五ロ
エエロ

哲

学

池

上

鎌

教、芸術等kとどのやうた関係 を有っかといふことも亦今立入って考へ るペぎ 場所ではないが、若し哲学が或る点に於い

』ととする。 哲学が科学、 宗
いてはこの小論文の主題として論十ぺき限りではたく、 此所ではその理解を前提して沿く、

って初め て表現され、この表現活動に依って自己を実現するのである。それたらば抑 k言語とは何であるか。この点につ

あるといふ考へは既にプラトンもア りストテ レスも指摘したところであるが、具体的に哲学は、この内と外との媒介に依

って哲学は一
言語を媒介とする思想の表現体系であると見ることができる。思想は内たる言語であり、一
言語は外たる思想で

あり、大理石であり、木材であり、顔料であり、普 響でるる。併し哲学がその表現の媒介とするのは特に言語である。従

ものかを媒介として初めて成立する。その媒介となるものは何等か感性的たものでたければたらゑい。即ち例へば身体で

表現でるるといふ点からも、 叉思想は自己表現的であるといふ点からも、承認されることである。ところで元来表現は何

哲学は思想の排系であるが、思想は表現を離れては成立することができたい。このことは例へぽ思想そのものが生命の

、-

芸術 の中特に文学と深い関係 のあることに我kは注目したければたらたい。文学は勿論単に思想の体系であるのではたい

が、併し所謂芸術の中最も思想的訟ものであり、この点かトりして文 学はむしろ哲学と芸術との中聞に特殊の領域を形成す
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、苫

て芸術と密接 た関係 を有ち深く類似点を有することが認められるとするたらぽ、その媒介空言語であるといふ点で哲学は

言語と哲学

るものと見ることさへ不可能でたいであらう。このやうたことが云はれるのは哲学が文学と共に一
言語を媒介とする表現形

態であるからにほかたらたい。

恕このやうに哲学の体系は言語的表現と特に密 接た関係 を有つものである。それたらばその関係 は如何なるものであら

うか。先づ言語は哲学に対して、表現の媒介として手 段の意味を有ってゐる。哲学は言語を媒介として自己を表現しなけ

ればならたいが、そのために哲学は屡E術語として新しい造語を行ふ。例へばロドスのアンドロ孟 コス||或はそれ 以前

の或るペリパトス学派の人 ーーに由来す る自 28 Z 弘g 、コントに依るg n
】
O柱。、エルンスト・ラインホールトに依る
F
《}

がら一般的
等k数多くあることは周知の通りである。併し新しく造語したいまでも日常用語を用ゐ・な
内w
町
ω吾向。同
開wRE S-

意味とは別に全く新しい、或は若干変様された意味を与へる場合も数多くある。カントが従来からあった仏om同E
巴RV と

いふ言葉に「批判的」に対立する「独断的」の意味を与へたとか、へ
1グルが告 白各自 に「 止揚」の意味を与へたとか、

ガ1、 ヤスパ1ス等kに依り
kk依り、ロHw
mm
E がへ1ゲル、ハイデwy
がデカルト、ロvク、カント紘一寸
mw
pE m
丘宮、E m

それぞれ別の意味を与へられたとかいふ如きがその例である。このやうに日常用語を術語化する場合、故意に、或は無知

の故に、正当たエ一
アィモロギイを 無視 して所謂フォルクスエテ ィモロギイ的た解釈を与へもん
例も少くたい。例へばヤ1コ

プ・ベ1 メがD Zω
ロロmと解したりした如
】
叶 巳
vo
ロ民同 KD ロ巳 の意味を含めたり、へ1ゲルが ロH・z
mzn
匂 円j{片岡M
を5・一回
--

