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.
フンボル トの言語論 における言語 と有機体の類比性 について｣ と題 され る本博士学位請求論文
は, 4章か ら成立 している｡第 1章 :序論で は,｢ドイツ観念論の時代 に成立 した彼 の言語論が,言語 を
精神 の制作物 と見なす発想 に立 ちなが ら,その ような発想 に少 なか らぬ変動 をもた らしている｣ という,
本論文の基本的テーゼが提示 された｡第 2章 :フンボル ト言語論の基本構造では,フンボル トが最晩年に
書いたいわゆる 『
カヴイ語序説』 を中心 に,彼 の言語研究 に繰 り返 し現われるい くつかの概念 を考察 し,
彼 の言語研究は,経験的 ･歴史的研究 とい う性格 にもかかわ らず,経験 に直接与 えられた (
外的 ･質料的
な) ものを超 えた (内的 ･形式的な)次元に関わっているとい う結論 を得た｡ この次元 に深 く関連するも
の として, 申請者 は,有機体の概念 に注 目し, この概念が言語類型論 というフンボル トの基本構想 と大 き
く関わっていることを示 した｡第 3章 :言語 ‑有機体論の歴史的背景では,言語 を有機体 と類比的な もの
と捉 えるフンボル トの態度が どの ような歴史的背景 をもち, どのような思想史的意義 をもつのかを解明す
るため,彼の言語論 を1
8世紀後半の言語起源論争 と関連づ けて, この論争 を背後で動かす ｢
言語 を制作す
るのは誰か｣ とい う問いの解明に焦点 を絞 った｡ヘルダーの 『
言語起源論』と,ハーマ ンがそれに対 して
行 った批判 は,言語の制作主体 としての起源が, もはや超 自然的な主体 (
神 )に も自然内の主体 (人間お
よび動物の魂)にも求め られぬ とい う帰結 をもたらした｡ この問題状況は 『
判断力批判』 においてカン ト
が直面 していた問題 と平行 している｡ 同書 の ｢目的論的判断力の批判｣が扱 うのは, 自らの起源 を神 にも
人間に ももたないような自然物,すなわち有機 的生命の問題であったか らである｡ カン トの与 えた解答は
有機体が 自己自身を制作す るかの ように見なす というものであった｡彼の言 う自然 目的 もまた,経験 に直
接与 えられた ものを超 えた次元 に関わるものである｡ フンボル トの言請‑有機体論 は,言語起源論争 と有
機体論 とい う二つの問題系列 を受 け継 ぐものであ り,言語が言語 自身を制作す るかのように見なす とい う
考察態度の表明だ といえる｡ これは経験的 ･歴史的言語研究が経験 を超 えた次元 と関係す るという第 2章
の考察 と合致す ることになった｡第 4章 :理論的考察で は,すで に見た く
直接的所与 とそれ を超 える も
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の) という構造 を現象学 における地平性の概念 を援用 して 自立的で独 自の理論的考察 を行 った｡ まず,冒
語的な意味事象に関す る理論の枠組み を準備 した上で, フンボル トの言語論 に立 ち返 り,そ こに見 られる
問題 を現象学的地平概念 と関係づけた｡ フ ッサールが地平概念 を内部地平 と外部地平 とに区別 した際に彼
の地平概念が空間的なモデルに囚われているのを批判 しつつ,申請者 は,それ を機能的に把握 し直 した｡
その うえで, この区別 を機軸 に据 えて言語的意味事象の内部地平 を考察 した｡地平 は事象の統一 を前提 と
するが,言語的意味事象の統一の核 となる意味 という契機が間主観的次元において, どの ような条件の も
とで妥当 となるかを明 らかに した｡意味の間主観的妥当の問題 は,言語的意味事象の外部地平 との関連で
引 き続 き考察 された｡外部地平 において言語的意味事象 は自らの他者 と関わるが,それはほ とん どの場合
意味 を理解す る主観が 自らの他者 と関わる場面で もあった｡以上の考察は, フンボル トで も大 きい問題で
あった言語変遷の問題 を解明する手がか りを与 える｡言語の適時的変遷の機構が分析可能ならば,言語構
造の共時的差異 も同様 の機構 によって原理的には説明可能なはずである｡ フンボル トにおいては差異の問
題が変遷の問題に対 し基本的に優位 にあったが, これに対 し,変遷の問題 を差異の問題 よりも基底的な も
の と見 なす立場があ りえよう｡ 言語の生成根拠 をめ ぐるフンボル トの一見矛盾 した発言 は,二つの立場の
方向性の違いに対応す ると同時に言語 を精神 の制作物 と見 なすパ ラダイムに内在す る緊張関係 に も対応 し
ているといえよう｡
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
W.
V.フンボル トの言語思想が,青年文法学派 などを代表 とす る19世紀後半の言語学 と,青年文法学派

か ら出てそれを徹底的に批判 した構造言語学のソシュールや,ヤコブソンなどの20世紀の言語学 に大 きな
影響 を与 えたことはよ く知 られているが, しか し,彼の言語思想の詳 しい検討 は, とくにわが国において
は最近 において ようや く始 まった といえる｡ ドイツにおける研究状況 を鑑みて も,いわゆるアカデ ミー版
の全集 において さえ 『
カヴイ語序説』 の全文 は出版 されていない｡ しか も, 日本では泉井久之助等 をは じ
め とす る少数のフンボルテ ィアンを除いて, フンボル トの言語思想の もつ哲学的な意味 を解明す ることは
カヴイ語序説』 の前述 ･アカデ
前人未踏の分野 といってよい｡ 日本で も1984年 になって,亀山健吉氏の 『
ミー版の 日本語全訳が出版 されて, フンボル ト研究が盛 んにな りつつある｡
以上 に述べ たフンボル ト研究の状況 に鑑みて,申請者の本論文 は,つ ぎの ような画期的な点 をもつ

