獲得は何事かの学習に等しいのではないかとかれは考えるのである｡実際､

ある概念を獲得することは､限りない範囲の知的課題を遂行できることを意味す

る(5)｡

　ライルがここで｢限りない範囲｣と言うのは､概念自体は､真理値を構成する

要素のようなものではなく､様々な様式(真､偽､問い､命令等)において機能

を果たすという意味からである｡例えぱ､｢ジョンがサラのおじであるならぱ､

サラの両親のうちの少くとも一方は一人っ子ではない｣という言明は真であるが､

この真理性は､言明の中にあらわれる個々の単語の意味のーつ一つに関連づけら

れているわけではないし､｢誰々のおじ｣｢ならぱ｣といった概念もまた､この

言明の真理性の主要部分となっているわけではないのである｡ライルに従えぱ､

こうした概念を獲得するということは､ある種の技能の習得に似ているというこ

とになる(6)｡

　右のライルの議論の脈絡は､個々人の概念形成(concept　forlat　ion)､獲得

　(acquisition　of　concept)､学習(concept　learning)を分析の対象としたもの

である｡概念と言葉の分離はもはや前提とされえないのであるから､概念の獲得

とは言葉の用法の獲得でもあり､これは恐らく､ライルの主張するように何か技

能の獲得に近いものと言えよう｡

　一方､私たちは､｢概念の獲得｣とは区別されるべきもう一つ脈絡､｢概念の

適用可能性(applicability　of　concept)｣に関する議論の脈略を先の脈絡から

峻別する必要がある｡概念分析という哲学的分析が主として関わるのはこの後者

の脈絡である｡

(2)｢概念｣の使用規則

(a)｢概念の使用｣と｢｢概念』について語ること｣

　私たちは､言葉を用いて事実を知ること､すなわち､ある概念を特定の対象に

適用してある事実を知るということと､ある概念が―定のクラスの対象に適用可
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能であるということとの両者を峻別する必要がある｡言い換えるならぱ､概念を

使用することによって知識を得ることと､概念自体について知識を得ることとの

峻別である｡哲学的論議においても､私たちは事実に言及し､知識一般について

直接語ることがあろう｡しかし､言うまでもなく､哲学の取りかかるべき題材は

基本的に概念であり､従って哲学的方法としての概念分析は､特定の概念の適用

可能性に向けられるべきである｡ある概念が適用可能な対象の範囲と､他の概念

のそれとの重複､包摂､相互排去の筒係を解咀すること､これが概念分析の課題

であると言えよう｡

　言語哲学の､ある意味で出発点であり､また基本的了解となっているのか､言

葉の使用と､それ自身への言及の峻別(the　use-lention　distinction)である｡

普通､言葉はそれ自体､第一義的対象でないような仕方で用いられる｡つまり､

言葉自体を超えた他の事物を指す記号として用いられる｡しかし､言葉について､

言葉自体が対象となるような仕方で語ることも可能である(7)｡概念が哲学論議

において言及されるのは､もちろんこの後者の脈絡においてであるが､概念のこ

の用法について自覚的に取り挙げている論者は意外に少ない｡

　　『概念的思考』において､S.ケルナーはやや混み入った議論の後､概念の定義

づけを試みている｡ケルナーは先ず,叙述文(a　statelent-sign,　an　indicative

　sentence)､言明(a　statement)､命題(a　proposi　tion)をそれぞれ区別する｡

言明を確定するためには､文そのものについて語る必要がある｡また､言明と命

題の区別をするためには､同義語(文)による置き換えを許すような規則を認め

　(同義規則)､この規則が文について語る規則につけ加えられることによって､

叙述文は言明としてでなく､命題として使われていると言うことができると言う

　(8)｡

　ケルナーによれぱ､同し叙述文か全く別の二つの事柄のうち､言明を表明する

か､あるいは命題を主張するかのどちらかをするということになる｡ケルナーは､

概念を定義づけるときもこの区別をもちこむのである｡

｢特定の述語を確定するためには､述部として使われている(例えぱ､く緑で

ある≫のような)述語記号について語る必要がある｡述語としての記号の用法

を規定している規則に､同義規則を加えることによって､私たちはその用法を
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変えることができる｡その場合､その記号はもはや述語としてではなく､概念

として使われているのである(9)｡｣

　ケルナーの議論に従うと､同じ｢緑である｣という言葉が､述語､あるいは概

念のどちらかとして使われるということになる｡例えぱ､｢あの服は緑である｣

と言うとき､この｢緑である｣は言葉についてではなく､この言葉により含意さ

れるもの､従って｢緑である｣と同義の他の言葉によって含意されるものに言及

するために使われている｡ここで､｢緑である｣を記述として使用している発話

者が､その同義語によって記述されている事柄について語っていると述べたとこ

ろでこれは同語反復である｡ケルナーにとって､同義語とは､｢緑である｣が記

述している事柄を記述するものに他ならないからである｡結局､ケルナーの言う

述語と概念の区別は､かれの提唱する同義規則では徹底しないことが解る(10)｡

　A･R･ホワイトは､『心の哲学』の中で｢概念分析｣について概観し､次いで

言葉と概念の関連について次のように示唆している｡

　｢或る概念を用いることは､普通､特定の方法で言語表現を使用することであ

る｡すなわち､ある概念を指示することは､ある言葉､または語句について述

べることである(H)｡｣

｢私たちが用いる概念の哲学的吟昧は､……概念の用法がいかにそれぞれ互い

に､また題材に論理的に関連づけられているかを発見するという試みにある

　(12)｡｣

　ホワイトの主張では､概念を用いることと､言葉の用法との関連が明確ではな

いが､次のC･W･マンドルの論述ではその両者の関係か明瞭に記述されている｡

｢恐らく､ほとんどの現代の哲学者は『Aという概念』を『A』について語る方

法として､すなわち､『A』という表現や､もしあるならぱその同じ意味をもつ

他の表現の用法について語る方法して用いている｡『Aという概念』をこのよう

に用いるのは､それがもし説明されないとしたら多少はいかがわしいにしても､

正当であると言えよう(13)｡｣
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マンドルが批判するのは､哲学者が｢Aという概念｣を､｢A｣と呼ぱれている事

物やその属性について語るために用いるような場合である｡これは､既述の概念

に関する峻別､概念を用いて事実を述べることと､概念の適用可能性自体につい

て語ることとの混同に他ならない｡この後者の脈絡においては､｢xという概念｣

について語るということは､｢x｣という語､もしくはその同義語の用法について

語ることであると捉えられるべきなのである｡

(b)問題

　これまで私たちは｢概念｣の定義を吟味してきたのではない｡言葉の定義はそ

の使用規則をつくり出すものではないし､私たちには｢概念｣という言葉の使用

規則を規定する権利は与えられていない｡私たちは｢意味｣とか｢規則｣を言葉

が使用される以前に前もって存在したかのように仮定しがちであるが､言葉の使

用規則とは､単に私たちが理解した後に見い出される結果としてあるものである｡

従って､｢概念｣が実際にどのように定義づけられ､使用されようとも､それが

当面の課題に適っているのであれぱ､それは基本的に私たちが関与するところで

はない｡しかしながら､私たちが確認している二つの脈絡､概念を用いて事実を

語ることと､概念自体(つまり言葉の使用)について語ることとは区別されるベ

きであり､｢概念｣のいかなる定義もこの規則を破ってはならないと言えよう｡

　概念を<dispositiona1〉に捉えることにより､言葉を正しく用いる能カであると

か､言葉により指示されているものの識別能力であると定義づけるのは自由であ

る｡しかし､右の了解に従えぱ､｢何々の概念(the　concept　of)｣について語り

ながら､言葉によって意味される対象に言及するという誤りを犯してはならない｡

　｢犬｣とか｢家｣といった一定クラスの名辞を扱っているかぎりこの種の誤りは

少ない｡ところか､｢心｣｢想像力｣｢人｣のような問題の多い語について分析

するということになると､この種の誤りが多くなる｡例えぱ､『心の概念』にお

いて､ライルは英語の語法に関する言明と､言葉を使って語るところの事物に関

する言明とをしぱしぱ混同する｡特に｢想像力｣と題する章において､ライルは､

ある語がどのように使用されるかということよりも､心理学的事実に言及する言

明を扱っているのである(14)｡
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　最後に､｢概念｣をことぱの用法と捉える見解から生ずる､あるいはそれに伴

う間題をいくつか指摘しておこう｡

　第一に､私たちの了解と｢概念｣のより日常的用法との関連である｡実際には､

｢何々の概念(the　concept　of)｣という表現は､ある個々の｢x｣の用法と他の

それとを比較するときに多用される｡例えぱ､｢あなたの『正義』の概念｣とか､

｢独裁者の『正義』の概念｣､｢社会主義者の『正義』の概念｣という具合に使

われる｡これらの場合､｢正義｣という言葉の用法が言及されているだけではな

い｡人々がどのように｢正義｣を使うかといった考察だけでは究明できないよう

な､ある両立不可能な形而上学的前提において､それらの使用が異っていると言

える｡私たちは発話の背景にある､そうした理論､前提を無視してはならない｡

　第二に､<the　concept　of〉という前置きが必要であるかどうかどのようにして

判断できるのかという問題である｡例えぱ次の三つの文を考えてみたい(15)｡

　(i)　　ls　Co皿unis皿1ikely　to　spread　all　over　the　world?

　(H)　　ls　Co皿unis皿a　desirable　systel　of　govern皿ent?

　(iH)　ls　Co皿unis皿co皿patible　with　de皿ocracy?

　(i)は事実に関する問いである｡この問いに対しては適当な事実､情報に基づい

て解答かされよう｡一方､(H)は<couunis皿〉に関するある種の価値判断を強い

るような問いである｡これらに対し､(iH)は概念に関する問いである｡私たち

が考察しなけれぱならないのは､<coIEnis皿〉という概念が<delocracy〉という概

念と適合するかどうかということである｡結局､問題の文(言明)が概念に関す

るものかどうかは､文法的な構造によるのではなく､当の文(言明)の意味内容

とそれを含む脈絡によるということになる｡しかも､〈the　concept　of〉という前

置きはしぱしぱ冗長である｡実際には､多くの英米の哲学者は言語的直観､ある

いは自己の経験から､その前置きが必要であるかどうかを判断しているという

　(16)｡ここには更に概念に関する一般理論が必要であることが解る｡

　最後に､｢概念｣を言葉の用法と捉える見解は､概念分析による帰結をその言

葉が異する言語体系に相対的なものとするのではないかという間題がある｡これ

はトリヴィアルな例であるが､私たちは｢知る｣を常に｢知っている｣と表記し､

用いる｡ここから知識は状態に近いものだと示唆するとする｡ところが､この指

摘は日本語にはできても､他の言語に適用できないことは明らかである｡哲学の
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活動は基本的に概念的活動であるとするならぱ､一般に哲学は特定の言語文化匿

に相対的なものであると結論づけることも可能である｡この一般化かある程度説

得性をもつということは､例えぱ､ドイツ､フランス等の言語匿で生まれた哲学

　(思想)の枠組がそれぞれの言語により制約を受けていることを想い起こしてみ

るだけで充分であろう｡私たちはまた特に､英米の言語哲学の諸活動及びその帰

結がどの程度普遍妥当性をもちうるのかということを､今後吟味していく必要が

あろう｡
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(1)C.W.K.hndle,A　Critique　of　Linguistic　Philosophy(Clarendon　Press,

　1970),p.106.
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第3章　20世紀の言語哲学的研究

1､G.ライル,『心の概念』における<カテゴリー>について

(D　『心の概念』の位置

　1949年のG.ライル(G.Ryle)による『心の概念(The　Concept　of　Mind)』の

出現は,｢戦後の哲学における極めて重要な事件(D｣と評せられ,今日でも,L.

ヴィトゲンシュタイン(L.Wittgenstein)の哲学探究(Philosophical　lnvesti

gations)｣,J.L.オースティン(J.L.Austin)の『言葉によっていかに事を

なすか(How　to　DO　Things　with　Words)』と並んで,アングロ･サクソンの哲学

における最も影響力をもつ書物として評価が高い｡｢心の概念｣における重要な

テーゼ,及びそれに関する譲論は,おびただしい数の論文の中で磨きをかけられ

支持され,また反駁も試みられてきた｡要するに,｢心の概念｣はそれ白体で現

代英米哲学の古典的地位を獲得したのだといえる｡

　しかしながら,興味深いのは,『心の概念』の影響力が哲学的議論の内容自体

よりも,ライルのもつ新しい哲学的姿勢に由来するという点である｡この書物の

スタイルの特徴は,約言すると次の三点にある｡第一に,この書物が,先行する

論理実証主義からの離脱を意味する､日常言語学派の哲学的姿勢を明確にしたこ

と,第二に,心身問題は伝統的な哲学問題であるが,特にデカルト主義的心身二

元論による心と身体という実体的把握に対し,これを<カテゴリー･ミステイク

>による問いの立て方の誤謬と捉え,言語分析という手法により間題を(解決と

いうより)解消すると主張する点,第三に,日常言語分析から,<know>の形態

には,<knowing　how>と<knowing　that>があると指摘し,方法知,技術知とで

もいうべき前者の知の形態の有意義性を強調した点である｡

　本節は,『心の概念』における｢心身問題｣｢知識間題｣の議論を吟味し,ラ

イルの言語分析の手法の特徴は｢カデゴリー･ミステイク｣という概念に求めら

れると結論し,この概念の有効性を問うことを目的とする｡

99



(2)<心に関する論理的地図>の矯正

　『心の概念』におけるライルの企図は,心に関する私たちの知見を増やすことで

はなく,心について既に知られている事柄の論理的地図を矯正することにあると

いう(2)｡私たちは日常の言語生活の中で,心的行為を形容する様々なことば,

　｢注意深い｣｢愚かな｣｢論理的な｣等を習い覚え,使いこなしている｡しかし,

概念の操作を心得ていることと,概念自体について語ることは別である｡言い換

えれぱ,ことぱの正しい使い方を知っていることと,ことぱの用法,概念を支配

している論理的規則を知っていることとは異なる｡ライルが注意を注ぐのはこの

後者の知である｡

　ライルは｢心の概念｣のテーゼについて次のように語る｡

自然科学の時代ともいえる過去3世紀の間,心的な力や働きに関する諸概念を

組織してきた論理的カテゴリーは誤った仕方で選択されてきた｡デカルトは

その重要な哲学的遺産の一つとしてある神話を残したが,この神話がこの問

題に関する大陸地図を歪曲しつづけているということである(3)｡

　このデカルト神話は,ライルが<公式教義(The　official　doctorine)>,く

機械の中の幽霊というドグマ(the　dogma　of　the　Ghost　in　the　Machine)>とも

呼んでいるもので,要するに,ある一つのカテゴリーに属する事柄を,実は他の

カテゴリーに適当であるような表現の中で提示することをいう｡そこで私たちが

すべきことは,心的な力や過程に関する概念の扱い方が論理的規則に違反してい

ると指摘し,問題を解消することである｡

　それではどのような概念の論理的規則違反が生じているのか｡ライルは先ず,

この種の誤謬を不可避的にするような<公式教義>が過去,現在にわたり,学者

及び一般の人々の間に広く流布していると指摘する｡この<公式教義>によれぱ,

私たちは一方で物理的空間の中で物体を支配する機械的規則に従って生活し,他

方で,別の疑似ー機械的法則の支配を受ける心的世界の中で暮らしている｡

人の思考,感情,意図的行為は実際､物理学,化学,生理学の用語によって
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は記述され得ない｡従ってそれらは,この種の用語と対をなす用語で記述さ

れなけれぱならない｡身体は複雑に有機化された個体であるが,同様に心も

身体とは異なる種の材料や構造からつくられているとは言え,同じく複雑に

有機化された個体でなけれぱならない｡あるいはまた,身体が他の一群の物

質と同様,ある種の原因と結果の場であるように,心もまた,機械的なもの

とは異なる別の種の原因の結果の場でなければならない(4)｡

　ライルによれぱ,この種の議論の誤謬は,心と身体は同じカテゴリーに属し､

両者の差異は,｢もの｣｢属性｣｢過程｣｢変化｣｢原因｣｢結果｣等共通のカ

テゴリーの枠組みの中の違いとして説明される点にある｡そこで心もまたもの

　(thing)であるが,それは身体とは異なった種類のものであるとか,心的過程に

おいても,物的世界とは異なる種の原因と結果が存在する等と捉えられる｡この

ような<カテゴリー･ミステイク>に対する処方は,｢心が存在する｣｢心的過

程が存在する｣という表現が,｢身体(物)が存在する｣｢物的過程が存在する｣

といった表現と同じ種類のことを意味するのではないということ､従って､両者

を連言ないし選言の形で結合することには意味がないという点を理解することで

ある｡

　こうして,心身二元論の反駁,というより解消が主張される｡更に心と物が両

極に位置するという考え方の誤謬は,観念論と唯物論の対立を引き起こしている

と示唆される(5)｡観念論も唯物論も実は不適切な設問の仕方に対する答にすぎな

い｡すなわち,物質世界を心的状態･過程に還元するという試みは,心的状態･

過程を物理的状態･過程に還元する試みと同様,｢心が存在するか,身体が存在

するかのどちらかである｣という選言を前提としているからである｡一方,｢心

と身体が存在する｣という連言は,｢ここに素数と水曜日と大衆の意見がある｣

と述べるのと同様,奇妙な表現なのである｡

(3)G.ライルの知識論

(a)<knowing　how>と<knowing　that>の峻別

　周知の通り,ライルは<knowing>の形態として,<knowing　how>とくknow-

ing　that>を峻別し,前者の有意義性を強調したが,この分析は,両者の<know
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ing>を同質のものと扱う,心身二元論,特に<主知主義伝説(the　lntellectu-

alist　Legend)>への反駁からである｡<主知主義伝説>もまた,心が何か秘か

な思考を遂行する｢場所｣であると考えるという点でく機械の中の幽霊のドグマ

>の支柱となっているという(6)｡
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てきた(8)｡しかし,ライルの知識論のこのような発展的側面の一方で,ライルは

重大な問題をも残していった｡それは主にカテゴリーとしての<knowing　that>

に関わる問題である｡

(b)カテゴリーとしての<knowing>

　ある箇所でライルは,課題語(achievement　words)と達成語(task　words)を

区別することの重要性を唱える(9)｡例えぱ,｢勝つ｣｢綴る｣｢掘り出す｣｢治

す｣等の動詞は達成語であり,ある行為がなされたことを示すのみならず,それ

を行う主体によって,成功や失敗などある結果がもたらされたことを意味してい

る｡これらの語に対し理論的に異なるのは,｢走る｣｢治療する｣｢旅行する｣,

｢口論する｣等のような,単に行為や達成のための活動の遂行を表す語であると

いう｡この達成語と課題語を混同することは<カテゴリー･ミステイク>である｡

ある人が闘い,そして勝ったとか,旅行をしてそして到着したと記述される

場合,そこではその人が2つの事を行ったと主張されているのではなく,むし

ろある結果に到った一つの事柄を行ったということが主張されているのであ

る｡同様に,何事かを目ざしたにもかかわらずそれを逃がした人は,最初に

あることに従事し,そして次に他のもう一つの別のことに従事したのではな

い｡その人は唯一つのことに従事したのであり,ただそれが失敗に終わった

にすぎないのである(10)｡

　達成を表す一つの行為が,D達成をめざす行為の過程と,H)その帰結,の二

つから成ると捉えることの誤謬は,｢治療｣や｢証明｣｢発見｣そして特に｢知

識｣等のための,不可謬な心的行為や能力,手段があるはずだという誤った観念

を導く｡

｢知る｣｢発見する｣｢解決する｣｢証明する｣…等の動詞は｢誤って｣

｢不正確に｣などの副詞によって修飾することができないという事実はこれ

までも認識されてきた｡ところが,これらの動詞やそれに類する動詞は特殊

な種類の操作,あるいは経験を表わすものであると機械的に解釈した認識論
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者が少なからずいた｡その結果,かれらは,ある特殊な探究の手続きをもっ

てそれに従う限り,私たちは誤りを犯す危険がないと想定せざるを得ないと

感じたのである｡…(H)

　しかし,治癒が治療の一様式でないのと同様,<knowing>もある特殊な探究で

はない｡探究は知識を得るための努力や過程であろうが,知識自体は,他の独立

した条件を満足することによって得られるのである｡結局,ライルのカテゴリー

では,<knowing>は達成語に属すると解せられているのである｡

　『心の概念』の基調にある別のカテゴリーの対照は,傾向性(disposition)と

事象(occurrence)である｡事象は,具体的な出来事(events),事件(happen

ings),エピソードであるのに対し,傾向性には,資質,習慣､性癖,能力(ca

pacities)等が挙げられている(12)｡ある箇所で,ライルは,<knowing>をこの

傾向性(disposition)の下位区分である能力として位置づけている｡

｢知っている｣という動詞は能力動詞(capaci　ty　verb)であり,それによっ

て記述されている人が何事かを成し遂げる,あるいは正しく把握することが

できるということを表わすために用いられる特殊な動詞である｡(13)

　さて問題は,今見てきた<knowing>の2つの規定,達成としての<knowing>と

能力としての<knowing>とがどのようにして折り合うのかという点である｡ライ

ルは,一方で達成語はエピソードや出来事を意味すると捉え,他方で傾向性を表

す語は何ら事件を陳述するものではなく,エピソードを描くために使われること

はないと明言している｡ところが,<knowing>についての規定は,二つの相異な

るカテゴリーにまたがって行われているのである｡

　ここでライルの意図を汲んで二つのカテゴリーの中庸を考えてみる｡すなわち,

<knowing>を達成のための能力(a　capacity　for　achievement)と解釈してみる｡

この解釈は,<knowing>を結局､傾向性と捉え,それ白体は達成でないと考える

のであるが,ライルの結論からそれ程離れてはいない｡ライルは,事実､達成語

が成功を表わす語であると述べた後で,｢成功は幸運によることもある｡…しか

し,ある種の事柄をある人が成し遂げる(can　bring　off)と述べるとき,…かれ
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が幸運の助けもなしに成功することがあるということを斯待できるということを

意味している(14)｣と説明している｡ここでは明らかに,ライルは,単一な物事

の生起ではなく,その種の遂行を実行してみせる能力について語っている｡<kn

owing>を達成のための能力と解釈してもよいと思われるもう一つのライルの記述

は,<know>を<can　te11>に言い換えている箇所である｡

knowの言い換えとしてcan　te11と言う場合,我々はte11によって,te11

correctlyを意味している｡子どもが時刻についてでたらめな言明しか述べら

れない場合,我々はその子が時刻を告げることができる(can　teH)とは認

めない｡時刻の針や太陽の位置に従って,時刻を正しく報告するとき,その

子どもは時刻を告げることができる(can　teH)と言われるだろう(15)｡

　この提案が,<knowing　how>はもちろん<knowing　that>にも適用し得ると仮

定するならぱ,確かに<knowing>をある方法で首尾よく物事を遂行する能力と解

釈することができるのである｡

　しかしながら,この種の提案は,ライルの分析の矛盾に系統的に救済を施そう

とした結果であって,<knowing>をくcan　tell　correctly>に還元することはも

ちろん問題がある｡　I.シェフラー(I｡Scheffler)が分析しているように,く

knowing　that>は恐らく,｢到達｣や｢態度｣｢状態｣に近いものと捉える方が

まだ有効であろう(16)｡結局,ライルの<knowing>の分析は,主知主義伝説から

の擁護を図るという消極的な提案以外には､説得的なカテゴリーを提示できない

で終っている｡ライルは<knowing　that>と<knowing　how>その他のカテゴリー

について,予め積極的な規定があるかのように論じる｡しかしながら,カテゴリ

ーは,具体例が提示され,それらが英語の用法に対するライル自身の直観から分

類された後に,あたかもその分類を可能にするために前もって存在していたかの

ように提示されているのである｡

(4)『心の概念｣』における<カテゴリー>という教義

(a)分析の題材

　『心の概念』おける議論の目的は,ライルによれぱ,心的行為に関する概念の論
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理の解明であり,かれの方法はそうした概念が属する(と主張される)カテゴリ

ーについての誤った把握を矯正することであるという｡そこで,<カテゴリー･

ミステイク>という術語の説明はライルの議論の目的からすれぱ,重大な意義を

もっている｡しかし,ライルが採った方法はその実例を示すことであった｡

　例えぱ,オックスフオード大学を初めて訪れる外国人は,先ず多くのカレッジ,

図書館,運動場などに案内される｡そこでその外国人が次のように尋ねる｡｢し

かし,大学はいったいどこにあるのですか｣｡この外国人の誤りは,大学という

ものを他の諸々の建物が属しているカテゴリーと同じカテゴリーの中へ組み入れ

るという誤りである｡また,クリケット競技を初めて見た人が,投手,野手,審

判,スコアラーの役割が何であるかということを学ぶ｡続いて次のような疑問を

もつ｡｢しかし,かの有名なチーム･スピリットという要素の担い手がフィール

ドのどこにもいないではないですか｣｡この人の誤りは,チーム･スピリットを

クリケット競技の職務や役割の一つと捉えるところにある(17)｡

　この種の事例を挙げた後,ライルはこれらの<カテゴリー･ミステイク>の注

目すべき共通の特徴は｢大学,チーム･スピリット等の概念の適切な使用法(

how　to　wield　the　concepts)を知らない人が犯した誤りである｣とし,｢この混

乱は我々の言語の語彙の中のある種のものを使いこなすことができなかったこと

から生じたものである(18)｣と述べている｡ここでライルは,｢概念を使いこな

すこと(wielding　a　concept)｣とはすなわち,｢ことぱや語句を正しく使用す

ること(using　a　word　or　phrase)｣であると解釈している｡この見解からする

と,ライルの企図である｢心的行為の概念の論理の矯正｣は,人の心を記述する

ときの英語表現の仕方の矯正を意味することになろう｡この印象はライルの次の

主張により更に強められる｡すなわち,｢身体｣や｢心｣､｢心的｣と｢物理的｣

等の語を連言的に用いる言明はすべて<カテゴリー･ミステイク>であり,それ

らは｢正しくない｣し,｢意味をなさない｣という主張である(19)｡その種の連

言には,既述の｢心と身体がともに存在する｣｢物理的過程と心的過程が生じる｣

等が含まれるが,このように述べてライルが行っているのは,英語の用法自体の

矯正であって,それらの記述ではないようである｡

　ライルは,『心の概念』の冒頭で,｢本書で用いる主要な議論は,心的な力や

過程に関する概念のある種の取り扱い方が論理的規則に違反していることを示す
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こと｣にあると述べている(20)｡この箇所は,ライルがある言明を<カテゴリー

･ミステイク>であると言うとき,それはある｢論理的規則｣からの演鐸による

ものだということを示唆する｡しかしながら,ライルが次のように述べるとき,

それはアプリオリな言語論ではなく,経験論的な言語論を前提としていることを

暗に述べている｡

我々が本書でその論理的はたらきを吟味しようという心的行為の概念は馴染

みのある日常的概念である｡我々は誰もがそれらの適用の仕方を知っている｡

…議論となっているのは,それらの概念をどのように適用し分類し,どのカ

テゴリーに入れるかということである(21)｡

　この言明は,私たちの日常言語は論理的には問題のない秩序の中にあるという

前提を示唆している｡矯正されるべきなのは,日常言語なのではなく,それに対

し,不注意な哲学者たちが施してきた歪曲や理論上の誤謬なのだというわけであ

る｡ところが実際にライルが議論を展開し,<カテゴリー･ミステイク>を指摘

するとき,それは理論家だけでなく,普通の人々による言明の中の誤謬であった

りする｡(例えぱ,私たちは日常的に,｢心身ともに疲れた｣等というが,｢心｣

と｢身｣を連言とする言明は<カテゴリー･ミステイク>の起因とされる｡)

　要するに,ライルの姿勢は,英語の日常的な用法の誤りをアプリオリな言語論

から指摘しようとしているのか,経験論的言語論にもとづいて,理論言語の日常

言語からの逸脱を指摘し,正すことを分析課題としているのかという点において

明確ではないのである｡

　いずれにせよ,ライルの分析の題材,すなわち,<カテゴリー>に分類される

ときの題材は,言語表現であると解釈してよい｡この点は,何人かの論理学者が,

<カテゴリー>,<タイプ>に属するものがプラトン的世界であると捉えたり,

多くの哲学者が仮定としているような,<カテゴリー>の対象が私たちの現実世

界のものごとであると捉える見解とは異っている｡　1938年の論文,｢カテゴリー｣

の中で,ライルは,｢タイプとはいかなるもののタイプか｣と問うた後で次のよ

うに述べている｡
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不合理であるかどうかという点について,言語表現のみが肯定されたり,否

定されたりするのだ｡自然からは不合理は与えられないし,信念,仮定,概

念作用など思考も不合理であったりなかったりするとは言えない｡つまり不

合理とは,考えられ得ないものであるからだ(22)｡

　そこでライルは,論理については意味論的用語で語り,理論や探究の形成につ

いては,常に,特定の言語表現が他の言語表現と結びつけてよいかどうかを明確

にするような仕方で行うのが賢明なやり方だと考えるのである｡ライルは,この

ような規定の仕方が,文法自体について語るものと取られかねないということは

充分承知していた｡そのために,不合理は言語表現の誤った組み合わせからでは

なく,言語表現が意味しているもの一命題要素一の誤った組み合わせによるもの

だと断る(23)｡しかし,命題要素のタイプ(カテゴリー)の問いは,ある意味で

特定の言語表現のクラスが同じ意義をもつかどうかの問いであり,実際には,命

題要素について語ることはすなわち,言語表現について語ることなのである｡結

局,ライルにとって,<カテゴリー>に属するものは,言語表現,ことぱの用法

としての概念なのである｡

(b)<カテゴリー>の同一性と差異性

　論文,｢カテゴリー｣の中で,ライルは｢カテゴリー違い｣のための規準を次

のように規定している｡

　　(A)2つの命題要素の言語表現が,文の中の同じ箇所にそれぞれ代替語として

　　　組み人れられた場合,その結果得られる文が一方では意義をもち,他方に

　　　おいて不合理となるならぱ,その2つの命題要素は異ったカテゴリー,ある

　　　いはタイプに属する(24)｡

この規定を更に論理的に明確にすると次の定式が得られる｡

　　(B)もしBではなくA,あるいはAではなくBに適用可能なpがあるとすれぱ･(p)

AとBは異なるカテゴリーに属する｡ ●　●　●　●　●　●　●　●　●　● ●　●　●　●　● (q)

　ここで｢適用可能な｣とは,文法的にかつ意味論的に(一義的に)という意味

であり,またA,Bは名辞を,pは述語を表わす｡ところで,ライルの規定(B)か

らは,カテゴリー同定のための必要条件を導き出すことはできるが,十分条件に
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ついてはできない｡(B)の対偶をとると次のようになる｡

　　(c)もしAとBが同じカテゴリーに属するならぱ,･･･････････(q)

　　　BではなくAに,あるいはAではなくBに適用可能となるpは存在しない｡(p)

　(B)に対応するカテゴリー同定のための十分条件は次のようになる｡

　　(D)もしBではなくAに,あるいはAではなくBに適用可能なPがないとすれぱ､

●　●　●　● (p)
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(q)AとBは同じカテゴリーに属する｡　･･････････

　ライルは注意深く(D)を主張することをためらった｡そして特定の2つの名辞

が同じカテゴリーに属することを決定する規準を提示しなかったのである｡これ

は,ライルの｢カテゴリー論｣の大きな欠陥であるが,更に大きな欠陥は,｢カ

テゴリー違い｣のための規準を(B)のように形式化したために,この規準を使う

ためには,ある文が意義あるか,不合理かを見分ける能力を別に必要としたこと

である｡また(B)はライルの議論の目的には役立たない｡というのは,反例とし

て,同じカテゴリーに属すると思われるどのようなペアのAとBについても,どち

らか一つにのみ適用可能なpを簡単に与えることができるからである｡

　『心の概念』においては,<カテゴリー>の規準を明確に規定した箇所は見当た

らないが,敢えてそれらしき部分を探すと次のようなものがある｡

ある2つの名辞が同じカテゴリーに属しているとき,それらを含む連言的な

命題を構成することは適切である(25)｡

この文を先のように言い換えると次のようになる｡

　　　(E)もしAとBが同じカテゴリーに属するとすれぱ,･････････(r)

　　　　　A､Bにともに適用可能なpがある｡　･･････････････(s)

更に(E)の対偶をとると,

　　　(F)もしA,Bに対してともに適用可能なpが一つもないとすれぱ､･･･(s)

　　　　AとBは異なるカテゴリーに属する｡　･･･････････････(r)

　(F)は｢カテゴリー違い｣のための十分条件を提示している｡しかし実際には,

いかなる2つの名辞も別々のカテゴリーに分類することは無理であろう｡やはり両

者に適用可能なpを思いつくことは簡単である｡例えば,他愛無い例であるが,



　｢愛｣｢太平洋｣｢嘘｣｢大根｣は一見別々のカテゴリーに分類したくなるが,

　｢金で･･･は買えない(買える)｣というpを考えることができる｡

　　ここでライルによる｢心身問題｣の<解消>に振り返ってみる｡ライルは,

　｢心｣と｢身体｣について,｢心が存在し,かつ身体が存在する｣のような連言

命題及びその同義の命題を立てることは意味がないとした(26)｡｢存在する｣が

　｢心｣｢身体｣にそれぞれ同じ意味で使われていないからだという｡また｢一つ

の論理的語り方において心が存在すると述べ,別の語り方において身体が存在す

ると述べて問題ない｣とも述べている｡ここで注意したいのは,ライルが｢存在

する｣に2つの意味があることを前提にしている点である｡しかも｢心が存在し,

身体が存在する｣という文が文法的には誤りでないことを認めているのである｡

従って,ライルは,言語の用法と(F)のみから｢身体｣と｢心｣が異なるカテゴ

リーに属するとは主張できないことになる｡つまり,いかにしてpがA,Bに対し異

なった意味で適用されるのかを決定するための,ある独立した規準が必要となる

のである｡それでは,<カテゴリーの同定>はどのように定式化されるのだろう

か｡ライルの規定(E)を<カテゴリーの同定>のための十分条件に変えると次の

ものが得られる｡

　(G)A,Bに対してともに適用可能なpがあるならば,･･････････(s)

　　A,Bは同じカテゴリーに属する｡　･････････････････(r)

　恐らく,ライルは<カテゴリーの違いと同定>のための規準として,(F)と

　(G)を合わせもち,事例に沿って使い分けているに違いない｡例えば,先の｢ク

リケット競技に見られるチーム･スピリット｣において,ライルは｢確かに,チ

ーム･スピリットを示すことは,投球することや補球することと同じものではな

いし,それは,投球は先ず投球し,そして次にチーム･スピリットを示すと述ベ

ることができるようなものではない｣と述べている｡しかし,ここで｢先ず｣

　｢次｣等と断らず,｢そして｣を強調しなかったとしたら,この例が<カテゴリ

ー･ミステイク>の例であると直ちに理解されるであろうか｡つまりライルは,

　｢チーム･スピリットを示すこと｣と｢投球すること｣の比較については規準

　(F)を採り,｢投球すること｣と｢捕球すること｣については(G)を適用して

いるのである｡結局,2つの名辞についてカテゴリーの同一性と差異性を主張する

とき,予め問題となっているp(述語)が一義的に使われているのか,多義的に使
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われているのかという点を判断するための別の規準が必要なのである｡

　ライルによる<カテゴリー>の同一性と差異性のための規準に関する以上の議

論が示唆するのは,名辞をカテゴリーに分類するためのいかなる規準も循環論に

陥りざるを得ないという点であろう(27)｡すなわち,pが一義的にAおよびBに適用

可能だという前提からはじめれぱ,AとBは同じカテゴリーに属するということに

なるし,A,Bが異なるカテゴリーに属すると仮定すれぱpをA,Bそれぞれに多義的

に適用することができる｡従って,<カテゴリー>の規定は,関係する述語が多

義的かどうかに依存しないような規定でなけれぱならないのである｡ライルが議

論している事柄が,実際には英語における語句の文法やその用法であることは前

に指摘したとおりであるが,それはかれの<カテゴリー>の規定の欠陥と表裏-

体であったことが解る｡｢心｣や｢身体｣｢見る｣｢知る｣等についてくカテゴ

リー>への分類は,結局それらに関係する英語表現の用法についての言語的直観

に基づいて行われるのである｡

　ライルが<カテゴリー･ミステイク>を方法として確立しようとしたにもかか

わらず,形而上学的問いとして,いかなるカテゴリーが存在するかという問題に

ついて,ライルが答えを用意していなかったことの理由がここにある｡かれは,

<カテゴリー>について専門的な用法はないが,それでも｢私たちが開けたいと

望んでいるドアを,砕炭ハンマーのように,心ゆくまでノック音で響かせてくれ

る,不正確で素人的な用法(28)｣がある故に,カテゴリーという語の使用を推奨

するのだという｡しかし,今見てきたように,ライルの規定に従うと,カテゴリ

ーという語はそれを使用することなく済ますことのできるはずの語なのである｡

　以上のように,『心の概念』における鍵概念,<カテゴリー･ミステイク>に

重大な欠陥があるとしても,それは,この著作がもつ理路整然とした明晰さ,ウ

イットに富んだ叙述,哲学的分析の明確化,そして何よりも英米哲学の古典的地

位を少しも揺るがすものではないと思う｡<カテゴリー･ミステイク>をめぐる

論議が逆説的に示しているのは,私たちの<概念の論理地図>の探究が,特定言

語の日常的使用の吟味をいっそう要請しているということなのである｡一方,

　『心の概念』の影響の副次的所産である,スローガンとしての｢カテゴリー･ミ

ステイク｣については特に警戒すべきである｡私たちは､理論的レベルで､自分

が用意した認識の枠以外の言明について､それを｢カテゴリー･ミステイクだ｣
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といって片づけるのを耳にする｡そこでは論者のもつ言語理解が問題となってい

るのであって,そのように主張して少しも当の問題が片づいていないのは本節で

みてきたとおりである｡結局,私たちはライルの議論がもっていた問題を自覚す

ることなしに,真正な哲学的分析の課題と取り組むことはできないのである｡
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2､プラグマティズムと<言語哲学>

(D　Knowing　and　the　Knownにおけるデューイとベントリーの言語観

(a)J.デューイとA.F.ベントリー

　Knowing　and　the　Knownは､晩年のデューイ哲学の痕跡をそこに求めようという

研究者にとっては､いささか問題のある(しかし､ある意味では興味深い)著作

である｡

　というのも次のような理由からである｡第一に､本書は､｢A.バルズヘの書簡｣

も含めて13の論文から成るが､デューイの単独執筆とされているのは､第10章の

　｢常識と科学｣と付録の｢書簡｣のみである｡第二に､共同執筆の部分は､デュ

ーイの草稿をベースに執筆が開始されたり(例えぱ､第2章｢用語の問題｣の1と

2､第3章｢公準｣の冒頭部分等)､また草稿の交換を重ねた後､デューイの配慮が

大きく関与していたと思われる箇所(例えぱ､第6章､Specification)があるも

のの(D､大半はベントリーの執筆によることが知られている｡第三に､最初の論

文の出版の際､デューイがベントリーとの共同執筆とすることについて再三躊躇

しており(2)､Knowing　and　the　Knownの序文においてもデューイが本書のほとん
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どがベントリーの労作であることを断ろうとしていたという事実である(3)｡

　この種の問題､またデューイの哲学がKnowing　and　the　Knownのなかにどの程度

反映されているのかという問題を解き明かすための鍵となるのが､本書の下絵と

もいうべきデューイとベントリーの19年間に及ぷ『哲学的往復書簡』である｡

　きっかけは､『論理学』を準備していたデューイが､E.ネーゲルの勧めで(長

年送られたまま放置されていた)ベントリーの『数学の言語分析』に注目するこ

とによる｡ベントリーは､この書物の中で､数学を<外部>から基礎づけようと

いう(例えぱ､G.フレーゲ､B.ラッセルらの数学の論理学への還元)根拠づけ主

義(foundationalism)に異議を唱え､数学自体､探究の経験的歴史的領域であり､

数学内の矛盾や論争もpostulation(仮設的条件)の方法の発展によって克服し得

ると論じた(4)｡ベントリーのこの反根拠づけ主義という姿勢が､デューイの『論

理学』に､すなわち､論理形式やその基礎が､探究の<外部>ではなくその操作

の中にあるという趣旨に通じるものがあったのであろう｡

　1942年11月3日のデューイのベントリー宛の書簡には､自身の用語がもはや古い

タイプのものではないか､ひどい誤解を受けないようにするためにも､いくつか

の点を明確にし､確定的なものにするようなもの(論文)を書いてみたいと考え

てきたといったことが述べられている｡そして翌年､4月2日のベントリーの書簡､

6月35日のデューイの書簡には､両者が既にく確たる用語を探るための共同研究>

に入ったことが示唆されている(5)｡『論理学』執筆後のデューイにとっては､論

理学や数学に精通し､かつ『論理学』を擁護し､探究の過程を捨象したところに

論理形式を捉える形式論理学や論理実証主義の批判､反二元論､反根拠づけ主義

といった姿勢を共有できる人物を見いだしたと思われたし､またベントリーから

すれぱ､デューイとの共同研究はC.S.パースの哲学を継承し､彼特有の宇宙論哲

学における言語行動理論へのステップとなると思われたに違いない｡

　他方､両者の違いもはっきりと認められる｡例えば､T｡ラヅィンは次のように

指摘している｡｢デューイの著作全体の道徳的側面とは逆に､ベントリーは白ら

の著作から道徳的･政治的要素を非科学的であるとして意図的に排除している｡

･･･ベントリーの科学概念によれぱ､日常経験と科学は不連続であるというこ

とになるが､デューイにとって､問題状況の解決の際の探究は人間経験のいたる

ところに存在する(6)｣｡更に､ラヅィンはこのような両者の違いのみならず､
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Knowing　and　the　Knownにおける<確たる名称の探究>が､デューイ哲学の主要な

述語を削除する結果となり､またそのような試み自体形式的言語を提示すること

になり､皮肉なことに､対決するはずの論理実証主義を反映した厳密な科学的ト

ランスアクション主義として出現してしまった､結局､その哲学的帰結､その評

価について､両者ともに失望したようだと指摘している(7)｡

　ラヅィンの指摘が的確なものかどうかは更に検討を要するが､確かに『書簡』

には,デューイがベントリーの挑戦を受け､結果としてそれまでの<interaction

〉を<transaction>に置き換え､多義的だという理由で<経験>を削除し､くkn

owing>をほぼ<naming>の過程として扱うこと､他にも<概念>､<知識>､<

実在>などの用語の削除に至るまでの経過が記されている(8)｡

　このように､Knowing　and　the　Knownの解読には､『書簡』を中心とするデュー

イとベントリーの相互関係の分析が不可欠である｡例えばそこから､概してベン

トリーが問題を提起し､批判､吟味を促して､デューイはもっぱらそれまでの哲

学的立場への挑戦を受けるのみであったという悲観論を引き出すこともできる｡

また逆に､本書の実質的成果の多くがベントリーのよるものであったとしても､

提示されている思想は結局デューイの哲学の内にあるといった楽観的解釈も可能

であろう｡いずれにしても評価は様々に分かれるところである｡本節は､この種

の問題を分析するまでには至っていないが､Knowing　and　the　Knownを読み解くに

あたっては､以上のような諸問題に不可避的に直面することになるという点を指

摘するにとどめ､晩年のデューイが実際のところ何故､言語分析に関心をもった

のか､また特定の用語の組み換えを施すことが､デューイ哲学の中でどのように

整合性を保つのか､あるいはそれを損なうのか等の検討は別の機会に譲りたいと

考える｡

(b)　Se1Faction,lnteractionとTransaction

　認識論や論理学における無批判の術語の使用の摘発と,｢確固たる使用の可能な

主要な言葉の確定(9)｣に加えて､Knowing　and　the　Knownの最大の論点は､self

-action,interactionからのtransactionの峻別と､その観点の定式化である｡

　デューイとベントリーによれぱ､｢事物がそれ自身の力で働いているとみなさ

れるとき(10)｣､それはself-actionと言われる｡大部分の前科学的見方､例えぱ､
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雨の神ユーピテルが雨を降らすのだという古代ローマ人の神話､また現代でも形