きはそれである。日 常用語が哲学上の術語とゑるのとは逆に、哲学用語が日 常化される||そして多くの場合に意味の変

言葉そのものが既にさうであり、 日本語でも止
更を伴って||例の甚だ多いことも改めて云ふまでもない。 哲学といふ一

揚、契機、認識、範曙、・主観 、客観 、世界観 、方法論等kがさうである。

ところで言語が哲学の表現の媒介となると云つでも、 以上のやうた例 は結局用語乃至単語の問題に止まってゐる。勿論

用語は哲学にとって単に外面的関係 に止まるものでたく、更に内容的た重要性をも有ってゐることは否定でき友い。用語

言葉に代へるといふ
そのものはどのやうにも変更できるといふ点があり、従って所謂術語もできる限り日 常的及、容易な一

2

ことも或る程度 までは可能であhy
、 叉必要でもある。けれども哲学乃至哲学的思索にとって、用語は仮令手 段であるとは

云はれるにし ても単たる道具 以上の意味左有ってゐる。このことは例へぽロゴスといふ言葉が単に道具的性格を超えてギ

Pシγ的思惟の仕方乃至内容にまで及ぼしてゐる影響を想ふだけでも明らかであらう。思想に対する言語の内容的影響は

重要たものとたって来る。アリストテ レスの論理学が単に「論理学」であるのみたらや更
単語から更に文 法に到って一一層

に「形市上学」乃至「存在学」の性格を有っと同時に深く「文 法論」の性格をも有ってゐることは 今 日 周 知の通りであ

る。従って今日 所謂アリストテ レス論理学として伝 承発展されてゐるものが、その根抵に於いてギリ シア語乃至印欧語の

文 法的構造の性格を有ってゐるものでるることは否定できたい事実である。 例へば判断論に於いてE ∞目白司= といふ形

に即する場合と「SはPである」という形に即する場合とでは、所論 コプラの位置に聯関する思想形態に於いて厳密には

異たるものが注げればたらたい。十九世紀の末に所謂非 人称判断乃至無主語命題(及び存在判断、否定判断)について盛

んた論争が展開されたことがあり、それには多くの哲学者、論理学者、心理学者、言語学者、文法学者達が参加し、或る

人K||例へばジクグア ルト、 マルテ ィ11ーはこの問題を文 法を離れて論理学的、 心理学的た問題として論議すべきで

あるといふ意図から互に他の見地を文 法的であるとして非難したのであるが、併し今我Kの立場からこれを見るたらぽ、

抑 E非 人称判断といふ如きものを問題として採 り上けること自体が仮令その聞に或る種の論理学的問題が伏在してゐるに

しても、根本に於いて文 法的でるると云はざるを得たいのである。哲学乃至論理学は屡三言語の差異を超えて超文法的、

普遍的た問題を問題とすることを主張するのであり、その主張には多くの正当なものが含まれてゐるのであるが、併し現

実に哲学乃至哲学的恩索が言語を完全に超越することは至難乃至不可能と云はねばたらたい。併し言語と哲学乃至思想と

問題である。哲学は一面に於いて言語と密接た関係 を有っと同時に言語を超える面をも有ってゐる。哲学の思想形態は必

やしも言語形式と完全に並行するものではたく、言語形式に依って割り切ったり盛り切ったりすることのできぬ面を有ヲ
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はどのやうた関係 を有っか、例へば両者の形態は果して並行性を有つものであるかどうかといふ如き問題は極めて困難た

