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地理学叫再検討のための視座
- ウィトゲンシュタイン (言語ゲーム)論 をめ ぐって一

佐 藤 由美子

1, はじめに

地理学は ｢殖産,政治,美術,文学,宗教｣な

どの ｢諸学の基｣である｡ この自信を持った主張

が内村鑑三によってなされたのは,今からちょう

ど100年前のことであった (内村,1896)｡国民国

家という ｢想像の共同体｣ (Anderson,B.,1994

釈)の形成にあたって,地理学は政治との緊密な

関係の下に,まさに根本的な役割を果たしてきた

のである (水内,1994)｡けれども,その姿を

すっかり変貌させてしまったのが現在の状況とい

えるのではないか*2｡

筆者が思うに,地理学の停滞が始まったのはこ

の半世紀のことである｡ 理由は何であろうか｡お

そらくその一因は,社会学から人類学までの他の

社会科学と異なった態度を,地理学が示した点に

ある｡ つまり,地理学は現代思想の潮流を近年ま

でほとんどといっていいほど無視してきたのだ｡

例えば,｢日本｣における現象学的地理学研究が,

つい最近になってようやく具体的な成果を提示す

るようになったことからも,それが窺えよう事3｡

無論,外国で次々に紹介されている諸理論,例

えば構造主義,ポス ト構造主義等々を,率先して

｢日本｣に紹介し,その理論を ｢日本｣における

様々な諸問題に適応させるといったことが,必ず

しも ｢日本｣における地理学の発展に直接寄与す

ることがないのは言うまでもない｡そのことは,

｢近代｣｢日本｣における ｢西洋｣からの学問の導

入という事態を,振 り返って想起すれば容易に理

解できよう｡ しかしながら,その議論の内容が,

地 理 学 ひい て は社 会 科 学 にお い て根 本 的

(radical)な問題を突 きつけてくるものだとした

ら,その議論を等閑視しているわけにはいかない

のではないだろうか｡

そもそも,地理学の基盤を成している ｢近代｣

における社会科学の前提とは,一体何だったのか｡

それは紛れもなく(実在論)と く唯名論)の対立

の図式によって示されるものであったといえよう｡

(実在論)とは,何らかの ｢実在｣の存在を前

提にし,個人的な問題をも,個人をとりまく社会,

あるいは社会的な制度,集合体としての意識の側

から説明を試みる方法のことである｡ 一方 (唯名

論).とは,単純化 していえば,｢実在｣するのは

個物だけであり,普遍的なものは実在 しないとす

る考え方である｡ 従って (唯名論)の立場を採る

ならば,一人一人の個人は実在するが,｢人間｣
一般というものは存在 しないことになる｡

このような (実在論)と く唯名論)という科学

方法論上の対立を背景 として,社会学では ｢社

会｣ と ｢個人｣の各々を観点とした,｢方法論的

社会主義｣と ｢方法論的個人主義｣という分析の

枠組みが存在する｡

｢方法論的社会主義｣は ｢個人｣ よりも ｢社

会｣を優位に置 く｡ 代表的な例を挙げれば,デュ

ルケム (Durkheim,E.)の 『自殺論』がそうであ

ろう｡ デュルケムは,個人的な問題と見なし得る

自殺も,個人がそれを選ぶか選ばないかは ｢社会

的事実 (faitsocial)｣の側が規JIEしているのだと

いうことを実証 しようとしたのであった｡そして

このような (方法論的社会主義)の範噂に組み分

けられる人物 として,他にも A.スミス (Smith,

A.),コン ト (Comte,A.),マルクス (Marx,

K.)'4,パーソンズ (parsons,T.)等々が挙げら

れよう｡ 彼らは,それぞれの視点から,(実在)

としての ｢社会｣の分析を試みているのである｡

従来の地理学を顧みれば,その研究の大部分は,

経済地理学にしろ,社会地理学にしろ,まさにこ

の (方法論的社会主義)に則った研究を押し進め

てきたといえるだろう｡

一方 ｢方法論的個人主義｣は,個人を優位に置

くものであり,この立場を明確に押 し出していっ

た社会科学的な研究として,例えば,タルド(Tardo,
J.),ジンメル (Simmel,G.),ヴェ-バー (Wetx:r,

M.)の諸研究などがあり,さらにはアメリカの

プラグマティズム,フランスの実存主義なども挙

げられよう｡

このような研究の流れの果てに,社会的 ｢現
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実｣というものは,一般的な形態で存在 している

のではなく個人の経験の中にしかあらわれないも

のであり,よって,個人の経験を通して ｢現実｣
を記述する以外にはあり得ないという現象学的な

研究が誕生したのであった (以上,大洋,1993･

橋爪,1978)0

ところで,橋爪は,このような社会科学におけ

る (実在論)と (唯名論)の立場と主張が,｢(理

論の完成度のちがい云々を別にして)それぞれに,

相当の根拠と,(致命的)欠陥とを,併せもって

いる｣と述べている｡ というのは,橋爪によれば,

両者ともに,社会的な現実を構成する二つの要素

のうちの片方を確かに取 り上げてはいるが,もう

一方を無視 している点が欠陥であると考えられる

からであるという｡ 従って (実在論),く唯名論)