｡

第

一に, フンボル トを中心 とした良 き意味での文献学的研究 に基礎 をお きなが ら,その基礎 の上に哲学的解
釈 を進めていること｡第二 に, フンボル トに内在的に論 を進めなが ら,他方で当時の ドイツの他の思想家
(ハーマ ン, カン ト,ヘルダー) との関係 で歴史的にフンボル トの言語思想 を解明 しているとい うこと｡
第三に,現象学の地平性概念 を巧みな仕方で機能的にいわば換骨奪胎 して, フンボル トの言語思想 を言語
という意味事象の体系的な解明に資 した とい うこと｡ 要す るに, この論文 は歴史的にかつ体系的にフンボ
ル トの言語思想 をとりわけ言語 と有機体の類比性 に焦点 を絞 って解明 した もの といえる｡
申請者の本論文 は,全部で 4章か ら成立 している｡ 第 1章 は,序論であ り,論文全体の構成 と文献的で
かつ資料的な基礎 について 日本のみならず ドイツにおける現在の研究状況 を明 らかに した｡第 2章では,
フンボル トの言語論の基礎構造 を明 らかにす る.
のに, とりわけ民族 ･言語 ･精神,内的/外 的,形式/餐
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料 などとい うフンボル ト言語学の基礎構造 を取 り上げて徹底的に明 らかに した｡ とくに圧巻 と思われるの
は有機体 と言語類型論 との関係 を解明 した 2章の 2節である｡ 言語 は部分 に対する全体の優位 という原則
によって成立 していて,言語は一種のゲシュタル トの ような ｢
部分 を続禦す る全体性｣ なのである｡ 言語
は人類全体の作品であ り,言語 はなによりも精神的な ものである｡ さらに,言語が民族の精神的な力 と言
語の相互作用 との間で成立す ること, また,人間の言語がなぜ現存のように多 くの差異 をはらむのか,つ
ま り,言語 はなぜ相互 に異 なるのか とい うフンボル トの問題 を明 らかに している｡ フンボル トは,古代ギ
リシャ語 とサ ンスクリット語 とをもっとも完成 した言語 とみな してお り,それ らの完成 された言語か らど
の ように して諸言語が差異化 したかについて, フンボル トが研究 と解明の必要 に駆 られた ということは,
良 く明 らかにされている｡ それは, フンボル トを究極的には言語有機体説 と言 うべ きものに導 き,言語 は
生物の ように自律的な ものであ り,変化 し,成長す るとい う思想 に導 く｡ ここか らフンボル トは言語 を歴
史的に,つ まり適時的な言語の差異化 を研究す ることになる｡ 第 3章では,言語‑有機体論の歴史的背景
としてヘルダーやハーマ ンの言語の起源 に関す る問題が扱 われ, さらにカン トの有機体の概念が解明 され
てお り, フンボル トが カン トか ら大 きな影響 を受けていることが示唆 されている｡ そ して,言語の起源 は,
神,人間の魂,精神 (
民族精神,人類精神 )に求め られるのではな く,む しろ自立的な独立の生物 (
有機
体 )の ように変化 し成長す る言語 自身に求め られるべ きだ と主張 されている｡ 言語は, 自律性 をもつ

｡

とりわけ興味ぶかいのは,言語が意味事象 として扱 われそれを現象学的な地平性概念 によって解明 した
第 4章である｡ 空間的なモデルに依拠 しているという批判 をフ ッサールの地平概念 に投 げかけておいて,

申請者 は,言語 を意味事象 として捉 え,意味事象 としての言語の内部/外部地平の分析 を行 う｡ これは一
見冒険に見 えるが, 申請者 は, フ ッサール現象学の地平概念 についての確実な知識 をもって論 じているの
で,成功 したオリジナルな分析 と思われる｡結局,言語はどこまで も多義的な ものであ りなが ら, しか も,
日常の言語使用 において言語が十分 に機能 しているのは, ひとが言語の多義性 を一義化 して,異 なった他
の解釈可能性 を排除 しうるか らであ り,言語の理解の規則 を実践的に身につ けて きたか らに他 ならない｡
これを申請者 は,実践的な解決 としている｡ 最後に,言語の差異 とその変遷の問題が論 じられている｡ そ
れは,言語が共時的には様 々な差異 を示 しなが ら,歴史的につ ま り適時的に変化 して行 くという言語の本
質を ｢
言語のなかに意味は存在 しないが認識 され うる｣ とい うテーゼにまとめている｡
フンボル トの言語思想の哲学的本質 をその内在的理解か ら出発 して現代の言語理論の問題 にまで及ぶ解
明はこれまで十分 になされてこなかった｡そのなかで,フンボル トやヘルダーなどのテキス トと多 くの研
究文献 を読み こな し, 申請者はフンボル トを中心 とした ドイツ言語思想史を辿 りなが ら,現象学的 ともい
い うる言語哲学へのひとつの可能な道 を切 り開いた といえよう｡ 申請者 に望みたいことは, これか らは,
この論文 において欠けている論点である, フンボル トの言語論の現代の言語学や言語哲学‑の影響の解明
である｡ 申請者の ます ますの精進 を希望す る｡
よって,本論文 は,博士 (人間 ･環境学)の学位論文 として価値 あるもの と認める｡ また,平成 9年 1
月2
9日,論文内容 とそれに関連 した事項 について試問を行 った結果,合格 と認めた｡
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