言語と哲学

てゐる。のみならや両者が並行すると考へられる面に於いても、果してどの程度に、どのやうた形で並行するかといふ点

に到つてはこれを厳密に規定することは屡E極めて困難であ る。けれども一般的に云って言語と哲学とが、単語的にも或

る密 接友関係を有ってゐることは略Eこれを認め・な
ければ友ら・な
いであらう。

以上は要するに哲学思想の表現に於いて媒介としての言語、に対して有つ意義にほかならたい。けれども言語は表現の

面に於けると同時に解釈の面に於いても亦哲学に対して深い意義を有ってゐる。といふことは即ち言語乃至言語学が哲学

に対して方法的意義を有ってゐるといふことである。ところで哲学に於いて方法とは先づ哲学を研究する方法である。哲

学を研究する方法としての言語学的方法ll特に文献学的方法ーーは哲学史的研究の場合陀用ゐられ毛。例へぽプラトン

やアリストテ レスの著作の莫偽、年代の決定にこの方法が如何に多くの貢献をしたかは周 く人の知るところである。のみ

たらやこの方法は、単に古代、中世の古典研究に対して有力であるばかりでたく‘近世哲学史研究の場合||例へぽカン

ト研究の場合11lk適用して有力であり、たほその適用範囲を拡大すべきことが予想されるのである。

ところで文献学的方法は右のやうに先づ哲学(史) む研究する方法として有力であるが、併し哲学的研究 は単 に 哲学

〈
史〉を研究するのではたく、むしろ主体的に哲学 静研究するの ずなければたらたい。このやうた哲学そのものの主体的

思索にとって「方法」の意義は一層深く-なければたらたい。このやうた方法は単に道具の如き意味を超えて哲学乃至哲学

的思索を本質的に 規定する性格を有つに到り、哲学乃至哲学的思索そのものが方法的性格を有つに到るのである。このや

うた云はぽ哲学の主体的方法としての文献学的方法は哲学的方法として一つの特徴ある種類を形成してゐる。哲学の方法

としての先験的方法、弁証法的方法、現象学的方法等kは単に哲学 む研究する方法ではなく哲学 静研究する方法として哲

学〈的思索)そのものの根本的性格を規定する意義を有ってゐるのであるが、所調文献学的方法も亦これらと並んで同様

，

に重要た意義を有ってゐる。

，

文献学の一部としての解釈学が殆んど文献撃の歴史と共に古いことは改めて云ふまでもたいが、それが確立されたのは

.
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近世シュ レ1グル、 シュ ライエルマ ずヘル、特 にぺv クに依ってであった。ところでこの解釈学的方法を単に文献学的な

範囲を超えて更に広く且つ深く哲学の方法として確立したのはディルタイでるうた。 向に哲学が研究する場合の文献学的

方法と云ったりは具体的には この解釈学的方法である。ディルタイの所謂解釈学的方法とは文字に依る生命の表現を技術

的に了 解する方法の謂ひである。元来解釈といふものは解釈者と被解釈者との生が互に親近性を有つことに依存すること

が大 であり、 Eつ解釈者の豊かな天分を必要とするものである。そこで単に天分や生の親近性のみに委ねるのでたく、こ

れを技術的に容易たらしめるために解釈の方法、 規則を発見するものとして解釈 学を確立する必要があると考へた。ディ

ルタイはこの解釈学的方法を以て広く鹿 史、芸術等に於いて表現される個別的生命の普遍妥当的解釈が可能と 友 る と し
て、 この方法に依 ってその所調精神科学の基礎 づけを試みたのであった。

ハイデvガ1の哲学は最近に於ける解釈学的方法の代表的展開と見ることができる。彼の哲学は内容的には存在学であ

り、方法的には解釈学的現象学であるとされる。既に解釈学的現象学といふ言葉が示す通り、ハイデッガIは方法論上デ

ィルタイとフッセルとの影響を吸収してゐることは事実である。けれどもこの場合方法と内容とを全く分離することは実

際上不可能でるり、その方法が同時に内容的意味をも有うことは否定できたい。何故たらぽ、ハイデッガ1K於いて所謂

基礎 的存在学の核心を成すものは人間存在であり、人間把捉は人間存在の了 解に依って可能であり、そしてかかる人間存

在の了 解の方法が即ち解釈学的方法であると共に、この方法と相関的に人間存在は初めてハイデッガIの所謂「関心」と

して把捉されるのである。

元来解釈 学は文献解釈の方法であるが、哲学は屡Eこの解釈学的方法を深化拡大 して人間存在乃至人間的友るものの活

矢張 り文献解釈を基本としてゐる。併したがら 一
言語は事象そのものではたい。事象を指示するものとして一
言語は最も代表

的であるが、 併し「言語が事象を指示する」といふこと自身が既に明示してゐる通り、言語と事象とは決して同一のもの
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動及びその表現的 所産を把捉するための哲学的方法としようとするのでるる。けれども解釈学的方法はその起源に基いて