は ｢いずれも同根｣であるため,それぞれ単独で

は充分な研究といえないのではないかと橋爪は主

張するのであった (以上,橋爪,1978,p2)｡

この指摘は,社会科学の一翼を担っている地理

学においても,充分すぎるほどに当てはまってい

ると思われる｡

(実在論)と く唯名論)のいずれかに寄 りかか

ることによって生じてくる社会科学,とりわけ地

理学のこのような閉塞状況は,果たして打開しう

るのであろうか｡もしそれが可能であるとすれば,

前述の二元図式のどちらにもよらない,その二つ

を超えた考え方こそ,新たな社会科学の分析枠組

みを生み出しうるものであろう｡

筆者は,その手がかりとして,今世紀初頭に起

こった哲学における (言語論的転回 (linguistic

tum))という根本的な学問的変革の成果を参考

にしてみたい｡く言語論的転回)については,地

理学は全くといってよいほど,それを研究の対象

として取 り上げてこなかったといえるであろう*5｡

従って,本稿では,社会科学としての地理学が

置かれている現状を (言語論的転回)の観点から

再検討 し,今後の地理学の方向を模索するための,

基礎的な予備作業を行おうと考えている｡ 以下,

(言語論的転回)をめぐる議論の中でもとりわけ

重要 だ と思 われる, ウィ トゲ ンシュタイ ン

(Wittgenstein,L.)の (言語ゲーム)論を詳細に

検討することによって,それが可能となろう｡

2, (言語論的転回)と後期ウィトゲン
シュタイン

近年米国において,｢歴史思想 ･歴史叙述にお

ける言語論的転回 (linguistictum)｣(Iggers,1994

釈)が取 り沙汰されている｡く言語論的転回)と

は,単純化していえば ｢言語は,言語の外部にあ

る現実を体現するものでもなければ,それを表現

する手段でもな｣く,それ自体で完結 している

｢記号体系として理解されるべきものである｣と

いう考え方のことである｡ つまり ｢言語の意味は,

語と語の間の関係において決定され｣,｢(先験的

な)対象あるいは言語外部の対象,もしくは主体

により,規定されるものではない｣のである｡

従って,く言語論的転回)の議論によるならば,

｢言語は直接に反応する対象をもたず,主体の意

図も反映しない｣ということになる｡

イッガ-ス (Iggers,G.G.)は,こうした

(言語論的転回)を踏まえて,従来の歴史学に対

して警鐘を鳴らす｡(言語論的転回)に従えば,

様々な歴史及び歴史的事象に対する考えは,それ

ぞれの社会における支配的な ｢デイスクール (冒

説)｣の中に,前もってプログラムされているの

だ,ということになる｡

例えば,｢マルクスは,意識は社会生活から生

まれるといった｣｡が,そうではなく,｢社会生活

は言語から生まれる,ということになる｣わけで

ある｡ 別言すれば,社会や文化はそれぞれ意味の

体系を体現 しているが,意味というものは言語を

用いる人間とはかかわりなく構成される,という

ことになる｡

このような考え方は,｢歴史学と歴史方法論に

おける文書解釈学的方法の放棄｣と同時に,｢社

会科学的な方法からの｣離叛をも意味するという｡

なぜなら,従来の意味での科学とは,考察の対象

としての ｢現実｣が存在することを前提 とし,

｢現実｣の存在を疑うことなくそれを解釈するこ

とであるとされているが,(言語論的転回)の見

解によれば,こうした従来の意味での科学は成 り

立ち得ないからである (Iggers,1994訳,pp76-

77)｡

前記のような米国における議論は,主にソ

シュール (Saussure,F.)の言語学を念頭に置い
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て展開されてきた (Iggers,前掲)｡しかし,米国

において革命的ともいえるこうした (言語論的転

回)の議論を生み出したソシュールの言語論より

ち,後期ウィトゲンシュタインの (言語ゲーム)

論の方がさらに徹底したものだという指摘 もなさ

れている (永井,1995,p131以降)｡加えて,栄

国の (言語論的転回)の範例として取 り上げられ

ているデリダ (De汀ida,∫.)の,いわゆる ｢脱構

築 (deconstruction)｣と呼ばれる議論さえも,級

期ウィトゲンシュタインの (言語ゲーム)論に比

べれば革新的でないように映る｡黒崎によれば,

後期ウィトゲンシュタインの論考は,デリダより

もかなり古い年代に属しているにも関わらず,デ

リダよりも新 しいという*6｡

ウィトゲンシュタインの (言語ゲーム)論は,

このように,現代思想の最前線を20世紀前半にお

いて既に先取 りしており,認識主体の消滅という

意味においては米国の議論よりも徹底 したもので

あった｡さらに,橋爪によれば,｢社会科学の生

命線｣である ｢実証性｣は,(言語ゲーム)論を

理解する以上,成 り立ち得ないという｡ そして

く言語ゲーム)論は,｢あまりにも破壊的で,実証

的な社会理論 (地理学)の可能性も根こそぎ吹き

飛ばしてしまいかねない｣ものであ り,それを

知った以上,｢楽観的に実証科学 (地理学)を構

想するわけにはいかな｣ くなるのだと述べている

(橋爪,1991,pp78-79,括弧内 ･下線部筆者補充｡

以下,断 りのない限り下線部筆者)｡であるなら

ば,イッガ-スのいう く言語論的転回)を確定す

るためにも,さらには,橋爪のいう ｢実証科学｣

としての社会科学,とりわけ地理学の危機的状況

を理解するためにも,ウィトゲンシュタインの議

論を検討しておく必要があろう｡ 以下において,

それを行いたい｡

3, ウィ トゲンシュタインの ｢写像理論｣

ウィトゲンシュタインの仕事は,前期 ｢写像理

論｣ と後期 ｢(言語ゲーム)論｣に分けられると

いわれている叩｡ 両者はそれぞれ,様々な分野の

学問に対して多大な影響を与えてきたが,後期の

理論は前期のものほど明確に把握されているとは

言えない｡なぜならば,生前の彼の著作は前期の

集大成である r論理哲学論考J他一編のみで,
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く言語ゲーム)論に関するまとまった著作がない

