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ある言語学研究史の素描 

                                

李 長波 

 

1．二十世紀前半京都における言語研究 

 

 まことに二十世紀は、＜原子＞と＜宇宙開発＞の世紀であるとともに、あるいはそ

れ以上に、＜コトバ＞の世紀である。（丸山圭三郎[1992]、5 頁） 

 

 けだし簡にして要を得た言であろう。ここに引用した丸山圭三郎氏も、ソシュール

研究に始まり、特にソシュールの講義ノートの整理と後期のソシュールの思想的な軌

跡を明らかにした功績は大きい。そして、二十世紀言語学は、もっぱらソシュールに

始まると見る姿勢はソシュール研究者としてやむを得ないであろう。ソシュール以前

にも、記号学では C. S. Peirce が、言語哲学では、ウィリアム・フォン・フンボルトが

いたこと、西哲叢書の一冊として『フンボルト』（弘文堂、1938 年）を著わし、後にそ

の改訂版『言語研究とフンボルト』を世に送ったのは、ほかならぬ泉井久之助博士で

あった。 

 京都大学という研究と教育の場における、二十世紀の言語学研究を振り返るとき、

泉井久之助博士を最大の分水嶺とすれば、それまでには、新村出博士、そして落合太

郎博士がいたことを忘れてはならない。新村出博士は、ドイツ留学を経て、京都大学

教授に就任し、歴史言語学、主に文献学に多くの業績を残されたことは、全集の巻数

を見れば誰しも納得するところであろう。落合太郎博士の場合、デカルト『方法序説』

の訳者として有名であるが、その綿密な考証に基づく詳細の注だけ見ても、日本の言

語学研究、哲学研究に果たした功績は大きいといえよう。泉井久之助博士が言語学科

主任教授就任までの短い期間言語学科の主任教授を務めた落合太郎博士の場合、具体

的な言語事実についての研究業績はほとんどないが、それを補ってあまりあるのは、

論文「言語」（落合太郎[1933]）と学位論文「具体的言語と抽象的言語（言語学的文学

論）」（1936年 6 月学位取得、落合太郎[1971]、370-409 頁）である。以下二個所のみ

引用してその一端を示す。 

 

 私たちは人類と人間とを判然と辨別しなければならない。この辨別なくして人間の

言語は解らない。（落合太郎[1971]、307 頁） 
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 これは、前史時代の言語を考える際、考古学的、遺伝子的研究を無条件に言語のル

ーツに比定しようとする一部の研究者にとって、忘れてならない言葉であろう。 

  

 しかし時勢は移る。今日にあっては単純なる論理学者や単純なる文法学者の存在は

ゆるされなくなった。論理学者は同時に心理学者でなければならない。文法学者は少

なくとも言語学者でなければならない。もし望みうるならば、彼らは歴史家であり、

文学者であり、哲学者であることの素質をそなえなければならない。（落合太郎[1971]、

329頁） 

 

 「文法学者は少なくとも言語学者でなければならない」こと、言語学者は歴史家、

文学者、哲学者という三つでもって、言語の論理と構造の研究はいうに及ばず、言語

学の歴史的研究、言語哲学・言語学史研究を加えた三位一体の言語研究を理想とすべ

きことをわれわれに示したものと考えてよい。そして、この三つの分野にわたってす

べて優れた研究業績を残した最初の言語学者は泉井久之助博士であった。泉井言語学

と称するゆえんがここにある。 

 泉井言語学は、言語哲学の研究は、主に『フンボルト』（西哲叢書 18、弘文堂書房、

1939 年）、『言語研究とフンボルト』（弘文堂、1976年）に集約され、言語史研究は主

に印欧語、言語の構造と論理についての研究は、日本語からマライポリネシア諸語等々

にわたっていることは、『泉井久之助博士著書論文目録』（泉井久之助先生生誕百年記

念会発行、2005年）によって明らかである。わけてももっとも広く読まれて、大きな

影響を与えた単著は、なんと言っても『言語の構造』であろう。 

 これも主観をいとわずに、かつて感銘を受け、いまもその恩恵を受け続けていると

ころから二個所引きたい。 

 

「人間は言語によつてはじめて人間である。しかし言語を持つためにはすでに先づ

人間でなくてはならないであらう」とフンボルトは言つた。(泉井久之助[1938]､3頁) 

 