言語と哲学

ではない。同一のものの聞には表現関係は成立することができや、表現関係が成立するためには却って表現するものとさ

れるものとの聞には何等かの相違が・な
ければたらたい。かくして我kは言語と事象との混同を十分警戒 したければたらな

い。 ハイデγガーはその主著『存在と時間」 の官 頭に於いて例へばHUV色 ロO
Bg 。ロ〔現象〕といふ言 葉をギリ シア語の語

源に即して匂 げ
包 ロg
p"にから説明してゐる。けれども我kはこの説明をそのまま受 取る前に16 505 m
ロoロといふギP

シア 語と現象といふ事象とを一応区別する立場に立って、この言葉が果してどの程度まで事象に適合してゐるかを十分吟

味してみ・なければならたい。 ハイデッガIの説明が精轍巧妙であればあるだけ我Kはその所説の妥当性について益k批判

的で・なければならたい。このことは「現象」といふ我k自身の言葉に即して「現象」といふ事象を分析しようとする場合

にも全く同様であることは勿論である。現象学の標語が「事象そのものへ」であることは周 知の通りであるが、この現象

学を同)Vmw
-ロ05 80ロと目 omg といふ二つ のギリ シア語句結合語として説明する時||ハイデッガーはそれを試みてゐる

|| 若し一
言語の巧妙た説明に肱惑されて事象そのものへの途 乞忘れるたらぽ、そのやうた態度自身が反現象学的であると

mといふギリ シア語の分析乞通やる場合と道徳乃至倫理、
云はねばたら注い。例 へぽ道徳といふ事象を捉へるためにゆ 吾o

人倫といふ如き言葉の分析を通やる場合とでは異たる意見に到達することは当然である。この異怒る道徳把捉はそれぞれ

道徳の本質の或る一面を捉へてゐるのであるにしても、哲学はこのやうた一面的把捉を超えて道徳といふ事象そのものを

全面的乃至多面的に捉へるべく努力し・なければたらたい。このやうたことは単語の解釈から進んで、文法的構造に依る存

在把捉の如をものに進 むに従って益k強調されたければたらない。文法的構造が必やし も 直 ち に思惟構造乃至存在構造

と一致 するもので友く、 叉必やしも存在構造を完全に写すものでもたいことは一般論としては恐らく容易に承認されるこ

とであらうが、文法的構造に依る説明が巧妙である場合Kは、それに対する批判は益k文法構造と思惟構造乃至存在構造

との区別の明確友自覚を必要とするのである。解釈学的方法はll他のすべての方法がさうであるやうに||一一固
に或る

種の長所を有ってゐると同時に、他面その長所そのものが短所と怠る場合のあることを知らねばたらたい。人間乃至人間
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的生命の表現と了解とが主として言語を媒介とすることは事実であるが、言語は直 ちに人間乃至人間的生命そのものでも