からである｡ 現在私たちに理解されている く言語

ゲーム)論は,彼の草稿やケンブリッジ大学での

講義ノートなどから少しずつ明らかになってきた

ものである｡また,ウィトゲンシュタイン自身は

(言語ゲーム)の定義を述べておらず,｢(言語

ゲーム)とは～でない｡｣ という形での娩曲な説

明を施しているに過ぎないからである｡

ところで,後期 (言語ゲーム)論の考えは,節

期 ｢写像理論｣の ｢極端な言語思想が瓦解する中

で着想されたものである｣という (橋爪,1991,p

10)｡それならば (言語ゲーム)論を概観 し,哩

解するためには,前期の ｢写像理論｣を把捉せね

ばならぬであろう｡(言語ゲーム)の考えが前期

の思想とどのように異なるのかを比較することに

よって,く言語ゲーム)論の特異性を明らかにで

きるのではないか｡

このような考えから本稿ではまず,ウィトゲン

シュタインの前期の集大成である r論理哲学論

考』から抽出された ｢写像理論｣について,概観

することにしたい｡

まずはじめに,私が私をとりまく(世界)ある

いは (事実)について,何事かを語 り得るという

のは,一体どういうことであるのかを考えてみる｡

この間題を,例えば,私が白い花を見た場合,

｢私｣が ｢白い｣｢花｣を ｢認識｣するということ

はいかなることであるのか,という問いで置き換

えてみたい｡花を ｢花｣と理解するのは,どのよ

うな働 きにおいてであろうか｡また,その ｢花｣
の色としての ｢白さ｣を認識するのは,一体どの

ような作用によるのか｡

ジョン ･ロック (Locke,∫.)は,言語の役割

が ｢記録と伝達｣にあると考えたという｡ ロック

によれば,私たちが一度考えたこと,知ったこと

を,忘れてしまったときのために ｢記録｣ し,ま

た自分が考えたことを他人に ｢伝達｣することが,

言語の役割であるというのである (丹治,1996,

ppl-2)｡ もしこの考えが正 しいとすると,｢記

録｣や ｢伝達｣が行われる前に,既になにがしか

の考えが私たちの中に言語不在の状態で存在して

いなければならない｡よってロックは,まず心の

中に,ある種の ｢観念｣の存在 を設定 し,｢観

念｣の外面的表現として言語表現を位置づけたの
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であった｡これは,心の外にある事象についても

同様であり,心の事象よりも,その存在性が確固

たるものとして存在しているように思われる｡ こ

のことを以下の事例によって考えてみたい｡

ことばの教え方には大まかに次の二種類がある

と考えられる｡ 一つはあることばを別のことばに

置き換えて説明するやり方であり,もう一つは実

物の花を指して ｢これが花だ｡｣と教えるや り方

(｢直示的教示｣)である (丹治,1996,pp6-7)0
前者のことばの言い換えは,突き詰めていけば,

後者の ｢直示的教示｣に行き着く｡ その理由は以

下のようであると考えられる｡

例えば,｢花｣ということばを辞書で調べてみ

ると,｢高等植物の有性生殖を行う星室｣である

とされている (r広辞苑Jからの抜粋)｡そしてこ

のようなことばの言い換えは,｢高等植物｣とは

何か,｢有性生殖｣とは何か,｢器官｣とは何か,

というように,更なる言い換えを要求していく｡

試みに ｢高等植物｣を引くと,｢維管束があ り,

根 ･茎 ･葉の三部を備えて,体制の高等な植物｡

種子植物 ･シダ植物をいう｡｣となっている｡ ま

たさらに,｢種子植物｣を引いてみると,｢墨を咲

かせ,種子を形成する植物の総称｡｣と定義され

ており,｢花｣とは何かという最初の疑問に立ち

返ってしまうことになる｡ 別言すれば,あること

ばを別のことばで言い換えていく方法は,その限

りにおいて同語反復 (トートロジー)に陥らざる

を得ない｡

この状態を打破するためには,実物を指 して

｢これが花だ｣と示すしかないのである｡ 要する

に,実体としての (もの)と常に対応する形で,

くことば)という存在を想定 しようとする｡ つま

り,｢ことばが (結び付けられる)ものが何で

あったとしても,(中略)ことばを何かあるもの

要素命題

名 (変項)
. 計

澄麗■i= ■｢一■■-■■-

:写像形式

(論理形式)

に く結び付ける)のは く心の働き)であり,この,

(結び付ける)という心的なプロセスが生じたと

きに,そのことばは r理解』されたのだ｣,とい

うことになる (丹治,1996,p8)｡こうした考え

に従えば,私が白い花を知覚するとは,｢実体｣
と考えられる ｢白い花｣を,その記号である (こ

とば),すなわち ｢白い｣という くことば),

｢花｣という (ことば)に結びつける (あるいは

対応させる)ことである,ということになろう｡

すなわち (ことば)とは,(もの)の記号に他な

らないと考えられる｡

ところで,初期のウィトゲンシュタインの言語

に対する考え方も,このようなロックと類似した

視点から思考されたものであった｡つまり,彼は

(言語)が く世界)について何かを語り得るのは,

どういう条件の下でかという問題に取り組んだの

であった (永井,1995,p49)0
このことを考えるために,ウィトゲンシュタイ

ンはまず,一見独断的で,しかも何の前提もなし

に ｢成立 している事柄の全体である｣く世界)と

いうものを想定する｡ 彼によれば く世界)とは

｢事実の寄せ集めであって｣,そういった ｢もろも

ろの事実によって規定されている｣ ものである

(wittgenstein,1989訳)｡そして (世界)は分析可

能なものゆえ,有限であり,従って分析の結果,

構成要素に分割できるとした｡この構成要素のこ

とを,ウィトゲンシュタインは(事態 (sachve血alt))

と呼び,(事態)は くもの (Ding))ないしは く対

象 (Gegenstand))へと更に分割 しうるという｡

ところで,く世界)と同様に (言語)ち,分析

可能なものであり,有限で,かつ構成要素へと分

割し得る｡く言語)はまず く要素命題 (Elementarsatz))

へ,更にそれ も (名 (Name))または (変項

(V∬iable))へと分析することができるという｡

(世界)

(図1)｢言語｣と ｢世界｣の ｢写像｣関係

(橋爪,1991,p12より抜粋)
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そして,く世界)と く言語)は写像関係にあ り,

同型対応 しているために,(事態)と対応 しない

命題 (ことば)を思考することは無意味なことで

あると考えたわけである (橋爪,1991,ppll-14,

図 1参照)｡

以上の事柄の帰結として,ウィトゲンシュタイ

ンは く言語)と (世界)を結び付けるという思考

によって,結び付けられない命題を退けることに

なった｡このことは,それまで形而上的な問題と

考えられてきたこと,例えば,人生とは何か,正

義とは何か--･といった従来の哲学的な諸問題そ

のものを,哲学の問題の領域から排除することと

なったのである'8｡ この点に関 して,ウィトゲン

シュタインは次のように述べている｡

本来哲学の正 しい方法は,語 られうること,

従って自然科学の命題,従って哲学とは何の関係

もないこと,これ以外の何 も語 らない,というも

のである｡そして他の人が形而上学的なことを語

ろうとする時はいつも,彼が自分の命題の或る記

号に何の意味 も与えていないのを,彼に指摘 して

やる,というものである｡ この方法は彼には不満

足であろう｡ 彼は我々が哲学を教えているという

感情を抱かないであろう｡ しか しこの方法が唯一

厳密に正しい方法なのである｡(Wittgenstein,1995

訳,p119)