而上学的な多<の語彙､<実体>,<本質>,<実在>等は､このself-actiona1な

観点に拠るとされる｡

　白然科学では､ガリレイ､特にニュートンカ学に至って､運動の第三法則とし

て知られるinteractionのシステムという形式を得る｡ニュートンカ学の体系では､

世界は不変の粒子､原子間の力のプロセスとして理解された｡しかしなから､こ

の古典力学においては､時･空間は絶対的単位として扱われ､力のプロセスから

は排除されていた(H)｡

　デューイとベントリーによれぱ､transactiona1な観点は､マクスウェルの『物

質と運動』､アインシュタインの相対性理論において初めて出現した｡そこでは

時･空間も研究対象となり､それまでの別々に扱われていた個々の対象も､ひと

つの連続的なプロセスの諸相として扱われるようになったのである(12)｡

　このように､デューイとベントリーは､self-action,interact　ionからtransac

tionへの移行モデルを､自然科学､特に物理学の発展過程の中に求めているので

あるが､彼らの手法もこの発展に沿ったものであり､transactiona1なアプローチ

であることを強調する｡｢われわれの手続きは､transactiona1であり､そこでは

伝統的にあたかもばらばらのものから成っているかのように語られてきたものを､

広範囲にわたって､かつ継続的に同時に見ることの正当性が主張される(13)｣｡

　transactiona1な観点はこのように､事象や行動を､独立した事物や有機体に起

因すると捉えたり､また個別に相互作用する要素や関係に帰することなく､有機

体･環境の状況全体の過程として捉える姿勢である｡

　そこで伝統的な知識の問題に対しては､多義的であいまい故にほとんど明確な

提示をし得ない｢知識(knowledge)｣という名称(name)､またそれに付随する

問いによりアプローチするのではなく､同じ行動上の出来事の諸相としてのknow

ingsとknownsに対し､transactionalな観察を施すというアプローチが採られる｡

ここで､デューイらの言う観察は､T.クーンの<パラダイム>論にも似た概念で

ある｡すなわち､｢観察とは操作である｡　･･･観察可能な世界で研究が行われ

るとすれば､･･･観察される対象は､観察している有機体と同様､その操作の

一部となっている(14)｣｡また観察､探究の対象は､探究の<外部>にではなく

<内部>に､しかも有機体の行為の過程にあることが示唆されているのである｡
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　従って､｢knowingsは知られる(known)題材と正に同様の意味で観察可能な事

実である(15)｣と主張されるとき､デューイらによってそこに同時に仮定されて

いるのは､このような探究以前に､あるいは有機体の行為を離れたところに措定

し得るような<知識>､<知る行為>､<知られるもの>はあり得ないというこ

とであり､そして事実(fact)という言葉の適用は､事実を確認する行為と､事

実と確認される対象とが不可欠であり､また同一の過程にあることを要請すると

いう点である｡

(c)記号の進化･発展の過程

　記号(sign)やこれに関連した名称(name)もまたtransactiona1な仕方で理解

される｡すなわち､記号は､有機体や環境の特質を別々に名称づけるのではなく､

双方について生じる活動を名称づけるのだと言われる(16)｡彼らの記号概念は､

記号を過程として捉えている｡つまり､それは独立した存在としての記号概念と

は峻別されるべきで､例えぱ､観念と事物との間にシンボルを措定するオグデン

とリチャーズの<意味の三角形>や､C.モリスの解釈者(有機体)と指示物との

間に記号媒体を措定するという記号学とも全く相入れないのである(17)｡

　デューイとベントリーは､記号を上位概念として措定し､下位概念に､記号過

程の進化･発展の段階レベルとして順に､信号(signaD､名称(name)､シン

ボル(symboDを措定する｡このうち名称(name)は､naming-namedの言語的行

動の段階であり､Designationとも呼ぱれる｡更にこのDesignationの下位概念と

して､Cue,Description,Characterization,Specificationが措定され､やはりこ

の順に進化･発展するとされる｡またシンボルについては､それがnon-namingの

記号操作であり､数学や形式論理学に典型的であるとされている｡

　記号の特徴は間接性(indirection)にある(18)｡つまり､刺激への直接的反応

である生理過程とは異なり､記号は直接的剰激を超えた何ものかを指すような活

動の間接性を表すのである｡例として､デューイとベントリーは､動物行動学者

H.S.ジエニングスのウニの研究報告を取りあげている(19)｡それによると､ウニは

通常暗い所にとどまろうとする傾向があり､明らかに光はウニにとって有害であ

る｡ところが､突然身にふりかかる影に対しては､影の落ちる方向にトゲを向け

て反応するというのである｡これは､近づきながら影を落とす敵から自己を守る
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ための防衛行為である｡言い換えれぱ､この反応は影によってもたらされている

のであるが､それは影の背後にある何ものかを指しているのである｡

　このウニのような有機体の環境への適応上の行為から始まり､言語の使用に至

るまでの初期の記号段階はすべて信号に属する｡信号はすなわち､感覚操作･知

覚的行動範囲を指すのだと説明されている(20)｡例えぱ､犬がウサギの耳を発見

し追いかけたとすれぱ､そこには信号が伴っていると言われる｡但し､この場合､

信号はウサギの耳とか発見のメカニズムとかではなく､それらすべてを包含する

活動のパターンである｡つまり､｢信号は常に行為であり､出来事であり･･･

そして出来事としてのみ､題材として探究(の過程)に人る(2D｣のである｡

cuesは最も初期的言語行動であると規定される(22)｡信号とは対照的にcuesは他

の有機体に対し､コミュニカティブであることを特徴とする｡具体的には､叫び

や間投詞､省略された単一語による発話などがその例である｡　cuesは､名称づけ

られた(named)信号であり､焦点の位置が有機体一対象から､有機体一有機体に

移行している｡但し､話題となっている対象が依然､眼の届く範囲内にあること

がその特徴である｡

　これらに続く(言語)記号の進化･発展の次の段階は､｢われわれの日常会話

の大部分を形成する名称づけ(naming)のタイプ(23)｣､Designation､Charac-

terizationである｡この段階の特徴は､もはや語る対象が必ずしも眼の前にはな

いことであり､また単一の発話でいくつかの名称グループに共通する<包括的>

意味を取り出すことができるという点である｡デューイらは､2匹の黄色い猫と1

匹の黒い猫について､原始人が何万年もの間に､先ず色の識別を始め､それを色

の名称づけのシステムとし､次に猫の名称づけと結びつけたときに初めてDe-

　scriptionを得る､という例を挙げている｡言い換えれば､言語とメタ言語の操

作が可能となり､それによって言語を組織立てるようになるのがこの段階であろ

う｡従ってまた､いわゆる言語の論理､規則､定義､また抽象､分類､一般化､

推論などが問題となるのもこの段階の特徴である｡

　名称づけ(naming)の最後の段階は､科学的探究の記号操作､specificationで

ある｡この段階で名称づけは綿密なハードワークに至り､題材についても実験的

に取りかかることが要求される｡また過去の発展を凝縮するnamingとして､確定

性と同時に柔軟性が要請され､また未来への発展の道を開くという特徴をもつ(2
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　　　Description,

Characterization

Fact(Cosmos)

‾‾｢‾‾‾‾

　　　| 　　　　　|

Speci　ficat　ion

|

　　　　|

Designation(naming　aspect)
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¬

　　|

Event(named　aspect)

4)｡それ以前の名称づけ(naming)が何事かを述べ､組み合わせることに留まっ

ていたのに比べ､specificationとしての名称づけ(naming)は､切り開き拡げる

という機能をもつ｡それは古い障壁を取り除き､更なるspecificationをより豊か

で広範な知識の世界を開くものとみなすような段階なのである｡

　以上に見てきた記号の進化･発展過程は､境界をもたない連続した拡がりであ

ると解釈しなけれぱならない｡例えぱ､ある子どもは学校に行こうとしない｡こ

の場合､彼は学校への重く長い道のりとか学校の諸々の物理的条件のみならず､

彼をめぐる眼に見えない制度や人間関係の漢然とした<意味>に反応しているの

かも知れない｡彼の記号過程は､デューイらの図式では広範な拡がりをもつ｡記

号過程の各レベルは連続した発展の過程を示しており､デューイらの言うpostu1

ationであって､(具体的記号を特定レベルに同定するといった意味での)確定し

たものと解すべきではない｡

Sign-process(Organic-environ�ental　behavior)

｢‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‘工‾‾‾‾‾‾‾‾

　　　　　|

Signa1

perceptive-

manipulative

leve1. ｢‾‾‾‾‾‾

　|

Cues

｢‾

　　　　　|

　Designation

Knowing-naming

aspect　of　fact.

|

　　　　|

　Symbo1

Non-na�ing,

Mathematics,

Symbolic　logic
--



(d)Transactionとしての言語

　デューイとベントリーが問題とするのは､言葉を､語る人間から切り離し､ま

た話され名称づけられる事物から切り離すような捉え方である｡｢論理学では､

言葉はあたかも話者としての人と語られる事物との間に横たわる､新たな第三の

事実であるかのように扱われる｡その究極の帰結は､人間行動において､関係す

る事物と操作する有機体の間に新たな障壁を設けることになる(25)｣｡デューイ

らによれぱ､現代論理学者は､主体としての精神と客体としての外界との二元論

を克服しようとしたけれども､彼らの著作を精査すれぱ､知る主体と知られる客

体という17世紀的認識論の亡霊がつきまとっているという(26)｡このような誤謬

を正すためのtransactiona1な捉え方は､言語を､話す行為･書く行為を含めて､

<人間が事物を扱う行為の中にあるという事態>(man-himself-　in-action-dea1

ing-with-things(27))として観察することだということになる｡

　Knowing　and　the　Knownにおいては､言語行動はna皿ing-namedの過程として､ま

たnamingはknowingの一形態として捉えられるが(28)､このnamingについても同様

の指摘がされている｡｢namingをわれわれは行動と捉えるが､行動とは､環境･

内･有機体(organism-in-environment)のプロセスである｡namingタイプの行動

は､人類にのみ見いだされる特徴である｡　･･･生きた行動的振る舞い以外にわ

れわれはいかなるnameもnamingも認めない｡　　しかしながら､昨今の議論では､

nameは有機体や環境から切り離されて･･･第三のくもの>として扱われている

(29)｣｡

　デューイとベントリーは､namingを認識論上重要な働きをする行為と捉える｡

すなわち､namingは何事かについて言明し､結びつけ､分離し､違うものとして

認めたり､関連あるものとして確認したりする(30)｡例えぱ､動物が水を飲んで

いるというとき､そこには飲むべき液体(水)がなけれぱならない｡飲むという

行為をそう呼ぷ(name)ためには､飲む有機体と飲まれる液体なしには不適切で

ある｡｢namingは､選択し､分類し､確定し､位置づけ､秩序づけ､整理し､体

型化する｡このような諸活動は､古い表現形式によれぱ<思惟(thought)>に因

るとされているが､言語が生きた人間の行動と理解されるとき､それらはより正

しく言語に帰せられるのである(3D｣｡

　ここでは言語行動が､言葉以前の思想や感情を表現する意味の媒体であるとい
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った捉え方はされていない｡むしろ､認識活動の様式そのものであると捉えられ

ている｡この点は､第X章｢常識と科学｣におけるデューイ単独のtransactionの

説明をみると一層明らかとなる｡

　　｢積極的には､それ(transaction)は両者(常識と科学)がともに､例えぱ取

引や商業上のtransact　ionのように､transact　ion　として認められる場合にはいつ

でも見いだされる特質や性質により特徴づけられるものとして扱われるという事

実を指している｡このtransactionは､一人の参与者を買い手に､他の者を売り手

として確定づける｡誰も､それぞれが携わっているtransactionにおいて､および

それ故にでなけれぱ､売り手､買い手として存在しない｡それぱかりではない｡

特定の諸事物が品物となり､商品となるのは､それらが､このtransactionに関与

しているからである(32)｣｡

　取引は､transactionの例として格好の例である｡ここでの商品は､貨幣であっ

たり､言語､言葉､また意味であったりしてもよい｡この事例が示しているのは､

売る立場､買う立場､商品は前もって存在しているようなものではなく､trans-

actionとしての取引が成立してはじめて､結果として浮かび上がる類のものだと

いうことである｡われわれは日常､商品が売れたり､売れなかったりするかのよ

うに語る｡ところが商品とは売れなけれぱ<商品>ではなく､予めそこに商品と

しての内在的価値が潜んでいるわけではない｡また取引が成立していないところ

に､売り手も買い手も存在しない｡

　デューイがtransact　ionによって説明しようとしていたのは､前もって存在する

とされた売り手､買い手､商品といった概念は幻想であるという点である｡それ

らは結果として意味づけられ､確認される参与者でしかない｡同様に､言語行動

についても､transactionとしての捉え方が重要となる｡<読むこと>なしに<書

<こと>はあり得ないし､<聞<こと>なしに<話すこと>はあり得ない(33)｡

<意味>､<概念>､<意味されるもの>といった論理的にも実際的にも先行す

るようないわゆる<第三の事実>を､デューイは認めなかった｡それらは､tran

sactionとしての言語行動を離れてはあり得ないし､後で認められる何かでしかな

いからである｡

　われわれは<何かを意味する>と言うとき､そこにある種の内的経験を措定し

たくなる｡しかし､言語行動を離れて予め存在するわれわれの内省､思考はあり
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得ないし､モノローグといえども､社会的コミュニケーションを反映し､そのと

きわれわれは既にtransactionの中にある｡このようにみてくると､多少の飛躍を

許せぱ､われわれは､デューイのtransactionとしての言語観の中に､<言葉の意

味とはその使用にある>という現代的言語観と共有するものをみることができる

のではないだろうか｡

(2)デューイの言語哲学

(a)デューイの哲学的姿勢と方法

　デューイの哲学的方法､議論の手法は､包括的で全体論的(holisitic)だとし

ばしぱ評せられていた｡例えぱ､I.シェフラーは次のように指摘している｡デュ

ーイが好んで用いる仕方は､特定の問題をある哲学的二元論から生じたものであ

ると解釈し､その種の二元論のいずれもが一面的でしかないことを提示しながら､

両者をより包括的な枠組みの中に関連づけるような連続性を明らかにするという

やり方である(34)｡その際鍵となるのが､interaction,transaction,状況､経

験などの概念であった｡本節の課題は､第一に､このようなあらゆる二元論の克

服､連続性の論証という姿勢が言語論としてはどのように展開され､あるいは逆

に言語が他の論議の鍵となっているのかという問題について吟味することである｡

そして第二に､デューイが言語概念について言及しはじめた時期よりやや遅れな

がらも､萌芽的様相を呈しはじめた<日常言語分析>の姿勢とデューイの言語哲

学との比較研究の可能性を探ることである｡

　20世紀前半､アングロサクソン圈における哲学的議論でよく用いられた手法に､

<fallacyの指摘>がある｡これは､新造語｢何々の誤謬(例えば､自然主義的誤

謬)｣を提示し､反駁の対象となる立場のアプローチや議論の前提､その全体が､

その種の誤謬にもとづいて展開されていることを指摘するというやり方である｡

J.E.タイルズ(Jim　E.Tiles)は､デューイもまたこの種の論法を好んで用いたと

指摘している｡(例えぱ､the　psychological　fallacy,　materialistic　fallacy,

　retrospetive　fallacy,analytic　fallacyなど)(35)｡

　われわれは過去を振り返るとき､同じひとつの出来事､体験を分析的に回想し
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がちである｡例えぱ､｢楽しい出来事｣と｢愉快な気分の自分｣､｢捧猛な熊｣

と｢熊に遭遇した私の驚き｣､というふうに｡問題は､そのように分析されたも

のや何らかの区分が､オリジナルな体験､経験､状況においても存在していたの

だと仮定するときに生じる｡この種の誤謬をデューイは｢回顧的誤謬(a　retro-

spective　fallacy)｣と呼んでいるが､『経験と自然』では更に､哲学的思考一

般の誤謬(the　philosophical　fallacy)､すなわち､｢結果として認められる機

能を先行する存在へと転化してしまう(conversion　of　eventual　functions

into　antecedent　existence)｣誤謬として展開されている(36)｡

物理的､心理･物理的､精神的という区別は､自然の出来事にみられる相互

作用がますます複雑になり親密になるときの様々なレベルのひとつにすぎな

い｡物質､生命､精神が<存在>のそれぞれ別のものを表すという考え方は

､多くの哲学的誤謬と同様､結果としてのみ認められる機能を実体化するこ

とから生じた教義である｡この誤謬は､出来事の相互作用の帰結を､それを

引き起こした原因に転化するものである(37)｡

　このように､デューイのいう哲学的誤謬は､現時点の段階で相互作用の帰結と

して認められるものを､(過去の)出来事の中に遡って措定したり､実体化する

ことによって生じるというものである｡タイルズによれぱ､｢結果として認めら

れる機能(eventual　function)｣は､『経験と自然』における重要な概念となっ

ているという｡例えぱデューイが､｢パーソナリティ､利己心､主体性は､複雑

に組織された有機体的社会的相互作用として生じる､結果として認められる機能

である｡パーソナルな個性はよりシンプルな出来事の中にその基盤と条件をもっ

ている(38)｣と主張するとき､デューイが告発しているのは､個々人が社会的諸

関係に先立って､あるいは独立に認められる意識的理性的な存在であると仮定す

る論者の犯している哲学的誤謬ではないかという(39)｡同様に伝統的言語観を批

判するときも､デューイが告発しているのは､言語にまつわる諸特徴や機能から

無反省のうちに転化してしまう様々な措定や実体化であると理解することができ

よう｡

　『経験と自然』の第二版が出版されて二年後､論文｢脈絡と思考｣の中でデュ
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-イは更に｢哲学的思考の最も蔓延した誤謬(40)｣として､｢脈絡の無視｣の誤

謬を指摘する｡彼はマリノフスキー(Branislaw　K.Malinowski)のエスノグラフ

イー研究を援用しながら､発話の意味がいかに状況や脈絡に依存しているか､ま

たそれらを前提としているかを強調する｡然るに哲学的議論においては､分析の

ために脈絡が無視される｡要素が識別され､それがあたかも終局で十分であるか

のように扱われるとき､そこには｢分析的誤謬｣がみられるというのである(4D｡

ここでデューイが批判するのは分析自体ではなく､分析の目的のために脈絡を無

視し､結果として問題の諸要素を分析から独立した存在として扱うようになって

しまうという点である｡周知のようにこれらはいくつかの哲学的立場が歩んでき

た途であった｡

(b)デューイの言語理論の基本原理

(i)伝統的言語観の反駁

　特定の言語観を批判するときのデューイは､はっきりと明記してはいないもの

の､ほぼこれらの｢哲学的誤謬｣の告発というストラテジーに沿って展開してい

るということができる｡『経験と自然』においては､超越論､経験論､唯名論な

どの立場にたつ伝統的言語観が批判されている｡超越論者は､言語の起源に関す

る自然主義的な考え方を欠いており､ロゴス(従って精神)を超自然的に捉えて

いた｡その結果､ロジックは人間の行動や関係を越えたところにその基盤をもつ

と考えられていた(42)｡経験論者は､社会的相互作用や制度を自己充足的個人の

もつ既成の特殊な物理的精神的資質の所産として扱う｡そこでは言語は独立した

既存の観察や観念を伝達する機械的媒介として働くと捉えられた｡言葉は､言語

に先行する知覚や感覚､思想とたまたま結びつけられた単なる単語や音から成る

と考えられたのである(43)｡

　唯名論も同様の欠如を有していた｡そこでは相互作用や協働性が否定され､言

葉は協働性の目的実現のための社会行動の様式とは考えられず､既成の全く個人

的な精神の表現とみなされていたのである(44)｡『知ることと知られること』に

おいては､言葉を有機体や環境から切り離し､それらを媒介する第三のものとし

て扱う誤謬を犯しているとして､オグデン･リチャーズ流の考え方や論理学一般

が批判されている｡｢論理学では､言葉は､話し手としての人間と話される事物

124



との間に横たわる第三の新しい事実として扱われる｡その究極の帰結は､人間の

行動において､関連する諸事物とそれを操作する有機体との間の新しい障壁を築

くことに他ならない(45)｣｡

　デューイにとって､言葉は｢常に行動の一様式であり､またその道具としての

使用においては､常にある目的のための共同的活動手段(46)｣である｡従って､

言葉の使用､すなわち社会的相互作用を離れて､言葉やそれに関連する諸概念を

独立に措定したり実体化することはすべて､｢哲学的誤謬｣ということになるの

である｡

(ii)変換機能と生物学的延長

　デューイの言語観に関するP.ウィンパール(P｡D.WienpahDの古典的研究が示し

ているように､デューイの言語観の基本原理は､第一に､言語はある目的に従っ

て経験の素材のある側面を新たな対象へと変換するときの道具であること､第二

に､予め所有されている思想や観念を伝達するための既成物ではなく､生物学的

活動に連続するものであること､の二つに要約されよう(47)｡前者の特徴につい

て､例えぱ『論理学』において､言語の特別な役割として｢生物学的なものを知

的なものや潜在的に論理的なものへと変換させる(48)｣ことだと述べられている｡

また『経験としての芸術』では､科学､政治､歴史などのアートがすべて同じ素

材を有しており､それらが異なるのは､その素材を伝え表現するときのメディア

　(媒介)においてであるが､｢それぞれがその目的に従って､経験の生の素材を

新たな対象に変換する｡　･･･科学は支配と予測､力の増大という目的に適った

媒介を用いる｣などと述べられ､科学や芸術などの目的関心に応じた言語(媒介)

の変換機能が強調されている(49)｡

　　｢生物学的活動からの連続､延長｣としての言語については､『論理学』にお

いて､｢(言語)は初期の有機体的活動からの自然の連続性の中に出現する厳密

に生物学的行動様式(50)｣であると指摘されている｡また『経験と自然』におい

て､｢(音声が)言語となったのは､それが相互扶助や指導という脈絡の中で使

用されたときのみである｡有機体のジェスチヤーや叫びが､名称や意義を担った

事物､あるいは言語の起源へと変換される事態を考察するとき､相互扶助や指導

はもっとも重要である(5D｣とされ､言語が生物学的延長の次元にあると同時に､

言語の起源の議論については､相互扶助などの社会的脈絡という視点が決定的で
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あることも論じられている｡

(iii)相互作用としての言語

　以上の記述は言語の機能や役割に関するものであるが､他にも言語活動が意識

出現の必要条件であること(52)､社会的諸事物は言語によって可能となった社会

集団において出現し発展せられていること(53)､独り言も他者との会話の所産で

あり反映であってその逆ではないこと､またそこに心の出現があること(54)､な

どが指摘されている｡それでは､言語とは何かという問い､つまり言語の定義に

ついてデューイはどのように答えているのであろうか｡『論理学』における次の

記述は､一見広義の言語の定義を示しているかのようにみえる｡｢言語は例えぱ､

音､紙の上のシミ､寺院､銅像､織機のような物理的存在からできている(55)｣｡

他にも､身振りや祭典､儀式などが何事かを語るという意味で､言語のあり方で

あるとしている｡しかし､これらは結果としての言語であって､コミュニケーシ

ョンの媒介機能を担う以前においても言語であるというのではない｡従って､デ

ューイが言語をこのように広義に規定しているとわれわれがみなして､それらを

分離独立させて列挙することは､再び彼のいう｢哲学的誤謬｣を繰り返すことに

なる｡

　このような問いの立て方は､伝統的な仕方に沿って､<言語>の外延を特定化

し､次に内包を求めるというやり方である｡しかしながら､語と対象との対応を

前提にするのでなけれぱ､このようなアプローチはデューイ哲学に対しては適切

ではないといえる｡オルタナティブな方法としてデューイの言語概念の理解に有

効かと思われるのが､L.ヴィトゲンシュタインの<家族的類似性>である｡ヅィ

トゲンシュタインは<ゲーム>を特徴づける術として家族的類似性を指摘したの

であるが(56)､家族的類似性とは､体格､顔つき､気質など家族の成員の間での

み成立する類のものである｡しかし､そこに共有される積極的なエッセンスのよ

うなものを特定化することはできない｡それは､共通の特徴を見い出したかのよ

うに思われても､すぐに消え失せ別の特徴が現れるというような性質の類のもの

だからである｡デューイの<言語>についても､言語を言語たらしめているエッ

センスを求めるのではなく､われわれは書かれた文字や話された言葉､コミュニ

ケーション､ディスコースなどが<言語>と呼ぶにふさわしい家族的類似性を有

しており､<言語>という家族を構成していると指摘するにとどめるべきなので
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ある｡

　デューイ哲学にヴィトゲンシュタインの術語を適用するのは､かなりの飛躍で

ある｡しかし､デューイが､言語というあり方がいわゆる言葉だけでなく､他の

あらゆる社会的な事物や制度に認められるというとき､それは言語を広義に定義

しているというよりも､社会的な相互作用という家族的類似性を指摘していると

解することも可能かと思われる｡デューイがエスノグラフィー的な研究に言及す

るとき､言語は文化を成立発展させるための必要条件として語られるが､他の社

会的諸事物､事象については､言語は社会的な相互作用があれぱその結果として

見いだされる何ものかとして語られている｡

　言語は､｢具体的には､少なくとも二人の人間､話し手と聞き手の相互作用の

様式｣であり､｢言語とその諸結果とは､具体的な組織条件における自然の相互

作用や自然の連結により付与される性質である(57)｣｡このような相互作用とし

ての言語は､デューイがしぱしぱ好んで引き合いに出す経済活動の事例において､

比喩的にまた効果的に語られている｡｢transactionは一人の参与者を買い手に､

他の一人を売り手と確定する｡誰も､それぞれが携わっているtransactionにおい

て､またそれ故にでなけれぱ､売り手､買い手として存在しない｡それぱかりで

はない｡特定の諸事物が品物となり商品となるのは､それらがこのtransact　ionに

関与しているからである(58)｣｡ここでの商品は､金銭や言葉､意味であっても

よい｡われわれは日常的な言語活動において､既に対象と一対一で対応した言葉､

意味の確定している言葉を辞書のようなものを参照し､またそこから借りてきて

使用するのだと思いがちである｡しかしそれらは､前もって存在するのではなく､

相互作用の結果としてのみ見いだされる何かでしかないのである｡

(c)言語の道具説と意味の使用説

　P.F.ストローソンは､今世紀の意味理論研究を大きく二つの潮流､すなわち､

形式意味論とコミュニケーション･インテンション理論とに大別分類している(5

9)｡前者は意味を規定するものとして統語論的規則の体系を希求する､従って真

理論の形をとるのに対し､後者は言葉が使用されるときの仕方や規則､意図､更

には社会的コンテクストを考察の対象とするという違いがある｡タイルズはデュ

ーイのアプローチが､このうちの後者に近いことを認めながらも､後期ヴィトゲ
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ンシュタインとともに､どちらの陣営にも属さない第三のアプ･-チではないか

と指摘し(60)､更にデューイとヴィトゲンシュタインの言語観に関する若干の考

察を試みている｡

　タイルズが見い出すデューイとヴィトゲンシュタインの類似性は､第一に両者

が言語の対象説､私的言語､私的経験を反駁している点である｡そして第二に､

ヅィトゲンシュタインの<生活の形式>とく使用における合意(いわゆる意味の

使用説)>が､それぞれデューイの<個々人における精神>とく行為における合

意>に対応し､それぞれの議論の中で同様の役割を果たしているのではないかと

主張する(6D｡

　ヴィトゲンシュタインによれば､｢人々が話すこと(自体)が､正しかったり

間違ったりするのである｡そして人々は言語において一致する｡(しかし)これ

は意見の一致ではなく､生活の形式の一致なのである(62)｣｡そして､｢ある言

語を想像することは､ある生活の形式を想像する(63)｣ことだとも言われる｡ま

た言葉の意味については､｢多くの場合において､意味という語は次のように規

定できよう｡すなわち､ある語の意味とは､その言語(ゲーム)におけるその語

の使用なのである(64)｣とされる｡ここでは意味が言葉の使用に先行するもので

あるとか､使用規則であるといった考え方が否定され､言語活動(生活の形式)

の結果として見い出されるものであることが主張されている｡

　ほぼ同様に､デューイにも次のような記述がみられる｡｢特定の物的存在(音

声やインクのシミ)を､意味を記録し伝達する手段として保留するという慣習は､

行為における合意､すなわち､反応の仕方の共有であり､その帰結への参与の仕

方の共有である(65)｣｡更に､｢得られた諸命題の合意も､行為における合意を

促すその機能によってのみ意義をもつ(66)｣と主張されている｡すなわち､ヴィ

トゲンシュタインと同様に､言葉の理解とは､その使用を離れた意味の同定や合

意ではなく､その使用､行為の一致にあることが示唆されている｡但し､次の引

用にみられるように､デューイにとって言葉が意味を獲得するのは､他の諸事物

　(椅子やオレンジ､テーブルなど)と同じ仕方においてである｡｢ボウシという

音声は､帽子という物と全く同じ仕方で､つまりある特定の仕方で使用されるこ

とによって意味を獲得する｡そしてそれらが大人に対してと同じ意味を子どもに

対してもつようになるのは､大人と子どもの共有された経験の中でそれらが使用
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されるからである(67)｣｡

　デューイ哲学を理解するうえで､意味の問題は最重要課題であるが､意味と言

語との論理的関係については慎重な議論を要するところである｡タイルズは､言

語と意味に関するデューイの論証の中に､ヴィトゲンシュタイン的な私的言語に

関する綿密な批判が欠如していること､またその点とも関連して､言語(従って､

コミュニケーション)が意味の認識のための必要条件であることを示す議論が欠

如しているのではないかと批判する(68)｡タイルズが注目するのは､『経験と自

然』における次の箇所である｡

Bが単にAの音声に反応するのではなく､Aが言っていることの意味を理解

するということは､ある結果を予測できるということ､同時に他方では､A

に花を手渡すための眼や足､手の直接的な動作でもある｡(そこでは)花は

直接的にそこにある事物であるが､また同時にある結論のための手段ともな

っている｡これらのことはすべて了解可能な話し言葉の中に含まれている｡

そのようなある帰結と(目的と手段を結ぶ)代理機能(finality　and　agenc

y)との同時的存在は､純粋に物的な事物の中に､つまりコミュニケーション

状況における抽象的潜在的なものの中には､現存し得ないのである(69)｡

　タイルズの解釈では､この最後の文は､言語､コミュニケーションが帰結と代

理機能の同時的存在(すなわち､事物を道具に見立てること､意味の把握)のた

めの必要条件であることを述べ､また最後より二番目の文は十分条件であること

を述べているという｡そして彼の批判は､デューイの論証はすべて｢十分条件で

あること｣のみに向けられているというものである｡

　デューイの議論が､タイルズの言うように､言語が<意味の把握､道具の使用

>のための必要条件であることを示しているかどうかの批判は､生物学的延長と

しての広義のサインプロセスをどのように理解するかにかかっている｡すなわち､

意味や道具の発生とみなしてよいものが､サインからシンボルに至る連続性の中

のどこで認められるかという問題である｡タイルズはチンパンジーなどの類人猿

の具体例を念頭に置いているために､彼の理解ではサインは道具なのである｡と

いうのも有機体が､予期される帰結への反応を調整するためにサインの意義(si
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gnificance)を把握するからである｡サインが目的と手段を結ぷ代理機能を担っ

ているという意味で道具であり､また意味をもつとみなしてよい場合も確かにあ

る｡しかしながら､出来事をサインとして反応するレベルがすべて意味を獲得し

ているというわけではない(『論理学』では意義と意味は区別され論議されてい

る)｡一方､デューイが(少なくとも『経験と自然』において)､道具や意味に

言及するのは､偶然に発生した道具の使用や思いつきではなく､手段と帰結の関

係が保持され､コミュニケーションの中で実現されるときの事例なのである｡こ

こにタイルズの指摘とデューイの議論とのずれがある｡

　他方､タイルズは自ら提示した批判に対するある解答を用意している｡それは

コミュニケーションが意識の発生の必要条件であることに注目し､意識が単なる

一瞬の明滅ではなく､安定した(K｡ポパー流の)サーチライトとなるような条件

を探ることである(70)｡前言語的動物に現れる意識の明滅､一瞬の意味でしかな

いものが､社会的相互作用の中で共有され伝えられ､環境の変換に使用されるよ

うな次元である｡その場合の言語､コミュニケーションは､(意味をもち､意味

を付与するという意味で)道具の道具として(7D､恒久的かつ柔軟な用具と解さ

れ､また同時に｢言語は他者のパースペクティブを織り込む反応のシステム(72)｣

として解されている｡デューイ哲学の言語概念は､このように別のパースペクテ

ィブをもった他者のための反応の完結､他者のパースペクティブから構成された

環境の変換､｢道具の道具としての自我の働き(73)｣の問題に関連している｡言

語や意味概念の更なる検討､またそれらに関連した意識や精神の出現､自我の働

きに関する考察は今後の課題としたい｡

(D　The　Later　Works　of　John　Dewey　vo1.16(Southern　lllinois　university

　　Press,1989),pp.494-502.

(2)S.Ratner,J.Altman　eds.,John　Dewey　and　Arthur　F.Bentley,A　Philo-

　　sophica1　Correspondence,1932-1951(Rutgers　university　Press,1964),pp.

　　293-296.(3)　The　Later　Works　of　John　Dewey　vo1.16,0p.cit.,p.505.

(4)A.F.Bentley,Linguistic　Analysis　of　Mathematics　(Principia　Press,193

　　2),pp.20-22.

(5)　John　Dewey　and　Arthur　F.Bentley,A　Phi　losophica1　Correspondence,　op.
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(6)

(7)

(8)

cit.,p.129,p.131,p.137.

　The　Later　Works　of　John　Dewey　vo1.16,0p.cit.,pp｡xxv-xxvi.

　lbid.,pp.xxxv-xxxvi　i.

　John　Dewey　and　Arthur　F.Bentley,A　Phi　losophica1　Correspondence,　op.

cit.,pp.260-263.

(9)John　Dewey　and　Arthur　F.　Bentley,Knowing　and　the　Known　(Greenwood

　Press,1960),p.xi.

(10)lbid.,p.108.

(H)lbid.,p.111.

(12)lbid.,p｡112.

(13)lbid､,p.69､

(14)lbid｡,p.56.

(15)lbid.,p.50.

(16)lbid.,p.71.

(17)lbid.,p.4.

(18)lbid.,p.149.

(19)lbid.,p.150.

(20)lbid.,pp.152-153.

(2D　lbid.,p.1　5　3.

(22)lbid｡,p.156.

(23)lbid.,p.1　5　9.

(24)lbid.,p.162.

(25)lbid.,p.50.

(26)lbid｡,pp｡50-51.

(27)lbid.,p.51.

(28)lbid｡,p.147.,p.58.

　このような捉え方について､デューイは例えば､knowing　howのように､

　knowingをnamingに制約することに問題があるとして異議を唱えている｡

　cf.A　Philosophica1　Correspondence,op.cit.,pp.260-263.

(29)John　Dewey　and　Arthur　F.Bentley,Knowing　and　the　Known,op.cit.,p.146
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(3

(3

(3

(3

(3

(3

(3

(3

(3

(3

(4

0)lbid.,p.147.

D　lbid.,p.147.

2)lbid.,p.270.

3)lbid.,p.133.

4)lsrae1　Scheffler,Reason　and　Teaching　(Rout　ledge　and　Kegan　Pau1　,　1970),

　p.150.

5)J.E.Tiles,Dewey(Routledge,1988),p.19.

6)John　Dewey,Experience　and　Nature　(George　A1　1en　&

7)lbid｡,p.261.

8)lbid.,p.208.

9)J.E｡Tiles,op.cit.,p.21.

Unwin,1929),p.29

O)The　Later　Works　of　John　Dewey　vo1.6(Southern　lllinois　university

　Press,1985),p.7.

(4D　lbid.,pp.6-7.

(42)John　Dewey,Experience　and　Nature　op｡cit.,pp.168-9.

(43)lbid｡,p.169.

(44)lbid.,p.184.

(45)John　Dewey　and　Arthur　F.Bentley,Knowing　and　the　Known,op.cit.,p.50.

(46)John　Dewey,Experience　and　Nature,op.cit.,p.184.

(47)P.D.Wienpah1,"Dewey'　s　Theory　of　Language　and　Meaning,　"S.Hook,ed.,

　　John　Dewey:Philosophy　of　Science　and　Freedom　(Greenwood　Press,1950),

　　pp.272-273.

(48)John　Dewey,Logic:The　Theory　of　lnquiry　(Holt,Rinehart　and　Winston,

　　1938),p.45.

(49)John　Dewey,Art　as　Experience　(Capricorn　Books,1934),pp.319-320.

(50)John　Dewey,Logic:The　Theory　of　lnquiry　op.cit.,p.46.

(5　D　John　Dewey,　Experience　and　Nature　op.cit.,p.176.

(52)lbid.,p.187.

(53)lbid.,p.186.

(54)lbid.,p.170.
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(55)John　Dewey,Logic:The　Theory　of　lnquiry,op.cit.,p｡46

(56)L.Wittgenstein,Philosophical　lnvestigation(Macmillan,1958),§67,p

　　32.

(57)John　Dewey,Experience　and　Nature,op.cit.,p.185.

(58)John　Dewey,Knowing　and　the　Known,op.cit.,p.270.

(59)P.F｡Strawson､"Meaning　and　Truth,"　A､P､Martinich､ed.,The　Philosophy

　　of　Language　(Oxford　university　Press,1985),p.101.

(60)J｡E.Tiles,op.cit.,p.77.

(6D　lbid.,p.98.

(62)L.Wittgenstein,op.cit｡,§241,p.88.

(63)lbid.,§19,p.8.

(64)lbid.,§43,pp.20-21.

(65)John　Dewey,Logic:The　Theory　of　lnquiry,op.cit.,p.46.

(66)lbid.,p｡47.

(67)John　Dewey,Democracy　and　Educat　ion　(The　Free　Press,1944),p.15.

(68)J.E.Tiles,op.cit.,pp.100-101.

(69)John　Dewey,Experience　and　Nature,op.cit.,pp.181-2.

(70)J.E.Tiles,op.cit.,pp.102-3.

(7　D　John　Dewey,　Experience　and　Nature,op.cit.,p｡186.

(72)J.E.Tiles,op.cit.,p.103.

(73)John　Dewey,Experience　and　Nature,op｡cit.,p.247.