たく、 叉それの表現そのものと同一であるのでもたい。言語が具体的に成立するためには種kなる歴史的社会的た条件が

あるのであり、従って言語を媒介として表現・了解された人間乃至人間的生命及びその表現も亦歴史的・社会的に条件づ

けられてゐる。このやうに条件づけられた事象の条件づけられた把捉に解釈学的方法 が有力な方法とされることは当然で

るる。けれども若しこの方法に依って宛かもその条件を超えた事象の把捉が可能であるかのやうに考へるならば、それは

危険 た誤解でるると云はねばならない。

言語は本来一種の社会 現象でるるところから、社会 的・歴史的な制約を免れることができない。ところが哲学は、それ

自身又 一種の社会 現象として矢張り社会 的・歴史的に制約される面があると共に、他方 叉このやうた制約を超えて対象的

にも内容的にも 叉その理説の妥当の点からも普遍性を要求する面を有ってゐる。哲学がその表現の手段として現実に存在

する特殊的言語を超えて云はぽ一種の普遍語Q Z唄お ZE4282印) の如きものを要求するのもこの点に由来すると云ふ

ことができる。近世既にデカルト及びライプ= γツに ロgp g
z z ロ芝28Z (普遍数学) の思想があり、ライプ=ッツ

はその 所謂m B B EES g円
E(結合術)、の
VRR Z円Z g z E25 Z(普遍記号)、SR巳5 5 as zzR (推理計 算)

の建設 を企図したが、これは一
言語の有つ如上の制約を超えるものとして若干の記号とその数学的計算とに依って思想の運

行及び表現の手 段としようとしたものにほかたらたい。この思想は十九世紀末から 所謂「
論理代数学」s fo
σE O同】
O柱。)

の思想を経 て「論 理計算学」(
Z mgtの
)の建設を見るに到った。勿論これは言語理論ではなく一つの新しい論理学説であ

るが、その意図Kは現実の諸特殊的言語に代へるに数学的記号を以でしょうとすることが含まれてゐるのであり、これを

欠52(ヴ ィly学団)乃至〈 芯ロロMW
B
nEg m0.。RU (グィlン・ シカゴ学団)の運動として、物理学的実証主義と結合し

て、論 理的実証主義といふ 名を以て呼ばれる一種の哲学 的運動とたり、 ヨーロッパ の各地及びアメリカに盛んに唱導され
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裏から換 言すれば、新しく一種の普遍語乃至理想語の建設 を企図するものと一
式ふことができる。この運動は所謂巧 05 可