このような前期 ｢写像理論｣との関連で,述べ

ておかなければならない現象学的テクス ト分析に

かかわる事柄が残されている｡ その間題とは独我

論の問題である｡ 独我論とは,自分の心だけが唯

一存在 しているとする見方である｡ この論の概略

は以下のようにまとめることができよう (以下,

図2を参照)0

則ち ｢経験の主体である｣(私)が,｢存在する

唯一のものであって,〔それ以外の〕いかなる物

的な世界｣(例えば人間の身体や ｢空間｣等)は

｢一切存在 していない｣というのだ｡この ｢独我

論｣の立場 に立てば,そもそ も ｢主観｣ と ｢客

観｣の対立ということがあり得ないことになる｡

なぜならば様々な諸事物もしくは諸問題の存在自

体が ｢主観的観点に依存してお り,主観的観点を

離れては論 じようがないか らである｣ (Nagel,

1987･1990訳)0
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このような一般的な独我論においては,｢主体

としての自我が,素材としての世界に対 して形式

(形相)を,つまり意味を付与することによって,

内的関係がはじめて設定される｣ことになる (永

井,1995,p81)｡ 無論,これによれば,主観 (ま

たは主体)を離れて,客観的なことがらは存在 し

得ないということになろう｡

しかしながら,一般的な独我論 と前期ウィトゲ

ンシュタインの独我論とは,異なっていると考え

られる｡ 永井によれば,前期ウィトゲンシュタイ

ンの独我論は,次のようなものであるという｡ す

なわち,｢『私』とは,世界に意味を付与する主体

ではなく,世界をこの世界 として存在させている

世界の実質そのもの｣であ り,従って,｢他者と

は,自分とは別の意味付与を行なう別の主体のこ

とではなく,この世界とは別の限界を持った別の

世界のことでなければならない｣(永井,1995,pp

80-84)｡

すなわち前期ウィトゲンシュタインの独我論に

おいては,(私 )が く世界)を認識 している限 り

において,く世界)を ｢主観的｣に把握すること

が可能となる｡ 同時に (私)とは異なる別の主体

も同様に (世界)を把捉できる,ということにな

るであろう｡

一般的な独我論及び前期ウィトゲンシュタイン

の独我論がそのようなものであるならば,現象学

でいうところの ｢共同主観｣の可能性を完全に排

除しうることは不可能となるであろう｡ 従って,

現象学的な認識に基づ く地理的事象の考察に対 し

ても,分析の地平は開かれている｡ その限 りにお

いて,現象学的地理学研究というものも意味ある

ものとなる｡

なぜなら,現象学を生み出す動機は,｢近代｣

における ｢主観｣-｢客観｣図式 ((実在論))に

対する根本的な疑念であったからである｡ そして

現象学は独裁論に ｢共同主観｣というような装置

を想定することによってアレンジを加え,｢近

代｣における ｢主観｣-｢客観｣図式を再考 した

のであった★9｡

以上で前期ウィトゲンシュタインの ｢写像理

論｣に関する主要なことがらは検討したように思

う｡前期の理論に基づけば,｢主体｣が存在する

ことによって,かろうじて ｢社会科学｣という神

話は成 り立ちうることになる｡ だがしかし,仮に

ー 1 5 -



a,独耗論

_ ニ ー _ 二 ∴ I二~T
b,現象学

⊂訂買oo〇〇〇

二 一千二二‥:::･ニ
○○

⊂訂 買〇〇〇

共同主観

C,ウィトゲンシュタイン
の独裁論 <｢私｣ 1>

< ｢私｣ 3>

｢私｣の世界

-｢私｣の ｢言語｣の限界

-｢形式｣としての
｢世界｣

(図2)独我論,現象学,ウィトゲンシュタインの独我論

(a,bは,竹田,1992,p177の変形)
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く世界)を認識するものとしての ｢主体｣の存在

が消滅するとするならば,従来の ｢学問｣的営為

は,その安定性を失い瓦解するしかないであろう｡

次節では,問題の (言語ゲーム)論を概観するこ

とにしたい｡

4, ウィトゲンシュタインの

(言語ゲーム)論

前節では前期ウィトゲンシュタインの ｢写像理

論｣を概観 したが,ここで一つだけ留意しておく

べ きことがある｡｢写像理論｣におけるウィトゲ

ンシュタインの主張とは,｢世界は事実このよう

にできている,と｣いったような ｢独断的｣なも

のではないということである｡ 彼の本意はおそら

く,｢おおよそわれわれの言語が確定 した意味を

持ち,世界についてなにごとかを語 りうるために

は,世界はこのようにできているのでなければな

らない｣ というものであった (永井,1995,p

56)｡
ところが,こうした考えに他ならぬ彼自身が疑

問を抱き始める｡ ウィトゲンシュタインを襲った

疑問とは,まず,(言語)を分析 しうると考えて

いた く要素命題)というものが,存在 しないので

はないかということだった｡

彼は,くもの)や (対象)から成 り,かつ (世

罪)を構成している (事態)が各々独立している

と捉えていたが,それと写像関係にある (要素命

題)というものも互いに独立していると考えてい

た｡ だとするならば,ある く事態)の成立が,別

の (事態)の成立に依存するような場合には,前

者は (要素的)であるといえないと考えられる｡

ところが,実際はある (事態)が成立したという

ことが,そのまま別の (事態)の不成立に繋がる

(あるいは推論 しうる)ことは十分可能である｡

先に用いた ｢私は白い花を見た｡｣の例を再び

使用して,ウィトゲンシュタインの疑問を再構成

してみると,次のように説明できるであろう｡

つまりそれは,｢私は白い花を見た｡｣という要

素命題が,｢私は赤い花を見なかった｡｣という,

別の (事態)の不成立を推測させる,ということ

である｡｢花は白い｡｣といった場合,その花は赤

でない,緑でない,青でない,黒でない,--と

いうことを示している｡ つまり,色の秩序全体が

お茶の水地理 第37号 1996年

既に決定されてお り,その中の一つの (事態)