3､D.デイヴィッドソンの解釈理論

(D　意味理論の二つのアプローチ

　一般にある文(表現)がそれの意味するものを意味するということはどういう

ことなのか,またどのようにしてそれが可能となるのか,といった問題は,通常

意味理論(a　theory　of　meaning)において扱われてきた｡この意味理論は,特定
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の言語に関する理論(例えぱ,日本語に関する意味理論)というよりも,そもそ

もそのような理論の構築が可能であるとしたらどのような仕方においてなのか,

そして経験的には如何に確証されるのか,またその際,どのような概念が必要と

されるのかといった問いに答えようとする｡

　今世紀の主として英米語圏における意味理論は､大きく次の二つのアプローチ

に分類することができる(D｡第一のアプローチは,<コミュニケーション･イン

テンション理論>と呼ぱれるものであり,その提唱者の代表格としては,後期の

L.ヴィトゲンシュタイン(L.Wittgenstein),J.L.オースティン(L.Austin),

H.P.グライス(H｡P.Grice)らを挙げることができる｡第二のアプローチは,

<形式的意味論(formal　semant　ics)>の自然言語への適用の試みとして特徴づ

けられる｡このアプローチの代表者として,G.フレーゲ(G.Frege),前期のヴ

ィトゲンシュタイン,A.タルスキー(A.TarskD　,R.カルナップ(R.Carnap)

　N.チョムスキー(N.Chomsky)(そしてデイヴィッドソンも通常この流れに属

するとみなされている)らが挙げられる｡

　第一のアプローチによれば,単なる音声やインクのしみはそれら自体何も意味

するものではなく,それらの意味は規則とか慣習の問題であり,言語が用いられ

るときの仕方や,それを用いる人々の意図(intention)の中で実現される｡そこ

でこの種の理論は,文の使用自体を構成する発話とか言語行為の性質を取り挙げ,

言語がいかに社会的コンテクストに取り込まれているか,文の意味がいかにそれ

が使用されるときの意図に依存しているか､といった問題にとりかかることにな

る｡例えぱ,古典的な例として,グライスはある人物Aがある文Xによって何を

意味するかということについて,次のように述べている｡

A氏はXによって聞き手の中にある信念を引き出そうと意図し,更にまた,

自分の発話がそのようになるべく認められるように意図しなけれぱならな

い｡しかしそうした意図は独立したものではなく,信念を引き出すときに

承認がある役割を果たすようにA氏は意図しなけれぱならないし,もしそ

うならなければA氏の意図の遂行は困難なものとなる(2)｡

他方､第二のアプローチによれぱ,第一のアプローチのような捉え方は言語と
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意味の本質を見誤るものでしかない｡確かに,コミュニケーションの際の人々が

発話によって意図することと,発話における文が慣習的に意味するものとの間に

ある種の規則性はある｡しかし,言語知識を構成する意味論的,統語論的規則の

体系は,コミュニケーションの目的に利用可能であるにしても,その本質的性質

は同じものではないとされる｡

　これらの二つのアプローチの出発点の違いは,｢意味する｣という概念の多義

性,すなわち,｢ある文によって行なわれること｣と､｢文を使用することによ

り話者がすること｣に基づいており,<言語哲学(philosophy　of　language)>

と<心の哲学(philosophy　of　mind)>のどちらに考察のプライオリティを置く

かの違いとも言える｡両者は今日それぞれより洗練された形式で展開されている

とはいうものの,それぞれ重大な欠陥を有している｡<コミュニケーション･イ

ンテンション理論>については,例えぱ,文が何を意味しているかを述べるため

に,予め文を用いる人々の心の状態(信念,欲求,意図等)を詳細に特徴づけら

れなけれぱならないという難点がある｡そこでは,意味理論を提示するという課

題に先立って,つまりそれと独立して,発話者が意味するもの(命題内容)を発

話者の心の状態により述べるという課題が前提とされているのである｡同様に,

<形式的意味論>では,言語使用の社会的,心理的コンテクストに言語を位置づ

けるという課題を離れて,文の意味を確定しようと企だててきた｡両者の問題点

は,話者の心の状態がどのようにしてその内容を得るのかという命題的態度に関

する知識の問題と,如何にして文が意味するものを意味するかという問題とを同

時に扱えない点にある｡　1965年の論文,｢意味と習得可能な言語に関する諸理論｣

以来,今日に至るデイヅィッドソンの意味理論の研究は,この問題の克服に向け

られてきたと言えよう｡

　フレーゲ,並びにw.V.0.クワイン(w.V.0.Quine)に倣って,デイヅィッ

ドソンは,言語の意味は単独な語に求めるのではなく,文というコンテクスト全

体の中で問わなけれぱならないと考える｡すなわち,言語の意味の第一義的な媒

体は,語ではなく,コミュニケーションの実際の担い手である文であるというわ

けである｡しかしながら,文の意味が探究の第一義的な対象であるにしても,こ

のことは,文の意味がそれを構成する語に依存することを否定するものではない｡

私たちが実際に理解し使用してきた文の数は有限であるにもかかわらず,自然言
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語の理解において,私たちは全く新しい文もそれを直ちに使用したり理解するこ

とができる｡この<有限>が<無限>を生むという言語的事実は,文がそれを構

成する既知の有限の語から構成されていることはもちろん,その意味が語の意味

から規定されていることを示唆する｡このような言語理解を<形式的意味論>の

観点から表現すると次のようになる｡ある言語(L言語)のための意味理論は有限

個の公理(axioms)を有するが,この公理がL言語の語彙に意味論的特徴とその

組み合わせの様式を提供し,それらが文に無限個の定理(theorems)をもたらす

ことになる｡この定理が更にL言語のすべての文の意味論的特徴を提供すること

になるという具合である｡デイヅィッドソンはこのような言語理解の理論につい

て次のように述べている｡

文の意味を文の有限な特徴の関数として捉えるとき,私たちは(言語につい

て)習得すべきものが何であるかについての洞察を得るのみならず,(言語

の)無限的性質がどのようにして有限の達成から成し遂げられるのかという

点を理解することができる｡というのは仮にある言語にこのような特徴が欠

如していると考えて欲しい｡その場合,(その言語の)話者となる者がいか

に多くの文を創り出し,理解すべく学習しようとも,既得の規則によっては

その意味を与えられないような文が(いつまでも)存在することであろう｡

そのような言語は習得不可能であると言える｡…習得可能な言語は有限の意

味論的原始関数を有するのである(3)｡(括弧内は筆者)

　デイヴィッドソンの意味理論の問題設定には,このように,第一に,話者の発

話の意味とその心的態度を同時に捉えることのできる解釈理論の提示の問題と,

第二に,私たちの言語の理解可能性や創造性の問題が備わっている｡前者は,私

たちが話者の言葉の意味を,その人の信念や欲求,意図等の命題的態度の知識な

しに理解できないし,また逆に話者の言語に関する知識なしには,その人物に信

念や欲求,意図等を帰属することはできないという問題であり,これはクワイン

の｢根底的翻訳｣に倣って｢根底的解釈｣の問題として考察される｡後者は,有

限個の語彙の意味論的特徴に関する有限個の意味論的公理から,いかにして現実

の,また潜在的無限個の発話の解釈が可能となるのかという問題である｡この問
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題設定は,チョムスキーによる,言語の表層構造を変形規則と句構造規則,深層

構造により説明するというかつての試みに酷似しているようにみえるが,チョム

スキーが言語知識を話者の側から体系的に描き,従って言語習得の問題を論じる

のに対し,デイヴィッドソンは言話的振舞いや発話の総体から言語的意味の全体

論的解釈を施すという方向から言語習得の理論上の再構成を描写するのみで,暗

黙の言語知識という概念や実際の言語使用,習得には関与しないという違いがあ

る｡

　この点はチョムスキーやM.ダメット(M.Dummett)らにより批判されてきた｡

通常,ある言語に関する意味理論とは,その理論知によってその言語を理解でき

また使用可能となるような理論である｡しかしデイヴィッドソンは,言語の解釈

を可能にしてくれるものとして私たちに知り得るものは何かという問いと､他者

の言葉の解釈を可能にしてくれるものとして私たちが現に知っているものは何か

という問いとを峻別し,かれが関わるのは専ら前者の問いであるとする｡その理

由は次のように述べられている｡

というのは,解釈のためにはそれさえ知っていれぱ充分なもので,私たちが

知り得るとはいえ実際には知らない事柄が存在し得るであろうし,また他方

私たちが現実に知っていて,解釈の際に本質的な役割を果たすような事柄が

存在するかというとそれも明らかではないからである(4)｡

　つまり,私たちが知っているはずだがそれと気づかないでいるような(体系的

な)解釈理論としての暗黙の知識をデイヴィッドソンは問題にしないのであり,

更に,かれはそれに基づいて理解が可能となるような暗黙の一般規則や習得され

るべき言語という観念ですら放棄すべきだと提案するのである｡

(2)意味理論と真理理論

　既述のとおり,デイヴィッドソンは,満足な意味理論が満たすべき条件として,

他者あるいは発話者の現実および潜在的なすべての発話の解釈と,信念等の心的

態度に依らない意味概念の提示,の二つの条件を設定している｡デイヅィッドソ

ンはこのような性質をもつ理論のモデルを,｢文の真理条件がその文の意味を与
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える｣(5)というフレーゲ以来の伝統をもつ<真理条件的意味理論>に求める｡具

体的には,タルスキーの｢形式言語のための意味論的真理の定義｣がその出発点

である｡

　タルスキーの真理理論を簡約すると次のようになる(6)｡タルスキーによれば,

真理の定義は,ある文を真であると見なすことの意味に関する前理論的直観,す

なわち,アリストテレス(Aristotle)の『形而上学』における,｢在るものを在

らぬといい,在らぬものを在るというのは虚偽であり,他方,在るものを在ると

いい,在らぬものを在らぬというのは真理である｣という概念に一致するような

述語を規定づけることである｡例えぱ､｢雨が降っている｣という文がいかなる

条件下で真となるかは,次の等式で与えられる｡｢『雨が降っている』という文

が真であるのは,雨が降っているとき,またそのときのみである｣｡これを定式

化して,｢雨が降っている｣を対象言語Sにおけるある文S'､理論が属するメタ言

語をPとして.その間に翻訳関係が成立しているとすると,‘S'　is　true　iff　P'

が得られる｡タルスキーはこの定理を規約Tと呼び,対象言語Sに属するすべての

文について規約Tを満足する文(T一文)がそこから演鐸的に導出されるような理

論が得られたとすると､その理論は対象言語に真理の定義を与えたことになると

いう｡

　タルスキーによれぱ､一定の制限をもつ(有限個の公理と論理定項に関する再

帰的規則を含み,かつメタ述語を含まない)言語であれぱ,いかに複雑な文であ

ってもその文全体が真であるための必要十分条件を一意的に演鐸できる公理化さ

れた理論が可能である｡このようなタルスキーの真理理論がデイヴィッドソンの

意味理論にとって有意義となるのは,それが有限個の理論が無限個の文の処理を

可能にするという性質を説明するからであり,また他方,真理関数的述語として

の､‘is　true　iff'　が,内包性の問題を排除した意味理論の可能性を示唆するか

らである｡

　タルスキーの真理理論において,T一文‘S　is　true　iff　P'は,｢文PがSの翻

訳であること｣が予め知られていることを前堤として導出された定理である｡つ

まり翻訳や意味の同一性を前堤として,真理概念のための充足条件が体系化され

ている｡これに対し,デイヴィッドソンの企図はタルスキーの推論を逆転させ,

真理概念を原初的なものとして､翻訳概念を体系化しようというものである｡そ
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こで,理論にいくつかの制約を課すことにより,｢文PがSの翻訳である｣という

条件が前堤とされなくてもT一文の正しさが保証される,つまり結果的に文PがSの

翻訳となっているような工夫を施すことになる｡その工夫の一つは,真理概念を

前堤として,理論の適切性を経験的探究の中でテストするという方策である｡例

えぱ,‘lt　is　raining'　という発話を初めて解釈するという状況において,解

釈者がすべきことは,先ず‘lt　is　raining　is　true　iff　P'　がT一文となるよう

なPを特定することである｡そこで,｢雨が降っている｣をPにあてると‘lt　is

raining　is　true　iff雨が降っている'が得られるが､この形式が問題の発話の

真理条件となっているかどうか,すなわちT一文となっているかどうかを碓証する

ために,発話者が｢雨が降っている｣という状況で,‘l　t　is　raining.　'を真と

捉えているかどうかを確認することになる｡この確証のプロセスには様々な事例

と文が伴う｡こうして対象言語のすべての原子文のテストを繰り返すことにより,

それぞれのT一文を確立することになる｡すなわち,対象言語のいかなる文S'に対

しても,それぞれの文についてのT一文,‘S'　is　true　iff　P'を導くことにより,

結果的にS'の真理条件を述べるT一文がS'の意味を与えることになるというわけで

ある｡

　デイヴィッドソンの提言は,専ら形式言語についてのものであったタルスキー

流の真理理論を逆転させ,自然言語のための意味理論へ読み換えることであるが,

その主張の擁護は次の一連の問いに肯定的に答えることにあるという｡

　　D(タルスキー流の)真理理論を自然言語に対して提示し得ると考えること

　　　は理に適っているか｡

　　2)解釈する言語について予め何ら知識を持っていない解釈者にとって役立つ

　　　と思われる証拠に基づいて,そのような理論が正しいと述べることは可能

　　　であろうか｡

　　3)もしそのような理論が真であると解ったならぱ,その言語の話者の発話を

　　　解釈することは可能であろうか(7)｡

　第一の問いである,自然言語への意味理論の提供の可能性について,タルスキ

ー自身は否定的であったことが知られている｡｢真理の概念は,論理学の通常の

諸法則と共に日常言語に適用されると,不可避的に混乱と矛盾に至る｡あらゆる

困難にもかかわらず,厳密な方法の助けによって日常言語の意味論を追求したい
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と望む人は,この言語の改変という報われない仕事を引き受けることに追いやら

れるであろう…｡｣(8)

　タルスキーが指摘した論点は,自然言語の普遍性から意味論的パラドックスが

導出されるということと,白然言語は余りにも混乱していて無定形であるという

ことである｡これに対し,デイヴィッドソンは自然言語の普遍性については懐疑

的であり,また自然言語のもつ多義性や,混乱,矛盾は意味理論に本質的な妨げ

になるとは考えない｡｢多義性が文法形式に影響しない限り,かつ多義性は多義

性へとメタ言語中に翻訳されうる限り,真理定義はわれわれにいかなる偽りも語

ってはいない｣(9)というわけである｡

　一方,自然言語は,タルスキー理論が扱っていなかった固有名や関数表現に加

えて,時制や指示詞,指標的(indexicaD特性などを有する｡これらは発話のコ

ンテクストヘの依存を示すため絶対的真理概念は適用不可能である｡これについ

てデイヴィッドソンは､真理値は発話の状況(文,話者,発話の場,時等)に応

じて変化してもかまわない,すなわち真理概念の相対化を認める｡要するに真理

規約が自然言語の意味理論に応用できると捉えるのである｡しかしながら,タル

スキーの規約Tを理論に要請することによって課せられる制約は相当なものとな

る｡他方,例えぱ,直示的な(demonstrative)側面,信念,意図,欲求等の心的

態度帰属文,様相(modalities),因果的言明,反事実的条件文,限定形容詞

　(attributive　adjectives),量化子等の問題をその制約内で扱う方法は現在の

ところ非常に限られている(10)｡これらはデイヅィッドソンの意味理論が今後答

えていくべき難題であろう｡

(3)クワインの根底的翻訳

　意味理論は,文に意味論的性格を与える一連の公理や定理から構成されるが､

それが特定の言語について成立するためには,理論の正しさに関する経験的テス

トにかけられなけれぱならない｡これが先のデイヴィッドソンの第二の問いであ

る｡例えぱ日本語をメタ言語として,日本語の一部を対象言語とする真理理論を

考える場合,私たちは普通予め日本語の知識をもっているために.導出されるT一

文が正しいかどうか､更にT一文が理論を確証するかどうか簡単にチェックできる

立場にある｡しかし,このような立場は論点の先取り,つまり,対象言語のため
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の真理理論を堤示するに先立って文が何を意味しているかを既に知っていること

を意味する｡たとえ対象言語の文がメタ言語に属するとしても,対象言語が意味

するものは何かという解釈に先立ってそれがメタ言語の一部となっていることを

前提にしてはならないのである｡そこで,特定の真理理論が特定の言語に適用で

きるかどうかの問いに対しては,より徹底した問題設定が要請される｡すなわち,

未知の言語の翻訳がどのようにして行なわれるのかという問いである｡

　クワインは言語学者が全く知られていない言語の翻訳マニュアルを作成すると

いう事例を考察する｡翻訳マニュアルの目的は,いかなる現地語をも翻訳するよ

うな英語の文を生成することである｡マニュアルの証拠となるものについて,ク

ワインは,｢私たちが客観的に有しているものは,自然に対し徐々に進化しつつ

ある適応であり,それは刺激によって文に対する同意,不同意へと促される諸性

向の進化しつつある集合体に反映されている(H)｣と述べている｡

　行動主義的な立場を採るクワインの理論において,フィールド言語学者が証拠

のためにできることは,様々な刺激への反応から生ずる現地人の文への同意と不

同意をチェックすることに限定されるのである｡クワインの有名な事例は,‘Ga

vagai'が一語文であることが知られているとき,これが,｢兎だ｣に翻訳できる

かどうかを確かめる例である｡言語学者は,この一語文と兎が現れる剰激状況を

考慮しながら,現地人が‘Gavagai'という文に同意するかどうかを確かめていく

のである｡重要なのは,発話の際,現地人に与えられる｢話者の同意,不同意を

促すすべての刺激のクラス(12)｣であって,これはく刺激意味(stimulus　meani

ng)>と呼ぱれる｡また剰激に促されて同意,不同意を与える文は<場面文(oc

casion　sentences)>と呼ぱれる｡更に,言語モデルのネットワークの縁(edge

s)にあって他の文に依存せず,｢付帯的情報の影響を受けても剰激意味が何ら変

化しない場面文(13)｣が<観察文>である｡

　　｢これは赤い｣｢痛い｣などの観察文,｢兎だ｣などの文は刺激意味に基づく

同一性を確立できるので翻訳可能である｡ところが,｢Bachelorだ(独身男だ)｣

のような,｢文の意味が(同意,不同意を)促す(剰激としての)顔の表情を超

越しており,他の知識経路を通じてのみ知られる事柄に関わっている(14)｣よう

な文,またその他科学的言明の類は,間接的に経験と関わっており,直接検証す

ることはできない｡この状況について言語学者は,｢聞き取った発話を､繰り返
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し起こる適度に短い部分に分割し,現地語の単語リストを作成する(15)｣ことが

必要となる｡

　この<分析仮説(analytical　hypotheses)>の段階で始めて単語が問題となり,

統語論的構造を想定する補助定義が加えられて一つの翻訳が確立されていく｡た

だしこの<分析仮説>は,剰激意味と現地人の発話性向の相関によっては一意的

に決定されないという事情から,クワインは<翻訳の不確定性>を主張する｡

　｢言語学者が現地語の中に一般名辞を発見できたり,発見したのち白国語の一般

名辞とつき合わせることができるのも,かれが既に有している言語習慣を直接投

影させるからに他ならない｡刺激意味は,どの語が名辞であるかを決定するのに

さえ十分ではなく,ましてやどの二つの名辞が外延を同じくするかなど決定でき

るはずもない(16)｣｡つまり,剰激状況下の根底的な翻訳から,辞書のような翻

訳マニュアルの作成の段階に人るときある<分析仮説>を採用しなければならな

いが,それは言語学者のもっている言語習慣,概念枠を現地人に投影するという

仕方を採らざるを得ない｡しかも観察に基づかない翻訳マニュアルは,現地人の

発話性向全体といかにうまく合致したとしても,｢仮説｣の域を出ないのである｡

　クワインの概念装置にはいくつかの難点を指摘することができる｡例えば,ク

ワインの主張するような純粋な観察文が存在し得るかどうか｡実際の翻訳の過程

に特徴的な,推測,仮定,解釈の試行錯誤を考慮すると,不確定性が発生する<

分析仮説>の段階とそれを要しない刺激文の検証の段階を明確に区別し得るのか

どうか,などである｡特にデイヴィッドソンは,クワインの理論の中の概念枠と

経験的内容の二元論を経験論の第三のドグマとして批判する｡｢経験の全体に適

合するという観念は,事実との適合とか事実との一致といった観念同様,真であ

るという単純な概念に理解可能なものを何も付け加えない｡証拠や事実そのもの

ではなくて感覚的経験について語ることは,証拠の源泉ないし本性に関する一つ

の見解を表現している｡しかし,それは概念枠をテストするための新たな存在者

を宇宙に付け加えるわけではない｡…いかなるものも,文や理論を真にはしない｡

経験も表層剰激も世界も,文を真にすることはできない(17)｣｡デイヅィッドソ

ンによれぱ,文の真理は信念の整合性によってのみ与えられるのである｡

(4)根底的解釈
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　クワインの翻訳理論とデイヴィッドソンの解釈理論との聞には極めて重大な違

いがある｡第一に,クワインが経験とのつき合わせにより正当化される文を取り

挙げ,特に剰激条件を感覚経験の観点から翻訳するのに対し,デイヴィッドソン

は刺激意味の概念を拒否し,理論に関連する諸条件は事実や出来事の世界全体で

あると捉える｡第二に,クワインの理論の課題は,一つの言語の文の他の言語の

文への変換にあるが,デイヴィッドソンの理論は｢本質的に意味論的であること｣

をめざし,対象言語の文が意味するものを述べようとする｡そこで理論を理解す

れぱ,その理論が扱っている対象言語を理解することになるというわけである｡

そして第三に,証拠概念において大きな違いがある｡クワインによる信念と世界

の聞に置かれた剌激という行動主義的な概念に対し,デイヴィッドソンが要請す

る証拠は,意味論的でない言葉により記述される｡｢意味論的でないこと｣によ

りかれが意味するのは,意味や指示,同義性,信念,欲求,意図的行為などの概

念により記述されたものを証拠として,理論の提示に先立って密輸人しないこと

である｡求められる証拠は,人々が特定の条件下で文を真とみなしていること,

また文を真とみなしていることがその文に関する信念ともなっていることを記述

する証拠である｡

　デイヴィッドソンの意味理論のための証拠は,話者が文を真とみなすときの条

件である｡証拠となるのは例えぱ,a)K氏はL言語の文｢雨が降っている｣を真で

あるとみなすのは,かれの付近で雨が降っているとき,そのときに限る､のよう

な文である｡この種の文が更に次の形式をもつT一文の証拠となる｡b)｢雨が降

っている｣がL言語で真であるのは話者の付近で雨が降っているとき,そのときに

限る｡a)とa)の類の文が集まって,真理条件文b)の証拠となるというのだが,

ここでa)とb)の間の関係は見かけほど単純ではない｡

　一般に,話者がある文を真とみなしているというとき,その理由は,その人が

信じている事柄と,その文が意味するものとの二つの部分から成っている｡そこ

でa)が真であるという場合,それは,雨が降っているというK氏の信念と,｢雨

が降っている｣という文がK氏の言語では,雨が降っているとき,そのときにのみ

真である,という二つの条件による｡しかし,b)が表示するのはこの後者の条件

のみである｡私たちはK氏の信念を知っているのでなけれぱ,a)をb)の証拠とし

て用いることはできない｡例えぱ,私たちがK氏の付近で雨が降っていることを知
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っていて,またK氏は現実に雨が降っていないと信じているとする｡つまりK氏の

心に何らかの理由で,天候についての誤った信念がうえつけられているとする｡

ここで,K氏の言語を理解していない私たちは,｢雨が降っている｣という文をK

氏が真とみなしていることを観察する｡この観察から,K氏が文を真とみなすのは,

雨が降っているとき,そのときに限るという一般形式を得ることができるが,他

方,K氏の信念についての私たちの知識のために,a)をb)の証拠とみなすとはで

きないのである｡

　これは極端で誠に奇妙な例であるが,デイヴィッドソンが再三強調している論

点に関係している｡

困難の中心にあるのは,一つには,信念と意味とが重なり合って発話を説明

することになるというその仕方にある｡ある場面である文を真だとみなす話

者は,一部は,その文の発話によって自分が意味している,あるいは意味し

ようとしていることのために,また一部は,自分が信じていることのために

そうしているのである｡私たちの頼るべきものが誠実な発話という事実だけ

であるとするならぱ,発話の意味を知らずに話者の信念を引き出すことはで

きないし,また話者の信念なしに発話の意味を引き出すという見込みもない

(18)｡

　この循環をとくためにデイヴィッドソンが提案するのは,根底的解釈において

は,解釈の対象者は大体のところ私たち(解釈者)が真であると信じているもの

を信じていると仮定しなければならないというものである｡

(根底的解釈の方法は)意味についての解決をはかる一方で,できる限り信

念を一定に保つことにより,信念と意味の相互依存性の問題を解決しようと

意図されている｡このことは,何が正しいかについての私たちの見解に従っ

て,現地の話者が正しい発話をしていたことになるような真理条件を,それ

が可能と思われるときは,その異国語の文に当てはめることによって達成さ

れるのである(19)｡
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　この手続きは,一致も不一致も更に広範な一致という背景に照らして初めて理

解可能になるという事実を示しているという｡ー致を最大にするような仕方で解

釈を行えという,以上に示される格率は,<寛大の原理(the　Principle　of　Cha

rity)>と呼ぱれる｡この原理は,一致して受け人れたり一致して拒否したりす

る文が多くなれぱなるほど,私たちは残りの文を,同意するにせよ,しないにせ

よ,よりよく理解できるようになるということを示している｡例えぱ,言語学の

研究会で,発表者が<シニフィエ>と言うべきところをいつも<シニフィアン>

と言ったとする｡その場合,私たちは発表者がこの伝統的なソシュール概念に何

か重大な変更を提案している｡つまりそれらの概念について私たちとは随分異っ

た信念を形成しているのだと解釈するよりも,発表者の理解は私たちのそれとほ

ぽ一致しており,発表者は<シニフィアン>という語を<シニフィエ>を意味す

るような仕方で誤って用いているのだと解釈する｡このように<寛大の原理>と

は,｢話者が真と考える様々な文のパターンに,解釈者自身のいくつかの真理の

基準を読む形で翻訳あるいは解釈するよう解釈者に要求する(20)｣のである｡

　普通自分のことぱを理解してもらいたいと考えている話者は,いつ自分がある

文に同意するか､つまりそれを真とみなすかについて,解釈者を体系的に欺くこ

とはあり得ない｡また,解釈者は,文が真とみなされる原因となる外界の出来事

や対象に従って,真とみなされる文を解釈する(信念を帰属させる)｡そこで,

意味,また意味との結びつきからいって信念も,パブリックな次元の決定に開か

れていることになる｡デイヴィッドソンの解釈理論の中心問題は,様々な文への

話者の同意の原因,意味と信念をどのようにして同時に知ることができるかとい

うことであった｡この袋小路は,<寛大の原理>により,話者の発言,信念,欲

求,意図などその他の命題的態度を正しく理解すれぱ,人の信念の大部分は真で

あるに違いなく,それ故にその中のどの一つについても,それが残りの大部分と

斉合的であるならぱ,それが真であるという正当な推定根拠がある,という洞察

により開かれるというわけである｡

　<意味>概念なしにすまそうというクワインは,経験による正当化の方策を<

観察>に求めた｡<観察><剰激意味>は,言語の翻訳マニュアルの外部にあっ

て,言語内の規則性を形式化する役割を果たしていた｡しかし.デイヅィッドソ

ンにおいては,その種の外部性なしで言語解釈が行なわれるために,く寛大の原
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理>に従った<即座の解釈(off　the　cuff　interpretation)>を媒介に､理論は

常に整合過程の中にある｡デイヅィッドソンの解釈理論は,言語内部に措定され

る安定した規則性とは無縁である｡私たちは通常,他者を理解し,コミュニケー

ションの成立をはかるとき､私たちの間に共有された同一の規則を前提としがち

である｡ところが,デイヅィッドソンの解釈概念は,そのような規則､慣習,規

約がコミュニケーションを保証するという考え方を排除する｡解釈において,話

者への真なる信念の帰属は常に一回的,偶発的な性格をもつことになる｡

　普遍的な規則に支配された言語やコミュニケーションは,私たちが理論の外部

に立つことによって想定される概念である｡これ対し,デイヅィッドソンはその

種の安定した規則性を認めず(かれが認めるのは真理理論の規則だけである),

理論の内部に立つことを提案しているようである｡実際の言語は混乱や多義性に

満ち,安定した規則性では理解できない現象が大半を占めている｡そこでは,一

貫した真理理論は背景に追いやられ,話者の解釈のための即座の理論が必要とな

る｡この即座の理論について,デイヅィッドソンは<経過理論(passing　theory)

>と呼んでいる(2D｡<経過理論>は,コミュニケーションがうまくいくように

話者と解釈者の間で共有される理論であり,解釈者が実際にある発話を解釈する

仕方であり,発話者が解釈に用いてくれるように意図している理論である｡コミ

ュニケーションは程度の問題であり,たとえ何かおかしなところがあったとして

も大体のところは正しいという形で進行し,そこでは両者の間で<経過理論>が

一致しているといわれる｡この<経過理論>は解釈者の言語能力に対応するもの

ではく,固有名の書き換えリストや,語彙の勝手な用途変更,いかに常軌を逸し

たものであれ,語や旬を成功裡に使用する仕方等が含まれる(22)｡つまり､く経

過理論>は極めて個人的な語法,思いつき,比喩や言い誤りなど一回的な解釈規

則が要求される理解の現実を説明するために,提案されているようである｡この

<経過理論>に至って,デイヅィッドソンは,学習されたり共有されたりする安

定した規則をもつ<言語体系>を否定する｡｢私たちは,言語使用者が習得し個

々の事例に適用するという,明確に定義され共有された構造という観念を放棄し

なけれぱならない(23)｣｡

　クワイン的な概念枠を批判し,意味理論を真理理論に基づかせ,根底的解釈の

方法論を<寛大の原理>によって押し進めた結果,デイヅィッドソンは,私たち
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が素朴に抱いていた,思考の枠組み,規則の共有,言語能力などに裏づけられた

<言語>概念を解体するに至ったということができよう｡私たちの発話の理解は,

もはや同じ<言語>を用いていることにより根拠づけられるものではなく,私た

ちは,<経過理論>に特徴づけられるような<即座の解釈>により理解し合って

いるということになる｡デイヴィッドソンの概念裟置は循環的であるが,素朴に

措定されてきた<言語共同体>,<言語の習得><意味論的世界>などの概念の

解体をもたらした｡この解体がスリリングでありながらも,ごく白然に受けとめ

られるとすれぱ,それは,これらの概念にあまりにも馴染みすぎた私たちに,自

然言語の実践的状況へ回帰することの必要性を物語っているのかもしれないので

ある｡
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第4章　教育に おける言語哲学的研究

1､分析哲学の哲学的姿勢一言語論的転回-

　L｡キャロルの有名な童話､r鏡の国のアリス』の中に､アリスが王様に｢道に

は誰も見えませんけど｣と語る場面がある｡英語では､‘l　see　nobody　on　the

road.'であるが､これを聞いた王様は｢nobodyを見ることのできる目を私も持ち

たいものだ｣と言ってアリスの目を炭ましがる｡‘see　nobody'　を｢座も見かけ

ない｣ではなく､｢nobodyそのものを見る｣と理解した王様はnobodyを見ること

のできるアリスの目を大いに羨んだのである｡

　分析哲学によれぱ､伝統的哲学が犯してきた誤謬は､この王様の滑稽な仕草に

似ているという｡nobody､nothing(英),nights(独)､rien(仏)等は､印欧

語独特の否定名詞である｡問題は､これらが使われるときの構文上の位麓(特に､

主語)から､それらによって指示される何ものかが存在するのではないかと仮定

するときに生ずる｡分析哲学者が指摘するのは､このような｢何も無いこと｣の

実体化やr無とは何かjといった問いは明らかに疑似問題であり､言葉が使用さ

れるときの文法形態に惑わされた誤謬であるという点である(D｡

　同様に伝統的哲学では､F経験とは何かj｢理解とは何か｣｢価値とは何か｣

　｢本質とは何か｣といった問いが立てられ､それらに対する様々な解答が試みら

れ､それが哲学史を形成してきた｡その際､経験や理解､価値､本質という言葉

は､これらの言葉とは関わりなく存在する何ものかを指示し､表現しているのだ

と仮定されてきた｡つまり､私たちの言葉の実際の使用はどうあれ､それらの問

いにより､言葉の背後に実在する何ものかに到達することが試みられてきたので

ある｡

　ところが､分析哲学によれぱ､言葉と言葉がその表現であるような実在という

措定の仕方は､私たちの思考を､従って問題の立て方を誤った方向へ導くものと
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される｡言葉から独立した実体は存在しない｡そこで言葉により表現されたもの

を理解するということは､その言葉が(文が)どのような使われ方をするのか､

つまりその実際の使用を理解することによってはじめて可能になる｡例えぱ､

　｢教授｣という概念についてそれを理解するということは､｢教える｣という言

葉や､それに関連する｢AがBに教えた(教えている)｣といった表現にまつわる

言葉(文)の(ウィトゲンシュタイン的)<文法>を正しく理解するということ

に他ならない｡言葉の意味とは､その言葉(文)の実際の使用(use)なのである｡

　実際には､分析哲学者が取りかかった対象の多くは多岐にわたり､その哲学的

前提も様々なものであった｡しかし､かれらが共有した姿勢は､このように哲学

的諸問題はその性質上言語的なものであって(言語論的転回)(2)､それらの問題

が提示されるときの表現を､より誤解の生じにくい､明瞭な表現(日常言語､あ

るいは形式言語)に置き換えることにより､問題は解決(もしくは解消)される

はずだという見解であった｡

　ところで､先のアリスは､｢そんな目を持ちたいものだ｣といらだつ王様に耳

を貸すことはない｡そこで､たとえ分析哲学者が登場して王様の誤謬を正し､解

説したとしても､アリスの繰り広げられる物語にはさしたる影響もないといえる

かもしれない｡それどころか､注意深い哲学者(読者)ならば､｢鏡の国｣のパ

ラドックスや､言葉の多義性は､言語分析という余計な解説がなくとも充分に理

解し楽しめるし､そのように物語ることも､古代ギリシャ哲学の歴史とともに古

いと指摘されたりもする｡

　ここに分析哲学の姿勢に対する懐疑と批判がある｡何故､世界や経験一般より

も言葉に関心を寄せるのか(｢物語り｣よりも｢言葉遊び｣にこだわるのか)｡

哲学的諸問題をすべて言語(概念)問題に還元することで､哲学の果たすべき課

題を不当に狭く解釈することになるのではないか｡仮に言語分析が第一義的課題

だとしても､どのような基準によって､どこまで分析を行うのか｡更に､分析哲

学者は､経験科学としての言語学が実行できることを､単に形式的､非経験的に

行っているにすぎないのではないか､等の批判である(3)｡更に､私たちのように

異なる言語圈に属する者が容易に気づくのは､(英語という)特定言語の直感に基

づいた言葉の用法の分析により得られる概念の論理的再構成がどのようにして普

遍妥当性を得るのかという問題である｡(因みに､言語に相対的か普遍的かどう
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かは､問題となっている<概念>による､というのが分析哲学者の回答である｡)

　批判は､具体的な分析成果よりも､哲学的姿勢(形而上学の拒否､価値の中立

性)や方法､特に言語の概念の捉え方に向けられた｡しかし､分析哲学者の多く

は､方法論に関する議論を避けて個々の問題に取り組んだのであり､かれらに対

する批判は､その後課題として持ち越されたままとなっている｡後に述べるよう

に､今後の分析哲学はこのような批判､問題点に真正面から取り組むものでなく

てはならない｡

2､教育哲学会と分析哲学-もうひとつの教育哲学史-

　1991年､米国の教育哲学会(The　Philosophy　of　Education　Society)は設立50周

年を迎えた｡教育哲学界では､これを機に､過去の教育哲学研究の歴史を振り返

り､その問題点を再認識するとともに､今後の展望を探ろうというささやかな気

運が起こったようである｡

　例えぱ､J.デューイ学会(The　John　Dewey　Society)との共同機関誌､『エデュ

ケーショナル･セオリー』は特集を組み､J｡M.ギャレリとJ.J.シャンブリスの｢専

門職性の基礎:教育哲学会の50年の回顧｣､C‥I.B.マクミランの｢教育哲学とア

メリカ哲学会｣､C.ベックの｢北米､英国､オーストラリアの教育哲学｣等､教

育哲学研究の歴史と方向性を論じた8篇の論文を掲載している(4)｡また教育哲学

会の年報､『教育の哲学』の1991年版には､1978年より年報の編集をつとめてい

るT.W.ネルソンの回顧録､｢教育哲学1958-1990｣(5)が掲載され､学会の組織と

しての変遷､研究テーマの移り変わりや､いつも好まれる題材､会員相互の間で

の論争の特質､学会における女性やマイノリティの位置の問題等､いわぱ教育哲

学会運営の裏舞台の歴史が紹介されている｡

　更に著作としては､1992年に､R.プラットの『教育哲学:二つの伝統』(6)､1

993年にJ.カミンスキーの『新教育哲学史』(7)が相次いで出版されている｡プラ

ットのいう<二つの伝統>とは､分析哲学と規範哲学を意味するが､かれの著作

は､分析哲学の方法論(コツの束､bag　of　tricks)と規範哲学の方向づけ(徳の

東､bag　of　virture)を活用すれぱ､教師から教育行政家､親､子どもに至るま

で誰もが教育政策や教育実践の問題に対し､より善いアプローチができるという
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かなり楽観的雰囲気をもった本である｡ー方､カミンスキーの研究は､教育思想

の発展をその内部の論理から辿る､つまり哲学史的に辿るという従来のアプ･-

チを採るのではなく､教育哲学というディスプリンの歴史を､その外部的諸条件

から､すなわち社会科学や社会改革運動､政治活動等の展開と複雑に関連した専

門性､学問原理の発展史として捉えようという斬新な試みである｡

　英語圈において､50年代半ぱから70年代､分析哲学が教育哲学の主潮流を形成

したことは周知の事実であるが､これらの文献にみる回顧的記述からは､その事

実の背後に､これまであまり語られることのなかったいわぱくもうひとつの分析

哲学史>を読みとることができる｡これは､分析哲学の評価やその歴史的位置づ

けにも関連する問題なので､以下に簡単に触れることにする｡

　38年から39年､ティーチャーズ･カレッジのR.B｡ラウプは､一年のサバティカ

ル(有給休暇)を得､全米の主な大学を訪問した｡目的は､F教育哲学jという

名で開講している授業の実態(内容､テキスト､教師の資質等)の把握であった｡

ラウプが見いだしたものは､教授内容が教訓話で構成されていたり､教師が老齢

退職した元体育教師や元教育行政官だったりするという劣悪な状況から､ティー

チャーズ･カレッジやオハイオ州立大､イェール大等のように優れたプログラム

を用意しているものまで様々であったようである｡いずれにしても､この調査を

ベースにしてラウプは教育哲学会の設立を呼びかけ､その結果､第一回の学会が

1941年2月22日にフィラデルフィアで開催された(8)｡

　ラウプをはじめ設立の発起人たちは､教育哲学的問題を専門的に議論できる場

と､専門的学問領域としての<教育哲学>の必要性を痛烈に感じていたようであ

る｡一見単純に見えるこの問題意識には､いくつかの歴史的事情が関連している｡

今世紀初頭より､教員養成大学､教育(研究)学部が発展､拡大するとともに､

学問領域としての<教育哲学>も充実し始めた｡ところが､専門教育としての教

育学部の発展は､第一に､学生を奪うという意味で､第二に､新たな科学的知識

　(教授方法やカリキュラム開発)を独自に探究､模索するという意味で､他学部

　(旧来のHumanities等)の敵意を招くこととなった(9)｡そこでこの種のキャンパ

ス内での緊張関係のために､教育学部は､教育の基礎部門(心理学､社会学､歴

史学､哲学等)の専門家スタッフを旧学部からではなく､自学部から準備し､リ

クルートすることとなった｡このような教育学研究の専門化は､30年代のティー
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チャーズ･カレッジの学部学科の増設に典型的に現れているという(10)｡いずれ

にしても､<教育哲学>の研究者は､教育学部内で養成される必要があった｡ま

た､学問領域としての<教育哲学>については､<哲学>とのその関連性の問題

が以後問われ続けることとなったのである｡

　このような制度上の問題を今日当然視するとすれぱ､それは一面的な見方でし

かない｡例えぱ､デューイ哲学においては､哲学と教育哲学は二分されるべきも

のではなかったし､デューイ哲学の比較的誠実な後継者であったJ.L.チャイルズ

は､教育哲学会の設立に賛辞をおくりながらも『ソーシャル･フロンティア』の

継続誌､『フロンティアズ･オブ･デモクラシー』の論説でおよそ次のように述

べている｡哲学は､究極の実在､人生の意味､善といったものへの特権的方法を

有しているという姿勢を今や放棄した｡哲学はその題材や方法において益々経験

的､日常的なものとなっており､哲学がその独白の機能を保持しているかどうか

は多くの人が疑っている(H)｡つまり､哲学的題材､方法はすべての人々に開か

れており､哲学固有の特権的方法なるものは存在しない､そしてこのような開か

れた方法は､民主的社会や民主主義教育とも調和しているというのである｡社会

改革の気運や大恐慌という当時の状況を想い合わせれぱ､チャイルズの主張はよ

り正論に響く｡しかしながら､同じ状況を乗り越えるものとして､ラウプらは<

専門職階級>への志向を採ったのである｡教育哲学会設立の精神は､チャイルズ

らの考え方とは対極にあった｡当然のことながら､チャイルズは学会の設立には

加わっていない｡

　プラットはより具体的なエピソードを紹介している｡　B.H.ボーダは､チャイル

ズと同様デューイ哲学の後継者であり､哲学の出身であったが､21年､オハイオ

州立大の教育哲学の主任教授として着任し(44年まで)学生の指導に携わった｡

かれの学生達は､かれのプログラムからアカデミックな哲学ではなく､教育哲学

の訓練を受けたのである｡やがて､オハイオ州立大では､教育哲学のプログラム

から必須としての哲学がはずされ､さらにボーダの後任､H.ハルフィッシュの代

になると､哲学科のコースワークは望ましい教育哲学研究者の養成に反するもの

とみなされるようになったという(12)｡つまり､学生達は､伝統的哲学の訓練

　(倫理学､認識論､美学など)を受けながら､教育問題を扱うのではなく､教育

学部において直接､教育的実践問題を扱うための訓練を受けたのである｡結果と
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して､教育哲学研究者の基礎的哲学能力(そのようなものがあるとして)の欠如

という問題を引き起こしたのである｡

　ラウプの時代の基本的な問題の枠組み(ディスプリンとしての〈教育哲学>と

その研究者の養成)は形を変えて､戦後の50年代､60年代にも拡大していった｡

すなわち､ベビーブームは60年代に至るまで公教育を拡大させ､相変わらず教員

養成プログラムの需要(従って､教育哲学の教師の需要)を生み出し続けていた

し､他方､J.S.ブルバッハーの著作(13)やNSSEの42年､55年の年報における<教

育哲学を構築するための哲学的立場によるアプローチ>といった記述をみれば､

親学問としての〈哲学(ある世界の解釈)>とその適用としての<教育哲学(教

育政策､実践へのその示唆)≫という図式が持ち越されてることが解る｡

　分析哲学が50年代後半以降､急速に受容されていったのは､このような背景に

おいてであった｡古典的思想や規範的思弁的教義を教え込まれるか､あるいは逆

により実践的な問題解決型のアプローチを提示されるかのいずれかであった学生

にとって､教育哲学を一つの活動として捉え､議論や言語の多義性や曖昧さ､定

義､スローガン､メタファー､推論の形式的､非形式的誤謬の問題等を､言語

　(論理､概念)分析という観点から拉う姿勢は､かなり新鮮なものと感じられた

のである｡また研究者の間でも､分松の技法の習得がすなわち専門性の裏付けと

なるという意味で､ディスプリンとしての正統性が得られると考えられたに違い

ない｡体系構築型の哲学と同様､その<根拠づけ>については､分析哲学もアカ

デミックな哲学の<言語論的転回>に負っていたはずであるが､その新しいアプ

ローチが学派､主義を越えたところにあり､何よりも哲学的方法として､具体的

　(言語)問題へ取りかかるべきであることが繰り返し強謂されたのである｡

　言うまでもなく､I｡シェフラーの影響力は強力であった｡英国のR.S.ピーター

スの活躍でさえ､50年代末のハーバード大での滞在が大きなステップとなったと

いう指摘もある(14)｡シェフラーの仕事についてひとつ付言したいのは､かれが

好んで取りあげた<教授><学習>概念や<知識の成立用件>の厳密な分析には､

かれが実在論的性格の強い科学哲学者であったという事情が少なからず影響して

いるという点である｡もし､シェフラーが自然主義的形而上学に基づく社会哲学

者であったとしたら､分析哲学の古典はかなり違ったトーンをもっていたであろ

うし､米国の教育の分析哲学も随分異なった方向を歩んだことであろう｡
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3､分析哲学の課題一限界と可能性-

　実に様々なウィトゲンシュタインの解釈を前にして､｢人は一体何人のウィト

ゲンシュタインがいたんだろうか｣と冴しがらずにはいられないという話がある｡

分析哲学の歴史にも同様のことが言えそうである｡例えぱ､同じ日常言語哲学に

分類される､G｡E.ムア､後期のウィトゲンシュタイン､G.ライル､J.L.オーステ

ィンらの間には､考察の対象､方向性､言語観に関して著しい違いがみられる｡

　教育の分析哲学においても､その成果について､<教育><目標><インドク

トリネーション>といった題材による分類以外に共有される姿勢を一言で述べる

のは困難である｡しかしながら､こうした指摘の背景にあるのは､分析哲学もま

たひとつの哲学的立場であり､そこには共有される教義(ドグマ)や世界観が見

いだされるはずだという前提である｡既述のとおり､分析哲学が拒否したのは､

そのような体系としての哲学であった｡その意味では､<分析哲学>という呼称

は紛らわしいとしぱしぱ指摘されてきた｡

　分析哲学においては､例えぱ知識の問題､教授の問題に対し､問題を｢知識の

本質とは何か｣､｢教授はどうあるべきか｣等と定式化するのではなく､ある人

が何事かを知っているとか教えたとかいうとき､そこで言われていることが何で

あるかを明確にするという方法によりアプローチが試みられる｡この方法はある

意味で帰納的性格の強いもので､言語を分析する際の､配慮すべき脈絡や事例の

欠如､乏しさは､導出されるはずの分析結果の質を著しく低下させる要素となる｡

また結果に反する具体的事例の出現は､いかにもっともらしく見えるモデルにつ

いてもその信憑性を疑う十分な理由となる｡

　このような分析方法の性格は､分析の対象をますます個別的､ある意味で些末

的な問題へと向けさせてきた｡また分析自体が哲学的活動であり､価値的に中立

であるという一般的見解は､しぱしぱ教育計画や政策決定､実際的問題の解決に

関与することなく､諸概念の論理的整理や意義の薄いモデル､不必要な定義の提

示で満足するという傾向を一部に招いてきた｡更に､価値的中立性や合理性に基

づく方法への強調自体､逆説的にひとつの教義を形成している(例えぱ､定義で

終わることが問題を固定化することになる､従って保守的である)という批判も
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ある(15)｡

　批判の第一の波は､早くも70年代前半に現れ(但し､分析哲学の性格上､同じ

陣営内での批判は手厳しいと同時に期待される面もあったという(16))､W.メイ

ズ､J.F.ソルティス､A.イデル､W.ファインバーグらが分析の成果と方向を手厳

しく批判している｡

　71年､ソルティスは､T.S.クーンの科学革命の用語を援用しながら､教育哲学

における言語分析の出現をパラダイム･シフトとして説明しながらも､このパラ

ダイムには既に二つの変異(anomalies)が存在すると主張する｡第一は分析哲学

内から生じたもので､分析のストラテジーと分析により得られる図式に関するも

のである｡有名なknowingの分析(knowing　that,how)に基づく1earningの分析

　(1earning　that,how)は､結果としてknowingの分析枠をはるかに越えた1earn-

ing　to　(dispt)sition)の概念や､attainment(鑑賞や理解などの達成)に関する

1earningといった概念分析にまで及んだ｡こうした1earning自体の論理性や有効

性を疑うことはないが､その種の分類が学習のよりダイナミックな側面を見失う

ことになるのではないか､それぞれのタイプの学習が関連づけられるときの仕方

や､それらに共通するものの示唆が得られないこと､結果として学習の一般的意

味が得られないこと､最後に学習の記述には不可欠な心の概念の考察が欠如して

いるといった点を指摘している(17)｡

　ソルティスの指摘する第二の変異は､パラダイムの外部に存し､分析哲学がほ

とんど扱ってこなかった価値論と社会哲学に関する問題である｡分析は例えぱ､

機会均等の概念について明瞭化することはあっても､実際に学校が機会均等を提

供すべきかどうかを問うことはなかった｡しかし､日常の教育実践では､意識決

定や価値判断に基づいて行動することが不可欠である｡ソルティスは､ピーター

スの<教育>概念分析に規範的要素が人っていることを援用しながら､今や､分

析哲学の通常パラダイムヘの挑戦として､健全な価値理論を提示し得るような倫

理学､社会哲学の新しい形態が出現することになろうと述べている(18)｡

　翌年､イデルも同様に､分析の方法論の問題を指摘し､分析哲学が､何が正し

い分析であるかを最終的に判断し得なかったり､教育の中心にある価値的社会的

問題を扱い得ないのは､かれらが､分析の通常のパラダイムという名のもとに､

経験的規範的探究を予め排除しているからだと述べ､分析の方法の内に､経験的､
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規範的､社会的脈絡の統合という要素が必要であると力説している(19)｡

　70年代末から80年代､多くの教育哲学者はこのような批判を正面に受けとめた

活動を行っている｡例えぱ､K｡A.ストライクの『教育致策と公正な社会』(20)は

その一例である｡かれは､自由､平等､合理性､リベラリズム､権利､公教育､

人種差別廃止､補償教育プログラムなどの諸概念､それらに関わる諸命題を分析

し､またJ.ロールズの<公正としての正義>概念を構成する二大原則を考察しな

がら､公教育制度の中心的機能がどうあるべきかについての政策を提言している｡

またプラットは『イデオロギーと教育』(2Dにおいて､イデオロギー概念を分析

し､学校教育と文化的多元性との関連性の議論の中で<イデオロギー>が､思想

と行動を導く際にどのように作用するのかを明らかにしようとした｡更に､T.F.