言語と哲学

るやうになった。けれどもこの派の人kが、仮 令屡 E言語とい ふ言葉をロにするにしても、その所謂言語とは一般に所謂

言語即ち特殊的言語のことではたく、彼等の意図する理想的言語乃至普遍的言語のことたのである。併しかかる記号的な

も のを以て 果して全く言語に代へることができるであらうか。現に我kがその記号を「読む」時には何等かの特殊的言語

に醗 訳して読むことを全く免れることができるであらうか。等kといふ点については種k論議の余地のあることであ る。

のみたらや、仮令かかる記号を 以て言語に置き代へることができるにしても、それに依ってどの程度に精確化と簡 単化と

が期 待されるかといふ点についても多くの論議のあり得るところである。けれどもこの点は今措 くこととして、かかる理

言語の範囲からは逸脱するものと云はねばたらないで
語と哲学」に於ける一
想語の知きものは今直 接此所に主題とするヲ一言

あらう。

扱言語の哲学に対する関係は上来見て来たやうに表現及び了解の手段といふ意味を有っと同時に、単に手段たるのみた

らや更に哲学の内容に関与する性格をも存ってゐる。ところで言語は更に 叉哲学の研究対象とたることに依って哲学の内

言語哲学たる部門は即 ちそれである。言語が断片的に哲学の問題とされたことは古代
容とたる意味を有つのである。所謂一

ギリシア 以来屡 E 見られることであるが、特に言語哲学と云ひ得る如きものの現はれたのは近世に於いてである。勿論近

世に於いても多くの哲学者がこの問題に触れてゐるのであるが、 比較的まとまった論述としてはロ ックを挙けることがで

『人間悟性論』の第三章 を以て近世に於ける言語哲学の最初の試みであるとしてゐる。
きる。或る哲学史家 はロックの主著

アル、 フン ポル
けれども特に言語の問題が採 り上けられたのは略E十九世 紀 以後のことであると云はねぽ友らたい。ヘルJ

初まりヴント、 シュグインタール、 マルテ ィ、 フォスラl、クロlチェ等点の研究は即ちそれである。勿論この事
ト等K-

実は十九世杷に於ける言語学の勃 興と相伴ふ事柄であり、所謂言語哲学の歴史を辿ってみても、十九世記 前半に於けるそ

れは実証科学としての言語学と未分化の状態にあるものであった。十九世紀の後半 以後種kの実証科学がそれぞれ一科の

特殊科学として哲学から分離し独立するに到つては、言語学そのものが一科の特殊科学を形成すると共に、諾Eの特殊科
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学がそれぞれ独自の立場から言語をその研究対象として、言語心理学、言語社会学等の部門が成立するに到った。それ故

.
例へばフ ンボルトの言語研究等に糊れば、それは言語哲学の端緒でるると同時に言語学の発端でもあると云ふことができ

る。言語哲学及び言語学の歴史については勿論今改めて詳述する必要はたい。今問題とたるのは言語哲学が特にその対象

とする言語とは何であるかということである。

現実に存在する1
1|或は存在した||言語が各E特殊の言語でるることは云ふまでもたい。それ故特殊科学としての言

語学及び言語に関する諸特殊科学の実証的研究がかかる現実的危諸言語をその対象とすることは当然でるる。けれども諸

言語のそれぞれが何れも賢しく言語と呼ぽれ得るためには、諸言語が共に言語と呼ばれ得る所 以のものがある佐官
である。

そのためには「言語そのもの」と云ふべきものの本質が存在するのでなければならたい。逆に 叉、諸言語の各Eは言語そ

のものの本質を分有してゐるのでなければたら友い。各言語に関する特殊科学の実証的研賞は各E特定の言語の範囲内に

於いてその研究の対象を求めるのであるが、理論的にはその研究は言語そのものの把捉を前提としてゐる。言語哲学はま

さにこの言語そのものの本質を自覚的に把捉し-な
ければたらたい。この意味に於いて言語哲学の対象は「言語そのもの」

であると言はれるのでるる。

けれどもかかる言語そのものは現実にある諸一
言語を離れてそのほかに一つの言語或は一つの語族として存在するもので

はたい。現実に存在するのは言語そのものではなくして飽くまでも特定の諸言語である。といふことは逆に、現実に存在

する特定の諸言語は直 ちに一
言語そのものであるのではたいといふことである。併しそれたらぼ哲学の任務は既に存在する

諸言語の段 かに理想語乃至普遍語の如きものを創造することであらうか。既 に向にも触れた通p、論理計算学の如きはこ

その意味では むしろ言語否定の運 動であると云ふことができる。併し 叉言語哲学の任務は人工語乃至国際語、例へばエス

ペラント の如きものを組 織するにあるのではたい。このやうな言語は若しそ れが現実に行はれるに到るたらば、やがてそ
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のやうたものの企図を含んでゐたとも云ふことができる。けれどもこの運動は実は言語の記号化を意図するものであり、