 これは、いうまでもなく、言い方こそ違え、先に引用した落合太郎博士と同じくフ

ンボルトの言語思想を踏まえることあきらかであろう。そして、もう一個所、品詞分

類についての行を、その図と共に引用する。 
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文との相関関係における品詞の構成とその相互の交渉とを、抽象的に図示すれば次

の如くになるであらう。 

（72頁） 

P は事象の過程（Processus）である。Q は性質（Gualitas）である。從つてこの八面體

の上半は廣義の動詞の分野であり、下半は廣義の名詞の分野である。名詞の中にもそ

の意義と使用の場合によつて動詞性の高いものがある。それらは P－Q の線によつて

上下する。八面體の上半と下半の中間に横はる面 dRDr は從屬辭の分野である。これ

は原則としては述語としての立體性を持つ事がない。從屬辭の中には文の構成関係

（Relatio）にあづかるもの（R－r）と、文における從屬的な描記（Descriptio）にあづ

かる(D－d）がある。大字はその積極性をあらはし、小字はその消極性を示す。（前掲

書、71-72頁） 

 

 ここに説かれる、八面体による品詞の連続性の所説は、後に、阪倉篤義[1966]では、

「詞・辞」の連続性の図式に継承された。そして阪倉篤義博士に先立って、渡辺実博

士は、渡辺実[1958a]と[1958b]において、同じく「詞・辞」連続説を論じたことは、

言語の連続性を重視する言語研究の系譜として特筆に値しよう。 

 ここに、阪倉篤義博士の『語構成の研究』第一篇「語構成の方法」第三章「単語認

定の問題」から、図だけ引用しておく。 
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（106 頁） 

先に触れた、三位一体の言語研究は、言語史、言語の構造と論理、言語哲学という

三つの領域を、特に哲学的思考法として、連続性を重視することは、この一連の言語

研究の特徴であり、泉井言語学の後世への影響を語るのに欠かせない観点の一つであ

る1。 

 

2．言語学の京都学派の言語研究 

 泉井言語学の影響で言えば、阪倉博士、渡辺博士のような、国語学の大家と比べれ

ば、その三位一体のうちのどれから一つの分野、例えば歴史文献学的研究、個別言語

の文法論的研究、今は無き、あるいは危機言語、少数言語などの専門分野を能くする

言語学者が圧倒的に多く、泉井言語学を超えて三位一体の言語研究を展開した言語学

者は珍しく、それを泉井久之助博士の学統に求めれば、いまは亡き山口巖先生ぐらい

であろうか。 

 例えば、山口巖先生の『パロールの復権』では、泉井言語学の言語哲学の源である

フンボルトを祖述しつつも、それがすでに一つの学問的伝統となったものを踏まえた

ものであった。そして泉井言語学になかったものでいえば、ボードウェン・ド・クル

ティネ、モスクワ言語学サークル、プラーグ学派への言語学史的な正当な評価もさる

ことながら、プラーグ学派の言語研究のみならず、ムカルジョフスキーの言語美学ま

で視野にいれた、言語学史の一系統を明らかに示したことは、二十世紀言語学の検証

という前人未踏にして、且つ後世への影響には計り知れないものがあるといえる。あ

えて一段のみ引用すれば、次の一節になろうか。 

 
1 拙稿[2016]において、泉井久之助博士、阪倉篤義博士、渡辺実博士を、Kyoto school of linguisticの

代表者として取り上げるに止めたが、本稿はその続稿である。 
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言語は既に述べたように、一定の幅の中で絶えず振動している要素からなる体系で

あって、しかもその要素は、中心と周縁からなっている。これはたとえて言えば山脈

の中の一つ一つの山のようなものである。頂上をとりまく所はその山の中心であるが、

やがて連続的に麓に移行し、次の山の麓に移行する。その場合どこからが各々のに属

するかは必ずしもはっきりとはしない。連続だからである。（山口巖[1999]、92頁） 

 

 これによって泉井言語学と山口言語学の精神的系譜を窺い知るに足りるであろう。

ここで、あえて『パロールの復権』の真意を深読みすれば、「パロールの復権」とはい

っても、パロールに特権を認めたものではなく、同時に「文学テキスト」にも「エク

リチュール」にも特権を認めないこと、要するに「文学テキスト」もパロールの延長

線上にあるということではないか。 

 