グリーンは『教育システム変動の予測』(22)において､教育制度の拡大､縮小を

一づの大きな社会システムの変動と捉え､教育システムの構造や原理､法則を同

定し､システムの変動予測の定式化を試みている｡

　80年代以降､明確に<分析哲学>を標榜する研究は少なくなったが､ひとつに

は科学哲学の領域に収斂されるような研究に､またひとつには教育実践における

合理的思考の育成に関連づけられるような批判的思考に関する研究に､分析の成

果をみることができる｡前者の類には､D.C.フィリップの『哲学と教育､社会的

探究J(23)やH､シーゲルのr相対主義の反駁』(24)を挙げることができる｡また

後者の代表的なものは､H.G.ペトリィの『探究と学習のジレンマ』(25)､F.シュ

ラッグの『学校と社会における思考』(26)､H.シーゲルの『<理由づけ>の教育』

(27)等がある｡

　これらの研究者たちは､分析哲学のいわぱ第二世代に属し､分析の技法を哲学

的訓練として獲得し､それぞれの題材に適用し､しかも70年代の批判を前提にし

た活動を行っている｡分析哲学は基礎的な技法として浸透している一方､研究テ

ーマ､ジャンルから､それが分析を前提としているかどうかを判断するのは益々

困難になっている｡例えぱ､D､P｡リストンの『資本主義社会の学校』(28)は､昨

今のマルクス主義による教育理論､S.ボールズとH.ギンティス,M.カーノイとH.M.

レビィンらの再生産論や､H.ジルーの抵抗理論､M.アップルのカリキュラム研究

等を吟味しているが､そこではその種の理論が依拠しているはずの機能論的説明

の概念分析を通して批判が試みられている｡リストンの立場は､学校教育に関す
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る満足のいくマルクス主義的理論の提示であるが､その際､理論の説明力や倫理

学的な妥当性については､概念分析により検討が行われているのである｡方法と

しての分析哲学がメタレベルで駆使され､特定の哲学的立場の精査と提唱の大前

提にもなっている格好の例ではないかと思われる｡

　分析の第二世代を自称するシュラッグは､60年代に分析の訓練を受けているが､

最近次のように当時の状況を述懐している｡戦前の教育哲学者は実践家に向けて

論文を発表していたが､分析の時代になって､教育の分析哲学者は同じ研究者に

向けて執筆していた｡科学哲学者でもあったシェフラーを除いては誰も哲学界で

は認められていなかったが､もし哲学者が目を通してくれたら(実際にはそんな

ことはなかったが)注目されるのではないかという密かな野心を抱いて論文を執

筆したものである(29)｡つまり､教育の分析哲学者は教育実践からも哲学研究か

らも一定の距離を置いたまま､特権的な専門職的技法(craftsmanship)を獲得す

ることで､敢えてペダンティックであることを自負するようなセルフイメージを

抱いていたのである｡

　この状況は親学問の<哲学>にもみられた｡　R.ローティによれば､分析哲学者

のセルフイメージは<エリート集団>であり､弁護士のそれに近い｡哲学の訓練

は法律学校のケースブック的な手続きとなった｡学生の才能はファッショナブル

な人々の論文を未定稿で読み､それに対する反論を見つけたりすることで研ぎす

まされた(30)､のである｡問題は､今や技法そのものが疑われ､概念に関する特

権的知識の所有が特権的地位をもたらすという状況も崩壊しつつあるということ

である｡ここに分析へめ批判の第二の波をみることができる｡

　ギャレリは90年の論文｢哲学と教育､社会的実践｣の中で､ローティ､A.マッ

キンタイア､R.バーンスタイン､R.ノジックらの論議を援用しながら､従来のく

ism〉や<分析>による教育哲学のあり方を批判した｡かれによれぱ､ディスプリ

ンとしての哲学が心や言語､経験に対する特権的方法を有しているという考え方

は放棄されるべきであり､また哲学が形而上学や論理によって､探究や行動の研

究領域のための非歴史的で普遍的な根拠を提供するという試みも今や無用の企図

となった｡この<ポスト根拠づけ哲学>の状況では､従来､哲学､教育哲学､教

育実践を隔ててきた境界は消滅し､代わって､理解と文化的更新のための共同プ

ロジェクトが提唱される｡哲学は､コミュニティがその存続､維持､拡張､更新
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するときの実践の分析に携わることになるという(3D｡

　また92年､『エデュケーショナル･リサーチャー』において､教育学研究にお

ける<方法としての実証主義>を擁護するシュラッグと､<実証主義>への執着

は<デカルト的不安>と<誤った言語観>によるものだと指摘するT.ポップコビ

ィッツの間である論争が起こった｡ポップコビィッツの批判は､シュラッグのス

タイルにみられる分析的な残滓に向けられたようである｡かれによれぱ､言語が

明晰な意味を有し､しかもその意味の解釈も恒久的な仕方で固定され得ると捉え

る言語観は､言語の形式主義であり否定されるべきである｡言葉は時とともに変

化し､社会実践における関係性､ハイアラーキ､諸価値の接点にある｡このよう

な言語理解に立てぱ､例えぱ､テキスト分析の際､｢仮説｣のような言葉使いに

関わる前提や､引用を用いることによる言葉の権威づけ､普遍的意味を伝えるた

めに過去の学識を現在形で表記すること､主張内容に客観的普遍的性格を付与す

るために受動態をもちること､といった暗黙の了解に注意を払うことができる(3

2)｡ある理論研究を理解するとは､その研究に関し歴史的に形成された諸価値が

形式的な質以上のものであることを認識し､その様々なスタイルの言語や微妙な

表現のあやを識別することである(33)｡

　ギャレリやポップコビィッツらの(ポストモダニズムといわれる)議論は､分

析哲学が暗黙のうちに仮定してきた道具の普遍性を批判し､その歴史性が問われ

るべきであること､また分析対象は脈絡から特定のディスコースヘと抽出してし

まうのではなく､それぞれの実践的脈絡において理解すべきであること等を主張

する｡分析哲学の側では､こうした指摘をく脈絡依存の認識論(contextua1

epistemology)と呼び､脈絡に諸観念の意味が依存すると仮定することが､それ

白体自己矛盾となると反論する(34)｡しかしこれは､伝統的な絶対主義対相対主

義の論争の焼き直しにすぎない｡現在向けられている批判はより根源的であり､

ある意味では50年前､教育哲学会設立の趣旨においてネガとしてプログラムされ

ていた性質のものである｡ローティ流の<哲学の終焉>に対し特権的方法を擁護

するのか､その対極にあったチャイルズ流の民主的社会における開かれた方法と

して新たな方途を探るのか､分析哲学は歴史上何度めかの岐路に立たされている

ようである｡
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第5章　教育における<真理>と<知識>の言語論的研究

1､<真理>概念の分析

　近年､英米の哲学研究において､真理への問いは､真理の｢対応説｣｢整合説｣

｢明証説｣｢有効説｣｢余剰説｣｢行為遂行説｣等と称せられる諸説の中で､そ

の解答が試みられている｡ところが､私たちは妥当な真理論的論議として､これ

らの諸説を選言的に捉えることはできない｡諸説の背景にある哲学的立場の違い

のみならず､真理に関する問いの立て方自体に､それぞれ違いが指摘されうるか

らてある｡

　本節は､真理の意味解釈の一つとして特に真理の対応説(Correspondence

Theory)を取り挙げ､これを認識論的観点及び意味論的観点から吟味することによ

り､真理に関する問題を明らかにするとともに､対応説の成立根拠を提示するこ

とを目的とする｡

(D真理の意味と真理の評価

　私たちは､｢真理とは何か｣という問いに存する多義性のうち､少なくとも次

の二つの問いを峻別し､自覚すべきである｡一つは真理ということぱの意味に関

する問題であり､他の一つはある命題が真であるとどのようにして知られうるか

という問題である｡前者は､私たちがある命題が真であると主張するとき､それ

によって何が意味されているかという問題であり､後者は､どのような理由､根

拠で､命題を真とみなすことができるかという､真理の評価､あるいは検証(

verification)､確証(confirmation)の問題である｡

　R･M･チゾルム(R.M.Chisholm)は､この問題を哲学的表現としての真理の基

準(criteria　of　truth)の多義性の問題として捉え､この表現が真理条件を意味

する場合と､証拠の基準を意味する場合があることを指摘している(D｡
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　これら二つの問いを区別することは重要である｡第一に､対立的に捉えられる

真理論諸説の違いは､この両者の問題の混同に起因するのではないかという予見

が可能になるからであり､第二に､以下に論述するように､伝統的真理論は､そ

の立論､それに対する反駁の双方について､先の第二の問い､真理の評価､検証､

確証をめぐって論議されていることが明らかになるからである｡

(a)伝統的真理対応説への反駁

　伝統的真理対応説は､その起源を､アリストテレスの『形而上学』における次

の定式に求めることができると言われる｡すなわち｢在るものを在らぬといい､

在らぬものを在るというのは虚偽であり､それに反して､在るものを在りといい､

在らぬものを在らぬというのが真理である｣｡　D･W･ハムリン(D.w.Hamlyn)に

よれぱ､アリストテレスはここにおいても､他の箇所においても､対応(corre-

spondence)については何も述べておらず､またアリストテレスの関心は認識論的

なものではなく､従ってある命題が真であるかどうかをどのようにして知りうる

かという問いは立てられていない(2)という｡言い換えるならぱ､アリストテレス

の定式は真理概念に関する基準を述べたものであって､検証､確証の問題につい

て述べたものではないのである｡

　伝統的真理対応説は次の一般的定式､｢ある命題(文､言明､判断)の真理は

実在(事態､事実)との対応にある｣により与えられよう｡この対応説への反駁

は主として､対応､実在､事態等､定式の中で用いられる概念の身分に向けられ

ている｡この定式が先の第一の問いに関するものであることを仮定した場合､そ

の批判が妥当であり重要であると思われるのは次の二つである｡

　第一に､対応という語は､判断をする際私たちが心の中に実在の絵をもつこと､

そして判断が真であるのは心の中に描く絵が実在に似ているからであるというこ

とを示唆する｡しかし判断はそれが示す物理的事物と似てはいない｡また判断や

命題は言語表現により与えられるが､この言語表現と対象､実在との聞には､対

応関係､類似等は存在しない｡いわゆる模写説､反映論を支持することはできな

いのである(3)｡

　第二の問題は対応説の定式に存する循環､もしくは無限後退の問題である(4)｡

すなわち､対応という概念は既に比べられるべき二つのもの(命題と実在)を前
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提としている｡ある命題を真であると判断する以前に私たちは実在について知っ

ていることになるのである｡逆に言えぱ､私たちは実在について予め何らかの知

識をもつことなしに､ある命題を実在と比較することはできないのである｡一般

に私たちが実在についてある命題を述べるとき､この命題は既に実在についての

判断であり､この命題から独立して実在について語ろうとすれば新たに別な命題

を要請することになる｡しかしこの命題の真偽の確定については､この命題から

独立して実在を語る別な命題を要請することになるのである｡こうして､命題と

実在という二項を措定した上で､両者の対応､一致を問うことは無限後退なしに

は不可能であるということになる｡従って対応説は成立しないのである｡

(b)確実性の問題と真理の絶対性

　以上のように､真理の対応説はアリストテレス的な真理の意味基準について立

論せられながら､真理の判断､評価に関する問いに答えることが期待されていた

ことが解る｡認識論における確実性の探究(the　search　for　certainty)におい

ても､真理論的論議は専ら真理の獲得の必要十分条件の希求の問題として展開せ

られたと言えよう｡

　ここでいう確実性の問題とは､あらゆる類の懐疑から逃れうるものとして主張

される知識一般の根本原理の追求の問題である｡確実性､不可謬性という性質を

帰せられる知識は､｢ある命題を知っている以上､その命題は偽ではありえない｣

というトリヴィアルな自明性に特異な解釈を施すことにより得られる｡すなわち､

ある命題Pを主張することがPの必然的真理を含意し､Pが偽であることが論理的に

不可能であるような身分のPが求められるのである｡言い換えるならぱ､このPと

は､あらゆる誤謬の論理的可能性の排除を条件としてのみ成立しうるような知識

であり､Pを主張すること自体がその命題の真理性の保障となるような命題(知識)

である｡

　この種の確実な知識は､例えぱ､内省(introspection)､感覚所与命題､アプ

リオリな命題等に求められてきた｡このうち､内省や感覚所与命題の確実性は直

接体験の不可謬性であり､懐疑の余地はないと言える｡ところが問題は各々それ

自身の真理性を保障するものの､そこから他の知識を演鐸することは不可能であ

る｡つまり知識一般への探究は閉ざされていることにある｡
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　第三の､アプリオリな命題はより説得的にみえる｡アプリオリな命題と経験的

命題という伝統的区分を前提に､前者に確実性､後者に蓋然性という性質を帰す

ることの根拠は次の二点にある｡第一に､アプリオリな命題は世界や経験の変化

にかかわらず必然的に真であり､偽となる可能性はない｡またたとえ命題の記号

表現が修正されようともその真理値は変わらない｡一方､真偽の確定を経験に依

存する命題は常に偽となる可能性をもつ一つの仮定である｡第二に､命題の確立

の仕方において､両者には決定的な違いがある｡いったんアプリオリな命題の真

理を把握すれぱ､私たちはさらにその論拠を求める必要はない｡然るに､経験的

命題はより多くの証拠を蓄積することによりその蓋然性が増し､またそれだけ命

題の真理性に対する私たちの信頼度も高くなるのである｡

　この種の主張に対する反駁として､例えぱ､A･ウーズリー(A｡Woozley)は次

のように述べている｡｢必然的真理が可能性として誤りえないという意味は論理

的可能性(1ogical　possibility)として誤りえないという意味である｡この意味

の可能性では､経験的命題が偽りである可能性は常にある(5)｣｡

　すなわち､先の論議の誤謬は｢可能性(possibility)｣の二つの意味の混同に

あるというのである｡私たちは経験的命題の矛盾命題が真理論的に可能であるこ

とと､ごく一般的な可能性､つまり命題が真であると知られている場合にその矛

盾命題に対し当然否定される可能性とを混同してはならないのである｡反証の論

理的可能性を理由に私たちは既得の知識を疑ったりはしないのである｡

　私たちはすべてを同時に疑うことはできない｡探究の脈絡の中で､ある命題の

確証のためには､その手段となる他の諸命題の確実性を私たちは疑わない｡確実

性の問題は､探究の脈絡から特定の命題を切り離してその身分を問うという特異

な哲学的姿勢から生まれたものである｡確実性､蓋然性という性質を､命題の一

般形式に帰するという問題の立て方は誤っていると言えよう｡一方､経験的命題

の偶然的性格は､しぱしぱ真理の相対的解釈を許してきた｡経験科学の諸理論が

蓋然的にのみ捉えられるという事実は､真理の度合い(degrees　of　truth)につ

いて語ることの根拠になっているようにみえる｡

　I.シェフラー(I.Scheffer)によれば､多くの哲学者(例えぱ､0.Neurath,J.

Dewey,I.Kaufmann)は､仮説の完全な確証は不可能であるという見解から､伝

統的な真理の概念を､蓋然性(probabilities)､検証などの概念に置き換えよう
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とした(6)｡

　経験科学において､観念は常に将来のテストを受ける不確実な仮説として扱わ

れる｡ここではいかなる時点であっても確実性を主張できないが故に､絶対的真

理一時､場所､人､状況などに関係なく､あらゆる命題は真か偽かのどちらかで

あるという絶対的意味での真理-はありえない｡科学の諸理論は科学的探究の過

程で徹底的に改められるので､その真理も常にデータに相対的なものと解釈さな

けれぱならないとされるのである｡

　ところが､経験的命題について､絶対的確実性や完全な確証が不可能であるこ

とと命題が絶対的な意味で真偽のどちらかであると捉えることは両立しうる｡両

者は論理的に独立しており､全く別物だからである｡

　A.パップ(A.Pap)が指摘しているように､蓋然性と対照せられるべき概念､

つまりその極限にある概念は確実性であり､真理ではない｡ある命題が蓋然性が

低く(improbable)､かつ確実である(certain)ということはできないが､命題

が証拠によれぱ蓋然性は低いがそれでも真であるということはできる｡蓋然性は

認識的(epistemic)述語であるのに対し､真理はそうではない｡ちょうど整数が

偶数か奇数のどちらかであるように､命題は真偽のどちらかなのである(7)｡

　従って､真理は絶対的に捉えるべきなのであり､絶対的という形容は強調でな

けれぱ､カテゴリー上､冗長ですらあると言えよう｡

(2)真理対応説の可能性

(a)意味論的真理対応説

　意味論における真理対応説は､A.タルスキー(A.TarskDにより確立され､R.

カルナップ(R.Carnap)､K.ポパー(K.R.Popper)､最近ではS.クリプキ(S.K

ripke)等らの論理学者､および科学哲学者により支持されてきた｡タルスキーは､

論文｢真理の意味論的概念(The　Semantic　Conception　of　Truth)｣の中で､真理

の適切な定義により満たされるべき基準を提示している｡タルスキーは､アリス

トテレスの『形而上学』における先の定式に表わされている直観にもとづいて､

意味論的観点から真理対応説を次のように再定式化する｡

　　(T)Pであるとき､かつそのときにのみXは真である｡(x　is　true　if,　and

　　　only　if　P)
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　ここでは二種の言語が用いられている｡一つは語られる言語､すなわち対象言

語であり､他の一つは対象言語について語り､また真理の定義を与えるメタ言語

である｡この両者の関係は相対的なものにすぎない｡(そこで例えぱ､メタ言語

について新たに真理の定義を問題とすれぱより高次の言語が求められる)また､

メタ言語は次の性格を含むのでなけれぱならない｡第一に､対象言語における言

語的表現(文)の名｡第二に､対象言語が指示している事態を表わす文(これは

対象言語をメタ言語に翻訳したものとも言える)｡第三に､前二者の関係を表わ

す意味論的名辞である｡従って､メタ言語は対象言語を部分として含み､より豊

かでなけれぱならないとされる(8)｡

　さて右の定式は全体としてメタ言語であり､Pは対象言語のある文(またはメタ

言語へ翻訳された文)を表し､XはPで表わされる文の名である｡またX､Pといっ

た変項が用いられているので､文関数(sentential　function)とも呼ぱれる｡こ

の定式は等値形式(T)と呼ぱれ､ある真理の定義について､それが妥当であるか

どうかを判定する基準であり､従ってそれ自体は真理の定義ではない｡逆に､真

理の定義はこの基準を満たしていれぱ妥当である｡例えぱ､｢雪は白い｣という

文について言えぱ､｢雪は白い｣は雪が白いとき､かつそのときにのみ真である

と言われる｡これが｢雪は白い｣という文に対する真理の定義である(9)｡

　一般に､真理の定義が妥当であるとされるのは､等値形式(T)の代置例(in-

stance)のすべてが真理の定義から導出されるときである｡変項X､Pにそれぞれ

定項が人って得られる(T)は真理の部分的定義とみなされ､一般的真理の定義は

これらすべての部分的定義の連言でなけれぱならないとされるのである(10)｡

　タルスキーは意味論的真理概念が哲学的に中立であると述べている(H)｡何故

ならぱ､意味論は言語表現とそれによって指示される対象(事態)との間の関係

を扱う理論であって､ある命題が検証可能であるとか､真であると受け入れられ

るかどうかという真理の認識の問題は扱わないからである｡タルスキーの論議が

示唆しているのは､対象について語る文と文について語る文が得られれぱ､真理

が文(言明)と対象との対応にあるという対応説は支持しうるということであり､

特定の認識論的立場ではない｡タルスキーによれぱ､真理は意味論的概念なので

ある｡文が指示するのは事態､あるいは(認識論では既に何事かを叙述している

とされる)命題である｡文が真であるのは､この事態が実際に現実的であること
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である｡前者は文の内包であり､後者は文の外延である｡例えぱ､文｢雪は白い｣

が真であるのは､この文が命題‘雪は白い'を指示し､実際その命題が現実的で

あるときである｡しかし命題が現実的であるかどうか､つまり雪が実際に白いか

どうかは意味論外の認識論的､語用論的な検証や確証の問題なのである｡

(b)認識論的真理対応説

　意味論と語用論の峻別の是非を問わないならぱ､意味論的対応説は､伝統的真

理対応説に関する対応概念や循環等の難点､否定命題､条件法､一般法則命題等

の反例を免れていると言えよう｡しかしそれは､意味の問題として専ら文の指示

的意味のみを扱い､また文の指示対象としては事実ではなく､可能性概念として

の事態を扱っているからであり､文､特に命題と対象との関係の(つまり命題が

事実に合っているかどうかという)認識の問題を予め排除しているからである｡

また､ハムリン､そしてタルスキー自身が指摘しているように､タルスキーの真

理論は単純に形式化された言語体系においてのみ適用可能であり､理論がどのよ

うにして日常言語にまで拡大されうるかは別の大きな問題である(12)｡さらに､

H.パットナム(H.Putnum)が述べているように､例えぱ｢雪は白い｣は雪が白い

とき､かつそのときのみ真であるというのは､まさに同語反復であり､この同語

反復は｢雪は白い｣がどのように用いられ､理解されるのか､またその主張可能

性等については何も語ってはくれないのである(13)｡意味論的真理対応説が哲学

的に中立であるのは､このようなトリヅィアルな自明性の上に成立しているから

であると言えよう｡しかし､パットナムが指摘しているように､真理概念の形式

論理は真理という観念に関して存在するすべてではない(14)｡

　日常的な認識の流れの中で､私たちは言明(命題)を受け入れている｡つまり

真とみなしているのであり､そして事実を語るときには､言明が真であること､

つまり事実に対応していることを前提にしているのである｡この意味で､認識論

的な真理対応説の成立根拠を明らかにする必要がある｡

　ハムリンは認識論的観点から､真理対応説の再解釈を試みている｡かれが想定

する対応説の定式は｢言明は事実と対応するとき､かつそのときのみ真である｣

である｡ハムリンはこの定式が哲学的脈絡の中でのみ意義をもち､高度な一般化

であるということを強調し､真理概念の解明としては循環を免れていないものの､
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ある種の機能を果たしていると主張する｡ハムリンの論点は次の二点にある｡

　第一は言語の機能に関するものである｡社会制度としての言語機能は､世界を

扱う道具として､意味の伝達と客観性にある｡例えぱ､名詞は事物を指示し､形

容詞は記述し､そして特に叙述文の機能は事実を述べる(stating　facts)ことに

ある｡この事実を述べるという機能から推論せられることは､｢ある言明を真と

みなすことは､この文が正しくその機能を遂行した｣ということなのである｡事

実を述べるという機能を命名(naming)の機能と混同してはならない｡事物を対

象の複合体とみなす見解は､事実を述べるのではなく命名すると捉える､この種

の混同から生ずるのである｡事実は､事物や出来事と異なるカテゴリーなのであ

る(15)｡

　そこで第二の問題は､事物を特にカテゴリーとして認めることである｡一般に､

カテゴリーの説明は､それを取りあげる(pick　out)私たちの思考様式に言及す

ることによってのみ可能となる｡事実､出来事､事物といったカテゴリーの概念

は､世界を言語的に取り扱うことが可能となるような方法を考察することから生

ずる｡カテゴリーは､言わぱ言語と世界との境界領域に生ずるのである｡そこで､

事実とは､真なる言明をすることにより､取りあげられるものである｡従って､

事実は真なる言明が述べているものに他ならないし､真なる言明は事実を述べて

いるのである(16)｡

　ハムリンの事実概念に関する考察が示唆しているように､真理対応説を主張す

ることは､ある種の実在論を前提とする｡すなわち､独立した世界の存在が､言

明と事実が対応していることの必要条件となっているという意味での実在論であ

る｡対応説はその一般性故に､言明が事実と対応するときの諸条件を一般的に述

べることは不可能であるが､対応説への反駁は､ハムリンに従って(17)､この客

観的世界の存在を否定する者によってのみ可能であると言えよう｡私たちは､事

実を語るとき､その手段となる言明を疑わない｡言い換えるならぱ､事実を語る

言明の真偽を事実と照合するという不合理な手続きをしない｡言明により指示さ

れている事柄が現実的であるかどうかを確かめることはする｡しかしこれは検証､

確証の問題であり､真理の意味の問題とは別である｡事実は語られるものである｡

つまり真なる言明により表現されるものであるということは､私たちの使用する

言語の機能により保障されているのである｡ここに認識論的にも真理対応説は自
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明のものであることが主張できよう｡対応説を否定するならぱ､私たちは事実に

関するすべての言明を差し控え､沈黙することになるのである｡
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2､言語行為としての知識

(D　認識行為における知識と了解

　言うまでもなく､知識の伝達と創造は人類の貴重な営みの一つである｡｢知る｣

という行為の成果である知識は､いったん｢分る｣という経験､｢知る｣という

経験のそれぞれの流れの中にひき戻されることによりその伝達が可能になると言

える｡その際､｢知る｣という経験は対象の獲得と拡大の方向にあり､｢分る｣

という経験は対象の受容と分類の方向にある｡従って､｢知ること｣と｢分るこ

と｣は不可分でありながらも､私たちの認識の様態のうちの対称的な部分を言い

表わしているのだと言えよう｡

　　｢知る｣の語源は､｢領る｣である｡つまり｢領有する｣｢支配する｣であり､

何事かを意のままに支配することを意味したと思われる｡また｢知｣は､｢矢十

口｣の会意文字で､｢矢のようにまっすぐに物事の本質を言い当てること｣を意

味する｡ここから､｢知る｣は､対象を意識の中で完全に捉え､自分の支配下に

おくことを意味するようになったと考えられる｡

　　｢知る｣は､通常｢知っている｣と表記されるように､達成や成就､状態とし

て捉えられる｡成功が失敗を対概念としてもつように､達成は達成できないでい

ることの裏返しである｡従ってそれは､常に｢知らない｣状態との緊張関係にあ

る｡この緊張関係の中で､私たちは対象を完全に把握し内に取り込もうとするの

である｡｢知る｣という行為は､このように専ら意識の外である外界から何事か

を獲得することであるから､かなり意図的､意志的行為であると言える｡

　これに対し､｢わかる｣は｢分る｣と表記されるように､意識で捉えられては

いるが判然としない対象を､主体が既得のカテゴリーに分類することである｡例

えぱ､｢何を言っているのかわからない論文｣は､対象は与えられているが､そ

れを如何に評価し､分類したらよいか､具体的に掴みかねている状態を示してい
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る｡この状態に対しては､｢暫く考えれぱ｣｢もっとよく読めぱ｣といった分類

のための手段が与えられるのである｡

　このように｢分る｣は､既にその存在が認められているものについて､その性

質､意味､原因､結果､理由等､関係を把握することである｡従って､意識に捉

えられていないもの､存在が認められていない未知の対象について｢分る｣とい

うことはあり得ない｡

　対照的に､｢知る｣という行為については､対象が与えられているかいないか

のどちらかであり､｢暫く考えていれぱ知るだろう｣ということはあり得ない｡

また､｢観測により分った｣と｢観測により知った｣において､前者は不確かな

内容が明瞭になったのに対し､後者は新しい知識を獲得したという違いがある｡

対象を既得のカテゴリーに押し込めるのは比較的容易であるが､新たな対象を取

り込むことは｢発見｣｢発明｣と同様困難である｡しかしいったん知られたもの

は､特別な事情がない限り､私たちの手から逃げていくことはない｡知ろうとす

る行為の中で､私たちは分っているものと分っていないものとを判別する｡一方

分っていないものを馴染みのある脈絡へ引き込み受け容れることにより､私たち

は未知の事柄に取り組もうとする｡この意味で､｢知ること｣は｢分ること｣に

先行しながらも､前者の方向と形式を与えるのは後者であると言えよう｡

　　｢知る｣がかなり意識的行為であるのに対し､｢分る｣は無意識的行為という

性格が強い｡｢曖昧であったものが､話を聞いているうちに次第に分ってきた｣

とか､｢何が言いたいのかよく分らない｣等と言われる｡｢分ろうとする｣｢や

っと埋由が分った｣という言い方は､ある意味で意志的であるが､やはり､｢自

ずから理解し､明らかになる｣という自発的な意味合いが強いのである｡希望､

意志､受身､可能について､｢知る｣が｢知りたい｣｢知られる｣｢知ることが

できる｣と表現されるのに対し､｢分る｣は｢分りたい｣｢分かられる｣｢分り

得る｣と表現されることはないのである(D｡

　従って､｢分る｣という関係把握の到来を私たちは予測することができない｡

それは知ろうとする意識的､意志的探究の過程のどこかで生ずるものである｡逆

に､知ろうとする意識的姿勢がなくては､｢分る｣､つまり了解の到来を期待す

ることはできないのである｡
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(2)知識の成立要件

(a)知識論の中心問題

　知識の理論には､｢何を知りうるのか｣という問いと､｢何かを知っていると

言われうるためには何が必要か｣言い換えれぱ､｢知っているとするための基準

は何か｣という二つの大きな際立った間いがある(2)｡哲学的分析における知識の

分析は､後者の問いへの答えが可能であることを前提とした上で､後者から前者

へと向かう傾向にある｡

　これは『テアイテトス』におけるプラトンの知識の定義の試み､つまり偶然真

であるにすぎない｢信念｣と異なり､誤りえないものとしての｢知識｣は正当な

根拠をもつものでなけれぱならないという間題の立て方を踏襲していると言える｡

この正当化の論脈の中では､｢知識｣は｢信念｣の一種とみなされ､｢信念｣が

どういう条件を満たすときに｢知識｣の水準に達するか､｢知識｣と呼ぱれるた

めには､真理と根拠の関係はどうあらねぱならないかという問いが知識の間題の

中心におかれる(3)｡

　哲学的分析の論議においても､｢知識｣と｢信念｣はしぱしぱ対比されてきた｡

両者の違いが異なった対象へ志向する作用の違いであるとか､｢知る｣というこ

とが､ただ｢信じている､思っている｣だけの状態とは本質的に具なる特殊な精

神状態であるというような見解は現在では支持されない｡真なことでなけれぱ知

りえないという事実は､｢知ること｣が誤ることのない精神の状態であるという

のではない｡それは日常言語の用法の中に認められる文法的な事実である｡

　知識は命題によって表現されるものと仮定しそれをPで表わすと､例えぱ､｢私

はPだと知っている｣はPの真理性､客観性を前堤として成立する言明である｡な

ぜなら､その否定｢私はPだとは知らない｣という表現はありえないからである｡

もちろん､過去における否定｢私はPを知らなかった｣とは言える｡しかしこれは

この発話者が､現在その命題を知っていることを前堤とした言明である｡一方､

　｢信じる｣｢思う｣の場合､｢私はPだと思う｣｢私はPだとは思わない｣という

言明はともに成立する｡それでは主語が一人称以外である場合はどうであろうか｡

　｢かれはPだと思っている｡しかしPは偽である｣は成立する｡ところが､｢かれ

はPだと知っている｡しかしPは偽である｣という言明は成立しないのである｡な

ぜなら､｢かれ｣に｢知る｣を帰する時点でこの発話者によるその命題内容の真
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理性の保証が前堤とされている一方で､後半における同じ発話者による否定は自

家撞着となるからである｡

　このように､｢Pを知っている｣が｢P｣を含意するために､発話者は同時に

　｢Pかも知れない｣｢Pだと思う｣｢Pは偽である｣と言えないのである｡つまり

　｢知る｣の言語規則がこの種の連言を拒否するのである｡要するに､何かが真で

あると知っているとき､その何かが真であるということを前堤とし､あるいは含

意するような仕方で､私たちは｢知る｣という語を用いているのである｡従って

　｢知識｣と｢信念｣は必ずしも対象を異にするわけではなく､同一の命題が人に

より真であると知られたり単に信じられたりするのである｡そこで､ある人があ

る命題を､それを根拠づけるものを有していないのにもかかわらず真であると知

っていると言えぱ､言語規則に反するが､その命題をただ受け容れているという

事実は､その人がその命題を信じているということを正当化するのである｡問題

は､｢知っている｣と言われうるための要件は何か､すなわち､ある信念が知識

としての資格をもっていると認定されるために必要な根拠は何かということであ

る｡

(b)正当な根拠をもった真な信念(justified　true　belief)

伝統的な知識観は､｢根拠づけ｣｢正当化｣にさまざまな意味をもたせながら､

知識とは｢正当な根拠をもった真な信念｣であるという定義を支持してきた｡こ

れを知識の成立のための必要十分条件として定式化すると次のようになる｡すな

わち､｢S(人)が命題Pを知っている｣ための必要かつ十分条件は､DPが真で

ある､H)SはPが真であると信じている(思っている)､iii)Sはしかるべき根

拠に基づいてPを信じている(思っている)､の三つの命題の連言であるというも

のである｡

　この知識の定義に対し,ゲティア(E.L.Gettier)は,‘ls　justified　true　be-

1ief　knowkedge　?'　という論文の中で二つの反例を挙げた｡ゲティアが提起した

間題は､ある人があることを信じ､それが真であって､かつそれを信ずべき証拠

があるにもかかわらず､かれが｢知っている｣とは言えない例がある､というも

のである(4)｡

　反例1､スミスとジョーンズはある職に志願している｡そしてスミスは次の連
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言命題に対する強い証拠をもっている｡

　Dジョーンズが職を得るだろう｡そしてジョーンズはポケットに10枚の硬貨を

　　　持っている｡

スミスが有する証拠とは､会社の社長がスミスに採用されるのはジョーンズだと

断言したし､またスミスは10分前にジョーンズのポケットの中に硬貨を確認して

いる､というものである｡また､命題Dは次の命題H)を含意する｡

　H)職を得る者のポケットには10枚の硬貨がある｡

ここでスミスはDからH)が含意されることを理解しており､またDによりii)を

受け容れている｡言い換えれぱ､スミスはH)が真であると信ずることを根拠づけ

られていると言える｡

　ところが､実際に採用されたのはスミスであり､また自分では気づかなかった

が､たまたま自分のポケットの中に10枚の硬貨を持っていた｡このときH)は真で

あり､スミスはH)が真であることを信じており､また根拠づけられていると言え

る(すなわち知識の条件はすべて満たされている)｡しかしスミスがii)が真であ

ることを｢知っている｣は言えないであ･ろう｡

　反例2､スミスが命題iii)の根拠をもっているとする｡

　iiDジョーンズはフオードを所有する｡

すなわち､スミスは自分の記憶をたどるかぎり､ジョーンズがいつもフォードを

所有していたし､自分も乗せてもらったことがあるからである｡今､スミスには

別の友人ブラウンがいるが､スミスはかれの居所を知らないとする｡ここでブラ

ウンの居所に関するスミスの憶測とiH)とを選言肢とする次の命題をつくる｡

　iv)ジョーンズはフォードを所有するか､またはブラウンはバルセローナにい

るかのいずれかである｡　iH)が真であるかぎり､iv)も論理必然的に真であるのだ

から､仮定された状況において､スミスはiv)を信ずべき十分な根拠をもっている｡

　ところが､ジョーンズはフォードを持っていないし､今はレンタカーを運転し

ており､また偶然の一致からブラウンはバルセローナに住んでいた｡このとき反

例1と同様に､iv)は真であり､スミスはそれを信じ､また根拠づけられていたと

しても､私たちはスミスがiv)を知っているとは認めないであろう｡

　以上の二つの反例は､それぞれ別々の二つの事実を根拠として信じられた連言

形式(第一の反例)の命題と選言形式(第二の反例)の命題に関するものである｡
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いずれも､スミスが信ずる根拠と､根拠により正当化されるはずの真理との間に

あるべき関係が成立していないのである｡第一の反例について言えぱ､スミスが

H)を信ずる根拠としたi)の連言の前半は偽である｡しかもその後半は真であって

も､その真理性はH)を真とするための事実とは関係がない｡同様に第二の反例に

ついても､スミスがiv)を信ずるための根拠となっているiH)は偽である｡　iv)に

おける選言肢(ブラウンが偶然バルセローナにいたこと)が事実であったために

iv)が真となるのであって､スミスはその事実を根拠としてiv)を信じたのではな

い｡⑤

(c)分析の現在

　ゲティアの反例に対する論議は､雑誌『アナリシス』を中心にさまざまな展開

をみせ､今日でも終止符は打たれていない｡それらの論証パターンを素描すると

次の通りである｡

　ゲティアの反例はある命題の根拠となる命題の明証性について十分な注意を払

っていない｡すなわち､探究の発端となる命題D,H)の明証性を定立させる過程

は考慮に人れられていないのである｡例えぱ､なぜスミスはDをいとも簡単に信

じたか､採用されるのはジョーンズではなくスミスかも知れず､また社長の予告

から採用決定までの時間的隔たりの中で起きうるあらゆる可能性等を無視して､

敢えてDの絶対的明証性を仮定する根拠はそれほど強くないはずである｡このよ

うなDに対するスミスの信念は知識の条件には値しないと言えるのではないだろ

すか｡要するに､ゲティアの反例において出発点となっている命題は､それが偽

であることをいとも筒単に措定できるような類のものなのである｡

　これに対し､ゲティアの反例を真正なものと解する論者は､その種の反例の論

理を明確にした上で､知識の再定義を試みている｡ゲティアの反例は､いずれも

ある人が命題Pを知っていると言うときの根拠とした命題が偽であったという事情

をもとに提示されている｡そこで反例を退けるために､偽な命題を根拠に知識を

主張してはならないということにすれぱよい｡元来､知識を根拠づけるはずの命

題は､無限の背進を終結させるような全く明証的でそれ自身に対する根拠の支え

を何ら必要としない命題(たとえぱ､認識主体の心の作用､形式的必然的真理､

感覚所与等)であるべきだというのが､知識の第三条件に寄せる暗黙の仮定であ
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ったと言えるからである｡

　ところが間題は､その明証性に支持されるならぱ絶対に偽とはなりえないほど

に決定的な明証を知識の条件とすることが､ゲティアタイプの反例を退けること

はできても､逆に真正な知識の事例を排除するという事態を招きかねないという

ことである｡ゲティア以後の知識の分析の論議がおびただしい数の論文をうんだ

のは､条件を弱めることによって生ずる反例の排除と､強めることによって生ず

る真正な知識の排除という望ましくない事態の回避という両極を考慮しながら知

識の定義が希求されたからである｡

　さまざまな形で提案されている知識条件の修正を概括的に分類すると､因果論

的分析(Causa1　Analyses)､阻却可能性による分析(Defeasibility　Analyses)､

決定的理由､もしくは信憑性による分析(Coclusive　Reasons,　Reliability

Analyses)を挙げることができる｡例えぱ､ゴールドマン(A.Goldman)は､人

　(S)が命題(P)を知っているとするためには､Pという事態がSの信念の原因と

なっていなけれぱならないと主張し､知識の因果論的分析を堤示している｡ゲテ

ィアの反例において､スミスに欠けているのはスミスが信ずる根拠と､ii)あるい

はiv)の真理性との因果的連鎖であるとされる(5)｡この分析の問題点は､｢原因｣

概念の適用可能性の範囲にある｡第一に､私たちが知識とみなす命題には個別の

事実に基づかない一般的命題が含まれているが､この種の知識に｢原因｣概念は

適用できない｡第二に､ゴールドマンの定式では､知識の根拠となる事実とそれ

に対する信念との間の因果的関係と､同じ事実と信念の根拠となる事実との間の

因果的関係の区別が曖昧である｡これらの諸点を克服するために､ゴールドマン

は､この知識の第四条件が要請するのは､PとPに対する信念の根拠となる明証を

含む因果的連鎖をSが再構成できるということであると再解釈している(6)｡

　問題となっているPとその根拠づけの両者に関連がないにもかかわらず､Sの有

する明証にそれが加わるとSがPを知ることの根拠を覆すような性質の事実が存在

する状況を私たちは想像することができる｡例えぱ､Sが赤緑色盲であるという事

実は､あるネクタイが赤であるかどうかという間題とは関連がないにもかかわら

ず､そのネクタイが赤であると考えるSの根拠づけを覆す可能性のある事実である｡

知識の成立要件を定式化する上で､このような反事実的な(counter　factuaD　状

況を考慮すべきであるというのが､阻却可能性による分析である｡阻却可能性の
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定義は論者によりさまざまであるが､その一般的な定式は次の通りである｡すな

わち､命題Pに対して､Sが有する明証とある真な命題dとの連言が､SのPを信じる

根拠を損なうことになるような類の命題dは存在しない､というものである(7)｡

言い換えるならぱ､Sがある命題Pを知っていると言うためには､Sが現時点で有す

る明証に他のどのような真な命題dか加えられてもSがPを信じる根拠が損なわれる

ことはない､つまりdは阻却埋由にはならないという条件である｡

　この阻却可能性の条件に対してもいくつかの問題点が挙げられよう｡例えぱ､

Sがもつべき実際の正当な根拠を､単に仮定的な意味しかもたない条件文により考

慮しなけれぱならないのかという点がよく指摘される｡しかし､阻却可能性によ

る分析が従来の分析と異なるのは､知識の探究の脈絡への配慮である｡論理性の

希求はとかく探究の脈絡を捨象した知識の理想状態を措定しがちである｡ところ

が､特定の命題の真偽を確証する営みの中では､常に既存の知識体系が探究の条

件となっているはずである｡そこでは､もし既存の明証の集合と矛盾する事実あ

るいは観察命題が得られ､その明証性も確実であるとしても､直ちに既存の知識

体系が覆されるわけではない｡ここで私たちがすべきことは､既存の明証の集合

と新たな事実をつき合わ廿､整合性と無矛盾性を保つような仕方で新たな仮説を

堤起することである｡このときはじめてその事実あるいは観察命題は､古い仮説

に対する阻却理由となるのである｡このことは､同程度に蓋然性を有する整合的

知識体系が競合的に共存している軽験科学においては特にあてはまるように思わ

れる｡

　知識の成立要件の定式化は､元来論理的なものであり(すなわち､問題の命題

とその成立要件がif　and　only　if　によって結ぱれ)､また反事実的性格をもつ

ものである｡従って､ゲティアの反例に出てくるスミスのような愚かしい行為を

する実在人物を日常生活の中に見るのは稀なことである｡　if　and　only　if　によっ

て結ぱれる命題が論理的に等値であることと､実質的に等値であることは一応区

別することができる｡しかし､知識における明証性と真理の関係の定式化の希求

は､両者の区別が厳然たるものではないことを次第に明らかにしつつある｡｢知

ること｣の分析において､知る主体の行為が無視されない限り､これは当然のこ

とと言える｡

　すなわち､ゴールドマンは｢知ること｣の条件として､主体がある種の因果論
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的説明､すなわち知識の再構成をすることができなけれぱならないと主張し､ハ

ーマン(G.Harman)は推論の過程を取り挙げ､中途においても最終的にも偽であ

る帰結を含む推論は知識を提供しないと主張し(8)､またソーサ(E.Sosa)は知識

のツリー(Trees　of　Knowledge)という概念を導入し､ある知識の根拠となるベ

き明証は主体Sがもつ知識のツリーを前提とし､このツリーのシークェンスが認識

的説明を提示するものでなけれぱならないと主張している(9)｡更にショウプ(R.