言諾と哲学

れ自身 叉諸言語の一つとなることは言語の本性上当然の結果であ ると恩は九る。言語哲学の任務は元来現実的言語の建設

にあるのではない。言語哲学の任務は現に存在する言語を通じて言語そのものの本質を捉へることである。即ち云はば特

殊の中に普遍を捉へることである。特殊科学は特殊を特殊として捉へるべきであり、仮令言語についての一般法則を樹立

するにしても、それは飽くまでも特殊と特殊とを比較する帰納的方法に依る実証的研究でたければなら歩、従ってその所

言語そのものの本質に触れて来るならば、特殊的研
謂一般法則も特殊の性格を脱するものでたい。若しこのよう な研究が一

究は訟のづから哲学的研究へ移 行すると云ふべきでるる。

語哲学の任務は諸言語の実証的研究それ自身であるのではたく、 叉理想的普遍語の如きものを建 設 す る ことでもた
一言

言語と云はれる所 以のも
く、 叉人工的国際語の如きものを組織することでもたい。現実に存在する諸言語が何れも脅しく一

言語そのものの生成、構造 、活動等ーーを明らかにすることが言語哲学の任務で
の、即 ち云はば言語そのものの本質ーーー一

たければならない。言語哲学はその発生の初期に於いて言語学的研究及び言語に関する諸特殊科学的研究をも一身に引受

言語哲学はその初期
なかったが、それは学問の未分化の事情の故に不可避的たことであったoE同時に叉一
けたければ たら4

に於いて屡 k単に思弁的・独断的であったが、このことは科学の実証的研究のたほ未だ確立され たかった当時の状態に照

言語学及び言語に関する諸特殊
して止 むを得たいことであった。けれども今日 は事情は異なってゐる。特殊科学としての一

科学の確立、或は少くともその覚醒に依って、一方に於いては所謂哲学の独断的・思弁的思索がその意味を疑はれると同

時に、他方言語の研究は特殊科学に依る実証的研究に限られるやうに考へられ、その結果として言語哲学の領域は往k既

言語哲学が言語の特殊的・実証的研究から遊離する限りに於いてはこの考へは正
に失はれたと考へられるのでるる。成程一

も今日 言語哲学は、言語そのものの本質を捉へようとする意図を、言語に関する特殊科 ・
宮ふべきであらう。けれHrしいと一

言語の特殊の中に言語そのものの
学的実証研究との媒介に於いて実現しようとしてゐる。言語哲学は一方直 接に現実的諸一

普遍を見ょうとすると同時に、他方諸言語に関する諸k の実証的研究の特殊を媒介として普遍を捉へょうとする。勿論哲
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学者が材料とする一
言語及び言語に関する実証的研究には制限がある。その制限を可能たる限り取除いて材料の範囲をでき

るだけ拡大 しようとする三とは哲学者にとって必要た努力であるが、併し哲学者は必やしもポリ グロ ット たることを不可

次の条件とするものではない。それよりも一層大 切た条件は特殊の 中に普遍を看取する力である。この力を具へた哲学者

が、一方で例へば印欧語系の言語及び言語研究を通じて或る種の言語哲学を樹立し、他方では日本語及び日本語の研究を

媒介として別の種類の言語哲学を建設することが必要であり、その上でこれら諸Eの言語哲学が互に対決し相互に媒介し

合ふことに依って始めて其の言語哲学の発展は可能とたるのである。

哲学の現状、特に各特殊科学との限界領域に於ける状況にういては、語るべをことが余hy
k多いと同時に、叉語るべき

ことが余りに少い。このことは言語哲学の分解についても亦同様であり、或はむしろ特にさうである。一
言語哲学が言語学

及び諸言語科学との交 渉に於いてどのやうに発展すべきかについては多くの論やることがあるでるらうが、併しその実際

の業 績については今日語るべきことはたほ甚だ少ない。このことは言語哲学の新しい構想が実はたほ若く、言語哲学が交

渉すべき言語学及び諸一
言語科学さへたほ未だ 比較的若いといふことと、更に加へて言語といふ事象が甚だ複雑た性格を有
ってゐることに由るのである。かく言語はそれ自体複雑な事象であるが、たほその上に諸文化体系即 ち科学芸術等々に対

してのみたらや哲学そ のものの中に於いて特殊の位置を占めるものである。・言語は人聞の生 むものであるが、それは単に
道具や機械のやうには作られるもので友い。言語は深く人聞の生命に根差し、それと云はぽ癒着してゐる。言語は一一聞
に

於いて合理性を有したがらll合理性を有するからこそ文法組織が可能であり、それに即して論理学すら展開することが
できる||、他面深く非合理的なものを蔵してゐることは、言語を生 む母胎たる生命そのものの性格に由来することで
あ
る。言語を簡 単に道具視 して、これを専ら便宜と合理との故に随意に「改良」しようとするやうた企てが却って言語の混