(-白い)が成立 し得た場合には,その他の事態

は決して成立し得ないということに他ならないの

だ｡つまりそのことは,経験に先立つ,色のアプ

リオリな秩序が認められているからである｡ だと

するならば,｢私は白い花 を見た｡｣という (辛

態)は,果たしてその他の (事態)から独立して

いるものといえるのであろうか｡ウィトゲンシュ

タインはこのように考えたのであった｡

こうしてウィ トゲンシュタインは,｢写像理

論｣の根本をなしている (要素命題)の存在,ひ

いてはどんな命題 も (要素命題)に分解しうると

した ｢写像理論｣自体をも再考 していくことにな

る｡ なぜなら,(要素命題)へと分解できなくな

るとすれば,命題 (-ことば)は一般的に写像関

係によって (世界)と結ばれているといった前提

を失い,｢写像理論｣の基盤はその根底から揺 ら

ぐことになるからである｡ 換言すれば,言語 (あ

るいは,ことば)がまず,ある ｢対象｣を指し示

しているということ,また,｢言語｣はそれが指

し示す ｢対象｣と一致することによって意味を持

つということが,いえなくなることを意味してい

るのである｡

従って,前節で述べた ｢直示的教示 (実物の花

を指し示して r花』とはこれだ,と説明するやり

方)｣についても再度考察していくこととなった｡

彼は,実物の花を示 して ｢これが 『花』だ｡｣と

いう場合,その実行に先立って,いま何を定義 し

ようとしているかについて,それに先立って各人

の間で了解が成立 していなければならないのでは

ないかと考えたのである｡ つまり,ものの名を問

うことができるためには,人は既に先行する他の

定義やルールのような,何らかの枠組みを知って

いるのでなければならないというのだ｡そして,

ウィトゲンシュタインは,それらが (言語)とい

う制度 (-メカニズム)の一部を形成しているの

ではないかと想定したのであった｡

また彼は,独我論の問題にも疑念を持ち始める｡

なぜなら,(言語)と く世界)の写像関係がほこ

ろびて しまうならば,(世界 )を認識 している

く私)という哲学的な主体 (-主観)の観念にも

疑いを持たざるを得ないからである｡ こうした

｢写像理論｣に対する一連の疑問が,彼を,(言語

ゲーム)論へと向かわしめたのであった｡
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以上のような疑問の中から提出された (言語

ゲーム)論とは,一体どのようなものであろうか｡

ウィトゲンシュタインの言説を頼 りに以下に詳述

してみたい｡

(言語ゲーム)ということばからもわかるよう

に,ウィトゲンシュタインは,く言語)をゲーム

になぞらえ,チェスというゲームを例に挙げて考

えていた｡

チェスの駒は,チェスというゲームの中では,

なにがしかの意味を持っている｡ が,それは,

チェスの駒が (もの)と結び付けられているから

意味を持つのではなく,チェスというゲームを規

定 している規則の体系 (｢ルール｣ と解釈でき

る)によって意味を持たされているのである｡そ

して,そのような規則に従って,互いに駒を動か

すというゲームの中でのみ,一つ一つの駒は意味

を持つ｡これは日本の将棋についても当てはまる

であろう｡ 加えて,チェスや将棋の名人であるな

らば,駒やゲーム盤を用いずとも頭の中で勝負を

することができよう｡ その際,(もの)としての

駒やゲーム盤は必ずしも必要ではないのである｡

同様のことが く言語)にも当てはまると,ウィ

トゲンシュタインは考える｡ つまり,私たちのこ

とばは,それがある (もの)と結び付けられてい

るから意味を持つのではなく,(言語)を規定 し

ている規則の体系によって意味を持たされている

とみなしうる｡ そして,そのような規則に従って

(言語)を交わし合 うことで,一つ一つのことば

は意味を持つのである｡ ウィトゲンシュタインは,

私たちのこのような言語活動を く言語ゲーム)と

呼ぶ (丹治,1996,pp14-16)0

ウィトゲンシュタインはまた,次のような例を

示 して,(言語ゲーム)と規則について考察 して

いる｡ 子供に ｢赤いリンゴ五個｣と書かれた紙片

を持たせて,果物屋へ買い物に行かせる｡ 果物屋

は ｢リンゴ五個｣を代金と引き替えにその子に渡

す｡子供も果物屋 も,一言もことばを発しないか

もしれない｡だが,すべてはなんの問題もなく進

行していく｡ それは一体なぜか｡永井によれば,

このウィトゲンシュタインの問いには次のような

解答が用意されているという｡

私たちの生活のあらゆる局面には,そうするの

があまりに当然で,別の可能性自体を想定し得な

いような局面が存在する｡ 果物屋に,｢なぜその

ようなことをするのか｣と質問しても,果物屋は

質問の意図を十分に理解できないであろう｡ 彼は

｢リンゴ｣や ｢赤い｣や ｢五｣等,それぞれの記

号に対応させて,そのように行っているわけでは

ない｡そうではなく,｢果物屋はそのように訓練

され,そのような慣習を生きている｣,というこ

とに他ならないのである｡ なぜなら,商人が,彼

にある記号に対応させてそれを行っていたとして

ち,そうするためには,その語の意味ではなく,

使用について学んでいなければならないからであ

る｡ そこで問題となるのは,語の意味または対象

ではなく,その使われ方だけなのだ｡

しかし,そうであるにもかかわらず,彼自身が

｢私はそのように訓練された｣とか ｢私はそのよ

うな慣習を生きている｣というような答えを語れ

はしない｡なぜなら,彼はまさにそのような慣習

を生きていることを示すことによってしか,自分

が生きている当のものを語ることはできないから

である (永井,1995,pp147-149)0

このように,く言語ゲーム)とは決 して語られ

ることのない,対象化されないような ｢生活形

式｣の中にのみ,基盤を持つ｡

果物屋が ｢赤いリンゴ五個｣ということばの意

味を理解したということは,彼が子供に五個の赤

いリンゴを売ったということの内にのみ,示され

る｡ ウィトゲンシュタインが,｢言葉の意味とは,

言語の中におけるその用法である｣と述べている

(図3)道しるべ

(丹治,1996,p45より抜粋)
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ことはこの意味である (Wittgenstein,1989訳,p