3.言語学の京都学派と哲学の京都学派の接点 

前節のように、言語学者の範疇のなかで、泉井言語学から山口言語学への流れをた

どってみたが、泉井言語学に始まるこの一連の言語研究の歴史を振り返るとき、もし、

言語学の京都学派、という名称を与えることが許されれば、この言語学研究には、同

じく哲学の京都学派との関連も当然のことながら視野に入ってくる。それは、山内得

立博士の言語哲学と泉井久之助の言語研究の同時代性と相互補完性にあるといえるの

ではないか。 

『意味の形而上学』についていえば、スコラ哲学の後期（主としてオッカム等に於

て）に導入された主要概念である suppositioを「意味の問題」の中心原理として位置づ

け、独自の言語哲学を完成させたのである。たとえば山内得立博士は自らの言語哲学

の基本的な考え方について次のように言っている。 

 

認識とは主観が客観を知ることではなく、事物についてその意味を知ることであり、

事物の存在をではなく、その意味を知らんとするものである。そこには主と客との区

別はない、あるものはただ一つの与えられた世界又は直接なる経験のみである。問題

はそれが何を意味するかを知ることにあって、それが主にあるか客にあるかはそもそ

も末のことである。事物の存在が我々にとっての存在であるというのも決して主観が

事物を構成するということではなく、事物の何であるかが理解せられる限りに於てそ

れがそこに存在するということである。（山内得立[1967]「序」、viii） 
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このように『意味の形而上学』において展開される言語哲学は、遠くは「人間は記

号である」という C. S. Peirce に呼応し、近くは井筒俊彦博士の言うところの「存在は

コトバである」2という、その言語哲学の源をそれぞれ西と東に持つ、十九世紀から二

十世紀にかけての言語哲学の三つの巨峰をなしている感がある。 

ちなみに、Peirce の創意にかかる Abduction（Retroduction とも3）を、Peirce に即し

て、帰納法と演繹法とは別の第三の論理作用として認めたのも、『意味の形而上学』に

おいてであった。 

 一方、東洋思想をレンマの論理として把握し、アリストテレスからヘーゲルに到る

雄大なる思想をロゴスの体系として対比させようとする『ロゴスとレンマ』は、西洋

文化はロゴスの体系であるに対し東洋の文化はレンマの方法による。ロゴスは発展し

て論理となったが、レンマ（テトラ・レンマ）もまた一つの論理性を展開する。それ

が如何なる論理であるかを明らかにすると共に、東西の区別をこの点におこうとする

ものであり、「排中律」に対する「容中律」をもって、東洋論理の基本原理として、「連

続性」の東洋哲学史的根拠を明らかにした著作であった。 

これはいうまでもなく、C. S. Peirce の「連続性の哲学」（これは、同時に、Peirce[1992] 

Reasoning and the logic of things : the Cambridge conferences lectures of 1898.の日本語訳の

書名でもある）が日本語でも知られるようになるまでは、Peirce の「連続性の哲学」

の価値を裏付ける、画期的な作業であった。 

 

4．言語学の京都学派の言語哲学とその周辺 

 本稿冒頭に引用した、丸山圭三郎の所説を再び引用すると、たとえば、次のような

ものがある。 

 

そこで「記号論（学）とは何か」ということになるが、右のスローガン（引用者注：

「記号論を超えて」）を念仏の如く唱える人びとが気づいているかどうかは別として、

 
2 井筒俊彦[1985]を参照。 
3 Peirceの言う推論の三種類、すなわち「帰納（Ibduction）」「演繹（Deduction）」「仮説形成」

（Retroduction）」の特徴について、伊藤邦武博士は、「演繹（Deduction）は（仮説的）前提から必然

的に帰結するものを見て取ることである。仮説形成（Retroduction）は手許にあるデータから背後に

ある規則を仮説的に推測することである。帰納（Induction）は推測される規則の妥当性の程度を新

たなデータによって検定することである。」（伊藤邦武訳パース『連続性の哲学』第二章「論理学の

第一規則」訳注（2）、284頁）と解説している。 
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コトバである」2という、その言語哲学の源をそれぞれ西と東に持つ、十九世紀から二