K.Shope)は､ある命題が正当に根拠づけられていると言うとき､私たちはある認

識の共同体を念頭に置いており､同時に､その命題を受け容れることにより､こ

の共同体の成員により共有される傾性としての合理性が､認識上の目的との関連

で顕現化されていることを併せて主張しているのだと述べている(10)｡このよう

に､｢知っている｣ことの資格を問うことは､認識する主体の信念体系､知識体

系の考慮なしには不可能であることが次第に認められはじめているのである｡

(3)言語行為としての知識

　ゲティアの反例､およびこれに関連する知識の成立要件の論議は､｢知ってい

る｣と言われうるための基準の定式化を問う一方で､論者は何らかの基準を既に

暗黙的に有しているという逆説が存在する｡｢知ること｣の分析は､知るに至る

過程の分析､学習過程の分析ではなく､常に結果としての知識の論理分析である｡

商品の流通に関する公式の欠如が物の売買という行為を妨げないのと同様に､満

足な知識の定義が得られていないことは､私たちが何事かを｢知っている｣と主

張することを少しも脅かさない｡むしろ事態は逆で､｢知る｣の用法に関する言

語的直観に基づいて知識の定義が試みられるのである｡知識の定義は､既述の通

り､条件文に如何なる言語表現が与えられようとも､その連言が｢知っているこ

と｣と同値であることを要請する｡しかしこの分析の手続きは､条件文を仮説的

に定立し､然る後にさまざまな事例を考慮することによりその可否を吟味すると

いう演鐸的手続きである一方､その前堤となっているのは､[知る｣の用法に関

する暗黙の了解である｡従って､知識の成立要件に関する論議は､知るという行

為の結果に関する部分的な説明をするのであって､その前提にある｢知る｣の用

法のすべてを語ることはできないのである｡

　何かを知っていることとそれを｢知っている｣と主張することは別である｡オ
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-スティン(J.L.Austin)は､｢知っている｣が記述的な旬であると考えるのは

誤りであり､人は｢知っている｣と述べるときに､他人に対し､｢･･･は‥･で

ある｣ということについて権威をかけているのだと指摘している(H)｡更にオー

スティンは､｢何かを知っていると言えぱ､即座に､あなたは知っているという

立場にあるのかと問われる｡つまり何かを確信しているというだけでなく､それ

が自分に認識されていることが示されなけれぱならないのである｣と述べている

(12)｡従って､｢知っている｣という言明は､ある特定の脈絡で､ある資格をも

っている場合G こ､その発言が許されるような言明であるということになる｡

　ところで､｢私がPを知っている｣｢私もPを知っている｣の二つの発話を考え

てみよう｡前者において､｢私｣は､Pであることの保証､請け合いを表明してい

るだけではない｡他の誰でもない､まさに｢私｣にPという知識が帰属すべきであ

ることを主張しているのである｡また後者においては､Pという知識を共有する他

者が前堤とされ､そのいわぱ知の共同体へ｢私｣が帰属することを併せて主張し

ている｡更に両者において前提とされているのは､Pという知識を共有する知の共

同体と､｢私｣との間の間隙である｡この間隙が｢私｣をして､特に｢Pを知って

いる｣という発話を促したのである｡　F知っている｣の発話行為的側面の吟味は､

このように語る主体が属するさまざまな共同体の措定を要請するのである｡

　一方､以上の発話行為的側面は､｢知る｣の用法のすべてを語るものではない｡

オースティンが主張するような｢知っている｣という言明の発話行為への還元は､

専ら発話的遂行的側面への関心から生ずる誤謬である｡私たちは､日常的経験的

にさまざまな事実を知っていると述べるための十分な資格をもっている｡しかし､

敢えて｢知っている｣と述べるのは限られた場面においてである｡反省や吟味の

対象とならない親しい相貌をもつ知識については､むしろ｢知っている｣とは主

張しないのである｡

　私たちは､日常生活において問う必要のない自明の事柄について暗黙の了解を

もっている｡新しく出会う事柄もこの了解のうちに溶け込むならぱ､とりわけ問

う必要はない｡ところが､この自明性が破られるような間題が持ち上がるとき､

すなわち､その自明性の成立根拠を揺るがすような新たな事実が現われたとき､

私たちは自明性の修正､復旧(新たな了解)の必要から説明を求めるのである｡

　｢知っている｣の発話的遂行的性格は､この自明性と新たな了解との聞隙から浮
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かび上がるのである｡

　既述の通り､知識の根拠を問うことが認識論の論脈を形造ってきた｡哲学的に

想定される懐疑論は､明証に関する無限の背進なしに知識を正当に根拠づけるこ

とはできないと主張する｡しかし､マルコム(N.Malcolm)が示唆しているように､

私たちはすべてを疑うことはできない(13)｡証明､反証､推測､懐疑という姿勢

は､他のいくつかの命題が確実であることによりはじめて可能となるのである｡

事物についてのある命題が誤りであることが解るためには､他のいくつかの命題

が確証されていなけれぱならない｡また判断や推論は､疑う余地のない命題に依

拠しており､これらの確実性が取り払われると､私たちは推測することすらでき

ない｡更に､ある探究の脈絡において真偽が問われる命題が､別の脈絡において

は確実性という身分が与えられ､他の命題の検証のための前提となることもある

はずである｡

　一般に疑うことは既にある種の確実な知識体系の成立を前提としており､ある

命題の確実性は疑うという行為､すなわち探究の脈絡におけるその位置によって

保証されていると言えよう｡従って､すべてを疑い､あるいは脈絡から切り離さ

れた命題の真偽を問うことは､哲学的に想定された疑似問題にすぎないと言える｡

同様に､探究の前提となる知識体系の成立根拠を問うこともまた誤りである｡こ

の体系は特定の探究の方向と姿勢が決定する探究の出発点であり､探究の規則で

ある｡道具の材質がその用途によって規定されるように､ここでいう知識体系も

それ自体で意味をもつのではなく､探究を企てる私たちの知的営みによってはじ

めて成立するのである｡それでもその成立根拠が問われるとすれぱ､それは私た

ちの知識を語る行為､すなわち｢知ること｣に関する言語規則により保証されて

いると言わねぱならない｡私たちはさまざまな状況で｢知る｣という言葉の用法､

適用の仕方を正確に習い覚えているのであり､それを語る十分な資格をもってい

るのである｡ただし､この言葉の使用規則を閉じたものとみなす誤謬を犯しては

ならない｡個人にとってはその適用可能性が既成のものと映る一方､その意味を

成立させているのは､それを使用する私たちの言語行為､すなわち探究という知

的営みだからである｡
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第6章　教育的認識に おける<説明>と<理解>

1､科学的探究における｢説明(explanation)｣概念について

-C･GヘンベルとI･シェフラーの｢説明｣概念の分析を手掛りとして-

はじめに

　科学的説明の論理的分析は､近年､ヘンペル(C.G.HempeD､オッペンハイム

　(P.0ppenheim)､ネイゲル(E.Nage1)､ポパー(K.Popper)､シェフラー(I.

Scheffler)などの科学哲学者によって進められてきた｡

　かれらの諸研究にみられる基本的な了解のいくつかは､ヘンペルとオッペンハ

イムの古典的論文｢説明の論理の研究(D｣に求めることができる｡第一に､説明

とは､説明されるべき現象を記述する言明､被説明項(被説明命題explanandum)

と､問題となっている現象を説明する一連の命題群､説明項(説明命題explana

ns)との一連の言明(命題)であること｡第二に､説明は論証に他ならないこと､

つまり披説明項は､説明項を前提として､妥当な演鐸的(帰納的)推論により導

き出される論理的帰結でなけれぱならないということ｡第三に､その際､説明は

被説明項が一般的法則あるいは規則性に包摂されることを含むということ等であ

る｡

　一方､かれらが提示する説明モデルは､あらゆる経験諸科学における実際の説

明を記述するうえで十分ではない｡なぜなら､例えぱ､科学的説明という概念が

適用されるものには何があるかについての一般的見解は得られていないという事

情があるからである｡かれらの試みはむしろ､説明概念をより洗練し､体系的な

関連性の中で捉え直し､実際的にも有効なものとするところにあると言えよう｡

　では一連の諸研究の中で何が問題とされてきたか｡それはおよそ次のような事

柄であると思われる｡第一に､満足な説明のための論理的要件は何か｡そして説

明モデルの提示｡第二に､説明のための認識的(epistemic)条件は何かという問
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題｡第三に､科学における説明の位置の問題｡第四に､説明と予測の同一性､あ

るいは違いについて｡第五に､法則的文(1awl　ike　sentence)の基準の問題｡第六

に､物理科学だけでなく､他の経験諸科学における実際の説明に､説明モデルが

適合するかどうかという問題､そして最後に､説明の語用論的側面の分析の問題

である｡

　本節の目的は､これらの問題のうちのいくつかを､ヘンペル並びにシェフラー

による説明概念の分析を手掛りとしながら吟味し､より明確なものとすることに

ある｡以下において､第一に説明のための認識的条件を､第二に科学における説

明の位置の問題を取りあげる｡

(D説明のための認識的条件

(a)説明のための真理条件

　例えぱ､地震が地底を徘徊するナマズによって説明されたり､ある種の生物学

的現象が活力によって説明されたりするとき､科学的関心からはそれらを排除で

きるような説明の成立要件を私たちは持つ必要がある｡

　ヘンペルとオッペンハイムは､説明の成立のための必要条件として次の四つを

あげている｡a)被説明項は説明項の論理的帰結でなけれぱならない｡b)説明項は

被説明項の導出に必要とされる一般法則を含んでいなければならない｡c)説明項

は経験的内容を含んでいなけれぱならない｡d)説明項を構成する命題は真でなけ

れぱならない(2)｡

　このうち､a)とb)は説明が演鐸的論証であることを意味し(但しヘンペルは後

に帰納的論証による説明モデルを定式化している)､c)は説明が経験的検証にさ

らされることを示すものと言えよう｡

　一般に説明が求められるとき､そこには被説明項が真であることが前提とされ

ている｡従って､被説明項を演鐸的に帰結する説明項を構成する命題(言明)も

また真でなけれぱならないことになる｡すなわちd)の条件である｡ところがここ

で問題となるのは､経験的命題(特に一般法則)が真であることを完全に確証す

ることはそもそも不可能であるのだから､この条件はゆるめられ､確証(confir

mation)の程度によってあらわされるべきではないかということである｡

　ヘンペルは後に｢説明項が証拠により強く確証されているかあるいは弱く確証
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されているかによって､演鐸的法則的説明がその証拠によって強くあるいは弱く

確証されている(3)｣という言い方をし､d)条件をゆるめている｡

　一方､シェフラーは､d)の条件が｢十分な確証(we11-confirmed)｣という概念

によってあらわされる場合の不都合さを指摘している｡ある説明項が先ず十分に

確証されていたが､今は反確証されたという場合､この条件により､私たちは､

問題の説明項がはじめは真な説明をしていたが今はそうではなくなったと主張す

ることになる｡むしろもっともらしい言い方は､より以前の証拠によれぱ､私た

ちは､説明項が真であると考え､従って問題の現象の真な説明を与えることがで

きたが､現在有効な証拠によれぱ､私たちは､その同じ説明項が偽であると考え､

従って真な説明を与えることができないという言い方である(4)｡

　またシェフラーは何が真であるかについての意見や信念と､真理白体とを区別

することの必要性を主張し､次のように述べている｡｢真理とは､言明､信念､

観念の属性であって､事物､過程､出来事一般の属性ではない(5)｣｡

　シェフラーは､真理概念は確証概念によって取って代わられるべきではないと

考えるのである｡完全な確証､検証(verification)が不可能であることを認め

たうえで､尚､真理の絶対的意味を支持することは可能である｡なぜなら､真理

が絶対であることと､私たちが真理を有しているのは確実であると考えることと

は別だからである｡真理の概念と､真理の評価､検証とは区別されなけれぱなら

ない｡カルナップ(R.carnap)も述べているように(6)､前者は時間から独立して

おり､後者は時間に依存しているのである｡このような真理概念の捉え方は明ら

かに意味論的である｡しかし､先のd)の真理条件は説明の論理的要件として､保

持すべきものと思われるのである｡

(b)事象の根拠と信念の根拠

　前述の説明の成立要件の満足は､演鐸的法則的説明にもとめられるものである｡

一方､それらの要件を満足しないにもかかわらず､科学的探究においては増々重

要な役割を果たすようになってきた類の説明がある｡すなわち､ヘンペルが帰納

的統計的説明と呼んでモデル化したものである｡

　次の例を考えてみよう｡｢スミスは床につく前に4杯のコーヒーを飲んだ｡床に

つく前に4杯のコーヒーを飲んだ者のうち90%は眠るのが困難である｡故にスミス
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は眠るのが困難である(7)｡｣

　ここで前提と結論の関係は演鐸的なものではない｡用いられているのは普遍法

則ではなく､統計的法則であるからである｡さらに統計的法則による包摂(in-

dusion)は説明全体を不完全なものにしてしまうと言えよう｡なぜなら､第一に､

この説明は､何故スミスがコーヒーにより影響を受ける90%の人々のうちに数え

られ､影響を受けない10%の中に数えられないのかを教えてくれないからである｡

第二に､この結論と全く相反する結論､｢スミスは眠れない｣を導く､真な命題

からなる他の前提がありうるからである｡要するに､私たちは依然何故スミスは

眠れないのかと問うことができるのである｡この種の説明が行っているのは､あ

る種の言明に対し､ある程度の帰納的根拠､確証､あるいは信頼度を与えること

なのである｡

　シェフラーはこの種の｢説明｣が説明に似た何かしらを達行していることを認

める｡そこで､統計的説明は不完全である､しかしそれが満足のいく説明ではな

いことを否定する理由もなけれぱ､説明概念をそれらを含む程まで拡張すること

に反論する理由もないというあいまいな見解を述べている(8)｡一方､ヘンペルは

結論の演鐸可能性という条件は､前提に相対的な､結論の高い確証(high-　con-

firmation)という条件に弱められるべきだと主張するのである(9)｡

　(ここで注意したいのは､先に扱った確証は､説明項自体がそれを支える証拠に

よって与えられるものであるのに対し､ここでいう確証は､説明項と被説項との

聞の関係に関わるものであるという点である｡)

　それではヘンペルのいう高い確証という条件は妥当であろうか｡そこで次の例

を考えてみよう(10)｡被説明項｢aが30℃以上の空気の中で時刻t'に燃えた(Fa,t

')｣に対し､｢aは‘にんにくの匂いがする(G)/‘テレビン油に溶ける(T)'な

どの五つの性質をもつ｣｢それらの性質は独立である｣｢これらの性質をもつこ

とは白燐である(P)ための必要条件である｣と仮定する｡すなわち､(i)(X)(PX⊃

TX),(ii)(X)(PX⊃GX)である｡次に｢30℃で発火する(D｣という述語と､｢xは

時刻tに30(C以上の空気に囲まれている(CX,t)｣､｢xは時刻tに燃える(FX,t)｣と

いう関係を導人し､最後に二つの法則､(iiD(X)(PX⊃lx)と(iv)(X)(t)(lx,CX,

t⊃FX,t)を加える｡以上の論証において､aが白燐であること(Pa)は､Ga,Ta…と

(i)~(iv)から演鐸されるのではなく､確証されるのである｡今度は論証を二つに
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分け､(Pa)という言明を加え､次の部分を説明項とする｡(v)(Pa)､(VD(Ca,to)､

(VH)(PX⊃lx)､(iii)､(iv)｡するとこの四つの言明は被説明項(Fa,to)を導く

演鐸的論証となっているのである｡

　シェフラーは､事象の根拠､理由を与える説明項と､説明項が真であると受け

入れるための根拠､理由(私たちの判断､信念を根拠づけるもの)を構成する仮

定とを区別すべきであると強調している(H)｡

　右の例で､Ga,Ta…(D~(iv)は(Pa)を受け人れる根拠を与えているにすぎない

のである｡そしてシェフラーは､この種の言明は説明項が依拠するものであるが､

説明項に属すべきものではないと考えるのである｡

　これに対し､ヘンペルは帰納的論証にも説明という資格を与える｡一方､先の

シェフラーと同様の区別をヘンペル自身もしている｡すなわち｢説明を求めるな

ぜ疑問｣と｢認識的なぜ疑問｣である｡ヘンペルによれぱ､前者が問題の言明が

真であることを前提とし､それが記述する事象の説明を求めるのに対し､後者は

対応する言明の真理性を前提とせず､逆にそれが真であると信ずることの理由を

求めるものとされている(12)｡ところが私たちはいま確証はある言明を真と信ず

る根拠を与えるにすぎないことを見た｡すなわちヘンペルの区別に従えぱ確証は

後者の｢認識的なぜ疑問｣なのである｡つまりヘンペルの要請､高い確証による

説明(帰納的論証)は､説明ではなく単なる理由づけにすぎないことを､ヘンペ

ル自身の区別が物語ってしまうのである｡ここに私たちは説明の論理的要件とし

て､演鐸的論証を<高い確証>に弱めてしまうことの不適切さをみることができ

るように思われる｡

(2)科学における説明の位置

(a)説明と予測

　ヘンペルは､説明と予測は､論理構造において異なるものではなく､実際的な

使用の面でのみ異なるものであると述べている(13)｡つまり､先ず事象があって､

その記述を被説明項として説明項を用意すれぱ説明であり､先ず説明項を措定し､

事象が起こる前に被説明項を演鐸すれぱこれは予測であるというのである｡ヘン

ペルは両者とも基本的には論証であると考え､右の定立は次の副定立､(D妥当な

説明はすべて可能的予測である､(ii)逆に､妥当な予測はすべて可能的説明であ
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る､の連言と等しいと捉えている｡従って､右の定立の妥当性は､これらの副定

立の成立の如何にかかっている｡

　第一の副定立は妥当である｡説明が可能的予測でもあるとは､事象が起こる以

前に予期すべきものであったということである｡この点は､説明項は被説明項を

論理的に含意するという条件によって保証されているのである｡

　第二の副定立は明らかに問題をもっている｡第一に予測はいつも法則に基づい

ているとは限らない｡例えぱ､金属の電気抵抗が温度の上昇とともに増すという

仮説について､今まで得られた有限個のデータは､この仮説にある根拠を与え､

末調査の事例についても同様の現象を予測するための根拠を与える｡しかし､依

然何故その現象が起こるのかと問うことができる｡予測のための根拠(有限個の

データ)は､命題を与えるための理由を与えるが､その命題の説明項とはならな

いのである｡

　第二に､シェフラーによれぱ､説明においては､被説明項の真理性が前提とさ

れている｡そうでなけれぱ説明すべきものは何もないことになるからである｡一

方､予測は成功したり､成功しなかったりするものである｡さらに重要なことは､

予測的根拠に基づいた誤った結論の根拠づけは､科学的理論の検証には重要な役

割を果たすのである｡つまりその理論は否定的なうらづけを得ることになるので

ある(14)｡

　結局､説明と予測の構造的同一性の定立は､予測が演鐸的論証を必ずしも提示

しないこと､法則を含む必要がないこと､真理性を前提としないこと等の点から

成立しないと結論できよう｡

(b)下位概念としての説明

　科学的探究におけるあらゆる科学的論証のうち､説明と予測は中心的位置を占

めるという指摘がよくされてきた(15)｡ところがシェフラーはそうではないと主

張する｡かれによれば､先にみたヘンペル等による説明のための成立要件は何ら

時間的制約を含んでいない｡然るに説明と予測はともにその制約を受ける｡そし

て説明の成立要件を満足し､しかも説明でも予測でもない科学的論証の他の形式

が存在するのである(16)｡

　いま仮に､Aを事象aを表す命題､Bを事象bを表す命題､Lを一般法則の連言とし､
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さらにBはAとLからの論理的帰結としよう｡次にこれらの諸形式に時間的制約を

加え､しかも演鐸的パターンに沿った論証を考えると､次のものがあることがわ

かる｡(ここで左から右へ時間的流れがあるものとする｡)

(i)

(ii)

(iH)

(iv)

(V)

a,A,B,b　　予測 工`゛-posltlng

a,b,A,B　　過去予測-j

b,a,A,B　　過去予測-｣

a,b,B,A

b,a,B,A

説明 エー-subsutantiating

｣

　(Dは先行条件A(a)とLから､bが起こる前にその記述Bを推論する場合で､予

測を表している｡(H)は､例えぱ以前に起こった日食の始まり(a)を記述する命

題(A)と法則(L)から､日食の終わり(b)を記述する命題(B)を推論する場

合である｡(iii)も同様に､ある時の惑星の状態(A,a)から､それ以前に起こっ

たはずの日食(b,B)を推論する場合を表している｡

　(ii)と(iH)はbが未来ではなく過去の時点で起ったはずであることを推論する

のであるから､予測ではなく､過去予測(retrodiction)である｡シェフラーは

この論証において共通であるものがAとBの順序であることを指摘し､これを含む

すべての論証を指す概念としてpositing(仮説的措定)を用いる｡私たちは､一

般法則と特定の事象についての情報から､他の事象を空間的時間的関連の中に

posit(仮説的措定)するのである｡こうして､予測はpositingの下位概念にすぎ

ないことが示されるのである｡(iv)は説明である｡(V)は､例えぱ過去に起こった

日食(b)のデータ(B)が与えられ､次にBが導出されるような一般法則と惑星の

状態を表す命題が与えられる場合である｡(iv)と(V)に共通しているのはAがBに続

くという点である｡シェフラーはこの種の論証を指す概念として､substantiat-

ing(根拠づけ)を導入する｡こうして､説明はsubstantiatingの下位概念である

ことが示されるのである｡シェフラーはさらに､この二つの概念を区別できない

ことが､いわゆる目的論的(teleologicaDあるいは機能的(functionaD説明と

いわれているものの分析をあいまいにしていると主張する(17)｡

　例えぱ､｢櫨物の葉緑素の機能は植物に光合成をさせることだ｣という事例を

考えてみよう｡この言明を｢櫨物の光合成の発生のための必要条件は葉緑素の存

在である｣という一般法則と等しいものとし､次に｢ある櫨物がある時刻tに光合
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成をした｣という情報を加える｡すると右の一般法則と情報から､｢tより以前の

ある時刻t'にこの植物は葉緑素を含んでいた｣という言明を推論することが

できよう｡

　この論証は確かに演鐸的パターンに従っている｡ところが､何故t'より以前に

葉緑素があったかを説明してはいないのである｡この論証が行っているのはむし

ろ､光合成が起こったことを信ずるための根拠を述べている､すなわち､シェフ

ラーの概念で言えぱ､光合成が起こったことのsubstant　iat　ingをしているのであ

る｡これは､｢何故この櫨物には葉緑素があったのか｣にではなく､何故,葉緑素

がなけれぱならなかったと言えるかに対する解答なのである｡この論証パターは

先の(V)に類するものである｡

　以上のように､演鐸的論証のパターンを､上位概念positing,substantiatingに

より二分し､予測と説明はそれぞれの下位概念として捉えることが妥当であると

するならぱ､シェフラーが主張するように､予測と説明に対し､科学的探究にお

ける第一義的地位が与えられるというテーゼは退けられるべきであると言えよう｡

　シェフラーは､より包括的な見解をとれぱ､事象を互いに関連づける真な一般

原理からなるネットワークの構築こそが科学の営みとして強調されよう､と述ベ

ている(18)｡そしてそのためには､予測や説明のみならず他の論証の構築が必要

とされるのである｡

　ヘンペルもシェフラーもともに説明は被覆法則による論証であると捉えるが､

前者が提示する説明の成立要件を､後者は妥当な説明のために必要であるが十分

ではないと捉える点で立場を異にしている｡しかし問題は説明の論理的要件の恣

意的措定にあるのではないことに注意する必要がある｡説明モデルが適用される

対象領域を(自然科学から社会科学へと)拡張し､再び説明概念を吟味すること

が今後の課題となろう｡
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2､教育における<知識><説明><理解>

(1)　説明と知識･了解

(a)　知識と了解

　説明は知識を前提として,了解(理解)を期待している｡言い換えれぱ,説明

は知識と了解の中間項である｡そこで先ず,知識と了解について考えてみたい｡

　知識の伝達は,意識的に行なわれるにせよ無意識的に行なわれるにせよ,人類
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の貴重な営みの一つである｡知るという行為の成果である知識は,いったん分る

という経験,知るという経験の,それぞれの流れの中にひき戻されることにより,

その伝達が可能になるといえる｡その際,知るという経験は対象の獲得と拡大の

方向にあり,分るという経験は対象の受容と分類という方向にある｡このように,

知ると分るは不可分でありながらも,人間の認識の様態のうちの対称的な部分を

言い表わしているのではないかと思われる｡

　知るは,通常｢知っている｣と表記されるように,状態として捉えられる｡従

ってそれは,常に｢知っていない｣状態と緊張関係にある｡私たちは,この緊張

関係の中にあって,対象を意識の中に完全に捉え,自分の支配下におこうとする

のである｡この知るという行為は,専ら意識の外である外界から,何かを獲得す

ることであるから,かなり意図的,意志的行為であるといえる｡一方,分るにつ

いて言えぱ,例えぱ,数学の問題を解くとき,その問題に関連ある,公式や定理,

解法のパターンを思いつくことは,ほぼその問題が｢わかる｣ことに等しい｡私

たちは,漠然とした意味不明の事柄を,既得の分類の引き出しをあけ,その中に

押し込めようとする｡押し込めようにも,該当する引き出しをもっていないとき,

私たちは狼狽する｡私たちは分類の仕方を工夫するか,新たな引き出しを創らな

けれぱならないのである｡

　分るは,既にその存在が認められているものについて,その内容,性質,意味,

原因,結果,理由等,関係を解することである｡従って,意識で捉えられていな

いもの,存在が認められていない未知の対象について,分るということはありえ

ない｡この意味で,知るとは分ることに先立っていると言えそうである｡知ろう

とすることにより,私たちは分けていないもの,分っていないものを確立する｡

ところが未知の事柄に取り組むとき,私たちは分っていないものを,なじみある

脈絡の中へ引き込み,受け人れる必要がある｡この意味では,分るは知るに対し,

方向と形式を与えるともいえる｡

　ところで,知るがかなり意識的行為であるのに対し,分るは無意志的行為とい

う色合いが濃いといえる｡｢あいまいだったものが,話を聞いているうちに次第

にわかってきた｣とか,｢何が言いたいのかよくわからない｣とか言われる｡

　｢わかろうとする｣｢やっと理由がわかった｣という言い方は,ある意味で意志

的であるが,やはり.｢自ずから理解し,明らかになる｣という自発的な意味合
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いが強いのである｡希望,意志,受身,可能について,｢知る｣が,｢知られる｣

｢知りたい｣｢知ることができる｣と表現されるのに対し,｢分る｣は,｢分り

たい｣｢分かられる｣｢分り得る｣｢分かることができる｣と表明されることは

ないのである｡(ただし,｢理解する｣は他動詞なので.｢理解したい｣｢理解

される｣｢理解できる｣と使うことが可能である｡)(D

　従って,分るという関係の把握の到来を,私たちは予測することができない｡

それは知ろうとする意識的,意志的探究の過程のどこかで生ずるものである｡ま

た逆にいえぱ,知ろうとする意識的な姿勢がなくては,分る,つまり了解を斯待

することはできないのである｡

　(b)　説明と了解

　説明という行為は,聞き手を想定する｡その辞書的な意味は,｢事物の内容,

理由.意義などを､ことぱや図を使って相手によくわかるように述べること,と

きあかすこと｣(2)であり,ここには,説明が相手の了解を期待した行為であるこ

とが示唆されている｡説明は,説き明かし(解き明かし)である｡｢とく｣は,

説くの他,訳く,釈く,解く.論くなどと表記される｡このうち,訳くは,一つ

の言語を他の言語にうつしかえることであり,もともと｢引き出しつなぐ｣とい

う意味をもっている｡この意味は,演鐸の｢輝｣にみられる｡釈くは,種子をよ

りわけるという意味から解き分ける,理解するという意味をもつようになったと

いわれる｡また解くも刀で牛を裂き分けることから,やはり分けるという意味を

もっている｡

　大和ことぱの｢とく｣には,これらに共通な分けるという意味合いがこめられ

ていた｡｢とく｣は,結び目をとくこと,絡まっている事柄をわかちはなすこと

を意味する｡｢とく｣ことは分けることに他ならないが,そのためには,互いに

結びついているものがそれぞれ何であるかを分析し,読みとり,その手段を知る

必要がでてくるのである｡生じたことがらについて,それを解きほぐし,原因を

探るという因果分析は,現在という結び目から,過去を読みとることである｡こ

の分析や解読が十分に発達したものになると,現在から導き出される未来の結節

点が予測可能となる｡この未来のさきがけも,｢とく｣という行為の延長にある

といえるだろう｡
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　先に示したように,分るが分けることによる認識の仕方であるように,説くも,

分析,解読による認識の仕方を表現しているといえよう｡

　説明は,事柄や事情を叙述,記述することだと言われる｡例えぱ,風呂敷を抱

えた深夜の一人歩きは,不審な行為として.尋問の対象となる｡この場合,こと

の始まりと,そのような行為をとらざるを得なかった事情を,経過を追って叙述

することが求められる｡この叙述は詳しけれぱ詳しいほど,相手の満足や納得の

いくところとなる｡この日常的な説明は,事柄の内容を要素的に分解し,事の筋

道を追うために重要なものを取り出し,それらの脈絡を再構成することである｡

そして,事柄について叙述的な再構成が達成されることが,説明がつくというこ

とであり,了解がえられるということになる｡

　記述的説明ともいえるこの説明に対し,さらに日常的な説明は,｢なぜか｣と

いう問いに答えようとする説明である｡この説明は,事柄の成立要因や,理由,

根拠,原因と呼ぱれるものを解きほぐし,それらから,問題となっている事柄を

導出することができることを示そうとするものである｡問題の事柄を導くよう

な,隠れた原因､根拠を顕現化させることが,説明がつくということであり,事

柄の了解となるのである｡

　この両者において,事柄の把握が説明であり,了解であると捉えられている｡

ところが了解について少し詳しく調べれぱ,説明と了解とを決して同義に用いる

べきでないことがわかる｡私たちは,日常生活において問う必要のない自明の事

柄について,暗黙の了解をもっている｡新しく出会う事柄もこの了解のうちに溶

け込むならぱ,とりわけ問う必要はない｡ところが,この自明性が破られるよう

な問題が持ち上がるとき,すなわち,その自明性の成立根拠をゆるがすような新

たな事実が現われたとき,私たちは自明性の修正､復旧(新たな了解)の必要か

ら,説明を求めるのである｡了解は,私たちの身に備わるものとして､すでに受

け入れられているものであるのに対し,説明は,了解をめざして,未知のものを

自明のものに取りこもうとする行為であるという違いが指摘できよう｡

　一方,両者が密接な関係にあることにかわりはない｡自明としての了解を打ち

破るような未知の事柄を説き明かすことにより,新たな知識を獲得し,それを取

りこむという過程は,私たちの知の創造,文化の創造そのものであるからであり,

逆に,獲得された知識を,説き明かすという行為を通じて,知る,分るという認
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識の流れにひきもどすことが,知識の伝達という私たちの営みだからである｡

　(c)　説明の諸相

　前節において,私は,認識における説明の様態を素描するために,説明という

ことぱが元来もっている意味と用法に言及した｡しかし,説明ということぱの慣

用的用法を辞書的にすべて列挙することは本稿の意図するところではない｡こと

ばのもつ辞書的意味と,私たちが直観的にそのことぱを使うときの意味とは,か

なりのズレがあり,両者は区別されるべきである｡説明という様態を分類する際

よくとられる方法は,説明が｢なぜ一疑問｣(why一question)に対する答えであ

るということを前提にして.その｢なぜ｣という疑問の内容を分類し,そのうち

のいくつかをとりあげ,それらに対する｢説明｣の概念を引き出し,分析すると

いうやり方である｡しかし基本的に教育的関心から説明の概念を考察しようとす

る私たちは,｢なぜ一疑問｣に対する答えとしての説明だけでなく,説明の他の

諸側面をも吟味の対象とする必要がある｡説明の分類について本格的にとりくん

だものは,科学哲学における諸研究を除けぱ,わずかであるが,その中でスウィ

フト(L.Swift)の論文｢説明｣が注目される(3)｡

　かれが採ったカテゴリーに沿えぱ,問題となる言明が,何らかの一般原理につ

いての言明により表現される関係(relationships)の了解を伴うかどうかにより,

説明を大きく関係的説明と非関係的説明とに分類することができる｡

　関係的説明の部類に人るものとして,スウィフトは.さらに三つのタイプ,発

生的説明(genetic　explanation),因果的説明(causal　explanation),目的論

的説明(teleologcal　explanation)を挙げている｡これらは｢なぜ一疑問｣に対

し,科学的関心により応答する説明形式である｡この種の説明(科学的説明)に

ついては後で論じることにする｡

　説明が求められるのは､自然界の事象,過程､出来事等についてぱかりではな

い｡私たちは別の脈絡で極く日常的に､例えぱ次のように言う｡｢今言ったこと

を説明して下さい｡｣､｢“枯れ木も山のにぎわい"とはどういう意味かを説明

しなさい｡｣等である｡この種の説明は,問題となっている事柄(ことぱや文)

を,よりなじみのあることぱで､(時には比喩的な表現を使わずに)述べること

が求められた説明である｡この過程は,あることばから,よりなじみのあること
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ぱへの言い換えであり,翻訳,解釈であり,そこでは言語的了解や意味の了解が

期待されているのである｡この種の説明は,一般原理を表わす言明や関係の了解

を伴わないことから,説明の非関係的用法と呼ぱれる｡また,問題となっている

事柄が特定のことぱのみに関わっているのであれぱ,説明は言語的な定義づけの

操作と同じであると言える｡

　同様に,問題となる事柄についての論理的､演鐸的注意を払わずにすむような

類の説明がある｡例えぱ,｢角の二等分の仕方の説明｣とか,｢内閣のしくみに

ついての説明｣｢分子構造の説明｣等である｡この種の説明に期待されるのは,

技術的な操作を順追って述べることであったり､実際に使われている名称をあげ

ることであったり､既に分類されている事柄を列挙し､その性質を述べることで

あったりする｡そしてこれらの手続きが事実的に妥当であるならば,この種の説

明は遂行されたと判断されるのである｡角の二等分の仕方の説明が,単に技術的

操作の記述であったり,それを行為により示すことであったりするとき,この説

明が論理的,演鐸的了解を期待するものとは別のものであることは明らかである｡

そこで,この種の説明と,先の翻訳的解釈的説明を含めて,非関係的説明と呼ぶ

ことにする｡

　この非関係的説明には次のような注意すべき点がある｡第一に,この説明が満

足のいくものであるとされるときの,つまり了解が得られるときの規準が相対的

であるという点である｡見慣れていないものと,見慣れたものとの区別は相対的

である｡従って了解の時点や程度は,人により,時により,場所により異なるの

である｡第二に,この種の説明による了解,すなわち.翻訳,言い換え,定義づ

けによる了解が,問題となっている脈絡を閉鎖的なものにしてはならないという

点である｡この種の“分った範囲"で満足することが,思考と推論の重要な過程

への発展を閉ざしてしまうからである｡

　最後に,この非関係的説明には,非言語的な説明をも含めるべきだと考える｡

そこで,｢角の二等分の仕方を説明する｣とか,｢自動車のどの部分がどう悪い

かを説明する｣などのように,実際の行為の遂行による了解を求めている場合は

すべてこのカテゴリーに入るものとする｡

(2)科学的説明
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　科学の目的は,私たちが説明する必要のあるすべてのことについて満足のいく

説明を見出すことである,と言われる(4)｡

　科学的説明のモデルは,古くはミル(J.S.Mi1Dにより,今世紀に人ってか

らは,ネイゲル(E.NageD､K.ポパー(K.Popper),ヘンペル(C.G.Hempe

1),シェフラー(I.Scheffler)らにより研究されている｡特に,ヘンペルとオ

ッペンハイム(P.0ppenheim)の｢説明の論理の研究｣は,近年の科学的説明の

研究の先駆となった論文である｡またその後のヘンペルによる諸論文における説

明理論は､特に注目されている｡

　ヘンペルによれぱ,説明とは,説明されるべき現象を記述する言明,被説明項

　(もしくは被説明命題explanandum)と,問題となっている現象を説明する一連の

命題群,説明項(もしくは説明命題explanans)との一組の言明(命題)を意味す

る(5)｡

　被説明項が文(言明)ではなく,一つの名詞で指示される場合がある｡しかし

ヘンペルによれぱ,この表現は｢なぜ一疑問｣の形で言い換えられる場合に限っ

て明確な意味をもつとされる(6)｡

　そこで例えぱ｢光についての説明｣は,｢ということ(that-　dause)｣によ

り記述される一般的な性質すなわち,｢点光源から出た光の明るさは距離の2乗に

反比例して滅ること｣,｢一様な物質の中では光は直進すること｣,｢光が一つ

の面で反射するときは人射角と反射角は等しいこと｣等のうちのどれの説明を求

めているのかが明確にされる必要がある｡

　ヘンペルらが提唱する説明のモデルによれぱ,説明は論証に他ならない｡つま

り,被説明項は,説明項を前提として,妥当な演鐸的(帰納的)推論により導き

出される論理的帰結でなけれぱならない｡そして演鐸的論証,帰納的論証による

説明をあらわすモデルが,次に示す,D一N説明とI一S説明と呼ぱれるものなので

ある｡

　(a)演鐸的法則的説明

　はじめに,温度の増大により,ある銅棒の長さが増大するという簡単な事例を

考えてみよう｡この現象の説明は次の二つの前提を有する推論の形をとる｡

D銅棒は温度の増大に従ってその長さを増すという一般法則,H)問題の棒が銅
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でできていること,その温度が上げられたこと｡このうち前者は一般法則であり,

後者は初期条件と呼ぱれる｡この種の説明は,一般法則と初期条件を記述する単

称命題とを前提とし､説明されるべき現象の記述を帰結する演鐸的論証となって

いる｡ヘンペルは,この種の説明を次の図式で示し,演鐸的法則的説明(deduct

ive-nomological　explanation),あるいは単にD-N説明と呼んでいる(7)｡

　　　　　(D-N)C1,C2……,Ck　　　説明項S

　　　　　　　L1,L2　……,Lr

　　　　　　　　E　　　　　　　　　被説明項文

　(C1　C2…Ckは説明に使われる特定の事実を記述する文であり,L1　L2…Lrはその

説明が依存する一般法則を表す｡)

　この説明は,問題となっている出来事が,具体的な状況からある一般法則に従

って結果したことを示す｡この説明により,出来事の生起がその状況,法則から

すれぱ予期すべきものであったことも,私たちは理解するのである｡

(i)説明が満たすべき規準

　以上に述べたことは説明の論理的構造に関わる事柄である｡しかし､説明が適

切であるためには,非形式的な条件(認識的epistemicな条件)も満たされるべき

である｡

　ポパーは,その条件として,説明項は真でなけれぱならない,そしてたとえ一

般に真であることがわからないにしても説明項は独立のテストが可能でなけれぱ

ならないということを挙げている(8)｡

　同様に指摘できることは,被説明項もまた真であるとわかっているか,あるい

は真だと仮定されていなくてはならないということである｡(全く空想的なこと

がら,例えぱUFOの存在について説明を求めることは無意味である｡私たちに必要

なのは,UFOについての報告である｡)従って説明に使われる言明はすべて真であ

る必要がある｡ところが,法則の完全な検証は一般に不可能である｡そこで,ヘ

ンペル流に,与えられた証拠により,強くあるいは弱く根拠づけられている,あ

るいは確証されているD一N説明(more　or　less　strongly　supported　or　confirm

ed　D一N　explanation)という言い方(9)がしぱしばされるのである｡そして,利
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用できる関連証拠全体がどの程度説明項を根拠づけるかが,説明の妥当性を決定

するのである｡

　(ii)一般法則の説明

　説明が満たすべき規準に関連して,しばしぱとりあげられる問題は,法則とは

何かという問題である｡本稿はこの問題に触れる余裕をもたないが､次のことを

指摘しておこう｡第一に,法則の概念は,オッペンハイム,グッドマン(N.