256)0

もう一例挙げて考えてみたい｡例えば,図3の

ような ｢道しるべ｣があったとする｡ 我々は,こ

のような道しるべを見た場合には,通常右の方に

進むであろう｡ では何故,右に進むのであろうか｡

そう問われたら,｢これは右へ進むということだ

ろう｣と答える以外にない｡つまり,我々は ｢規

則の表現 (道しるべ,秦,等々)に対 して,一定

の反応をするように訓練され｣ているのである｡

これは色の ｢直示的教示｣の場合でも同様である｡

人はある程度訓練を受けることによって,他の新

しい場合でもそれに反応できるようになる｡

けれども,このしるLを見て,左に行ったり直

進したりする習慣をもつ人を想像することも可能

である｡ では,この道しるべが本当に右に行けと

いうしるしであるということを確定するのは,一

体何であるのか｡それこそが ｢言語的共同体｣に

おける ｢我々の一致｣という事実であり,それ以

外にある種の ｢規則｣-｢言語｣というものを支

える根本はないのである (以上,丹治,1996,pp45

-46･Kripke,1994訳,pp2141215)｡

つまり,く言語ゲーム)の主体 (ことばを使う

本人)は,そのことばの用法や慣習を完全に理解

しているためではなく,根拠のないまま盲目的に

ことばを使うのである｡ 果物屋が,自分の使用す

ることばについて,一体どういう規則に則って言

語を使用しているのかといった視点に立たないこ

とこそが,ことばの用法や慣用 ((言語ゲーム))

をはじめて成立させるのである｡

このような (言語ゲーム)論の視点は,一体

我々の学問にとっていかなる意味を提示している

のであろうか｡

(言語ゲーム)は,｢都市｣や ｢土壌｣や ｢酸

性雨｣ といった ｢外的事象｣はおろか,｢喜怒哀

楽｣などの内的な事象,さらには ｢神｣や ｢真善

美｣という超越的存在,ないしは従来の形而上学

的問題,そして く私)という主体さえも生み出す

のである｡これは言い換えれば,｢森羅万象｣(永

井,1995,p147),すなわち私たちの知る (主

体)も,客体 (- (世界))もすべて (言語ゲー

ム)の所産に過ぎず,(言語ゲーム)は一切を包

み込んでしまっているということに他ならない*10｡

ウィトゲンシュタイン自身,｢わたくLはまた,
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言語とそれが織 り込まれた諸活動の全体をも 『言

語ゲーム』と呼ぶ｣と述べている (Wittgenstein,

1989訳,p226)｡
もしそうであるならば,これは,(実在論)は

おろか,独我論,ひいては現象学的な視点を含む

(唯名論)までをも (言語ゲーム)の一つとして

無意味なものに帰 してしまうのではないだろうか｡

なぜなら,これらが確固たる前提として措定して

いた主体 (-主観)は,言語の営み (- (言語

ゲーム))を通 じて立ち現れてくるものであり,

(主体)は (言語ゲーム)の中に,その居場所を

見つけるということに他ならないからである"1｡

5, おわりに

さて,以上の考察によって,従来の ｢実証的｣
な研究と称される学問すべてが,く言語ゲーム)

論によって拒絶されることになった｡社会科学と

して地理学を研究する我々が直面しなければなら

ないのは,まさしく (言語ゲーム)の問題であろ

う｡ なぜなら,地理学が研究対象としてきた ｢地

理｣ないし ｢空間｣はおろか,研究を行う ｢私｣

という主体まで含めて,全ては言語的事象であり,

言語から独立した存在を想定することができない

からである｡ つまり,我々は,言語の分析なくし

て,(実在)の実証的分析を安易に実践すること

ができないという状況に直面しているのだ｡

けれども (言語ゲーム)は決して語 り尽くすこ

とはできない｡つまり,私たちは決 して,(言語

ゲーム)の外へ抜け出ることはできないのである｡

なぜなら,私たちは く言語ゲーム)を対象として

記述 しようとする利邪から,新たな (言語ゲー

ム)を遂行せざるを得ず,従って (言語ゲーム)

を思考 しようとする過程そのものも,新たな く言

語ゲーム)に他ならないからである｡

残された方法は一体何であろうか｡筆者にでき

るのは,(言語ゲーム)給体の中の部分的な ｢言

語ゲーム｣ を,(言語ゲーム)に依存 しながら

｢説明｣するという,パラドキシカルなや り方だ

けであろう斗12｡ これはすなわち (言説)研究を示

唆するものである*13｡

例えば,分析哲学でいうところの ｢言語の使用

可能性についての徹底 した分析｣(大洋,1994,pp

361-365)が考えられる｡ それは ｢例えば,存在
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同時代の ｢事象｣

-_享.
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(図4)現象学的観察

とは何か,と直接に問えば伝統的な哲学になるが,

どのような場合に r存在 しているJと語ることが

許されるのか,と問えば,分析哲学的｣(大津,1994,p

361)となるように,同様の試みを地理学の分野

で成 しうることではあるまいか*14｡ つまり,｢地

理｣ないしは ｢空間｣に関する ｢言語｣の使用法

を記述することによって,｢地理｣の言説空間や

日常の ｢生活世界｣を記述するという方法をとり

あえず提案できるのではないだろうか｡

筆者は,このような地理学における試みを,

｢(言語)派社会学｣の構築を目指す橋爪に倣って,

｢(言語)派地理学｣とひとまず名付けておくこと

にしたい｡ただし,(言語ゲーム)の記述におい

て注意 しなければならないのは,決 して (言説)

と く世界 (あるいは事態 ･事実))とがパラレル

な関係にあると捉えてはならぬことである*15｡ こ

の誤謬を犯せば,様々な研究は窮地に陥ることに

なろう｡

以上で,本稿が対象とした問題領域については

おおよそ概観 したことになる｡ 残されている問題

は,地理学に先行 した領域において既に成されて

いる研究業績の検討と,それの地理学への適用で

あるI16｡漸次それを行っていきたい*17｡

(脚吉圭)

1)ここでいう地理学は主に ｢人文地理学｣を意図

している｡ 以下,本稿で検討する (言語ゲーム)

論を視野に入れた場合,そもそも自然地理学,人

文地理学という分類のみならず,社会科学,ひい

てはそれが模範 とした自然科学 (Husserl,E.,1995

訳,plO8)の ｢実証性｣もが無に帰することにな

るであろう｡ 従って出発点における ｢人文地理

学｣の再検討が,最終的には ｢地理学｣そのもの
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の再検討に到るという意味で,この題名を選択 し