十世紀にかけての言語哲学の三つの巨峰をなしている感がある。 

ちなみに、Peirce の創意にかかる Abduction（Retroduction とも3）を、Peirce に即し

て、帰納法と演繹法とは別の第三の論理作用として認めたのも、『意味の形而上学』に

おいてであった。 

 一方、東洋思想をレンマの論理として把握し、アリストテレスからヘーゲルに到る

雄大なる思想をロゴスの体系として対比させようとする『ロゴスとレンマ』は、西洋

文化はロゴスの体系であるに対し東洋の文化はレンマの方法による。ロゴスは発展し

て論理となったが、レンマ（テトラ・レンマ）もまた一つの論理性を展開する。それ

が如何なる論理であるかを明らかにすると共に、東西の区別をこの点におこうとする

ものであり、「排中律」に対する「容中律」をもって、東洋論理の基本原理として、「連

続性」の東洋哲学史的根拠を明らかにした著作であった。 

これはいうまでもなく、C. S. Peirce の「連続性の哲学」（これは、同時に、Peirce[1992] 

Reasoning and the logic of things : the Cambridge conferences lectures of 1898.の日本語訳の

書名でもある）が日本語でも知られるようになるまでは、Peirce の「連続性の哲学」

の価値を裏付ける、画期的な作業であった。 

 

4．言語学の京都学派の言語哲学とその周辺 

 本稿冒頭に引用した、丸山圭三郎の所説を再び引用すると、たとえば、次のような

ものがある。 

 

そこで「記号論（学）とは何か」ということになるが、右のスローガン（引用者注：

「記号論を超えて」）を念仏の如く唱える人びとが気づいているかどうかは別として、

 
2 井筒俊彦[1985]を参照。 
3 Peirceの言う推論の三種類、すなわち「帰納（Ibduction）」「演繹（Deduction）」「仮説形成」

（Retroduction）」の特徴について、伊藤邦武博士は、「演繹（Deduction）は（仮説的）前提から必然

的に帰結するものを見て取ることである。仮説形成（Retroduction）は手許にあるデータから背後に

ある規則を仮説的に推測することである。帰納（Induction）は推測される規則の妥当性の程度を新

たなデータによって検定することである。」（伊藤邦武訳パース『連続性の哲学』第二章「論理学の

第一規則」訳注（2）、284頁）と解説している。 

この問にはまったく異質の二つの答が可能であるように思われる。一つは記号論を＜

文化の中の諸記号＞の定義・記述・分類の学とみなす考え方であり、もう一つはそれ

を＜文化という記号＞の解明から出発して関係論的視座に立つ文化学・人間学にいた

る営為と受けとる見方である。（丸山圭三郎[1985]、42 頁） 

 

だからこそ、記号論者たちがこぞって＜文化の中の諸記号＞を分析し、分類するの

であろう。そうした試みとして最も影響力の強かった例としては、三分法を好むパー

スの＜類像 icon＞、＜指標 index＞、＜象徴 symbol＞とか、あるいはまた別の基準か

ら分けられた＜性質記号 qualisign＞、＜存在記号 sinsign＞、＜法則記号 legisign＞など

を挙げることができる。（前掲論文、43 頁） 

 

この二個所の引用だけでも、ソシュール研究者としてまさに面目躍如たるものを感

じさせるものがある。しかし、ソシュールの前に、フンボルト、Peirce がいたこと、泉

井言語学においてソシュールの存在を認めつつも相対化の作業がつとに行われたこと

をあらためて指摘したい4。 

「丸山言語哲学」はおろか、ソシュール学者としての著者の全容も知らないものに

とっては、ソシュールから Peirceへの理解は、その逆よりもずっと難しいことを思う

ばかりである。それだけに、伊藤邦武博士による一連の Peirce 研究の単著と翻訳が、

二十世紀後半から二十一世紀にかけて世に問われたのは、二十、二十一世紀の言語哲

学研究に資すること大である。例えば、Peirce の基本用語の理解についても、次のよ

うな解説は得がたいものとして引いておきたい。 

 

記号は、形象的側面（第一性）、物理的・時空存在的側面（第二性）、解釈を喚起す

る側面（第三性）の三つの面をもつ。パースは記号の意味作用がこれら三つのうち、

とくにどの面に依存して成立するかに応じて、記号をイコン、インデックス、シンボ

ルの三種類に分類する。（伊藤邦武訳・パース『連続性の哲学』第三章「関係項の論理

学」訳注（2）、287 頁） 

 

 これをもって「三分法を好む」Peirce の真意を解き明かすに余すところない。Peirce

の三分法も、その哲学思想の根幹をなすところの「連続主義」の至らしめるものなの

である。しかも、Peirce の言うところの「連続性」は、ただ事物、存在などにとどまる

 
4 詳しくは拙稿[2004]、[2016]を参照されたい。 
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ものではない。Peirce は言う。 