Goodman)(10)らによりその規定づけが試みられているが,完全なものではないこ

と,第二に,法則性(1awl　ikeness)の規定(法則と非法則とを区別する特徴の指

摘)が一般に確認されるまでは,可能的(potentiaDという形容辞を,法則,理

論等につけることが好まれるということである｡

　ホスパーズ(J.Hospers)は科学的説明には二つの場合があることを指摘して

いる｡すなわち,なぜある特定の事象が起こったかということに対する説明と,

なぜある種の事象が常にそのように起こるのかということに対する説明である(1

D｡これは,特定の出来事の説明と一般法則自体の説明の違いの指摘である｡今

まで言及してきたのは主として前者のタイプの説明である｡

　後者の一般法則についての問いは,例えぱ次のようなものである｡なぜ単純振

子はその周期が2π√1/gに等しいという法則であらわされるのか｡自由落下にお

ける速度はなぜ落下時間に比例するのか,等である｡科学はこれらの問いに対し,

やはり演鐸的説明の性格をもつ答えを与える｡例えぱ,物体の自由落下について

のガリレイの法則も,惑星の運動に関するケプラーの法則も,ニュートンの重力

法則と運動の法則の特別な帰結に他ならないことが示されるのである｡ニュート

ンの理論は,それ以前に確立された法則よりも広い範囲の現象領域を説明するの

であり,しかもそれらの法則をも説明するのである｡

　ヘンペルは,このような｢理論的原理に基づく説明｣が次の二つの点で経験的

現象に関する私たちの理解を深めると述べている｡第一に,問題となっている理

論が,すべての他の法則を,その根拠にある基礎的原理の共通の体系に還元する

という意味であり,第二は,以前は正確な言明として受け入れられていた一般的

言明が,それを説明する理論によって含意される,ある法則的言明の近似でしか

なく,そしてある限られた範囲においてのみほとんど正確に満足されるものとな
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ることを示すことによって,私たちの理解を深めるのである(12)｡

　ある古い理論が,新しい理論にとって代わられたというとき,私たちは,そこ

に単純な選択があったのだとか,古い理論が完全に誤りで,新しい理論が正しい

のだとか,考えがちである｡しかし,後の新しい理論は,古い理論が,ある限ら

れた範囲で極めて高度の近似で満足することを明確にし,またその理論で説明で

きなかった現象を含むようなより広い説明範囲をもつのであることを,私たちは

正確に理解すべきなのである｡

･
―ぐ H)演鐸的法則的説明と因果的説明

　ヘンペルは,一般法則への演鐸的包摂の説明力.すなわちD一N説明の説明力は,

因果的説明のそれをはるかに超えていると考えている｡なぜならぱ,第一に,因

果的説明は特定の原因を説明されるべき結果と結びつける一般法則を前提として

いるからであり,第二に,因果的説明がD一N説明が関係する唯一の説明様式では

ないからである｡

　第一の根拠について,ヘンペルは次のことを指摘している｡｢同一の原因｣が

実現する時には常に｢同一の結果｣が生じるという主張は,ある事象aが起こる時

は常にある事象bも起こるということを意味しているのではない｡aとbは,特定の

時間的,空間的位置における個々の事象であって,一回限り生起するものだから

である｡むしろaとbは,他にも事例が存在するようなある種類に属する特定の事

象である｡そこで種類Bの一つの事象としてのbが,種類Aの一つの事象としてのa

という原因によって生じたという主張に含まれている法則は,適当な状況におい

ては,Aの一つの事例には常にBの一つの事例が伴うという内容の因果的関連に関

する一般的な言明なのである｡そして,大部分の因果的説明においては,必要な

状況の全部が述べられていないのであるから,bはaという原因によって起こった

という主張の意味は,近似的な定式によって与えられるのである(13)｡

　第二の根拠は,一般法則を,理論的原理に演鐸的に帰着させることによって説

明することが,明らかに原因による説明ではないということ,またD-N説明が個

々の事象の説明に用いられる場合であっても,常に因果的であるとは限らないと

いうことである｡後者について,ヘンペルは,｢ある単純振子の周期が2秒である

という事実の説明が､法則t=2π　1/gとその振子の長さが100cmであるという事
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実からなされる｣という例をあげている｡これは,一つの特定の事実が,因果的

な先行事象によってではなく,他の同時的な事実に言及することによって説明さ

れることを示しているのである(14)｡

　因果的説明は,私たちにとって自然であり妥当であるようにみえるが,特定の

事象をもたらす｢原因｣ということについての厳密な理解が得られるものかどう

かという点で,また説明されるべき事象に対し,それよりも時間的に後に生起す

る事柄を関係させるような叙述に対しては説明という資格を与えないという点で

も問題をもっているように思われる｡

　(b)帰納的統計的説明

　例えぱ,患者Xが疾患Aから回復したのは,Xがぺニシリンを与えられたからだと

いう説明を考えてみよう｡

　ここには,ぺニシリンの投与と疾患Aからの治癒との間にある関連があることは

指摘できても,前者が後者を必然的にもたらすという一般法則を引き出すことは

できない｡ただ,ぺニシリンが投与されたという事実と､ぺニシリンは高い統計

的確率で治癒をもたらすという統計的法則のみである｡これらは｢患者が治癒し

た｣という被説明項言明を演鐸的に含意せず,｢極めてありそうである｣という

程度に含意するだけである｡

　この説明を論証の形式に表わすと次のようになる｡患者Xの疾患(特定の事例D

は疾患Aへの事例であった(AD　｡　これに対し,ぺニシリン投与という治療が行な

われて,AおよびPが存在するとき,治癒の統計的確率p(R,A･P)は1に近い｡従

って治癒(Ri)はほとんど確かである｡

　この論証を,ヘンペルに従って図式化すると次のようになる｡

　　　　(I一S一D　P(R,A･P)は1に近い

　　　　　　　　　　　　Aj　･　Pj

--

{実際上確かである}
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　　　　　　　　　　　　　Rj

　この図式において,説明項と被説明項を分つ2重線は,前者が後者に対し,帰納

的根拠ないしは論理的(帰納的)確率を与えていることを示す｡そして,この種

の説明を,帰納的･統計的説明(inductive　statistical　explanation)ないしは



I一S説明と呼ぷのである(15)｡

　ここで注意すべきことは,I一S説明には2種類の確率概念が含まれているという

ことである｡すなわち､説明項の中で使われる法則が表わす｢統計的確率｣と,

説明項と被説明項の間の関係を表わす｢帰納的確率｣である｡言い換えるならば,

事象と事象との間の関係についての確率と,命題と命題との間のそれとの違いで

ある｡

<統計的説明のあいまい性の問題>

　I一S説明には,D一N説明にはない特異な論理的間題がある｡すなわち,前提が

真で,高い確率を伴うある論証に対して,同じく前提が真で.高い確率を伴い,

しかもその結論が先の論証の結論と矛盾する対抗的論証が存在する,というもの

である(16)｡

　私たちの先の例で考えてみよう｡患者Xが90歳代の高齢で心臓が弱い(A*)と

する｡そしてこの集合A*の場合,ぺニシリンによる治癒の確率,P(R,A*･P)

は極めて小さいとする｡この論証は次の図式で表わされるだろう｡

　　　　　(I一S一2)P(R,A*･P)は1に近い

　　　　　　　　　　　A*j･Pj

　　　　　　　　-----一一--〔実際上確実である〕

　　　　　　　　　　　　　Rj

l-S一1,1一S-2における前提はそれぞれ真である(と仮定されている)｡とこ

ろが,これらの真なる前提が全く異なる結論を同程度に高い確率で導き出してい

るのである｡

このあいまい性は,与えられた個々の事象(Xの疾患)が,いくつかの母集合(A

･P,A*･P)のいずれからも無作為抽出によって得られるために,異なる統計的

確率を持つことに起因している｡

　この問題には,カルナップ(R.Carnap)による｢全証拠の要求｣(the　re-

quirement　of　total　evidence)やヘンペルによる｢最大限定性の要求｣(the

requirement　of　maximal　specificity)等が,その解決方法として提起されてき

た｡

　ここでは.私たちの例に,ヘンペルが採った方法を適用してみよう｡｢最大限
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定性の要求｣の規則は,基本的統計的形式,p(G,F)=r(Fという種の事象がG

という種の事象である確率はrであると読む)における条件集合Fを最大限に限定

しようとするものである｡　I-S-2において,2つの前提が､与えられた知識状況

Kに属しているとき.次の条件(最大限定性の要求)が満たされるときに限って,

I一S一2はKに相対的なI-S説明として受け人れられるといわれる｡すなわちKが

F'　j　(jEF)およびF'⊂A*･Pという命題を含んでいるときに,このような任意の

集合F'に関し,Kはまた法則p(G,F')=qを含み,かつr=qかまたはその法則が

確率論の定理であるかである､というものである｡

　重要な点は,特定の事象の統計的説明という概念は,与えられた知識状況に相

対的であるということであり,またI-S説明を定式化したり評価したりするとき

は,知識状況が提供する情報のうち,説明の立場から被説明項に関係する可能性

をもつものはすべて考慮されなけれぱならないということである｡

　一方,ヘンペルの方法は次の点で問題がある｡あるI一S説明による論証をKにお

ける説明とみなすためには,Kはあまりにも多くの統計的法則を含んでいなけれぱ

ならない｡上の例でいえぱ,jにはA*･P以外の多くの述語が適用されるが,これ

らのそれぞれがA*･Pとの部分集合F'をつくり,そしてKはそれぞれの部分集合の

中でGの起こる確率を述べる法則を含んでいなけれぱならないからである｡統計的

説明のあいまい性の問題に対する明快な解答はまだ出されていないようである｡

(c)目的論的説明

　｢なぜ一疑問｣が,出来事の,因果法則や一般法則による演鐸的包摂ではなく,

目的,意図､ねらい,機能を扱った答を要求する場合がある｡すなわち,目的論

的説明ないし目的による説明と呼ぱれているものである｡

　これは古くからみられる説明の型であり,日照や洪水､作物の豊作,凶作等自

然界の出来事を,それぞれを司どる神々の意志によると見立てる場合はその例で

ある｡現代では,このような説明は多くの場合人々の納得のいくところではなく

なった｡しかし,人間であれ､生物一般であれ,遂行された行為について,その

動機や目的から説明するということはよくおこなわれている｡

　目的論的説明についてはホスパーズの分析がある｡かれは目的という言葉に注

意し,説明について次の四つの用法をあげている(17)｡
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　第一は,生物一般,特に人間による意識的な志向(intention)という意味で使

われる場合｡第二は,人間の行動を無意識的な目的に訴えて説明する場合｡これ

は精神病理学者がよく用いる説明である｡第三は,｢その機械の目的は何か｣

　｢瓶にレッテルを貼ることだ｣のように派生的な意味で目的ということぱを使う

場合｡正確には,｢その機械の目的は何か｣と問う代わりに,｢その機械を使っ

た人の目的は何であるか｣と問うべきである｡第四は,｢心臓の目的は何か｣と

問い,｢体内に血液を送るため｣と答えるような場合｡心臓は機械と違って人間

の意図的な製作物ではない｡この問いには,時々人間を設計した神の存在を引き

合いに出して答えられる｡しかしこれは神を信じない者にとって不合理である｡

この問いは,正確には｢心臓という器官の機能は何か｣であって,目的について

の問いではないのである｡ホスパーズは以上のように述べて,目的についての説

明は,志向(intention)という意味での目的をもって,それを実行できる意識的

存在者についてのみ容認されうるとしている｡

　ホスパーズの主張は妥当であると考える｡そこでかれの主張を敷桁するならぱ,

物理諸科学における説明で使われる普遍法則は,意識的な存在者が抱くような目

的を取り扱わない故に,目的論的説明には適用され得ないということになる｡と

ころが,逆に,目的論的説明は因果的説明に還元されると主張されることがある｡

　目的論的説明は,説明内容が,説明される事柄よりも時間的にあとに起こると

いうことをその特徴としている｡例えぱ｢何故,図書館へ行くのか｣｢勉強をす

るために｣という例で言えぱ,｢勉強をする｣のは｢図書館へ行く｣ことよりも

あとの事柄である｡しかし,目的論的説明も,少し言い方を工夫すれぱ,因果的

説明の形式をとることができる｡すなわち,｢図書館へ行く｣のは,｢勉強をし

たいから｣｢図書館で勉強をすることができると信じているから｣である｡さら

に,因果的説明である以上､初期条件と法則から構成される必要がある｡そこで

今の例は次のようにその形式が改められるだろう｡

1.｢勉強をしたいと望んでいる｡｣

2.｢図書館へ行けぱ,勉強ができると信じている｡｣

3.｢何かを十分強く望んでおり,かつ望んでいるものを達成するためには一つの

　行動をとれぱよいと信じている場合,人は常にその行動を行う｡｣

4.｢図書館へ行く｣
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　しかし,この形式には大いに反論の余地がある｡第一に,第三者の勉強をした

いという欲望は,かれが図書館等へ行って勉強することによって記述されるので

あり,欲望を行為から切り離して記述することはできない｡欲望や信念は,それ

を言語的に,しかも誠実に表明されるのでなけれぱ,行為から切り離して,行為

の原因とみなすことはできないのである｡行為の原因と,信念,欲望,動機,理

由とは区別すべきである｡

　第二に,上記の3の法則的文,｢何かを十分に強く望んでいれぱ､その行動をと

る｣という表現は同語反復にすぎない｡すなわち､｢十分に強く｣という言い方

により,行動をとらないこと,つまり,反例がしめだされているのである｡この

取るに足らない,当然のことを述べる｢法則｣は説明力をもたない｡私たちは信

念,欲望等の概念を使って法則を述べることはできないのである｡

　結局,4は必ずしも1~3から導出されるとは限らないのである｡そして目的論的

説明の因果的説明への還元は無理な試みであることがわかる｡欲望や信念等を他

のことぱで言い換えたり,それらを特定の物理的な状態と同一視するよりも,そ

れらの概念から出発し,行為の分析と予測をめざす方が妥当であると考えられる

のである｡

(3)　結び一説明をめぐる諸問題一

(a)科学的説明モデルが示唆するもの

　以上のような説明モデルに関する考察は,次の点において重要であると考えら

れる｡第一に,科学の目的は.事象や法則の説明そして予測にあると言われるが,

科学的説明の論理構造の理解は事象や法則についての理解,さらに世界のあり方

についての理解,そして予測の導出の過程の理解につながるという点である｡第

二に,説明モデルの吟味は,論理的批判的態度を前提とし,また合理的批判的思

考を促すという点である｡

　前者に関連して次のことを指摘しておこう｡ポパーも述べているように(18)､

説明においては被説明項が所与であり,求められるべきものが適切な説明項であ

るのに反し,予測の導出は,理論と初期条件が所与であると仮定され,見出され

るべきものは観察からはまだ知られていない論理的結論なのである｡

　また,科学技術の応用の場合,与えられているのは,実現すべき事態とそれに
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関連ある諸理論であり,求められるものはそれらに見合う初期条件なのである｡

この場合も,演鐸的法則的説明とは反対方向をとるのである｡

　重要な点は,いずれも論理的観点からすれぱ,科学的説明の基本図式の単なる

配列転換にすぎないという点である｡

　次に先の第二の点に関連して,興味深い問題を示唆する次の事例を考えてみた

い｡

(D｢何故かれは眠っているのか｣一｢睡眠薬を飲んだからさ｣一｢何故睡眠薬を

飲んだとわかるのかね｣-｢だって君,かれがぐっすり眠っているのがわからな

いかね｡睡眠薬を飲んだときはいつもぐっすり眠るもんさ｣

　(2)｢何故A君は風邪をひいたの｣一｢かれはB君と遊んでいて,B君が風邪をひ

いていたからさ｣

　(3)｢何故母ネコは子ネコの世話をするの｣-｢なぜなら､彼女に母性本能があ

るから｣

　説明についての批判的な吟味の仕方を心得ている私たちにとって,これらの説

明が満足のいくものではないことは一目瞭然である｡

　(Dについて,AからAが導出されるのは当然である｡この種の説明は一般に循

環的説明と呼ぱれる(19)｡この説明が不満足であるのは,説明項の唯一の根拠が

被説明項そのものだからである｡

　(2)については,問いと答えとの間にいくつかの省略,(例えぱ,｢風邪をひい

ている者とある条件下でいっしょにいると風邪をひきやすい｣という一様性)が

あると考えられる｡これは,ヘンペルが｢部分的説明｣｢説明的スケッチ｣(20)

と呼ぷものである｡しかし注意すべきことは,省略部分を補足することにより,

厳密な推論を伴う論証が得られるような可能性をもつか,あるいはもともと説明

の資格をもっていないかを,与えられた脈絡の中にある仮定を評価することによ

り判断する必要があるという点である｡

　(3)はより注意を要する例である｡｢母性本能｣という(説明)概念をもちだす

ことにより,問いに答えようとしている｡それは,母ネコの行動が(本能に対す

る)習慣によるものではないことを教えてくれるが,それ以外には何も語ってく

れない｡この動物が何をしようとも,その動物にはその類の行動をおこす本能が

あるからだと言ってかたづけることができるのである｡同様に,例えば｢子ども
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には限りない可能性がある｣という言明も注意して扱われるべきである｡具体的

な事実や情報の代わりに,｢本能｣｢能力｣｢技能｣｢可能性｣等の概念が使わ

れるとき,それらの概念を支配する法則,理論が存在することが保証されていな

けれぱ,それらは説明力を有しない単なる比喩にすぎないと言っていいであろう｡

法則,理論は検証により反確証され,棄て去られることがある｡しかし,比喩に

よる説明にはその類の心配はない｡ところがこれは経験的知識にとっては,利点

ではなく欠点である｡ヘンペル流に言えぱ,それは疑似的説明(pseudo-expla-

nation)なのである｡

　(b)説明の語用論的側面

　ある説明が,説明として満足のいくものであるということと,ある人にとって

満足のいくものであるということは違う｡一般に,ある人に何かを説明すること

は,その人に理解してもらうことである｡このような語用論的脈絡では,説明は

相対的な概念となり､その構成や内容も,特定の人に対してのみ意味をもつこと

になる｡そこで,もちろん,説明が満足できるものとなるための条件は,語用論

的脈絡と,法則的モデルを伴う論理的脈絡とでは,ほとんど一致しないのである｡

　ヘンペルによれば､一般に､ある与えられた論証Yがある事項Xをある人Pに対し

て説明するか否かは,単にXとYによるばかりではなく,Pの知的能力,批判的基準,

個人的気質等々とならんで.その時点でPの信ずること(belief)にも極めて重要

な意味で依存するのである(21)｡

　先の(D~(3)の事例は,批判的態度をもたないある人々にとっては全く満足の

いくものかもしれない｡納得,理解,了解といったことが,聞き手の中でいつ成

立するかは,全く相対的な問題だからである｡

　逆に,説明を求める｢なぜ一疑問｣の内容を吟味することにより,語用論的な

説明の性格を明らかにすることができるだろう｡すなわち,｢なぜ問題の事柄が

ありえたか｣という問いは,その人が他の事柄が確実,確定的だと信じているか

ら,言い換えれぱ,既得の信念によれぱ,問題の事柄が起こるのは不可能か,あ

るいは極めてありそうにない故に発せられる問いである｡この場合,語用論的に

満足な説明とは,疑問の根底にある様々な仮定を明らかにし,そのいずれかが誤

りであることを,あるいはそれにもとづく信念の誤謬を指摘することであり,あ
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るいはまた,質問者の有する全証拠を拡大させてやることにより,｢ありそうも

ない｣という推論を撤回するような事実に注意を向けさせることであると言えよ

う｡

　しかし,依然説明の語用論的側面の問題は,多くの複雑な面をもっている｡知

的能力や信念が問題となるとき.これらの概念は法則になじまないぱかりか,い

くつかの共同体のレベルでの考察を促し(例えぱ,子どもにとっての｢理解｣は､

論理的なものではなく,母親との信頼関係の成立であり､その確認を意味するか

もしれない),習慣や文化までをも吟味の対象とする必要がでてくるからである｡

こうした間題には,さらに言語心理学的,社会心理学的アプローチが必要だと思

われる｡
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第7章　<知識>探究のジレンマ

1､<メノンのジレンマ>と知識論的諸問題

(1)<メノンのジレンマ>が示唆する問題

　西欧哲学史(特にアングロ･サクソン圈の17世紀以降)の知識論的(認識論的)

問題の基本的枠組みは､プラトンの対話篇､『メノン』における<知ること>に

関するジレンマによって与えられる｡

　この有名なジレンマは､『メノン』の次の箇所に由来する｡

君の論ずるところによれぱ､こういうことだな｡人は､自分が知っている

ことも､知っていないことも探究することはできない｡何故なら､もし知っ

ているとすれぱ､もはや探究の必要などないだろうし､また､知っていない

場合には､探究することはできない｡というのも､その場合には､探究すベ

きものが何であるかをその人は知らないのだから｡『メノン』80E(D｡

　　(本論は､プラトンあるいはソクラテス(Socrates)哲学の検討は考察の射程

としていないので､いわゆる<想起説>による問題の解消についてはここで言及

しないことにする｡ある意味でこのことによって一つの認識論的選択をしてしま

っているが)｡<メノンのジレンマ>によって提示される問題は､錯綜している｡

最も根本的問題は､教育における｢学習はいかにして可能か｣という問題である｡

もし人が知っていることも知らないことも探究できないというのであれば､<学

習>は､トリヴィアルかもしくは不可能であるということになってしまうからで

ある｡もっとも<メノンのジレンマ>がこのように意識的に問われることは少な

い｡日常的に､<学習>は何処にでも生ずるというわれわれの素朴な認識が､大

前提として先行してしまうからである｡
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　<メノンのジレンマ>をこのように教育における<学習>の問題とすることに

対しては反論があるかもしれない｡先ず､第一に個人的レベルでの<学習>と知

識一般の探究とを区別すべきであり､<メノンのジレンマ>はあったとしても､

それは個人の<知る>行為に関するものではなく､この後者の人間の共同体(探

究)レベル(科学とか､学問的知識)のものではないかという反論である｡この

反論の背景には､教育における<学習>は基本的に(あるいは専ら)人間の歴史

的文化的遺産の伝達にあるという教育観､教授観が前提にある｡学ぷべき知識総

体と､個人的<学習>という分離は､ある二分法の帰結であり､また原因でもあ

る｡このような捉え方は<個人的知識>を探究の過程から引き離すものであり､

また同時に人間の知識一般の成長･発展の過程も見失うことになる｡

　予想される第二の反論は､<学習>(<メノンのジレンマ>では知ること)を

記述的な意味に解釈するところから生ずる｡反論としては､弱いものであるが､

時として､<学習>を中立的に(つまりくべき>の規範の伴わない性格のものと

して)理解し､何らかの行動の変容と捉えることがある｡そして(多くの心理学

者が取り組んでいるように)問題は､特定の行動変容が如何にしてまた何故可能

であるのかを明らかにすることであろとされる｡この場合の行動変容は､たとえ

それが､誤った情報､間違った知識(知識を<弱い>概念で捉えるとこのような

言い方も日常言語では可能である)､好ましくない習慣･技能等の獲得であって

も､それらの対象や内容を特に問わないことになる｡然るに､くメノンのジレン

マ>が提示する問題は(記述的ではなく)規範的であり､そこで問われている<

学習>や<探究>は､合理的で好ましいものである｡(つまり､『メノン』にお

いてソクラテスは､｢探究など要らない､君の好きなように信ずれぱ良い｣等と

は決して言わない)｡そして､教育の脈絡でわれわれがその獲得を問う<知識>

とは､定義上､<正当的な>信念や<望ましい>習慣､<有用な>技能なのであ

る｡この意味で<メノンのジレンマ>は教育学的に特に重要な関連性をもってい

ることが解る｡

　ところで<メノンのジレンマ>は<パラドックス>として言及されることがし

ぱしぱある｡しかしその場合､<メノンのパラドックス>は論理的なパラドック

スとして解されるべきではない｡パラドックスとは､ある言明とその否定とが共

に両立しない(矛盾するような)性質を言うが､『メノン』において提示されて
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いる問題はそのような論理的なパラドックスとしてあるのではない｡むしろその

帰結(学習もしくは探究が不必要か不可能である)が､われわれの日常的な予見

　(学習はいつでも何処でも起こり得る)を裏切るという意味での議論全体のパラ

　ドックスとしてである｡この場合､議論は正しくてわれわれの予見が誤っている

　か､もしくは議論の何処かが誤っているかのどちらかということになる｡

　<ジレンマ>の構造を理解し､そこから示唆される知識論上の諸問題を明確に

するために､<メノンのジレンマ>をH.G.ペトリ(Hugh　G.Petrie)に倣って(2)､

以下に形式化してみよう｡

大前提　　もしわれわれが探究すべきものを既に知っているのであれぱ､探

　　　　　究は不必要である｡

　　　　　かつ

　　　　　もしわれわれが探究すべきものが何であるかを知らないのであれ

　　　　　ぱ､(探究すべき題材自体を知らないのであるから)探究は不可

　　　　　能である｡

小前提　　われわれは探究すべきものについて､知っているか､知らないか

　　　　　のいずれかである｡

結論 故に､探究は不必要か､不可能かのいずれかである｡

これらの大前提の前件と後件を次のようにシンボル化すると､

　　p:　　われわれは探究すべきものを知っている｡

　　q:　　探究は必要である｡

　　r:　　探究は可能である｡

以下の定式化を得ることができる｡

　　　(pならぱ､not-q)かつ(not-pならぱnot-r)

　　　　　　　　　　　pもしくはnot-p

故に､not-qもしくはnot-r
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　これらの定式化自体に問題はないと思われるので､もしわれわれが<ジレンマ

>を解消しようとすれぱ､前提の中の言明(命題)の誤謬を指摘するか､あるい

は議論を組み立てている術語に関する概念上の錯誤を指摘するかのいずれかにな

る｡

　例えば､ペトリはその解消の方策として､大前提､小前提のそれぞれを構成し

ている言明(命題)の否定可能性を吟味している｡大前提の中､言明｢人は既に

知っているのであれぱ､探究は不必要である｣は､｢探究しているものをある意

味で知っているが､別の意味では知らない(従って､探究が必要となる)｣よう

な事態を提示することで否定される(3)｡ペトリはこの事例として何程かを知って

いる教師と何程かを知らない生徒の関係といった教育の状況を引き合いに出す｡

しかし端的に言えぱ､<知る>の多義性の指摘であろう｡ある意味で知っている

が､別の意味では知らないという状況は極めて日常的で一般的である｡この問題

を形式化すると､知識の源泉や資格用件､定義の問題に行き着く｡<メノンのジ

レンマ>の大前提の前半の言明の背後には知識の成立用件の問題があったという

ことになる｡

　ペトリが吟味を促す､大前提の二番目の言明｢人は探究すべきものが何である

かを知らないときは､探究は不可能である｣の否定は､未知の領域への探究が可

能であると同時に､その探究の題材が何であるかを知り得るような状況や事態で

ある(4)｡ペトリはこの具体例を提示できないでいるが､既述の17世紀の<レンズ

磨き>の職人たち､顕微鏡学者の<眼差し>はこの格好の事例といえよう｡すな

わち彼らは生物学やその他自然哲学の枠組みをもたずして(<知>の何たるかを

知らずして)､レンズの向こうに(探究の行き先に)未知の領域を見いだしてい

たのである｡知る行為は探究そのものの中にあり､探究の<外部>に<知>の判

断基準(視点)があるわけではなかった｡教育では､周知の通り､進歩主義運動

が理想としていた知の獲得の仕方である｡

　ペトリが提案する第三の<ジレンマ>解消の方策は､小前提の言明｢われわれ

は探究すべきものを知っているか､知らないかのいずれかである｣を否定するこ

とである｡この否定は､言明にある言葉を字義通りに理解している限り論理のト

-トロジーを破ることになる｡ペトリが敢えてこの<否定>が検討に価すると述

べるのは､再び<知ること>の多義性を指摘できると考えるからである｡つまり
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<ジレンマ>の小前提における<知識>は､人々がそうであったりなかったりす

る一つの<状態>を表しているという｡これに対し､彼は<知識>をあるプロセ

スと捉える仕方を提案する｡<知識>は<知ること>として､人間の諸活動の目

的に応える形で､概念的､認知的､表象に関する図式(schemes)の形成のプロセ

スとして把捉されなけれぱならないと言う(5)｡

　以上のペトリが提示する<ジレンマ>解消の三つのオルタナティブはそれぞれ

認識論的問題の重要な側面を表現しているといえよう｡しかも<メノンのジレン

マ>に潜む認識論的問題をある方向から照射し定式化したものとなっている｡す

なわち､第一の問題は､知識の成立用件の問題であると同時に､知識の対象によ

って<知ること>の様態も異なってくるのではないか､<知>の階層があるので

はないかという問題でもある｡第二の問題は､新たな知識を獲得することの意味､

そのプロセスの問題である｡この問題は既に示唆したように､科学的知識の発展

史に関する研究の中では最も取り上げられてきたトピックスの一つである｡科学

史にわれわれが学ぷのは､新たな知の獲得や概念的枠組みの<シフト>が劇的に

語られているという事情のみならず､その形態がそのまま教育的状況でも起こり

得るし､またそうあるべきであるというわれわれの期待からである｡第三の問題

は<知識>概念の把捉の仕方の変更を提案するものであるといえよう｡西欧では､

プラトンの『テアイテトス』における<知識の定義>以来､<知識>は何らかの

状態を指すものであり､偶然真でしかない<臆見>に対比するものとしてく知識

>をいわぱ名詞的に捉えてきた｡この<知識>の名詞的イメージに変更を迫った

のが､今世紀の日常言語分析の問いの立て方であった｡そこでは<knowledge>で

はなく<knowing>の用法を調べることにより知識の問題に応えようという著しい

傾向が共有されていたが､ペトリの議論もこの姿勢を受けたものと理解される｡

いわぱ動詞的に分析されることにより､<知識>は<知る>という行為として､

事実認識のみならず技能<knowing　how>や習慣や傾性の獲得としても語られるよ

うになったのである｡

　これらの問題は互いに重なり合うところの多い問題である｡その共通する部分

が､<知らないこと>と<知っていること>との間の乖離の問題である｡知識を

単に情報､信念と考えてしまうと､知らないことから､知っていることへの移行

の問題は､それらの情報､信念の不足を満たすことの問題になってしまう｡しか
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し､理解や正当性を伴う強い意味での<知ること>の達成は､ある<跳躍>の結

果である｡例えぱ､われわれが長い苦悶ののち､ある数学の問題を解いたり､天

体の運行に関する斬新なアイデアを得たりする｡われわれにとっていつも不思議

なのはいったんこの種の達成に至ると､もはや苦悶の状態にあった自分を理解で

きなくなってしまう(あるいはその状態を再現することはもはや不可能になって

しまう)という点である(これは､<理解>､<説明>の問題として前章で詳述)｡

　このことはそのまま教育の場面についても指摘し得る｡すなわち､<教えるこ

と>と<学ぷこと>との間にある乖離である｡<教えること>の難しさは､<学

ぷ>側の問題がもはや基本的には理解できなくなっている点にある｡<教授>と

<学習>は非対称的な関係にあり､それぞれ異なる言説の中にある｡従ってそこ

にはある<飛躍>､<跳躍>が存することが認識されなけれぱならない｡この非

対称性は､<教授･学習>に関する<物語>的教育論(例えぱ､教師と生徒との

間の権力(主従)関係､学習に関する発達論的モデル)によって見えなくなって

しまうのである｡(もちろん､後者の<物語>的教育論､教育科学も重要かつ不

可欠であるが)｡例えぱ､発達の観点は同時に成長のモデルを措定することによ

り､<教える>側と<学ぷ>側とが相対的な違いとなり､更に<学ぷ>側の位置

は長い成長モデルのどこかに位置づくプロセスの途中ということになってしまう

のである｡

　<教えること>と<学ぷこと>の間の乖離に関わるこのような視点は､く事後

のメデューサ>に対する視点ともいえる｡すなわち､<教える>側としてのわれ

われは､達成されたノモス(法と秩序)の観点から､混沌を事後的に想像するよ

りしかたがないのである｡通常われわれは<学ぷ>側の不安と混乱に対しては､

理解し得るものとしてヒューマニスティックに接近する｡しかしそのような接近

は､われわれの事後の秩序の中で内面化されたものとしてあり､<教えること>

と<学ぷこと>との間の乖離はその<外部>の問題としてあることが自覚されな

くてはならないのである｡

(2)<メノンのジレンマ>解消の試み一事実の知識と概念の知識の峻別-

　ペトリが示唆したように､<ジレンマ>の大前提の前半の言明､｢既に知って

いるのであれぱ､探究は不必要である｣は､｢探究しているものをある意味で知
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っているが､別の意味では知らない｣ような事態､条件によって否定され､<ジ

レンマ>は回避される｡先に指摘したように､この解決の仕方は<知る>の意味

内容を二種類に大別することにより､｢言明(条件文)の前件が真であっても､

後件が偽であり､従って言明全体は偽であること｣を示すという仕方である｡

　教育の場面に限らず､ある意味で知っているが､別の意味では知らないという

状況はごく日常的に思われる｡つまり､<知ること>の対象は漠然と与えられて

いるが､その対象についての詳細な部分やその形式化について問われると更にリ

サーチを要するというような場合である｡例えぱ､数学の定理について､ある意

味で知っている(その定理を他の問題の解法に応用することができる)が､別の

意味では知らない(定理自体の証明についてはかつて学習したが､確認する必要

がある)､というようなことがあるであろう｡また外科医は患者の体の中の摘出

すべきものを､レントゲン写真より了解している(知っている)が､手術の段階

で初めてそれと確認する(知る)ことになる｡(このような事例に対し､く知る

>の言葉の用法を厳しくしたり､逆に弱めたりすることにより､<ジレンマ>に

応える方法があるかもしれない｡しかし､日常的な用法(使用)に反する言葉の

規定は､認識論的問題に応えるものではないし､<知る>の規範的な側面を見誤

るものでしかない｡ソクラテスは､君の好きなように<知る>という言葉を使え

ぱ良いとは決して言わないであろう)｡

　この種の事例に合致した<知ること>の分析として､概念の知識と事実の知識

を峻別するという方法が考えられよう(6)｡すなわち､<知る>対象が漠然と与え

られていたり､問題の所在や解法は解っているという場合､それは概念の知識と

いう意味での<知る>である｡(ここでの概念とは､経験など与えられたものを

秩序づけ､分類し､有意味なカテゴリーに振り分ける能力のことである｡例えぱ､

椅子を見てそれと認識したとき､<椅子>の概念をもっているといわれる)｡一

方､問題の直接的な解答や対象の把握がある根拠に基づいて実現されている場合､

それは事実の知識という意味での<知る>である｡

　概念的な意味での<知る>は､<メノンのジレンマ>の前提の前半の言明を否

定するものである｡すなわち､言明に反して､われわれは探究するときの概念は

知っている(了解している)が､その概念によって媒介(弁別)される世界､事

実については更に探究する必要がある､というような事態があり得るからである｡
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逆に事実的な意味での<知る>は､<ジレンマ>の前提の後半の言明､｢人は探

究すべきものが何であるかを知らないときは､探究は不可能である｣を否定する

ものである｡すなわち､われわれは問題の解答を知らなくとも､とにかく探究

　(一般)を続けることができるし､解答の可能性(未確認の事実)について了解

していることもあるからである｡要するに､ここで提案されていることは､<知

ること>の多義性が<メノン>の問いの仕方を覆すということである｡

　しかしながら､概念の知識と事実の知識の二分法にはいくつかの難点が伴う｡

第一に､このような意味での概念の知識とは､どのような探究においても暗黙の

前提にされているという点である｡つまり､探究とは(概念に関するものではな

く)専ら事実の知識に関するものであると仮定され､概念の知識とは､探究の対

象が個別のものであれ､一般的なものであれ､探究を意味づけたり秩序づけたり

するという意味での前提事項になっているのである｡しかしながら､探究に先立

つこの種の前提については､再び<ジレンマ>を指摘することができる｡すなわ

ち､特定の概念の知識自体に関する探究である｡(大前提)｢もしわれわれが探

究すべきものについて知っている(概念をもっている)のであれぱ､その概念の

探究は不必要である｣｡そして｢もしわれわれが探究すべきものについて知らな

い(概念をもっていない)のであれぱ､探究は不可能である｣｡従って､(帰結)

　｢概念の探究は､不必要か､不可能のいずれかである｣ということになる｡この

ように概念の知識を前提に置<ことは､<ジレンマ>の無限背進を不問に付すの

でなけれぱ成立しないということが解る｡

　第二に､概念の知識と事実の知識の二分が不可能な状況､すなわち教育的場面

の存在である｡日常的には､探究を構成する概念の措定はしぱしぱ当然視されて

いるが､学習状況においては､子どもが概念的枠組みを全くもたず､教育の目標

が正にその種の概念枠の習得であることが多い｡例えぱ､P.H.ハースト(Pau1　H.

Hirst)は伝統的な知識の形態を重視する論者であるが､その彼においても､特定

の知識形態の学習は､単なる言葉や､シンボルによる閉鎖的な伝達ではなく､伝

統的な訓練にあるような(職を身につけるときのような)概念の習得と切り離せ

ないことを強調している(7)｡

　更に､概念の知識は､日常言語哲学の方法である､概念分析と理解されること

もあろう｡この哲学では､しぱしぱ事物の本質の問題は言葉の明瞭化の問題と同
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一視された｡概念とは言葉と世界とを媒介し､われわれの経験をカテゴリー化す

る方法としての機能を担っていると解釈されていた｡ところが､概念はやはり言

葉によってのみ表現されるものであるために､概念分析は言葉の定義の問題であ

る一方､言葉の定義によってのみ概念の知識を表明するという循環がつきまとっ

ていた(8)｡(哲学の言説に循環はつきものかも知れないが､それでも)次の段階

として､言葉の明瞭化(言葉の定義)のうち､どれが本当の定義であるかという

問題､すなわち単に言葉の用法ではなく､どの定義が実際に事物の世界を語って

いるのかという問題が追求されることになる｡つまり､概念の知識を供するもの

としての定義の探究は再び､定義の正当性､妥当性を問う脈絡へとわれわれを引

き人れるのである｡

　結局､概念の知識､概念の分析などは､<メノンのジレンマ>の解消というよ

りも､その種の探究に不可欠な前提条件の問題を浮上させる｡つまり､分析のパ

ラドックスの循環を回避するような､先行して了解されている基本的な言葉､用

語の存在を認めることを要請する｡<ジレンマ>の前提の前半の条件文にある

　｢既に何程かを知っている｣というときの概念的知識は､探究に先立つ前提条件

としての諸概念の知識なのだと承認することである｡但しこの一連の基本的諸概

念の知識の探究を(その同じレベルで)問うてはならないという､<ジレンマ>

解消のためのいわぱ探究のルールも同時に承認されなけれぱならない｡さもなけ

れぱ､再び無限背進が繰り広げられることになる｡

　このような提案は形を変えて様々な伝統的な哲学的立場から提示されてきた｡

換言すれぱ､その種の提案は､特定の哲学的立場における知識の探究を可能にす

る(従って正当化する)ような<アルキメデスの点>の表明であり､知識の源泉

や要件の定式化である｡

2､探究の<外部性･内部性>

(1)<確実性(アルキメデスの点)の探究>と認識論的立場

　プラトンは､<知識>を定義の問題として提示しているわけではない｡彼の知

識論は『テアイテトス』において最もよく取りあげられている｡しかし､そこで
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も｢何が知識であるか｣(145E､146E)という問いに対して､三つの解答(感覚､正

しい真なる意見､正しい意見にロゴスが加わったもの)が提示されるものの､い

ずれも否定されている｡｢知識であるのは､テアイテトスよ､君のいう感覚でも

なけれぱ､また真なる意見でもなく､そうかと言ってまた真なる意見にロゴスが

加わってできるものでもない｣(210AB)(9)｡プラトンの議論に一貫しているのは､

偶然真である意見(臆見)と<知識>との峻別である｡そして時折この両者を結

ぷ条件が想起(アムネーシス､リコレクション)であることが示唆される｡すな

わち､『メノン』において､真なる意見が人の魂から逃げ出さないようにするも

の､それが想起にほかならない(98A)､とされる(10)｡要するに､プラトンにとっ

て<知識>とはイデアの想起に他ならないのであり､彼の知識､認識の議論はそ

の大前提からの導出にすぎないともいえよう｡われわれの言葉では､プラトンは

予め知の対象を限定しているのである(もちろんプラトンはそのようには言わな

いが)｡

　この意味では､<メノンのジレンマ>における知の対象もそのようなもの(イ

デア)として理解すべきであるという意見もあろう｡実際『メノン』における主

題は<徳>の定義であり､<徳>の教授の可能性として読まれてきた｡例えぱ､

R.S.ピータース(Richard　S.Peters)は､<メノンのジレンマ>を道徳教育のジ

レンマとして提示している(11)｡すなわち､道徳的判断･行為の理論の了解は､

理性や知性､批判的思考に訴えることによるその種の判断･行為を要請している

が､子どもの発達段階によってはその種の｢訴え｣は困難である｡理性､知性､

思考を要請することなく如何にして道徳的行為を教えるか､また単なる道徳的習

慣から理性への移行はどのようにして可能であるのかという問題である｡パラド

ックスは､<徳>の定義が､われわれが日常的に目撃する事柄､つまり人はく徳

>に関する知識､判断を持ち合わせていないように見えても､道徳的に振る舞う

ことは充分にあり得るという<常識>に反するように思えるという点にある｡

　一方､プラトンを離れたプラトン主義では､イデアの想起としての<知識>と

いうよりも､知られる対象の間の可謬なものと不可謬なものとの峻別(すなわち

知識の源泉､定義)の問題に焦点が絞られていったようにも思える｡例えぱ､プ

ラトン主義者､F.M.コンフォード(F.M.Cornford)は次のように述べている｡
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　(『メノン』において)プラトンは感覚世界に関する科学(学問)の基盤を

求めていたのではない｡彼が先ず希求しようとしたのは､人間の生活行為を

導くような知に関する説明であった｡　･･･彼の手において理論は､唯物論

-そこでは知覚し得るものの基礎的な要素として実在を捉える-とは対立す

るような､理性によって捉えられる明晰な事物の本性に関する教義へと展開

されるのである(12)｡

　ここで言う｢事物の本性｣は知覚経験によって得られるのではない｡それは<

不滅の魂>が直接熟知したイデアの覚醒､想起によるのであり､そのプロセスは

奴隷少年が幾何学の問題を解くという『メノン』における有名な逸話に例証され

ている｡プラトン主義者のいう<知識>とは､このように､知覚によらず､理性

や思考､直感などによって接近できるものであり､例えぱ､｢徳｣､｢美｣､

　｢善｣､｢真理｣などの本質がその対象である｡この種の知識観は､特に17世紀

以降大陸の合理主義や､アプリオリな知識､カテゴリー概念などとして展開され

たと理解することができる｡このプラトン主義においては､<メノンのジレンマ

>は､<知識>が経験的探究によるのではなく､それに先立つ(直感によって得

られる)概念的知識と了解されることにより回避されている(あるいは問題を不

問に付している)といえよう｡

　この知識観の問題は､第一にわれわれがこのような知の対象の限定を受け入れ

るかどうかの問題であるが､仮に受け人れたとしても､その種の知識が常に理論

上措定されるのみで､提示できないという難点である｡(この哲学の前提となっ

ている枠組みについて問い始めると再び､<ジレンマ>の無限背進を招く)｡し

かも概念的知識は<想起説>との関連上､普遍的でなけれぱならないが､概念に

よってはこれを支持しがたいという批判も起こり得るのである｡しかしながら他

方､概念的知識を理論そのもの､概念的枠組みと捉えるならぱ､これは､何らか

の探究に取りかかるときの理論的な前提と解することができ､再び説明力を増す

こととなる｡但し､その場合も概念的枠組みの変遷､相対性の問題を再び抱える

ことになる｡問いは文字どおり循環している｡

　大陸的な合理論､プラトン主義に対して､英米の経験主義の伝統は､<アルキ

メデスの点>を､知覚経験の要素(連合主義)､感覚所与(現象論)に求める傾
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向にあった｡特にG.バークリー(George　Berkeley)やD.ヒューム(David　Hume)

を生んだ英国圈では､感覚論の特異な伝統があり､今世紀に入っても､B.ラッセ

ルやA.J.エアらによって確実性としての感覚経験の定式化が試みられている｡例

えばラッセルは､記述(description)による知識と熟知(acquaintance)による

知識とを峻別し､真偽が問われる前者に対し､後者は感覚による個別的なものの

熟知(直接知)であり可謬性を免れていると捉えていた(13)｡経験主義では､世

界に関する知識はすべて経験を通じて得られると捉えるが､その最終的な基礎は

感覚的経験にあるとされてきたのである｡問題は､感覚与件や直接知のような<

知識>がこのような理論的な要請によって<正当化>の脈絡において生じた概念

である一方､それ自体は全<パーソナルで瞬間的な<経験>(これは赤い､甘い

･･･等)にすぎず､およそ他の諸命題を基礎づけるような機能は果たし得なか

ったことにある｡その絶対的な無謬性は言語化し得ないようなトリヴィアルさと

表裏ー体の関係にあったのである｡後にエアが､記述的内容を保持したまま感覚

与件命題に組み入れる策として､｢･･･のように見える(lt　seems　to　me　tha

t･･)｣の中に事物･知覚命題を挿入し､全体として感覚命題とするという提案

をした(14)｡しかし､この提案の問題は明かである｡先ず当初の感覚の原子論的

単純性は放棄されており､そしてさらに重要なことに､事物･知覚命題から独立

に感覚与件命題の無謬性を保持するという理論的要請を無視することになる｡言

い換えれぱ､他の経験的諸命題を基礎づけるものとしての<確実性>を､感覚与

件が独立に提供し得ないことを併せて主張しているのである｡

　対象としているものは全く異なるが､心理学における連合主義もまた独立した

冊別(観念)から一般性(抽象性)へという方向性をもっていた｡すなわち､個

別の観念は､類似や対照､接近といった原理･法則の操作により､互いに結合さ

れ､より一般的な概念や知識が形成されると捉えられていたのである｡この観点

は概念形成の理論として現代でも情報科学や認知心理学の底流にあると思われる

が､一時はゲシュタルト心理学の陣営より根底的な反駁を受けた｡

　例えぱ､P.ギヨーム(Pau1　Guil　laume)は最も日常的な物のまとまりの知覚に

ついて次のように指摘している｡｢物理的見地に立ってみると､本や机からくる

光線の総体に実在的なまとまりを与えるものは何もない｡あらゆる光線は相互に

関係なく空間を進んでくる｡　･･･知覚された対象の分節は､それ故に媒介的事
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象の諸性質の直接の結果ではない(15)｣｡

　ゲシュタルト心理学により明らかにされたのは､われわれの知覚が､経験の中

に見いだされる基礎的要素的な所与にはじまるあるいはそれに基づくのではなく､

むしろある抽象性からはじまるという点であった｡単なる感覚の中には机を机と

してくまとまり>を与えるような積極的な契機はない｡そのような対象の分節化

を実現するのはわれわれの知覚野にある<図>と<地>のコントラストなのであ

る｡極論すれぱ､先立つのは<抽象>であり､<抽象>の採り方が個々の要素を

規定し､決定づけるということが指摘されたのである｡

　この理論の重要性は､それが知覚レベルの<要素>か<抽象>かといった問題

にとどまらない点にある｡<ゲシュタルト>のインパクトは形而上学的な問題に

まで<応用され>､やがて社会科学一般､また科学哲学における理論的(概念的)

枠組みの先行性､優越性を示すメタファーとして作用するようになる｡例えぱ､

観察の理論負荷性を標榜するN.R.ハンソンやアスペクト認知を論ずるヴィトゲン

シュタインらによって援用されている｡

　<メノンのジレンマ>への対処はここに至って､探究の向かう先､<知られる

対象>から､探究を可能にし成立させる<枠組み>へと大きく移動し始めたとい

えよう｡もはや<知られる対象>を無限定にして<知識>一般を問題にしたり､

その正当性のための確実性を問わなくなったのである｡代わりに､いわぱ探究の

<外部>の視点の可能性自体について語り始めたのである｡

(2)<ジレンマ>から如何に抜け出すか

　<メノンのジレンマ>の解消には､｢探究に対象についてある意味では知って

いるが､別の意味では知らない｣ような事態､｢探究の対象が知られていないに

もかかわらず､探究が可能な｣事態のいずれかを示すか､あるいはまた｢われわ

れは探究すべきものについて知っているか知らないかのいずれかである｣という

選言命題を否定するという方法がある｡これらの方策のうち見込みのあるのは前

二者であるが､西欧の知識論は､主として､第一番目のものに関わってきた｡す

なわち､探究に先立ち｢既に何程かを知っている｣といわれるような基本的な

　(概念的)知識(の在り方)を<アルキメデスの点>として規定することである｡

伝統的な哲学的立場は､合理主義にしても経験主義にしても､探究の条件であり､
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他の認識行為を基礎づけたり可能にするような不可謬な基礎的な命題を何らかの