たことを記しておきたい｡

また,本稿で検討する く言語ゲーム)論を中心

とした議論に対 して,それが哲学であって地理学

でないとか,社会学であって地理学でないといっ

た批判が当然予想されるが,地理学が社会科学で

ないというのならともかく,地理学を実証科学の

ディシプリンと見なす以上,(言語ゲーム)論の

議論を無視するわけにはいかなくなるであろうこ

とが,本稿で明確になることと思う｡

2)例えば,porteous,1985, Ẁh yisGeographyso

DullandBoring?'を参照｡

3)竹内,山野らによって,日本に現象学的地理学

が導入されたのは1979年であり,それを適用 した

本格的な研究が1990年前後を境にして提出されて

きた (斎藤,1995に よる)｡例 えば,内 田

(1990),福田 (1991),阿部(1995)の研究等があ

る｡

しかしながら,これらの研究には本質的な問題

があるように筆者には思われる｡ まず第-に,

｢生活世界｣を記述するという,純粋に現象学的

な手続きに則った研究に対する立ち後れもあって,

現象学的研究を,常に (実在論)的な研究と,い

わば折衷 した形で行 うとい う問題が存在する

(く実在論)については本文で後述する)｡例えば,

テクス トを検討する際に,はじめから分析枠組み

を設定し,そこに当てはまる事項をその範噂に分

類するという研究方法を採ってしまっているので

ある｡

詳述しよう｡ レルフ (Relph,E.)は rr見る』

と 『経験する』という場所に対する二つのかかわ

り方からoutsideness/insidenessの概念を提出し｣
たり,｢場所に深 くしっかりと根ざしているか否

かという点から rootedness/rootedlessness,場所

の感 覚 が あ るか否 か とい う点 か ら place/

placelessnessの諸概念｣ を提出した りしている

(福田,1991,p270)｡が,その諸概念をそのまま

適用して,新たなテクス トを考察するということ

を行ってはならない｡つまり,あるテクス トなり

｢現実｣なりを現象学的に観察 した結果として得

られた概念は,その観察者自身の現象学的な観察

の結果であって,決して他人がその概念を使って

現象学的に観察し得るものではないのである｡ も

し,そのような観察を行ったとすれば,それは現

お茶の水地理 第37号 1996年

象学的 な観察ではな くして,あ る操作概 念

(outsideness/insideness,rootedness/rootedlessness,

place/placelessnessなど)を前提とした実証的な

研究になってしまうのだ｡

従って斎藤の言葉を借 りれば,｢1960年代の計

量革命がもたらした定量的データを多用し仮説の

検証を目指す実証主義偏向の地理学に対するアン

チテーゼとして｣(斎藤,1995,p9)登場 したは

ずの現象学的地理学が,まさに ｢実証主義的偏

向｣に陥ってしまうことになるといえよう｡

仮に,福田が行ったように,林芙美子のテクス

トを現象学的に観察した結果として,レルフの結

果と同様な結論に到ることがあったとしても,そ

れはあくまでも結果としての一致であって,レル

フの概念を適用したものであってほならないので

ある｡ 現象学的研究のメルクマールはあくまでも,

｢現象学的還元｣にこそなければならない｡

同様なことは他の研究にも当てはまる｡ 筆者が

思うに,現象学的研究と称 しながら,その実すべ

て実証的研究に終始 してしまっているのであった｡

現象学を目指した研究者達がこのように実証的な

研究という陥葬にはまってしまう｡ これこそが,

我々を規定する ｢近代｣の ｢実証主義的精神｣の

執鋤きを呈示しているといえよう｡

実は,このような日本の現象学的地理学研究の

誤謬は,現象学的地理学の生みの親であるトウア

ン (Tuan,Y.)に端を発 しているのではないか

と筆者は考えている｡ この点についての詳細は別

稿で検討する予定であるが,一言だけ述べておく

と,純粋な現象学的研究というものは,カスタネ

ダ (Castaneda,C.)や中沢新一の研究の形態を

とるしかないのではないかと思われる(Castaneda,

1972･中沢,1984)0

第二に,現象学的地理学がテクス ト観察をする

際に,テクスト外の ｢事象｣まで分析 してしまっ

ている点である｡ 現象学の考え方からすれば,チ

クス トを現象学的に読むということは,必然的に

テクス トに書かれた内容を,一切の分析概念を前

提とせず,読み手の観察したままに記述するとい

うことになろう｡

一般的にテクス トが反映していると考えられて

いるような,その時代の ｢状況｣などというもの

は,現象学的研究と銘打つ以上,扱い得ないもの

と考えられる (図4参照)｡現象学の研究者の学
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習院大学酒井潔教授に筆者が直接伺ったところ,