 

 なお、ついでに言えば、人間精神がすべての事象を、難解でほとんど理解不可能と

も言うべき連続性の形式のもとで考えるというこの驚くべき性向は、われわれの一人

一人がその真の本性において連続性をもつという想定のもとでのみ説明可能である。

（前掲書、121-122 頁） 

 

 この行には、次の内容の訳注がついている。 

 

 精神はデカルト的エゴのように孤立、独立した存在ではなく、互いに連続的に繋が

っていて、永遠に不滅であるというのがパースの基本的立場。その理由として、実体

的エゴを内観によって直観することは不可能であること、思考は記号の解釈に媒介さ

れていて孤立できないこと、個別的事象の確率を設定するためには精神の永遠存在を

「希望」せざるをえないこと、等が挙げられる。（前掲書第三章「関係項の論理学」訳

注（18）、291 頁） 

 

これまた、Peirce の「連続主義」の解説として寸分の加減も必要としない。そして、

「人間は記号である」の解説としても、十分参考になる。 

前述したように、泉井言語学は、フンボルトの言語思想、言語哲学を祖述すること

に始まった。かりに、哲学の京都学派との接点を度外視したとしても、学東西を貫く、

山内得立の言語哲学と井筒俊彦博士の言語哲学が二十世紀後半に世に問われた5。これ

に加えるに、泉井久之助博士から山口巖先生までの主にフンボルトの言語思想に基づ

く言語哲学をもってすれば、二十世紀日本における言語哲学の三つの到達点を目の当

たりにしていれば、その三者のいずれをも容易に乗り越えることが出来ない、厳然た

る存在であることは、言を待たない。 

二十世紀日本において、個別言語の研究、主要言語、少数言語の個別的、歴史的研

 
5 井筒俊彦博士の研究業績の多くはもちろん「東洋哲学・言語哲学」の範疇に属するが、その中

で、井筒俊彦[1990]のように、佐竹昭広博士『民話の思想』の意味論的射程、言語学的な意義につい

ての論考もあることは次の意味において注目に値する。先に引用した落合太郎博士の示した言語学

者の理想像を見事に体現したこと、そして、文学研究者であると同時に言語学者であった、或いは

文学研究者である前に言語学者であったこと、である。 

ちなみに、井筒言語哲学の中核をなす概念「存在分節」も、筆者の見るところでは、遠くフンボ

ルトに淵源することを蛇足ながら付言しておく。 
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に始まった。かりに、哲学の京都学派との接点を度外視したとしても、学東西を貫く、

山内得立の言語哲学と井筒俊彦博士の言語哲学が二十世紀後半に世に問われた5。これ

に加えるに、泉井久之助博士から山口巖先生までの主にフンボルトの言語思想に基づ

く言語哲学をもってすれば、二十世紀日本における言語哲学の三つの到達点を目の当

たりにしていれば、その三者のいずれをも容易に乗り越えることが出来ない、厳然た

る存在であることは、言を待たない。 

二十世紀日本において、個別言語の研究、主要言語、少数言語の個別的、歴史的研

 
5 井筒俊彦博士の研究業績の多くはもちろん「東洋哲学・言語哲学」の範疇に属するが、その中

で、井筒俊彦[1990]のように、佐竹昭広博士『民話の思想』の意味論的射程、言語学的な意義につい

ての論考もあることは次の意味において注目に値する。先に引用した落合太郎博士の示した言語学

者の理想像を見事に体現したこと、そして、文学研究者であると同時に言語学者であった、或いは

文学研究者である前に言語学者であったこと、である。 

ちなみに、井筒言語哲学の中核をなす概念「存在分節」も、筆者の見るところでは、遠くフンボ

ルトに淵源することを蛇足ながら付言しておく。 

究に、泉井言語学、言語学の京都学派においてもそれ以外においても、優れた研究者

は、多数輩出されたことは争えない事実である。これらの言語学研究者の業績を包括

的に論じることは、筆者の力量と拙稿の範囲を遙かに超える。その意味で、拙稿は、

あくまでも筆者の管見による、ある言語学研究史の一つの素描に過ぎない。 

擱筆にあたり、内容のつたなきことに加え、評価能力を持たない分野があまりにも

多く、そのために、拙稿が目指した素描がはなはだ荒きものに終わったことを、亡き

言語学者山口巖先生に、お詫びしたい。 
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