仕方で希求してきた｡

　このように西欧の知識論(認識論)が知識の特権的な基礎づけに関わってきた

ことについて､近年ラディカルな批判がおこなわれている｡例えぱ､ローティは､

このような<認識論への欲求>は最初に選ぱれたいくつかのメタファーの弁証法

的発展によって恣意的にもたらされたものであるという｡すなわち､知識の基礎

という観念に関連した必然･偶然の二分法は､ギリシア人が知覚と認識(知識)

の間に設けたアナロジーに由来しており､このアナロジーの結果､ある命題が真

であることを認識する(知る)ということが､対象に強いられて(原因となって)

何かをするということと同一視された｡つまり､命題の対象が､その真理を押し

つけることとなったという｡<必然的真理>は対象がわれわれをグリップする

　(掴む)ことが避けられない故に真であるような観念である｡ローティによれぱ､

以後認識論は知覚のメタファーを議論の基礎においたのである｡例えぱ､プラト

ンの場合は､感覚の世界から逃れて存在の世界に向けて<魂の眼>を開かせるこ

とが主題であったし､デカルトにとっては､<心の眼>を混乱した内的表象から

明晰で判明な内的対象へと向け直すことが重要課題であった｡ローティは西欧の

認識論においては､知識は<正確な表象の集合体>として捉えられ､その正確な

表象を持つためのさらに特権化された部類の表象が探究されてきたのだと指摘す

る(16)｡ローティはこのような疑似一視覚的能力を基盤に置いた認識論の営みを

邦楡して<自然の鏡>と呼ぷ｡彼が目指すのは､特権化された表象を探究すると

いう哲学の営みを脱構築化する､つまりそのような試みが決して普遍的なものと

関わっているのではなく､歴史的恣意的な産物であることを明らかにすることで

ある｡

　ローティは<メノンのジレンマ>には言及してはいないが､彼の枠組みからす

ると､ローティ流の<ジレンマ>の解消は､メノンの問いの立て方自体の背景に

ある<知ること>と<探究>をめぐる<知覚的メタファー>を摘発することから

はじまるであろう｡例えぱ､ローティにとって<知識>は絶対的で不可謬なもの

でなくてもかまわないのであり(むしろそのような<知識>概念が特権化されて

きたことに問題があったのであるから)､従って<真理>概念も言葉が映し出す

対象の中に見いだされることにより決定づけられるような<絶対性>とは無縁で
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ある｡メノンが問いを立てたとき､知識の正当化についてはひとつの選択があっ

た｡すなわち､一方では､知識は命題間の関係にすぎず､それ故知識の正当化の

問題は､問題となっている命題とその命題が推論によって引き出されてくる他の

諸命題との関係であると捉える方法であり､他方､知識やその正当化は､それら

が(命題が)映し出している対象との特権的関係にあると捉える方法である｡<

メノン>の脈絡は明らかに後者の方法を実現するように組み立てられている｡そ

のため､認識論は知識の根拠づけの問題に携わるようになり､そのような役割自

体が認識論的哲学の特権的使命を正統化することになる｡ローティが提唱するの

は､これらの選択肢の中の前者であり､知識の正当化の問題は､大多数のものに

よる｢異質でポリフオニック｣な会話の中から生まれる<納得された事柄>の問

題となる｡ここでは対象を映し出す鏡の正確さに神経を尖らせる必要もなく､ま

た主張している知識の潜在的な<無限背進>の<ジレンマ>に思い煩うこともな

くなるというわけである｡

　ローティの提案､伝統的な概念装置(表象としての言語的知識､真理の対応説､

確実性の探究)の放棄は､体系性をもたない哲学への移行であり､一般的な呼称

で言えぱ､相対主義､脱構築主義､あるいは非(反?)合理主義と位置づけられ

よう｡また本稿での枠組みから言えぱ､極端な<物語>言説に属する｡彼が語ろ

うとするのは西欧の認識論のメタヒストリーであり､その物語的性格ゆえに彼が

たまたま選び採った哲学史(ローティの叙述には確かにある偏向がある)は､別

のメタファーヘの着目によって別の描かれ方をする可能性も暗示させる｡<メノ

ンのジレンマ>についても､そのような探究の枠組みが唯一のものではなく数多

くあった選択肢の中のひとつであるということになろう｡すなわち探究の前提と

なる概念的枠組みは複数存在し､そのあいだの選択が問題となるのである｡ここ

では探究という営みを相対化する､つまりいったんその外部に視点を求め､<知

ること>の多義的な解釈を容認することが求められている｡このことは､くアル

キメデスの点>を求める認識論的姿勢が､それ(確実性)を探究のいわぱ無限遠

点に設定した後で内部に内面化したのと対照的である｡

　ローティ的な探究の相対化は､既に触れたゲシュタルト､クーンのパラダイム､

ヴィトゲンシュタインの言語ゲーム等の諸概念によって予想され､準備されてい

たといえる｡この種のメタ理論的枠組みは科学哲学の分野では1960年代中頃より
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脚光を浴び始めたが､私見によれぱ､このような<シフト>は､<ジレンマ>の

前提の二番目の言明(命題)､｢人は探究すべきものが何であるかを知らないと

きは､探究は不可能である｣の否定言明､対象は知られていないにも関わらず可

能であるような探究の様態への関心の<シフト>であるように思われる｡この問

題は､知識や概念的枠組みの生成や､受容､変遷(また放棄)の問題であるが､

西欧では<確実性>の探究に拘っていたためにほとんど真正面から取り組まれる

ことのなかった問題である｡この種の問題は17世紀以降の科学(学問)の制度化

を問うメタ理論､科学哲学(科学史)の中で論議されるようになった｡対象とな

っている学問分野に片寄りがみられるものの､そこでは､<知ること>の様態が

もはや一方向ではなく(つまり､明らかにされるのを待っている静的な知識の存

在が予め措定されているのではな<)､<知ること>と<知られるもの>とが双

方向の関係にある､つまりそれらの相互関係として知識が捉えられるようになっ

ている｡このような探究の相対化の中で従来の<知識>論に付随していた諸概念､

客観性､<真理>の絶対性､説明の演鐸的性格等がどのように変更を迫られてい

るのか(いないのか)を吟味する必要がある｡

3､科学哲学(メタ理論)の示唆するもの-ポストクーン的状況-

(1)科学哲学における<容認的見解>

　科学哲学はほとんど今世紀の学問領域といってよいが､論理実証主義の｢統一

科学運動｣の終息以後､さまざまな立場をいくつかのspectrum上の両端に配置す

ることができよう｡例えぱ､1950年代から60年代にかけての､｢論理実証主義｣

対｢反証主義｣､｢論理実証主義｣対｢ネオ･プラグマティズム｣､70年代以降

の｢経験主義｣対｢ポスト経験主義｣､｢パラダイム論｣対｢批判的合理主義｣

等である｡さらにこれらの立場の違いを､単に客観主義と相対主義(歴史主義)

の対立､あるいはまた実在論と反実在論の対立の枠内で理解することも可能であ

ろう｡一方､論争の焦点は､論理実鉦主義のいくつかの教義やその派生的原理の

議論から､概念の変遷､共約不可能性､理論転換の合理的基準等の問題に移って

きたといえよう｡このような科学哲学の潮流がそれ自体ひとつの研究史を形成し
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ていると捉え､クーン流のパラダイム概念で説明できるのではないかという考え

方があるがそれは単純にすぎる｡というのも､これらの説明概念の中には､I.ラ

カトシュ(lmre　Lakatos)の｢研究プログラム｣や､ポパーの｢反証可能性｣の

ように問題の性質によってはspectrumの中庸を採る概念装置はいくらもあるから

であり､また<観察>概念や<証拠>概念のようにいずれの陣営においてもそれ

なりの整合性と説明力を付与されているものが少なくないからである｡われわれ

は文字どおり競合する理論の間の<合理的>選択を迫られているのである｡

　論理実証主義の教義自体はこの運動の前後十数年を除いてほとんど支持されな

かったといえる｡その最大の難点は､全称命題として定式化される科学法則が､

いかなる有限な観察命題の集合によっても完全には検証できないという点にある

(17)｡いわゆる厳格な意味の検証理論は放棄され､代わりに､有意味な命題は観

察と実験により(最終的なものではないにしても)テスト可能でなけれぱならな

いとされた｡そして､このテスト結果が科学的命題の真偽を決定する根拠を与え

ると捉えられた｡この検証理論の緩和化が､すなわち論理経験主義の始まりであ

ると捉える論者もいる(18)｡しかし､この意味の検証理論の変形は新たな問題の

始まりであり､論理経験主義は続いて一方で､｢観察可能述語｣､｢確証可能文｣

等の概念をめぐる科学法則と観察命題の確証関係の分析に携わることになり､他

方では､科学的理論用語が如何にしてその意味を獲得するか(観察可能なものを

指示するのか)という難問に煩わされることになるのである｡

　しかしながら､論理経験主義においては<確証>その他の主要な概念をめぐっ

て体系的な学説があるわけではない｡そこで､I.S.ブラウン(Harold　l.Brown)

は論理経験主義的な研究については､これをひとつの<研究プログラム>とみな

すことを勧めている(19)｡するとこの<研究プログラム>の中で比較的了解を得

られている<容認的見解(received　view)>を指摘することができる｡

　F.ズッペ(Frederick　Suppe)によると､この<容認的見解>は次のような諸点

を含む｡すなわち､科学的知識は特殊な言語によって形式化されるが､この特殊

言語は基本的には全く異質で､しかも原初的に非論理的な二種類の言語､観察言

語と理論言語から成り立っている｡この特殊言語に対しある形式論理学の算法を

施すことにより､科学理論のあらゆる言明､命題の表現を得ることができる｡こ

れらの中､観察文(言語)は直接観察によってその真偽が判断できるような観察
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語のみを含むとされている｡一方､理論文(言語)の方は､｢エントロピー｣､

　｢状態関数｣のような純粋な理論語のみから成り､公準､公理､法則として扱わ

れ､科学理論全体の中では､基本的で既に高度に確証されたいわぱ前提条件とい

う位置づけがされる｡最後にこれらの二種の文の中間に従属的な文があり､この

文は理論語と観察語の双方を含むと同時に､対応規則を含むと規定されている｡

この対応規則が厳密な理論文と観察文とを関連づけるのである｡こうして理論的

公準は対応規則とリンクすることにより､理論的レベルの解釈を実現するととも

に､科学理論が経験的観察世界に関するものであるという要請にも応えることに

なる(20)｡

　このような科学理論の図式は仮説演鐸モデル(the　hypothet　ico-deductive　mo

deDとも呼ぱれている｡特定の公理と対応規則､観察の初期条件を含む観察文か

らなる仮説から､他の観察文が演鐸的に導出され､この観察文について直接観察

によりその真偽が問われるという仕組みになっているからである｡こうして理論

全体の確証が進められるのであるが､この点において既に問題点は明らかである｡

理論はもちろん普遍的であることを目指すが､(可能性としては)無限に演鐸さ

れる観察文があり､それらがいつかどこかで理論を確証するという事態を想定し

なけれぱならないのである(｢すべての鳥は黒い｣のような全称命題に纏わる､

いわゆる<確証のパラドックス>(2D)｡一方､このように<蓋然性>のみから

理論を語るのではなく､(ただ一つの事例が普遍的一般化を反駁するように)あ

る観察文が直接観察によって偽であると判明すれぱ､理論全体が反証されたと捉

えるべきだという考え方がある｡有名なポパーの<反証可能性>概念である(22)｡

<反証可能性>は厳格な仮説演鐸モデルの陣営から､科学理論の解釈学的理論の

陣営への一つの歩み寄りのようにみなされることもあるが､基本的には､<観察

>と<理論>の二分法､<正当化>と<発見>の脈絡の区別等基本的な前提につ

いては､論理経験主義と共有するものが多い｡また､<反証可能性>概念自体は､

唯一つの観察が理論を覆すような事例が歴史的にほとんどみられないという事実

を､両陣営から指摘され､これを支持しがたいと結論づけられている(23)｡

　論理経験主義の<容認的見解>において､<確証>と並んで重要な概念がく対

応規則(the　correspondence　rules)>である｡この概念は科学理論の用語の経

験的意味を説明するものとして､現代の経験主義者の間で広く認められているも
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のであるが､その提唱者は意外に古く､1920年代のN｡キャンベル(Norman　R｡Cam

pbeH)である｡彼は科学理論を公理化された形式体系とみなし､その二つの部分

を峻別する｡すなわち､理論的命題から構成される体系で純粋に理論的な語彙の

中でのみ定式化される部分(彼の言葉では仮説)と､理論的語彙で構成された閉

数を観察文に結びつける<対応規則>(彼の言葉では辞書)の部分である｡この

区別を分かりやすく説明するために､キャンベルは次のような例をあげている(2

4)　　｡先ずわれわれは次のような理論語をもつ理論をもっていると仮定する｡

(D　定項　a､b　(iD　変項　c､d

この理論には次の理論的命題がある｡

(iH)c=d

そして次のような対応規則が二つある｡

(iv)(c2十d2)aこR　(ここでRはある金属の電気抵抗で観察可能である)｡

(V)cd/b=T　(ここでTはその金属の温度で､観察可能である)｡

このような理論語と理論的命題とから､例えぱ､(c2十d2)a/(cd/b)=2ab=一定､と

いう公式を導くことができる｡この公式を(iv)と(V)の対応規則から解釈すると､

それはある金属の温度に対する抵抗の比が一定であることを示しており､これを

自然法則と仮定すると､この理論は法則に説明を与えているということになる｡

　経験主義者を悩ます問題は､科学理論は原則的に仮説的演鐸的でなけれぱなら

ないが､それが有意味であるためにはどこかで経験(観察)によって<正当化>

されなけれぱならないというジレンマである｡<対応規則>の重要性は､この要

請に応えるべく､それ自体では経験的意味をもたないとされる理論的命題を経験

　(観察)と結びつける点にある｡<対応規則>は､既述のラッセルやエアの提唱

したような観察命題(言語)と違い､理論語の一つ一つに経験的意味が基礎づけ

られるというような要素的な対応を否定している｡理論語が<対応規則>の中に

現れるにしてもそれは関数のような形式をとり､経験(観察)とは間接的に関係

づけられることになる｡一般的に経験的な意味を得るという場合､それは個々の

理論的命題というよりも科学理論の体系全体なのである｡体系自体は統語論的性

格をもち､そこに織り込まれている諸記号も形成規則と変形規則によって操作さ

れる､従って経験的内容は欠いているのである､にもかかわらず<対応規則>に

よって経験への言及を得る｡　H.ファイグル(Herbert　FeigD　の図解はこの仕組み
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を説明するための彼の苦慮を示している｡

　一方<対応規則>自体も曖昧な(両義的)概念であり､その身分については経

験主義内部から批判を受けている｡<容認的見解>の前提からすれぱ､<対応規

則>は分析命題として理解されなけれぱならない｡つまりある語がどのように用

いられるかを指示する､｢用語法上の規約､あるいは約束によって特定の文を真

とするようなメタ言語的原理(25)｣なのである｡しかしながら､C.ヘンペル(Ca

r1　G.HempeDによれぱ､<対応規則>のそのような分析的性格は維持しがたく､

実際には経験的探究の結果として変化を被る｡ヘンペルは､特定の周期的過程を

等しい時間間隔の基準としていた科学概念としての<時間>が､測時学の変遷の

中で相対的に扱われるようになったという事例をあげている(26)｡

　ファイグルの図解､<対応規則>の概念としての難点､ヘンペルの指摘はどれ

も理論的命題と観察との関係がいかに複雑で､間接的であるかを物語っていると

ともに､論理経験主義者たちが<理論>と<観察>との二分法をもはや支持し得

ないことに気づき始めたということを示唆する｡論文｢科学理論の標準的考え方

について｣では､ヘンペルはそれまでの､新しい理論語をいかに統語論的に定義

するかという問題から､そのような理論語がいかに理解されるのかという問題に

<シフト>している｡｢定義とは別の多くの仕方でわれわれは新しい用語を理解

するようになるのであり､それらを正しく使用することを学ぷのである｡例えぱ､

特定の脈絡の中でそれらが使用されている事例､またどうみても定義されている

とは思えないような言い換え､その他から学ぶのである(27)｣｡

　ヘンペルはここで､従来の定義による理論的用語の確定が実際的ではなく､意

味の問題を問うことが困難であることを述べているのであるが､ヘンペルが気づ

いていないのは､彼の視点が理論語､観察語を包含する探究全体の概念(枠)の

生成や理解に<シフト>しているはずだという点である｡言い換えれば､ヘンペ

ルは､科学理論の正当化の脈絡が科学者の理解､つまり認識論的問題と切り離せ

ないことにそれとなく気づき始めたのである｡論理経験主義のエッセンスは理論

の演禅的整合性とそれを根拠づける純粋な経験(観察､知覚)という二分法であ

った｡しかし､これらへの反駁は､よく主張されるような科学理論の解釈学によ

るのではなく､経験主義内部の理論的困難さから生じたのだと解するべきであろ

う｡一般に､科学理論の解釈学(物語)は歴史や発見の脈絡を主題とするために
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饒舌になりがちである｡論理経験主義の厳格なテーゼの多くはこれを支持しがた

いが､一方､探究の概念装置のあらゆる相対化､歴史化については慎重さを欠く

としてこれらを疑っていく必要がある｡

(2)科学哲学における新たな論理の展開

(a)科学理論における観察の位置

　1950年代以降､英米の科学哲学は(経験主義､解釈学のいずれの陣営において

も基本的には)､理論の構造､理論と証拠の関係､観察の役割､科学理論(概念

枠)の変革と発展のプロセスなどをめぐって新たな論理を展開してきた｡それら

の中心問題は次のような問いとして提示できよう｡すなわち､｢観察は何らかの

意味で科学理論の基礎づけとなっているか｣､｢証拠は理論を生み出したり､決

定づけたりするのか｣､｢知識を合理的に正当化することはできるのか｣､｢理

論の正当化は概念的枠組みに相対的にならざるを得ないか｣といった問いである｡

　今日では､科学理論が､不可謬で客観的しかも理論に関わりなく中立的な観察

　(命題)を基礎に(アルキメデスの点として)構築されるという見解はほとんど

採られていない｡更に､科学理論がどのように生まれるにせよ､理論を一連の中

立的観察(命題)に還元し得るという見解も支持されていない｡ここには､理論

の生成と観察の論理的地位に関わる問題が潜んでいる｡すなわち､科学が感覚世

界についての知識であるにしても､もし観察が科学的知識の生成､あるいは知識

の論理的地位の確立において何ら中心的役割を果たさないとすれぱ､科学はいか

にして現実世界についてのものであり得るのかという問題である｡

　理論が客観的な観察､あるいは｢事実｣を基に生まれるわけではない､従って､

理論の転換も観察や｢事実｣に拠るのではなく､それらの背後にあり､それらを

成立させている理論系全体であるという見解は､先ず､フランスのP.デュエム

　(Pierre　Duhem)により提唱されたといわれる｡

実験室にはいる｡電池､絹巻銅線､水銀容器･･･など様々な器具が散乱し

ている｡机に近づく｡実験者が､小さな穴に黒檀の頭のついたピンの金属の

柄を差し込む｡鉄棒が揺らぐ｡その棒に結びつけられた鏡のせいで､一筋の

光がセルロイドの目盛りの上に当たる｡この光の微妙な目盛り上の動きで､
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物理学者は鉄棒の揺れを測定できる｡そこで､彼に何をしているのかと尋ね

てみよう｡｢鏡をセットした鉄棒の揺れを調べている｣と答えるだろうか｡

否である｡彼は､｢コイルの電気抵抗を測定しているのだ｣と答えるだろう｡

･　･　･(28)

　このデュエムの古典的な記述には､素人が物理学の実験室に人ったときの様子

が描かれている｡つまり､素人と物理学者では､同じ状況にいながら､観察､認

識内容に明白な差があることを示している｡デュエムによれぱ､このような差を

もたらしているのは､両者が馴染んでいる理論の差だというわけである｡

　有意味な知覚には既に判断が伴っているという捉え方は､既に触れたように､

後期のヴィトゲンシュタイン､ポパー､そしてデューイらによって共有されてい

た｡例えぱ､デューイは次のような見解をとっていた｡｢知覚には判断が用いら

れる｡そうでなけれぱ､知覚は単なる感覚の興奮にすぎないか､さもなけれぱ､

見慣れた対象の場合では､以前の判断の結果の再認にすぎないのである(29)｣｡

しかしながら､｢視る｣ことと｢解釈｣との不可分性を｢理論負荷性(theory-

ladeness)｣として理論的に位置づけたのは､何といってもN.R｡ハンソン

　(Norwood　R.Hanson)である｡

　ハンソンのテーゼは約言すると､｢見ることには目を向ける以上のものがある

(30)｣ということであり､｢研究者が有する理論や仮説､準拠枠､背景的知識は

観察に強く影響を及ぽし得る｣というものである｡ハンソンのテーゼは､相対主

義者はもちろん､合理主義者､客観主義者にまで幅広く受け入れられてきた｡

　(しかし､最近､J.フオーダー(Jerrry　A.Fodor)のように､逆に理論に中立な

観察の存在を主張する者もでてきた(31))｡例えぱ､クーンは､同じ現象を異な

る理論的背景をもつ科学者が見た場合の事例を論議している｡

しかしながら､ガリレイをアリストテレスから､ラボアジエをプリスリーか

ら分けるものを､視覚の変換として述べる必要が本当にあるだろうか｡これ

らの人々は同じ対象に目を向けながら(1ooking　at)､異なったものを実際

に見て(see)いたのだろうか｡彼らがその研究を異なった世界でおこなって

いたと主張できる､何か正統な意味があるだろうか｡　･･･(32)
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一方､批判的合理主義者として知られるポパーもつぎのように述べている｡

科学は観察から理論へ進展していくものだという信念が､いまだに広くかつ

確固として支持されている｡　･･･しかし実際には､理論の性質を備えたも

のを一切抜きにして､純粋な観察だけから仕事を始めることができるなどと

いう信念は馬鹿げている｡観察には必ず選択が伴う｡それは選ぱれた対象､

一定の任務､関心､観点､問題を必要とする｡　･･･(33)

　ハンソンのテーゼは､知識の根拠となるような純粋な観察の批判である｡従っ

て､そこから素朴な経験主義や実証主義が否定されることになる｡しかしながら､

問題は､ハンソンのテーゼが､客観性やテスト､信念の正当化といった概念の信

憑性をも疑い得るものと解釈されるときに生ずる｡すなわち､すべての観察は理

論負荷的であるから､それらは｢客観的｣には行われない､どんな観察も対抗理

論から反駁され得るのであるから､結局､｢観察される世界｣は､研究者により

発見されるというより構築(発明)されるのである､そして､異なる観察者は異

なる世界を構築することになる､という具合である｡この種の｢多元的現実｣を

主張する論者には､Y.リンカン(Y.Lincoln)やE｡グーバ(E.Guba)､K.ハリス

　(K.Harris)らがいる｡例えぱ､ハリスは次のように指摘する｡｢理論を超えた

知識などというものはない｡とすれぱ､理論はいつも個人と世界を媒介するので

あるから､知識は現実世界のそこかしこにあるものの単なる発見ではない(34)｣｡

　知識が理論(概念枠)に関わりなく根拠づけられることはなく､従って普遍的

性格をもたないと捉えるこの種の立場は､相対主義の立場である｡これに対し､

客観主義は次のように反駁する｡観察が理論負荷的であり､それが依拠している

理論を反駁すれぱ､それが｢可能性として｣否定され得るという事実から､あら

ゆる観察が現在そのような挑戦を受けていると捉えるのは､素朴すぎるし､また

誤りである(35)｡要するに､相対主義者が､ハンソンのテーゼは理論に関わりの

ない中立で客観的な言明があり得ないことを明らかにしており､そもそも理論と

観察の二分法を問うべきだと主張するのに対し､客観主義は､ハンソンの理論の

正しさから直ちに､科学理論の客観テスト遂行の可能性が消滅するわけではない
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と主張するのである｡

(b)科学理論と証拠の関連性

　ハンソンのテーゼは､理論がその成立に関わる厳密な観察を要請しないのであ

るから､理論はいかなるテストによっても証明され得ないのではないか､またテ

スト結果がどのようなものであれ､科学者はそれに見合う議論を繰り返すのでは

ないかという問題を引き起こす｡これは理論変換のプロセスでもあり､科学理論

がいかにして証拠と関連づけられるかという問題である｡

　古典的な｢科学方法論｣においては､証拠が理論に対し決定的な役割を担って

いた｡それとは対照的に､現代科学哲学は､理論は証拠により決定づけられるこ

とはなく､好ましくない証拠の出現も直ちに理論変換に結びつかないと捉える｡

いわゆるデュエム･クワインテーゼによれぱ､証拠が影響するのは理論の個々の

項目ではなく､理論全体であり､理論は常に相互関連性をもつネットワークを形

成しているという(36)｡従って､理論に馴染まない証拠の出現は､ネットワーク

の様々な諸部分の修正を施すことによって調整がはかられるのである｡重要な点

は､科学における理論変換や発展は証拠によるものではなく､科学者の判断と創

造力にまかされているという点であり､理論的ネットワークの諸部分が厳密なテ

ストにかけられるための何ら機械的手続きは存在しないという点である｡理論が

テスト結果の挑戦を受ける場合の修正措置は､アド･ホクな仮説､補助仮説など

の導人によってはかられる｡

　例えぱ､ヘンペルは産辱熱の研究で知られるI.ゼンメルワイス(I｡Semmelweis)

の事例を挙げている(37)｡ゼンメルワイスは19世紀の医師であるが､様々な考察

の後､血液へのある種の毒の混入が産辱熱を引き起こす(仮説)のだと確信し､

もし医師が診察する際､さらし粉の水溶液で手を洗えぱ､患者は感染しないと推

論した｡このテストは成功し､産辱熱の死亡率は急激に減少し始めた｡ここでは

仮説(理論)がテストされる際､医師が手を洗うこと､さらし粉水溶液が効果的

であることなどが補助仮説となっている｡注意したいのは､テストが失敗した

　(患者が相変わらず産辱熱に感染した)場合､ゼンメルワイスは直ちに仮説を否

定することなく､補助仮説を疑うであろうという点である｡

　ここで理論がいかにテストされるかを論理的に表現してみよう｡第一は｢もし
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ある理論Tが真であるならぱ､ある観察可能な出来事Cが､特定の状況の下で起

こるはずである｣という場合である｡｢産辱熱は毒物が血液に入ることによって

起こる｣という仮説から､ゼンメルワイスは適切な消毒の処置をすれぱこの病気

による死亡率は滅少するであろうと推論した｡この場合､Cが真であることがテ

ストによって解った｡しかしこの肯定的結果はTが明確に真であることを支持し

ないのである｡

もしTが真であるならぱ､Cも真である｡

(証拠が示すように)Cは真である｡

従って､Tは真である｡

この論法は､後件肯定の誤り(fallacy　of　affirming　the　consequent)と呼ぱれ

るもので､有効な演鐸ではない｡たとえ二つの前提が真であっても､結論は偽で

あり得るからである｡

　ところでゼンメルワイスは､先の仮説を考える前に､患者が横向きになって分

娩すれぱ死亡率は滅少すると推測している｡この推測は偽であることを彼は確か

めたが､この場合の論法は次の通りである｡

もしTが真であるならぱ､Cも真である｡

しかし(証拠が示すように)Cは真ではない｡

従って､Tは真ではない｡

この論法は否定論法(modus　tollens)と呼ばれるもので､有効な演鐸である｡ポ

パーが､科学理論や仮説は証明し得ないが､否定的なテスト結果により反駁し得

るとして科学理論のく反証可能性(falsification)>を主張したのは､この論法

の妥当性を基礎にしているからである｡

　しかしながら､ポパー流の<反証可能性>は科学的テストの論理の説明として

非現実的である｡というのは､前述の通り､科学者はテストの際､補助仮説を用
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い､否定的なテスト結果については､仮説のいくつかが偽であるとして片づける

のが常であるからである｡

もしT(そして補助仮説A･･･)が真であるならぱ､Cも真である｡

しかし(証拠が示すように)Cは真ではない｡

従って､Tが真でないか､A･･･が真でないかのいずれかである｡

これは有効な演鐸であり､しかも実際の科学者たちが行っている論法であろう｡

結論としては､科学理論や仮説は､テストによって証明されることも反駁される

こともない､また理論変換は全く判断の問題であり､理論と証拠を関連づける機

械的な手続きは存在しないということが解る｡

(c)科学研究における合理性と相対主義

　以上のように､すべての記述や観察は理論負荷的であって､観察(言語)と理

論(言語)とを峻別する二分法が問われはじめ､理論を倒すのは事実(証拠)で

はなく理論であるということが示唆され､そして最後に仮説的演鐸的な説明モデ

ルが科学理論の必ずしも最善のモデルではないということが了解されはじめてい

る｡このような近年の科学哲学の展開は､正当化主義や根拠づけ主義を退け､代

わって､ポスト実証主義､ポスト経験主義､反自然主義的立場を生み出してきた｡

既に論じたように､正当化主義は<確実性の探究>としてほとんどの伝統的哲学

が採っていた立場である｡例えぱ､経験主義者は､究極的に知識は経験に根拠づ

けられると捉え､合理主義者は理性によって根拠づけられると主張する｡これに

対し､現代哲学は否定的な姿勢をとる｡すなわち､信念が<疑いえない根拠>の

上に<絶対的に>正当化されるという見解をとらないのである｡例えぱ､W.ヴァ

イマー(W.Weimer)は､｢確かに知識は擁護されなけれぱならないが､それは証

明することによるのではな<､<良い理由>を整理することによってである｡　･

･･もはや知識の<究極的>起源とか､認知的権威といったものはない(38)｣と

述べている｡

　また知識の起源の問題に言及して､ポパーも次のように述べている｡
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私は･･･そのような理想的な根源は一理想的統治者と同様一存在せず､あ

らゆる｢根源｣はいつもわれわれを誤謬に導きやすいと仮定したい｡従って､

私は､知識の根源に関する問いを､それとは全く別の｢いかにしてわれわれ

は誤謬を見つけ出し､除去し得るのか｣という問いによって置き換えること

を提案する(39)｡

　問題は､知識が究極的に根拠づけられないという前提から､知識を正当化する

ためのいかなる普遍的で合理的判断の基準も定立し得ないという帰結を導出でき

るかどうかである｡周知のように､客観主義者(論理経験主義者､形式主義者等)

は正当化の脈絡と発見の脈絡を区別し､｢正当化｣と呼ぱれる論理的部分の形式

化をその任務として保持しようとする｡例えぱ､論理実証主義(ウィーン学団)

の理論的指導者の一人であったH.ライヘンバッハ(Hans　Reichenbach)は次のよ

うに述べている｡

仮説演鐸的方法を非合理的推測として神秘的に解釈することは､発見の脈絡

と正当化の脈絡との混同から生じている｡　･･･しかし､科学的発見を説明

することは､論理学者の任務ではない｡彼になし得るのは､所与の事実とそ

れらの事実を説明するとされる理論との間の関係を分析することだけである｡

つまり､論理学は正当化の脈絡にのみ関わるのである(40)｡

　同様に､ポパーも研究者が新しい考えを思いつく過程とその考えを論理的に吟

味する過程とを区別すべきであり､前者は知識の心理学の仕事であるとしている

(4D｡他方､科学の解釈主義者(特に相対主義者)は､そのような区別は科学的

知識の｢究極的基礎づけ｣という強迫観念によるもので､実際の歴史(actua1

history)を無視するものである｡科学の歴史(特に有効な仮説が手にいれられる

過程や､理論､仮説の変遷の現場)は何らそのような合理的で普遍的基準がなか

ったことを示していると主張するのである｡両陣営の間には､考察の対象の違い

がもたらす微妙なズレや､インパクトのあるレトリックを駆使することによるす

れ違いもあるが､それにしても両者の理論的枠組は文字どおり平行線を描き続け
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ている｡

(d)クーンの挑戦(<共約不可能性>概念)

　既述のように､伝統的認識論の中心問題は､知識の(究極の)正当化､根拠づ

けであった｡つまり､真でしかあり得ない(誤りえない)知識と真でも偽でもあ

り得る信念との峻別は如何にして可能であるのかという問題であった｡『テアイ

テトス』において､プラトンが｢知識とは何か｣という問いをめぐって､知識が

不可謬かどうかを問わず､むしろそれ(不可謬性)を一つの基準として用いたの

も､不可謬性を知識の特徴として前提にしていたからである｡以降､認識論は不

可謬な基盤を追求してきた｡そして､この追求は､論理実証主義においては､人

間の判断を閉め出した科学的推論のための規則群(アルゴリズム)や不可謬な感

覚データの追求であった｡

　60年代以降このような問いの立て方はほとんど支持されていない｡しかしなが

ら､同質の理念は､批判的合理主義の立場にあるポパーらに受け継がれている｡

もちろんポパーは科学理論の論証のために普遍的な手続きがあることを否定して

いる｡しかし彼は､論理学の否定論法に着目し､適切な基礎言明が与えられれぱ､

理論の反駁を証明できる規則群が得られると考えた｡つまり､科学的発見の脈絡

は非合理的であるかもしれないが､理論の評価方法には何らかの客観性が存する

と捉えたのである｡

　一方､T.S｡クーン(T.S.Kuhn)らは､理論選択のための一連の規則群､科学と

非科学を境界づける基準､科学理論や仮説の確証の基準や直接的な証拠は何ら存

在しない(42)と主張し､科学の合理性論争に火を点けた｡

　クーンやR.K.ファイヤアーベント(R.K.Feyerabend)らが主張するく共約不可

能性(inco皿ensurability)>の概念が合理性論争の中心テーマになったのも､

この概念が科学理論の評価のための合理的基準を否定すると解されたからである｡

ところで､クーン自身は<共約不可能性>を明確に使いこなしているわけではな

い｡『科学革命の構造』においてクーンはこの言葉を6回ほど使用しているにすぎ

ないが､その最後の箇所は次のとおりである｡

私にはどうもこれ以上のうまい説明をすることができないのだが､競合する

237



パラダイムの支持者はそれぞれ異なる世界で仕事をしている｡　･･･ある科

学者集団が完全なコミュニケーションを図ろうとする以前に､パラダイムの

転移と称してきた回心を経験しなくてはならない｡競合するパラダイムの移

行は､まさに共約不可能なものの間の移行であるために､論理とか中立的な

経験とかに強要されて一歩踏み出す､というものではあり得ない｡それはゲ

シュタルト転換のように､一挙に起こるか､全く起こらないかのどちらかで

ある(43)｡

　これに対しシェフラーは､クーンの帰結が全く極端であるとして次のように評

している｡｢独立した公的コントロールはもはや存在せず､コミュニケーション

はできず､事物についての共通の世界は幻想となり､実在は科学者が発見すると

いうより､作り上げるものとなっている･･･(44)｣｡そして<共約不可能性>

については次のように分析する｡

二人の科学者がパラダイムにおいて異なり､<第一レベルの>概念や基準に

ついて異なっているからといって､科学研究のメリットを判断するのに用い

る基礎的基準について､抽象レベル<第ニレベル>においても異なっている

ということにはならない(45)｡

　客観主義者は､クーンの<共約不可能性>概念は科学的知識の客観性に関わる

と捉える｡すなわち､もしある科学者の基準が準拠枠から影響を受けるとすれぱ､

準拠枠を超えた<外部の>あるいは<絶対的>基準を他にもたない限り､彼の議

論が､異なる準拠枠をもつ他の科学者の議論よりも優れているということ(すな

わち､比較するということ)ができなくなるのである｡さもなけれぱ､知識は特

定の準拠枠､もしくはパラダイムに相対的に根拠づけられると認めなけれぱなら

ない｡シェフラー､S.E.トゥールミン(S.E.Toulmin)らは､パラダイムは共約不

可能ではなく､共有する部分を合わせ持っているはずだと説く｡特にシェフラー

はメタ的レベルでは合理的概念や基準が用いられ得ると確信している｡

　これに対し､相対主義者は､客観主義者がクーンの概念を専ら意味や概念の<

共約不可能性>として捉えるのは誤りで､むしろクーンは､問題や基準のく共約
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不可能性>を力説しているのだと解釈する(46)｡更に､R.J.バーンスタイン(R.

J.Bernstein)によれぱ､客観主義者はクーンの論理の中の<両立不可能性>とく

共約不可能性>､<比較不可能性>とを混同しているという(47)｡先ず､<両立

不可能性>は､二つ以上の言明､論理が必然的に矛盾する場合の論理的不可能性

である｡例えぱ､ニュートンカ学とアインシュタイン理論は､対立理論であるが

故に両立不可能である｡一方､客観主義者は､ニュートンカ学はアインシュタイ

ン理論に包摂されそこから導出可能であるとみなす｡しかしこれは､クーンによ

れぱ､<後知恵の有利さ>により､アインシュタインの観点に立って､ニュート

ン理論に近いものを導出することに他ならないのである｡そしてく共約不可能性

>によってクーンが意味するのは､シェフラーやトゥールミンが示唆するような

パラダイム間の重なり合う部分(観察や概念､問題､基準など)はもちろん存在

するが､それらの合理的な比較を可能にする中立的な基準は存在しないというこ

となのである｡要するに､クーンに従えぱ､パラダイムは論理的に両立不可能で

あり(従って､実際に対立しており)､共約不可能であり(互いに逐一的に比較

して評価できない)､そして(全体論的には)比較可能なのである｡

(d)<合理性>概念の変容

　このように解せられる<共約不可能性>は､パラダイム間の多元的比較を許し､

相互のコミュニケーションを否定しないのであるから､当初のインパクトはかな

り薄れ､ごくありふれた見解となっている｡しかしそれでも､<共約不可能性>

論議が､論争に加わる論者にとって､客観主義者か相対主義者かを決定づけるく

リトマス紙>であり得たのは､共約性はやはり客観主義者にとって､合理性と非

合理性を峻別する根拠でもあったからである｡逆に言えぱ､クーンは､共約可能

性､つまり異なったパラダイムの間で比較するための同一で不変の基準が存在す

ること､そしてそのことが科学的合理性の本性であるという見解を疑問視してい

るのである｡

　ポスト･クーン的状況から振り返るとき､何故､われわれが普遍的合理性の基

準(客観主義)か､恣意的慣習や準拠枠に相対的な基準(相対主義)かの二分法

に基づいて議論を展開せざるを得ないのかという問題がみえてくる｡結局､バー

ンスタインが｢デカルト的不安(48)｣と呼ぷもの-われわれの思考や行為を確実
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にしてくれる不動の岩盤を切望しているのにもかかわらず､そのような切望に答

えてくれるものは何ら存在しないかもしれないという不安-に､われわれはとら

われている､あるいは憑かれているのである｡

　<デカルト的不安>を払い清める途､客観主義か相対主義かという二分法から

脱却する途をわれわれは探っていかなけれぱならないが､それは恐らく､客観主

義が前提とするような<合理性>概念一予め決定づけられた成功の基準としての

合理性-を､想像力や解釈､選択肢の評価､本質的に開かれた基準の適用などを

強調するような<実践的な合理性>へと変容することであろう｡これは､科学的

研究のうちに現実的に現れている合理性一競合する諸理論の不一致を､I.ラカト

シュのいう科学研究プログラムの進展の中で解釈していくという性質の科学的合

理性-を認め､その実践的性格を再定式化していくことであろう｡
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第8章　探究の<外部･内部>批判

1､　教育における<メノンのジレンマ>へのアプローチ

　教育における認識論(知識論)として､<メノンのジレンマ>的問題を半ぱ意

識的に取り挙げた研究に､D.W.ハムリン(D.W.Hamlyn)の『経験と理解の成長』

がある｡ハムリンは､プラトンによる<ジレンマ>の解決の姿勢は､奴隷の少年

の事例から推測して､ア･プリオリな性質の知識に限定されていると捉える｡こ

の点について､彼は次のようにコメントする｡

人が経験によって新しい事実(少なくとも彼にとって新しい事実)を獲得す

る場合は､そのようなものではないだろう｡その場合､彼は暗示とか論理的

な帰結に単に取り組むことにより､既にもっている知識を適用するなどとい

うことはできない｡あるいは端的に､彼はそのようなことを一人ではできな

いのである｡　･･･(そのような場合)､彼には経験により全く新しい情報

が提供されなくてはならない｡しかし私が言いたいのは､経験も既に存在す

る理解や知識の網に何らかの方法で組み人れられるのでなけれぱ､つまり経

験が学習者にとって有意義でなければ､機能し得ないという点である(D｡

　ここでハムリンは､プラトンの<知識>概念が偏っていることを了解し全く新

しい<知識>の獲得について考察しようとしながら､やはり<既存の知識>の獲

得の問題にとらわれてしまっている｡しかし､<知識>獲得の<ジレンマ>に対

する従来の哲学的アプローチ(経験主義と合理主義)の問題点については､ピア

ジエを意識した新たな語彙によりその明瞭化が図られている｡すなわち､彼の言

葉では､経験主義は<構造なき発現>であり､ここでは､知識の成長は時空間的
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に生じる経験を積み上げることにより､またその成長に必然的なパターンや構造

はなく､どのような偶発的な経験もそれなりの働きをすることになる｡経験主義

に対するハムリンの批判は､経験はそのように単独の原子的な形式として与えら

れるのではなく､常に何らかの概念に特徴づけられたものとしてあるという点で

ある(2)｡他方､合理主義は<発現なき構造>と呼ぱれる｡この立場に対するハム

リンの批判は､経験が経験を可能にする何らかの概念的知識を前提にしていると

すれぱ､如何にして経験のプロセスがスタートし得るのかという問題である｡つ

まりわれわれが経験からなにか新しいものを学ぷとすれぱ､既に何事かを知って

いなけれぱならないが､このオリジナルな知識はどこから生ずるのかという問題

である｡この問いを更に続けると､われわれは<無限背進>に直面する｡合理主

義はこの<無限背進>を防ぐものとして､どこかに生得的知識を措定する｡しか

し､ハムリンによれぱ､知識には､人々の間の判断の社会的公共的レベルでの合

意に参照してのみ説明可能な真理概念もあり､その種の生得的知識では社会的基

準や規範を説明できないと反論する(3)｡

　これらのオルタナティブとして､ハムリンが次に考察するのが､J｡ピアジエの

発達概念である｡ハムリンはピアジエ流の説明を<構造を伴う発現>と特徴づけ

るが､この説明には規範的認識論的条件の考察が欠如しているとして次のように

批判している｡

発現に構造を付加することは､知識や理解の成長が､経験が措定される仕方

に偶発的なものではないということを保証する｡構造に発現を付加すること

は知識や理解が少なくとも何らかの意味で発達するとみなされているという

ことを保証する｡しかし､構造を伴う発現という考え方は､経験の偶発性に

左右されることなく(他ではなく)この仕方で発達することが実際知識なの

だということを説明し得ないのである(4)｡

前章の冒頭でも触れたように､<メノンのジレンマ>の解消には､(心理学的な)

記述的な問題のみならず､知識と呼ばれるものが如何にして同時に正当化される

　(あるいは根拠づけられる)のかという規範的な問いにも答えることが必要なの

である｡
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　このような規範的な問いに対してハムリンは､経験によりもたらされたものが