無視 するためである。言語の 「
改良」 はそれを生 む生命そのものの「 改 良」 を度 外視 しては根本的には不可能たのであ
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乱を惹 き起す結果になるのは、言語が生命からの自然発生的所産として深く非合理的たものを有ってゐる面のある事実を

言詑と哲学

る。このやうに深く人間的生命と癒着する言語が、一般に生命の表現 的所産 としての諾文化体系の中で或る独自の位置を

占めることは当然で ・な
ければたらない。即 ち言語はその独自性に基いて、生命の表現的所産の中で最も根本的、基礎 的た

言語の考察から始め、 叉最
位置を占めると云って宜いであらう。現にカγ中Iラlの如きがその 所謂象徴的形式の哲学を一

も根源的た徴象形式である神話の考察を特に言語と結びつけて行ってゐるのはこのためでるると云ふべきであらう。

言語哲学は上述のやうにして、哲学体系の中に於いて独特の位置を占めるものであるが、このことは 叉言語哲学自身が

言語に依って自己を自覚し表現するといふこととも聯関してゐる。哲学は元来事象の知識的自覚であるが、知識的自覚に

とって 叉言語は重要な媒介である。哲学は最も広い意味でロゴス的自覚であると云ふことができるが、この時ロゴスとは

ギリ シア 語の語義に基いて理性的であると同時に 叉言語的でもある。それ故 一
言語の哲学的自覚||それは一
言語哲学である

ーーーはそれ自身言語を媒介として行はれる。従って言語哲学に於いて言語は言語に依って言語的に自覚される。換 言すれ

ば、言語哲学は言語そのものの言語的自覚であると云ふことができる。ところでこのやうに云ふと或は、一
言語哲学は言語

的哲学でたければならや-一言語的哲学とは向に触れた解釈学的方法に依る哲学、乃至端的には解釈学的哲学で・な
ければた

らたいと考へられるかも知れたい。けれども、若し明らかに解釈学的言語哲学と云はれ得る如きものが構成されるとする

たらば、そのやう友一
言語哲学は多くの品
一
旦
諾哲学に於ける一つの場合であって、唯一の言語哲学たる権利を有つものではた

い。一
言語哲学は哲学そのものがさうであるやうに、可能たる限り多くの方法を用ゐて、事象を可能なる限hv
広くEつ多面

的に見たければたらたい。一
言語哲学が一
言語を言語的に自覚するといふことは一
言語は必や右の意味で言語的哲学で・な
ければ

たらぬといふことを意味するものではない。言語哲学は言語を言語的に自覚するといふ場合の「言語的」とは単に文献解

釈の方法 乃至その拡大 ではたくして、一
一言語を媒介としつつ而も言語を超えて事象に迫る方法を有た友ければたらゑい。言

語哲学の対象 たる言語は個kの特殊的言語ではたくして「一
言語そのもの」でたければたらたいが、この「言語そのもの」

は特殊的諸言語に於いて而も特殊的一
言語を方法 として把捉されるのでなければたらたい。けれども哲学はこの意味の方法
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としての特殊的言語を超えて 「言語そのもの」 といふ事象に迫 る方法を有たねばならたい。 更に叉かくして捉へられた

「一
一言
語そのもの」に関する穀述の方法としての言語も、単にその特殊性 を超えて普遍的意味を有光・な
ければたらない。

このことは単に一
言語哲学のみ友らや哲学一般に当巌まることである。畢 寛言語は哲学にとって重要にして特殊た且つ不

可欠な関係を有つ.もので②る。然もそれにも拘らや哲学は単に言語に止まるのでたく一
言語を超えるものを要求 せざるを得

喝な
い。それは如何にして可能であるが。此所に於いて我kはhMのづから哲学の根本問題に触れ、同時に今私 に与へられた
課題の範囲を超えざるを得たいのである。
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