常に人々との社会的相互関係の中にあり､そのことが客観的知識と呼び得るため

の概念的条件になっているという｡つまり客観性と知識は人々による判断の合意

の中に根拠づけられていると捉えるのである｡このことは､合意が何事かを真に

したり偽にしたりする基準となっている(相対性論者の考えるような)というの

ではなく､単に合意の可能性が不可欠な要因となっているということにすぎない｡

人が何事かを学ぷというとき､そこでは経験は他者(大人)によるものごとの配

置の仕方の中におかれているし､また同じ他者(大人)による訂正を受けるとい

うこともあるであろう｡このようなプロセスの中で経験の機能は､具体的な事例

に従って概念的知識をより洗練されたものに変えていくという役割も担っており､

その意味では､知識は<程度>を許容するような概念であるという(5)｡

　以上のハムリンの考察に特に問題はない｡しかし､再び知識は如何にして獲得

されるのか(始まるのか)という問題に答えようとするときに､彼の特徴が現れ

る｡生得的知識の可能性は排除､否定されている｡そこで再び､経験の理解のた

めに予め知識は不可欠である一方､如何に知識は経験の中で生まれ成長するのか

という問題である｡

　約言すると､彼の方策は､<学ぷこと>と<知るにいたること>とを区別する

ことである｡ハムリンによれぱ､｢知るようになること(coming　to　know)｣は､

推測や､洞察､ひらめきなどの結果として起こるのに対し､学習のほうは､子ど

もが｢知るにいたること｣を自覚している必要がある｡

いかなる知識の獲得にも私が述べてきた事項の関連づけが伴っている｡しか

し､学習において､この関連づけは人が｢知るようになる｣事柄(知る対象)

と既に知っている事柄との間の関連づけである｡つまり､学習は｢前もって

存する知識｣を含意するのである｡｢知るようになること｣がものごとの関

連づけを伴うにしても､そのような含意が必然的であるということはない･

　つまり､ハムリンのいう学習は既得の知識が前提にあるのに対し､<知識>の

獲得は必ずしもそうではないということである｡これは､ハムリン流の<無限背
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進>を防ごうという試みに他ならない｡問題は､そのような<学習>とく知るよ

うになること>の区別が支持できるものであるかどうかである｡ハムリンは子ど

もがXとYとを区別するようになるという事例を挙げて説明を試みているが､こ

れは説明といえるようなものではなく､問題を記述し直しているにすぎない｡反

論としては､例えぱ､子どもは思考実験の上ででもなけれぱ全く既得の知識や社

会的相互作用から隔離された状態にはない｡またXとYとを区別するためには既

にX､Yについての何らかの概念的知識が必要とされるということがある｡ハム

リンの回答は､概念的知識とは区別する能力と同時に発達するのであり､この発

達には<程度>の問題が伴うというものである｡しかし､再びこの回答は､区別

する能力白体､また概念的知識が同時に発達するという点について｢説明｣する

というものではない｡

　またハムリンは､伝統的哲学的立場もピアジエのような発達論的立場も認識主

体としての個人が自然的社会的世界から独立したものと捉えられているとして批

判する｡彼の知識へのアプローチは子ども(学習者)が社会的存在であることに

基づいており､同時に､社会的なものへの依拠は､客観性の根拠づけにおいて不

可欠な役割を果たしていると考える｡しかしここでの問題は､社会が客観性の基

準に置き換えられているだけである｡再び､特定の社会が歴史的変遷の中で把捉

し直されるとすれぱ､どのようにしてそれが客観性の基準であり続けられるのか

が問われよう｡要するに､ハムリンの考察の中には､知識や真理､客観性等の概

念の変遷に関わる観点が欠如しているのである｡社会の歴史的変遷や､多民族､

多集団の聞での差異にもかかわらず､人々の判断の合意が､<超越的に>知識の

客観性概念の基準に代わるのか､問題は答えられないままになっているのである｡

2､探究の<無限性>

　　(ここで言う探究の<無限性>とは､探究の<内>と<外>を前提とした従来

の考え方に対し､そのような区別のない<空間>､それ以上の外がないという意

味での<無限性(空間)>である)｡

(1)探究の外部､あるいはメタ的視点批判
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　これまでに見てきた<メノンのジレンマ>や他のパラドックスヘのアプローチ

をあるspectrumで考えると､一方に経験主義､他方に合理主義､そしてその中間

には､ピアジエやチョムスキーらのある種の生得説､また<成長､発達>を標榜

するほとんどの教育学的､教育心理学的言説を配置することができよう｡更にsp

ectrumを概念(要素､観察)主義vs.概念枠(理論)､客観主義vs.相対主義(解

釈学)などと描くこともできよう｡これらのアプローチはどれほど対立している

ように見えても､結局また別の<ジレンマ>を引き起こすか､<循環>に終わる

という点で<閉じられている>といえる｡つまり､確実性の探究はくアルキメデ

スの点>の根拠をめぐって<無限背進>を繰り返すことになるし､また科学の解

釈学は､｢理論はそれを説明すべき事実を前提とするが､一方事実は理論負荷的

であり､理論を前提とする｣という<解釈的循環>を背負い込んでいる｡これら

のアプローチはいずれもどこかで自己言及的な部分が発覚しながらそれを認めよ

うとはせず､相変わらず手続きに関するアルゴリズムやモデルを希求しようとす

る｡この共通性を､探究の事後的な<合理的再構成>への強迫観念と呼ぶことが

できるかもしれない｡この西欧的な強迫観念にとらわれている限り､探究の<無

限性>､<学ぶこと>と<教えること>に纏わるある<飛躍>は理解できないの

ではないかというのが､本章の結論である｡

　先ずありふれた例から始めよう｡　1972年､アメリカ哲学会東部分会の会長講演

で､今では伝説的となったH.パトナム(Hi　lary　Putnam)の(彼の言う)<形而上

学実在論(metaphysical　real　ism)>から<内在的実在論(internal　realism)

>への<転向声明>が発表される｡この転向内容は彼の著書､『理性と真理､歴

史(Reason,Truth　and　History)』(1981年)に詳述されているが､われわれのこ

こでの関心は彼の<転向>内容ではなく､彼が形而上学的実在論(論理実証主義､

経験主義)を批判するときに用いるメタファーである｡

このパースペクティブ(形而上学的実在論)において､世界は､心から独立

した対象の固定された総体から成っている｡｢世界の在り方｣に関する唯一

つの真で完璧な記述が存在する｡真理は､語あるいは思惟記号と外的事物､

事物の集合との間のある対応関係を含んでいる｡私はこれを外在的パースペ

クティブと呼ぷ｡というのも､その好んで採る観点は､神の眼の視点(God'
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s　Eye　point　of　view)だからである(7)｡

　唯一の世界とその記述という措定の仕方は､その双方を俯瞰できるような視点

無しには原理的に不可能である｡形而上学的実在論はこのような視点により対象

や事態と言語(文や語)との<一対一の対応>が成立すると捉える｡これに対し

パトナムは､スコーレム==レーヴェンハイムの定理を援用し(8)､ある言語の記号

と､ある集合に含まれる事物とを互いに対応づける仕方は多数存在すること､集

合が無限であれぱ､無限に多くの対応の仕方が存在することなど､このモデル理

論の定理により､事物と言語との対応を一つ選び出すという作業は支持し得ない

と結論づけるのである｡そして自らの内在的実在論においては､言語記号はその

使用と独立に本来的に在る対象と対応するのではなく､特定の共同体の使用者た

ちの概念図式の内部において(within　the　conceptual　scheme　of　users)特定の

<対象>に対応するのであり､<対象>は概念図式と独立には存在しない｡われ

われは､何らかの描写(記述)図式を導入するとき､世界を諸対象へと切り分け

るのである｡こうして､対象と記号は同時に図式に内在的であるために､何が何

に合致するかを言うことが可能だというのである(9)｡

　パトナムの理論において反駁されている､言語とその対象を同時に俯瞰できる

ような視点､つまり(一対一の対応による)真理の確定の手続きのための<神の

視点>は､既にプラグマティズムと実在論の間の古典的な論争において指摘され

ている｡例えぱ､デューイは､ラッセルの批判に答えるとともに彼の(ラッセル

の)原子論的命題を媒介にする真理対応説を批判して次のように述べている｡

彼の見解では､知られる出来事は､命題の原因としてはたらくものであると

同時に､その命題を検証するものでもある｡しかし一方､命題は出来事を知

る唯一の手段でもある｡このような見解は･･･予め措定された神秘的で反

駁不可能なある調和説を前提にしているように思われる｡出来事が､(D　知

られる対象であり､従って記述によってはまだ知られていないものであり､

(ii)命題によってはじめて知られるものであること､それでいて､(iii)

命題が一つの知識となり真となるために､知られるものと対応していなくて

はならないということ､これらのことが如何にしてあり得るのか､私には認
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識論的な神秘である｡というのも､この説は､命題が､その命題を措いては

知ることのできないものと一致するとき､真であると主張しているからであ

る(10)｡

　デューイはここで､出来事は命題を通してのみ知られるのに､その両者の分離

を前提に対応を基準にする(すなわち､両者を俯瞰する視点に立つ)実在論者の

<真理の対応説>の不条理を指摘している｡同時に彼は､<対応>を交信するも

のの一致や応答のような操作的な概念として捉え､経験の外にあるものへの経験

の中の知覚経験の対応(一致)という捉え方を否定する｡そしてこのような(鍵

が錠に合うような日常的な意味での)操作的行動的な意味での<対応>に基づく

タイプの理論こそが､真理対応説と呼ぱれるにふさわしいとつけ加えている｡

　これらのデューイの古典的な論述は､探究の<外部>に密かに前提とされるく

神の視点>の否定と捉えることができる｡探究の対象が如何なるもの(世界)か

という問題は､理論や記述(探究)の内部で問うことにおいて意味をもつのであ

り(従ってそれらは複数存在する)､他方われわれの営みから独立して予め措定

された(唯-の)<外部世界>との対応は､<神の視点>の導入によるイリュー

ジョンであり､論理的にも実践的にも<無限背進>を招くものでしかないのであ

る｡

　<神の視点>は素朴な記号論的コミュニケーション論への批判的観点をも提供

する｡すなわち､従来そこではいとも簡単にメッセージの発信者､受信者が措定

され､メッセージの書き込み(エンコード)､解読(デコード)が対称的に行わ

れると捉えられてきた｡しかし､このプロセスには､いくつかの暗黙の前提条件

が伴っていなければならない｡先ず､発信者と受信者はあるコード(知識)を共

有していることが要求され､しかもその共有されているということを両者が予め

認識している必要がある｡コミュニケーションはメッセージの交換の相手の知識

がほぼ自分のものと同じであろうという見込みのもとに実行されなくてはならな

い｡問題は､この種の認識もある知識であり､原理的には､コミュニケーション

の成立のためには発信者と受信者の間で無際限に知識の確認のためのく相互の反

射>を繰り返す必要があるという点である｡しかしながら､実際にはこのような

知識の<相互反射>は起こっていないし､しかもわれわれはコミュニケーション
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という名に値するやりとりを日常的に行っている｡原理的に理論的に不可能であ

るはずのコミュニケーション(参与者の非対称的関係)を､恐らくわれわれは非

論理的で不合理なある種の<飛躍>によって達成しているのである｡

　デューイ流に､交信者の間の一致や応答を､相互の諸条件を考慮しメッセージ

の帰結を予期しまたそれによって変化を被るというような行動的操作的レベルで､

つまり参与者の相互作用の中で捉えるというのも､この<パラドックス>に対す

るひとつのスタンスである｡また有効かどうかは別として､パトナムの<内在的

実在論>流に､現実の人々がもつ様々な観点を認め､問題をある概念理解(conc

eption)の内部で処理するというのも､更にまたローティ流に特に合理的一致を

目指すのではなく､互いに異邦人であるようなポリフオニックな会話を享受する

というのもそれぞれオルタナティブな受容の仕方であろう｡しかし受容すべきで

ないのは､コミュニケーションを対象化し､外部から(メタ的に)眺めるような

視点である｡対象化(対象言語)とメタ的視点(メタ言語)の分離は､ある理論

的目的から要請された二分法であるが､パラドックスを回避しているようで実は

ある種の問題､コミュニケーションに伴う<飛躍>の問題を隠蔽してしまうので

ある｡安易に外部に視点を求めそれを内面化するような問題構制ではなく､われ

われが世界に内属しており､しかもそれを乗り越えることができないという事実

と対決するような視点が求められているのである｡

(2)教育の神秘性-<教えること>と<学ぶこと>の間の<飛躍>

　コミュニケーションにおける発信者と受信者との間の原理的な乖離は､社会性

や共同体概念への還元(これらもまた<神の視点>の変項であるが)によっては

説明できない非論理的非合理的な出来事である｡このギヤップを､例えぱ柄谷は

かつてかなり短絡的にヅィトゲンシュタインの言語論に依拠しながら､<教える

一学ぷ>関係に潜む架橋不可能な<盲目的な跳躍>､もしくはく暗闇の中での跳

躍(S.クリプキ)>と呼んだ(H)｡柄谷の論旨は<聞<一話す>立場から<教え

る一学ぷ>立場への哲学的態度変更にあり､意味理解の主導性や規則遵守の神秘

性に関わる彼の考察の次元も文字どおり無機質な理想的思考実験の中にある｡し

かしながら､<教えること>と<学ぷこと>の聞の<飛躍>は､もっと日常的に､

例えばわれわれ自身のモノローグ的現象の中にも十分起こり得る｡すなわち､既
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に何度も触れてきた<理解､了解>という現象である｡

　弱い意味で知ろうとする場合(つまり､情報を集めようというとき)､この種

の意志的行為には特定の手段に訴えることによりその目的が遂げられる｡一方､

理解しようとする(解ろうとする)行為は､意志的に見えていながら実は特定の

手続きによりもたらされるものではない｡理解の到来は<突如>やってくる｡こ

のことは対学習者にのみいえることではない｡自分自身のモノローグ的出来事で

あっても､基本的には自らの了解の到来を予知できない｡これはわれわれが無機

質な数宇の並ぶ明細書を見てー瞬たじろぐという些末な事例から､<問題>が問

題の形式を整えていない社会的問題､また天才的偉業のきっかけを語るノーベル

賞学者のエピソードに至るまで事情は同じである｡冒頭で考察したハムリンの苦

渋に満ちた提案､1earningとcoming　to　knowの区別も､われわれの言語では､学

ぼうとする(知ろうとする)という､どこか条件的で意志的な行為と､理解の到

来-ハムリンはひらめきや洞察､推測の結果であると説明していた-との区別で

あったと捉えると納得できる｡　coming　to　knowは非論理的非合理的な次元で起こ

るのであるから､ハムリンがこの概念に関する説明を展開できなかったのもある

意味で無理からぬことであった｡

　理解､了解の<神秘>のもう一つの側面は､いったん到達してしまうとわれわ

れは納得のいかなかった､苦悶の状態にあった自分を理解できなくなってしまう

　(ある意味で理解できるが､それは後知恵によるもので､少なくともその状態に

は戻ることはできない)という点である｡一方､単なる情報的知識が忘却の対象

となるのと違って､いったん到達した理解はよほどのことがなけれぱ失われるこ

とはない｡このような理解にいたる手順を<規則>で語るのは､<後知恵の有利

さ>から事後的に遡ることでしかない｡ここに<教える>側の難点がある｡<教

えること>の難しさは､<学ぶ>側の問題がもはや原理的に見えなくなっている

ことである｡この意味では､柄谷の言うように､<教える一学ぷ>関係は非対称

的関係であり､それぞれが異なる言説空間に属していると言えるかも知れない｡

　このように考えると､学習者の理解の到来を目標とする教育がある種のアルゴ

リズムにその過程を還元し､それに訴えるのは､この<飛躍>を取り扱えない故

にほとんど無理な課題といえよう｡またある成長発達モデルを提示するのも､理

解､了解の個人的差異をそれからの逸脱と見る観点を含意するのであるからかな
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り暴力的である｡しかし問題の所在は学習のアルゴリズムや成長発達モデルにと

どまらず､そもそも如何にしてわれわれの教育という営みが可能であるのかとい

う<神秘性>にある｡教育という営みが成立していると言うときそこには､<教

える>側と<学ぷ>側が互いの言語を了解し暗黙の規則に従っていることを意味

するが､これは事後的に見いだされることであり､知識の<相互反射>を不問に

付さないかぎり不可能なことである｡ひとは､ある言語や規則の共有があって､

その結果コミュニケーションや教育という営みが可能であると考えがちであるが､

原理的には逆であり､規則や共有される事柄とは､後で見い出されたり確認され

たりする何かでしかないのである｡然るにわれわれは何らかの共有(一致)があ

ると､それをもたらしたものが前もって存在していたはずであると決めつけ､規

則や知識を逆照射して措定してしまうのである｡

(3)探究の<無限性>-クリプキ･ヅィトゲンシュタインの懐疑論-

　探究における<世界>に対する関係の仕方をおよそ二つに大別することができ

よう｡一つは､探究の外部と内部を措定し､われわれ(探究者)は世界に外在し

ながら世界を描写することのできる<視点>や<基準>をもっている｡客観主義

者であれぱ､自己の存在がそのあり方に影響しないような仕方で､世界をありの

ままに観察し記述するという姿勢である｡また､観察者の視線無しに(影響に関

わりなく)独立した世界はあり得ないと捉える相対主義者､解釈主義者も､再構

成される世界(複数)を俯瞰(比較)する<視点>を併せもっている｡この<視

点>が社会､国家､民族､共同体､概念枠､歴史の過程などのいずれに還元され

ようと､それがいったん外部に措かれるという意味で､探究の外部と内部を前提

にしているという点に変わりはないと言える｡要するに､客観主義か相対主義か

というspectrumのどこかに位置づけられるもの､<パラドックス>に対しメタ的

視点､何らかの超越的規範や規則､外部の視点を措定するものは､同じ範躊に包

摂される｡

　このような姿勢の対極にあるものとして､探究の内部と外部の区別が無効であ

るような仕方で世界と接する姿勢を指摘することができる｡つまり､それ以上の

外部がないという意味で世界(より正確には宇宙)を<無限性>において捉える

姿勢である｡この姿勢を代表するのは､ヴィトゲンシュタインの一連の探究に関
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する考察である｡(また本論では特に取り挙げていないが､プラグマティズム､

とりわけデューイ哲学の諸概念､相互作用､経験､連続などは､探究において哲

学的語彙が､一外部から措定されるのではな<-､いわぱ<無根拠>なままに形

成､変容､<実験>されるプロセスを捉えようとしていたのではないかと思われ

る)｡

　ヅィトゲンシュタインの<テキスト>をそのままに論理的整合性やテーマの一

貫性を読み解くのは至難の技であり､本論のカヅァーの及ぱない問題である｡し

かし､上記の探究概念からヴトゲンシュタインの<テキスト>を照射したときに

はっきりと拒否できる<テキスト>解釈がある｡それは､例えぱ､彼の鍵概念で

ある<一致><生活形式><慣習>などから､探究の基盤､根拠を社会的､共同

体的レベル(つまり<外部>の視点)に還元しようとする社会科学的な観点であ

り､また<無限>という語の意味を議論から排除､否定しているようにみえると

ころから(そこでは単に<無限>の文法を扱っているにすぎないと思われるが)､

彼を数学の｢有限主義｣とみなすような観点である｡

　一方､従来流布されてきたヴィトゲンシュタイン解釈-そこでは､彼の思索の

<断片>から文字どおり断片的にトピックスや概念が抽出されてきた-に対し､

彼の<私的言語批判>も数学の基礎に関する考察も別物ではなく､根源的に同一

のものであると捉える画期的な(ある意味で革命的な)解釈が､S.クリプキによ

って提示された｡以下では､彼のヅィトゲンシュタイン解釈を手がかりに､探究

の<無限性>概念からの教育の<神秘性>への示唆を探りたいと考える｡

　クリプキが､言語の最も普遍的で形式的な極限である(と一般に考えられてい

る)数学に関する考察と､逆に最も個別的で非形式的な感覚言語に関する考察

　(いわゆる私的言語批判)を同一の視座に置くことができるのは､これらがいず

れもヅィトゲンシュタインにとっては<規則>の問題であったと捉えるからであ

る｡彼は､後期ヅィトゲンシュタイン哲学における最重要課題は言語と規則の問

題であり､一般に注目されてきた『哲学的探究(12)』の第243節以降､特に第258

節と第265節で展開される私的言語論は､実は､第243節に先立つ第202節において

結論は明示的に述べられているという(13)｡(従って､逆にクリプキを批判する

論者は､規則に関する論議と私的言語批判は別であると主張する(14))｡第202節

とは次の箇所である｡
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それ故､｢規則に従う｣とは､ある実践である｡そして規則に従っていると

思うことは､規則に従っていることではない｡それ故､人は規則に<私的に

>従うことはできない｡何故なら､そうでなけれぱ､規則に従っていると思

うことが､規則に従うことと同じことになるだろうから(15)｡

　この箇所に述べられている<規則>に関する帰結は､それまでの<規則>に関

する考察の結論であることはもちろん､後期ヴィトゲンシュタイン哲学を重要な

ものとした私的言語批判(これは通常､写像説の反駁と捉えられている)をある

意味で予め包摂していると言うのである｡それでは<規則>の問題は何故それ程

までに重要であるのか､この点を以下にみてみたい｡

　『哲学的探究』の第201節において､ヴィトゲンシュタインは次のように述べて

いる｡

われわれのパラドックスとは次のようなものであった｡規則は行為の仕方を

決定できない､何故なら､どの行為の仕方もその規則に一致させ得るから｡

そして答はこうであった｡しかしもしそうであるとしたら､つまり､如何な

る行為の仕方もその規則に一致させられ得るならぱ､如何なる行為の仕方も

その規則に一致しないようにもさせられ得るのであり､従ってここには､一

致も不一致も存在しないことになる｡

　しかし､ここにはある誤解がある｡つまりわれわれがこのような思考過程

の中で解釈に次ぐ解釈を施しているという事実の中に(誤解が)既に示され

ている｡これは､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

釈に至るまで､われわれを一瞬の間安心させてくれるかのようである｡この

ことが示しているのは次のことである｡すなわち､規則のある把握の仕方が

あるが､それは規則の解釈ではなく､規則の実際の適用において(その都度)

われわれが｢規則に従っている｣と言い｢規則に反している｣と言うことの

中に現れているものである｡

　それ故､規則に従うそれぞれの行為はすべて解釈であると言いたくなる傾

向が生ずる｡しかしながら､われわれは規則のある表現を別のある表現で置
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き換えたもののみを｢解釈｣と呼ぷべきであろう(16)｡

　この第211節､そして先の第202節は､かなり難解であるが､｢行為は規則(や

規範)に従っている｣という通常のわれわれの予見を覆すような重要な議論が含

まれている｡規則は､その性質上､第一にある行為を妥当なものとして位置づけ

るとともに過去と未来にわたり無限に反復される可能性のある行為の集合全体を

対象にせざるを得ない､そして第二に､行為が生起したときは常に予め決定され

たものとして現れていなくてはならない｡そこで､規則は､新たな状況､行為に

対してはその都度適用されるのだと考えたくなる｡すなわち､<既存>の規則を

行為が生起するたびに解釈し適用するのである｡しかしながら､この解釈は一義

的に定まらない｡新たな状況にはいくらでもアドホクな条件をつけ加え､多くの

解釈､適用をつくりだし､行為の方を規則に適合させることができるのである｡

然るに､われわれの予見(あるいは理論的要請)は相変わらず､規則が行為を決

定すると認識するのである｡更に､規則の適用､解釈について､その正当性を求

められたときは､過去の(有限回の)適用を示すよりほかはなく､これが実は一

つの適用､解釈であり､その正当性が更に問われていくという<無限背進>を招

くことになる｡(ここで､｢規則｣を｢知識｣に置き代えると､本稿では既に何

度も言及した認識論的根拠づけの脈絡と同質ものであることがわかる)｡

　行為は規則に従っている(つまり､規則は行為に先行しそれを決定する)はず

であるが､規則は行為を決定できない､というのは､如何なる行為も規則に一致

させ得るからだというのが､ヴィトゲンシュタインの提示したパラドックスであ

る｡これは規則に従うことの不可能性のみならず､行為すること自体(行為は規

則に従うことにより定義づけられるとすれぱ)の不可能性をも表明していると捉

えることができる｡このパラドックスは言語のあらゆる有意味な使用に適用され

るのであるが､ヴィトゲンシュタインそしてクリプキは､最も規則の遵守が求め

られるはずの数学において例証し､事態が決定的であることを示そうとするので

ある｡

　クリプキは加法の計算に関する把握(grasp)を例に取り挙げる｡加法という規

則に関する私の把握にとって決定的なのは､私が過去において有限回の加法の計

算をしたにすぎないにしても､加法の規則は､限りない未来の問題に対し私を決
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定するという点である｡このことが､私が加法を学習して､その規則を把握した

という概念の全てである｡例えぱ､｢68十57｣を､私がかつて一度も行ったことの

ない計算だとする｡私は計算をして｢125｣と解答するが､この答が正しいことを

算術的な意味においてだけでなく､｢プラス｣という関数的意味(メタ言語的な

意味)においても正しいと確信する｡ところが､ここにクリプキーヴィトゲンシ

ュタイン風の新種の懐疑論者が登場する｡彼は私の確実性に対し疑問を投げかけ､

私が過去に｢プラス｣を用いたときに､｢68十57｣に対して私が意図していた答は

　｢5｣であったというのである｡私が｢68十57｣の結果は125であるべきであると主

張しても､仮定により､私はそうなるべきことを過去において指示していない｡

この｢68キ57｣という新しい事例においても､私が過去において用いた規則とまさ

に同一のものを用いるべきではないかと言っても､この懐疑論者は､私の加法の

計算に関する過去の事例は有限個であり､過去に用いた関数が他ならぬこの関数

であるということを過去の如何なる事実も示すことはないと反論する｡多分､私

の過去の計算の事例はすべて57よりも小さい数の間の加法であり､そのときに用

いられていた関数は､次のように定義された関数(クワディションquaddition､

この関数を｢○｣クワスによって記号化する)なのであると指摘される｡

　　　　もしX,Y<57ならぱ､X○Y=X十Y

　　　　そうでなけれぱ､X○Yニ5

懐疑論者によれぱ､私は今までも｢プラス｣によって常にクワスを意味していた

のだという｡懐疑論者の指摘は私の過去の計算事例と矛盾なく両立する(17)｡

　クリプキの懐疑論者が提起する挑戦は､私が過去に｢クワス｣ではなく｢プラ

ス｣を意味していたという何らかの事実が存在するか､また5ではなく125が正答

であると確信する理由を私がもっているだろうか､という問いである｡そしてこ

れらに対する満足のいく解答は得られないのである(つまり､懐疑論者の指摘は

正しい)｡懐疑論者の議論に従うと､過去においても現在においても､どの関数

を意味していたかを確立する事実がないのであり､またそのような意味が疑わし

いのであり､結局､規則に従うという概念が成立しないのである｡クリプキの懐

疑論者によれぱ､私が5ではなく125と答えたとき､私のこの答は｢暗闇における

正当化されない跳躍(an　unjustified　leap　in　the　dark)(18)｣だったのである｡

というのも､私の従った規則は､私が｢十｣によりクワスを意味しており､5と言
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うべきであったという仮説とも同等に両立し得るからである｡ここでは更に､規

則に相関的に決定される行為の意味も疑わしいといえよう｡｢十｣によりある関

数に従うという行為と､全く無意味な行為とを峻別するような積極的な事実が存

在しないのである｡

　要するに､<跳躍(飛躍)>は､いわぱ意味の<決定不能性>を無根拠に超え

るものとしてある｡規則はその定義上無限の行為に適用されなけれぱならないが､

過去の有限の事例から無限の事例への適用､また規則の先行性の確立は､<暗闇

の跳躍>でなけれぱ実現できないのである｡(<跳躍>が普段気づかれないのは､

ある規則に従った行為であると事後的に回収するからである)｡こうして､私が

過去において(そして現在においても)規則に従っていた(いる)という概念が

成立しないことが明らかにされたのである(19)｡

　クリプキは懐疑論への反駁の可能性のいくつかを議論している｡第一の反論は､

懐疑論者が規則の学習に関わる奇妙な教育を想定しているというものである｡有

限の事例に対し､無限の関数が両立するというのは数学的な事実である｡私は有

限の事例によって与えられるものとして関数｢十｣を学んだのではない｡むしろ

如何に加法が次々に与えられる事例において行われるべきかという規則を学んだ

のだ｡その規則とは､XとYを加えるということは､X個のビー王とY個のビー玉を

取り出し､両方を合わせてできあがった山のビー王の数を数える､その結果がX十

Yである｡しかしながら､これはヅィトゲンシュタインのいう｢規則を解釈する規

則｣を引き合いに出しているにすぎない｡懐疑論者は､ここで<数える>という

行為の規則が問題になっていると指摘し､<数える>によって私が過去に意味し

ていたものは実は<クワントquount>であったと主張するのである｡つまり､規

則の適用､解釈に関する､さらに基本的な規則に遡及しても､そのレベルにおい

てやはり<決定不能性>を指摘できるのである｡規則の正当化のための規則はや

はり有限個の事例によって与えられていることが判明するだけである(20)｡

　第二の反論は､規則に従っているということがある傾向性(disposition)によ

ると説明するものである｡この観点はヴィトゲンシュタイン研究者の間でも広く

流布しており､クリプキの<パラドックス>批判のきっかけともなった見解であ

る｡つまり私は如何なる｢X十Y｣の答を求められても､加法の関数の結果を算出す

る傾向性を有しているという説明である｡しかしこの反論は､規則を規則性と取
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り違えており､規則の規範性､つまり計算の結果が単なる傾向性ではなく妥当性

を有しなくてはならないという点が見落とされている｡従って､傾向性理論は､

誤る傾向性についてもそれが別の規則に従っているのだと説明しなくてはならな

いのである｡更に問題は､傾向性理論は､傾向性に訴えることにより､過去に私

が行ったことが有限であるという問題を避けようとする｡しかし､そうすること

により､私が行ったことのみならず､私の傾向性全体もまた有限であるという事

実を無視してしまうことになるのである(2D｡

　もし行為において規則に従うということが本質的な条件だとすれば､クリプキ

の懐疑論者は､行為は不可能であるということを示したことになる｡しかし､実

際にはわれわれは規則や意味の決定不能に陥り､行為できなくなっているわけで

はない｡それでは如何にして行為は実現されるのか､あるいは可能であるのか｡

更にこの(パラドックスとしての)問題は､言語一般にも適用されるのであるか

ら､如何にして言語は可能であるのかという問いでもある｡

　クリプキはこのような懐疑論に答えるものとして｢懐疑的解決｣を提示してい

る｡この解決の策を理解するためには､ヅィトゲンシュタインの言語哲学の『論

考』から『探究』への変化を知っておく必要がある｡局知のように､『論考』で

はおよそつぎのように考えられていた｡すなわち､命題にはそれぞれに対応する

可能的事実が存在する｡もしその事実が実際にも成立していれぱ､命題は真であ

る｡成立していなけれぱ偽である｡『論考』の最も単純で基本的な考え方は､平

叙文の意味は､その真理条件､すなわち､もしそれが真であれぱ成立していなく

てはならない事実への対応から得られるというものである｡そこで､例えぱ｢猫

がマットの上にいる｣は､猫がマットの上にいるときそのときにのみ真であり､

そのほかの場合は偽である､ということ(真理条件)を了解している人によって

理解されるのである(22)｡もちろんこの真理条件は懐疑論に答えるものではない｡

　｢規則に従った行為｣に対応する事実がないことを懐疑論は明らかにしているか

らである｡これに対し､『探究』における言語像は全く別の問いのもとに提示さ

れているという｡つまり､第一に｢如何なる条件のもとであれぱ､この形式の言

葉は適切に言明され得る(あるいは否定される)のか｣｡そしてこの第一の問い

に答が与えられたならぱ､第二に｢そのような条件のもとで､その形式の言葉を

言明する(あるいは否定する)われわれの実践が､われわれの生活の中で有する
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役割と有効性は何であるのか｣である(23)｡もちろん､ヴィトゲンシュタインは

考察を平叙文に限定しているわけではない｡言語使用について語るとき､言明の

条件について語るべきではな<､より一般的に､<言語ゲーム>において､ある

言語使用が行われるべき条件について語るべきなのである｡『探究』におけるヴ

ィトゲンシュタインは､真理条件(truth　condi　t　ion)ではなく､言明可能性条件

　(assertability　condition)あるいは正当化条件(justification　condition)

に基づいて､言語像を提示しているのである(24)｡懐疑的解決は､この言明可能

性を提示することによって得られるのである｡

　クリプキは先ず､ある人が一人だけ孤立した状態にあるときに何が言明される

かを考察する｡ある人がr68十57｣が125だと確信をもって計算することは､正当

化なしの言語使用である｡彼は5と言うべきであるとか､あるいはその逆をわれわ

れが言い得る状況は存在しない｡定義によって､彼には､自然であり不可避であ

ると思われる答えならぱ､正当化なしに与えることが許されるのである｡しかし､

一体如何なる状況下で､彼は間違い得るのか｡誰も､彼の確信と行動から､｢も

し彼が､彼自身過去において意図していたことと一致していないならぱ､彼は間

違っている｣などとは言えないのである｡何故なら､懐疑論の核心は､彼が彼自

身の過去における意図と一致しているか否かを決めるような､彼に関する事実な

どあり得ない､ということであったからである(25)｡孤立した状態にある人が正

当化なしにある規則に従っていると考えること(私的に規則に従っていること)

は､彼がたとえ間違った行動をしていても､彼の正当化条件のみに着目するより

他にしかたがないのであり､これは実質的な内容を持ち得ない｡つまり､われわ

れのいう<規則に従う>という意味ではないのである｡これが､ヴィトゲンシュ

タインが第243節以降の私的言語批判において意図した要点であり､また第202節

における､<規則に従うと信ずること>と<規則に従うこと>との峻別の意味な

のである｡

　次にクリプキは個人が共同体と相互作用しているという状況を考察する｡この

場合､(先の正当化が､当人が私は規則に従っているというその証言であったの

と大きく異なり)､他者がその人に､彼は規則に従っていると言明することを許

す正当化条件を持つことになり､状況は一変する｡例えぱ､｢ジョーンズは十に

よってアディションを意味している｣ということを許すような言明可能性条件は
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何かという問題である｡クリプキはジョーンズ自ら自分自身のことについて言明

する場合と､他人､例えぱスミスがジョーンズについて言明する可能性とに分け

て考察している｡前者は孤立した個人の事例と同様､本質的には懐疑論を回避す

るものは見いだせない｡重要なのはジョーンズにとって他者として現れるスミス

にとっての言明可能性条件である｡つまり､ジョーンズが他者(スミス)ととも

にいるという事実により､他者に帰属する形で｢ジョーンズが十によってアディ

ションを意味している｣ことの正当性を問題にできるようになるのである｡われ

われの共同体のアディションに関する姿勢は一様であり､彼の反応がわれわれ自

身の反応と一致するとき､彼は規則に従っていると言い､一致しないときは､規

則に従っていないと言う｡このように言うことの有用性は､買い物の計算などで

店の人がわれわれと同じ計算をするであろうという期待にある｡しかし､この期

待は､間違いなく満足される､という種類のものではなく､共同体の反応と一致

しない反応をする人は､規則に従っているとは判断されない(26)｡

　言明可能性条件に関するクリプキの要点は､条件文｢もし人が特定の規則に従

っているのならぱ､特定の行為をしなけれぱならない｣を逆転させ､その対偶を

採り､その前件をその後件の言明可能性条件と考えて､そこに注目するというこ

とにある｡例えぱ､もしジョーンズが｢68十57｣に対し､125と答えないならぱ､ス

ミス(共同体)は彼が｢十｣によってアディションを意味しているとは言わない

ということである(27)｡

　一般に､条件文をそのままにその正当性を問題にすると､どこかに規則を予め

設定して考えがちである｡しかし規則とはそのように積極的に見い出されるもの

ではなく､共同体の中で反応の一致があったときに事後的に確認される何かなの

である｡しかも､規則の正当化は直接に､積極的には為され得ず､対偶の形によ

り､｢ある人が共同体において承認されている行為をしないときには､その人は

規則に従っているとは見なされない｣といったいわぱ消極的な形式を採るのであ

る｡ここでの規則に関する考察は､概念の把握や言語の意味一般についても同様

に適用される｡すなわち､｢もし人がある概念に関し､ある一定の状況において､

共同体の他の人々がそこにおいて行うであろう行動と一致しない行動をとるとす

れぱ､その共同体は彼について､彼はその概念を把握しているとは言えない(28)｣

ということになる｡われわれはある人を暫定的に共同体に受け入れる｡ただし､
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その人が､共同体の他の人から外れた行動をして､その共同体から排除されない

限りにおいてなのである｡クリプキは更に､この対偶形式による懐疑論的解決を

ヴィトゲンシュタインの他の三つの基本概念､<一致>､<生活形式>､<基準

>に関連づけて詳論している(29)｡

　こうしてわれわれは､ヴィトゲンシュタインの有名な一節､｢私が規則に従う

とき､私は選択をしない｡私は規則に盲目的に従うのである(30)｣の意味を理解

することができる｡われわれは例えぱ125と算出するとき､あれかこれかの選択を

　(心の中で)するわけではない｡しかもその種の計算(加法)には裏付けをする

ような根拠はな<常に<暗闇の跳躍>の結果としてある｡加法の規則に従ってい

るかどうかは共同体を経由してはじめて問われるのである｡<共同体>はクリプ

キーヴィトゲンシュタインにとって鍵概念となっているが､これは正当化の基準

を共同体に求めているのではないと捉えるべきである｡もしそうだとすれぱ､彼

らは､退けたはずの真理条件を新たに措定しているか､また共同体レベルの新た

な傾向性理論に訴えていることになるからである｡彼らの問いの立て方はその種

の外部的な基準を排除したところにある｡

　さて以上のようなクリプキーヴィトゲンシュタインの懐疑論的解決から､われ

われのコミュニケーションの神秘性､教育の神秘性の問題に対しては､どのよう

な示唆が得られるであろうか｡コミュニケーションの神秘性は､その成立のため

には参与者の既得の知識(規則)の参照のための<相互反射>が避けられないと

いうものであった｡一方､教育の神秘性とは<教えること>と<学ぷこと>の間

の<飛躍>であり<理解､了解>に纏わる達成の<飛躍>であった｡

　コミュニケーションの神秘性は､懐疑論的解決における規則の消極的措定がそ

のまま適用できるように思われる｡発信者と受信者が共有するとされるコードは､

事後的に､コミュニケーションが行われた途端に見い出されるような規則である｡

<共有>という概念すら<暗闇の跳躍>により把握されるものであり､これらの

正当性は､なにか不都合が起きたとき(ディスコミュニケーション)に､消極的

に言明され得るような性質のものであろう｡それではどのようにしてわれわれは

コミュニケーションに入っていくのか(共同体に入っていくのか)という問題が

提示されるかもしれない｡この問いについては､クワインーデイヴィッドソン流

に､共有された規則を前提とするのではな<､<寛大の原理>に従って､話者の
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信念体系はほぽわれわれの解釈において整合的に把握し得るという見込みから始

めるという言語解釈で回答することができるように思われる(第3章､3を参照)｡

　教育の神秘性の方はやや困難な問題がつきまとう｡というのも､ヅィトゲンシ

ュタインが言う<生活の形式>や<一致>は､懐疑論的解決にとって､議論の出

発点であってそれ以上説明しきれないものとしてあり､しかもそれらは､十分な

訓練と教育の結果であると捉えられているからである｡従って､教育の説明のた

めに<一致>を持ち出すのは同語反復となる｡逆に言えぱ､教育の神秘性の問題

は､懐疑論的解決が対応しきれない問題ということになる｡クリプキーヅィトゲ

ンシュタインが前提としている<一致>の生成を､教育はまさに問うているので

ある｡ある共同体において､如何にして<生活の形式>や<一致>が形成される

のか｡また人は如何にして他者による矯正や､訂正､指示､命令を受け人れるの

か｡要するになぜ教育は可能であるのかという問いである｡具体的には､子ども

が特定言語を学び､特定の文化的諸相を学ぷことなどであるが､これらはすべて

<暗闇の跳躍>と捉えるべき事象であろう｡日常的な場面では､親や教師の役割

や権威､子どもや生徒が求める承認､教育制度をめぐる権力関係など多くの要素

が含まれているとされる｡そして教育の言説のほとんどはこうした側面を対象と

してきた｡しかし､これらの諸要素はいま問題にしている教育の神秘性の外的な

事象である｡つまり､教育問題を特定の規則によって説明しようとするものであ

り､懐疑論によって反駁されるような言説を形成している｡例えぱ､教師の役割

　(教育)を権力によって説明しようとする場合､その権力とは一連の規則に遡及

されることになり(受け人れ､受け人れられる規則)､その規則の教育が再び問

題となるのである｡懐疑論は､規則は(行為の一致､不一致の中で)後で見い出

されるものであり､行為を説明するものではないと指摘していた｡そのような規

則の方こそ､教育による<一致>に依存しているのである｡

　教育を説明するものとして､規則を引き合いに出すことができないとしたら､

われわれは単なる事実に直面し､つき合うより他はない｡子どもは単に話し､試

行錯誤の後に見よう見真似で覚える｡しかし､学習のプロセスをアルゴリズムに

還元したり変換することはできないし､また成長発達モデルにより学習のコンテ

クストを閉じたものにしてしまってもいけない｡子どもは(学習者は)常に何に

も還元､また説明し得ない<暗闇の跳躍>の中にいると捉えるべきなのである｡
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エピローグ　<アルキメデスの点>から<アルゴ船>ヘ

　英雄イアソンの一行は､神々から､同一の船(アルゴ船)によって､それも徐

々に確実にやってくる船の老朽化と戦いながら､長い航海を完了することを命じ

られる｡航海の途中で､一行は船体の各部分を交換していき､その結果､彼らは

ついに､その名も形も変えることなく､全く新しい船となったアルゴ船で航海を

終えることになる｡

　このエピソードは､ロラン･バルトによって<実体無しの差異>のみから成る

構造を説明するためのアレゴリーとして語られる｡(『彼自身によるロラン･バ

ルト』)｡意味は特定の事物のラベルではないし､ましてその起源や創造に纏わ

る神秘性もない｡意味は<置換>と<命名>の組み合わせによる<差異>でしか

ない｡

　論理実証主義運動の首謀者､オットー･ノイラートが次のように言うとき､

　(恐らく)同じエピソードを念頭においていた｡究極的に確立された､純粋なプ

ロトコル命題を学問(科学)の出発点とすることはできない｡タブラ･ラサは存

在しない｡われわれは､自分たちの船をいったんドックにいれて修理したり新た

に建造したりすることができず､大海の上で改造せねぱならない船乗りのような

ものである｡(｢プロトコル命題｣)｡

　ノイラートの関心は､夢の統一科学の実現であり､その際すべての経験的命題

を還元する物理言語の問題の一部として､このプロトコル命題の批判がある｡彼

は､カルナップの､直接経験を内容とする原子プロトコルを認めない､つまり検

証を必要としない命題は存在しないと捉えるのである｡

　一般に､バルトとノイラートが交差するような脈絡はほとんど有り得ないに違

いない｡ノイラートは<アルキメデスの点>を求めて､究極の<透明な表象>を

求めていたし､バルトにとっては究極の話などあり得ず､そのような<表象>は

<作品>の一つにすぎないと捉えられるであろう｡しかし､この二人のアレゴリ

ーには何かしら類似したものが感じられる｡つまり､哲学的探究の実際は､意味
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に関する出発点や起源が保証されているものではなく､その都度の過程が全てで

あるという点である｡探究は大海の中であり､中心をもたず､いつも途上として

ある｡出発点や到達点が語られるのは常に結果としてである｡

　このような哲学的思索としてヅィトゲンシュタインの転回を考えることができ

よう｡ヅィトゲンシュタインの苦悩は､中心をもたなくなったことによるくよる

べなさ>にあったのではないか｡このくよるべなさ>は､探究の<無限性>にお

いては不可避である｡教育における探究もそのようなものとしてあるだろう｡本

論で指摘したように､<アルキメデスの点>と<アルゴ船>との間には数々のオ

ブセッションが(例えぱ､分析が､分けること､すなわち分かることだというよ

うに)横たわっている｡われわれは､それらのオブセッションを一つ一つ解き放

っていきながら､教育者として<アルゴ船>に乗り合わせた乗組員であることを

自覚することが肝要であろう｡教育という大海は､探究の<外部･内部>の彼岸

として､つまり中心を持たない<無限性>としてある｡その意味では､本論で考

察した､知識をめぐるパラドックスや､言語(規則)や<教えること一学ぶこと

>の無根拠性は､われわれが航海上の<アルゴ船>に乗船していることを時々気

づかせてくれるのである｡

267