教授はテクス トの中に表れた ｢時代性｣の検討に

関しては,歴史学の範噂に入るものであろうと指

摘された｡

つまり,現象学的にあるテクス トを読むという

研究を行うことによって,それを直接に歴史的な

過程の中に投影 し,ある時代の ｢実体｣や ｢現

実｣を再構成しようとしてはならないのである｡

テクス トの読解は,あくまでテクス トに即 して行

われなければならない｡しかもそこから立ち表れ

たものは,あくまでも観察者にとってのテクス ト

の (現実)であって,時代の歴史性を帯びた ｢現

実｣では決してないのだ｡

4)橋爪大三郎は,マルクスの業績を,ある種 (実

在論)と く唯名論)の図式を超えたものとして捉

えているようである (橋爪,1978,p4)｡マルク

スの議論を ｢事物的世界観に裏打ちされた｣もの

とみなす橋爪の意見には興味深い点もないわけで

はない｡しかし,経済的な ｢下部構造｣が ｢上部

構造｣を決定するというマルクスの見解は,通常

の見方からすれば,(実在論)的であると捉えう

る｡ よって,筆者は,マルクスを (実在論)的な

立場と捉える田中義久 (『社会学事典J,1994,p
808)の意見を採用した｡

5)ウィトゲンシュタインに言及している数少ない

地理学研究者として,Cu汀yや山野などが挙げら

れよう (cu汀y,1991,山野,1992)｡しかしなが

ら,両者の見解とも,全くといっていい程,ウィ

トゲンシュタインの (言語ゲーム)論を誤解 して

いる｡ 山野の場合は,研究発表のまとめというこ

ともあろうが,Cu汀yの研究は誤解を通 り越して

曲解とも呼び得るものである｡何故このような誤

解が生 じたのかについては,アメリカにおける

｢脱構築｣をめぐる議論の状況を加味 した上で,

検討しなければならない｡

ただ,ここで Curryの議論にみられる,地理学

に関連した重要な錯誤を一点だけ述べておくと,

cu汀yが (言語ゲーム)論を,｢実在｣する共同体

に基礎をおいた ｢言語相対主義の一種｣と捉え,

人類学におけるウオーフ (Wh orf,B,L.)の業

績に匹敵させていることである｡ おそらく cu汀y

は,クリプキ (Kdpke,S.,)がウィトゲンシュ

タインの ｢私的言語｣論を解釈 した際に用いた

｢言語的共同体 (Speechcommunituies)｣(Kripke,

1994訳,pp214-215)という考え方を,クリプキ

を直接参照せず,リオタールから孫引きすること

によって誤解したのだと思われる｡ 異なる言語を

話す民族がそれぞれ異なる認識を持つといったよ

うな,ウオーフの ｢言語相対主義｣の考え方は,

クリプキのいう ｢言語共同体｣,およびウィトゲ

ンシュタインの (言語ゲーム)論とは無縁のもの

である｡山野の錯誤もこれと大同小異である｡

従って,本稿ではこのような欠点を持つ論文を

先行研究として概観するのは意味がないと判断し,

こうした誤謬を犯さないためにも,ウィトゲン

シュタインの く言語ゲーム)論を直接検討するこ

とにした｡

6)後期ウィトゲンシュタインを中心に研究してい

らっしゃる成城大学教授の黒崎宏先生より,筆者

が直接伺った｡

7)Grayling,1994訳 ･橋爪,1991など｡ しかしな

がら,ウィトゲンシュタインの活動を詳細に検討

すれば,前期から後期への移行の過程に連続性が

あり,かつ中期とも呼べるようなものが存在する

ことがわかる (山本 ･黒崎,1993･永井,1995)0
ただし,本稿の目的はウィトゲンシュタインの哲

学的変遷の詳細な検討にはないため,便宜上前者

に従った｡

8)このように,哲学の領域から形而上学的なもの

を排除し,哲学で扱うべき事柄を検証可能な命題

に限定するといったウィトゲンシュタインの態度

は,論理実証主義と機を一にするものであった｡

(大庭,1991)0

9)詳細については竹田の ｢第五章 ･現象学と (心

理)の概念｣を参照のこと (竹田,1992)｡なお,

ウィトゲンシュタインの写像理論が中期にかけて,

フッサールの現象学と極めて親和的であったとい

う指摘がなされている (永井,1995,pp115-
117)0

10)｢場合によっては,表面上は全 くことばが使

われないような言語ゲームさえあり得る｣のであ

る (永井,1995,p147)0
ll)ウィトゲンシュタイン自身,このような議論

を苦渋を持って受け入れていたようである｡ 彼に

ち (言語ゲーム)を背後から支える超越的な存在

に対する誘惑があった｡だが,次のように述べて

いる｡｢しかし,文に思念を与えるのはわれわれ

の思念ではないのか｡(中略)そして,思念する
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ことは心の領域に属する何かである｡ だがまた,

何か私的なものでもある ! それは捉えがたい何

かであり,意識それ自体とだけ同格でありうる｡

どうしてこの考えをあざ笑うことができようか !

それはいわば,われわれの言語が見る夢なので

ある｡｣(『哲学探究』358｡ここでは永井,1995,p130

の訳を引用した｡)

12)(言語ゲーム)には,私たちを包括する総体

としての (言語ゲーム)と,その中に含まれる諸

｢言語ゲーム｣とが共存 しているという見解があ

る｡ 橋爪は,いくつかの言語ゲームが複合するよ

うな状態も生ずるとして,その状態を ｢複言語

ゲーム的な状況｣と呼んでいる (橋爪,1991,pp80

-81･86-87)｡ ただし,そのことが直接に ｢言語

ゲーム｣の階層性を示すものではないという｡

13)ここで注意 してお きたいのは,この場合の

く言説)は,例えばエスノメソドロジーにおいて

使用されている ｢言説 (デイスクール)｣ と異な

る意味合いで用いていることである｡ エスノメソ

ドロジーは,(主体)の存在を前提にしている点

で,従来の社会学の分析枠組みである (唯名論)

的研究に他ならず,筆者は,このような枠組みと

は異なる戦略を意図している｡

14)無論,ギアーツのように,文化を分析する際

に解釈学的な立場に依拠 して研究を押 し進めると

いうことは可能であろう (Geertz,1987-1989訳)｡

が,く言語ゲーム)を受け入れるならば,認識す

る主体を前提としている点でギアーツの解釈学的

研究は,不充分なものとならざるを得ない｡

15)しかしながら,ウィトゲンシュタインのよう

に意味の問題と事実の問題を峻別することに対す

る疑念もある (丹治,1996)｡ が,丹次はそれを

完全に否定 してはいない｡また彼は,｢われわれ

の言語理解の基本的なあり方が (中略)信念体系

･理論体系のネットワークの中に様々な表現が位

置づけられるという形での理解｣であ り,その

｢信念体系 ･理論体系自身は,歴史と共に変化す

るものであり,そのような歴史的な変化というダ

イナミックなプロセスのただ中でも,言語は連続

的に r理解』され続けている｣,とも述べている

(丹治,1996,序)｡このことは,フーコーの考古

学的な研究 (Foucault,1987訳など)に繋が りう

るのではないか｡

16)当座は分析哲学の分野の研究を摂取すること

お茶の水地理 第37号 1996年

に全力を傾け,それに伴い橋爪 ･大洋 ･ブルアな

どの社会学における業績の検討 (橋爪,1986,1993a,

b,C,･大津,1994･Bl00r,1988訳など),加えて

経済学 (知念,1986,1988,1992,1994など)や

政治思想史 (skinner,Q.,1990訳 ･pocock,J.G.

A.,1993訳など)における同様の業績を考察す

る予定である｡

17)ここまで読んできて,読者の中には,本稿が

地理学の論文ではなく,哲学科の学生が書いたよ

うな論文だと思われた方があるかもしれない｡ し

かし,充分な方法論の検討なくして,一体何が可

能となるであろうか｡

註 3でみたような現象学的地理学研究の問題点

は,ある意味では現象学の理解の不徹底から引き

起こされていると考えられる｡ トウアンやレルフ

の業績を概観する以前に,まず,現象学そのもの

の検討を行うべきではなかったか｡そうであると

するならば,筆者がなすべきことは,(言語)派

地理学を具体的に展開する前に,(言語ゲーム)

論自体を考察 ･検討することであろう｡

そもそも,このような基礎的な作業に対 してし

ばしばなされる,｢それが地理学にとって一体何

の役にたつのか｣とか,｢それを地域研究にどう

応用するのか｣などという批判は,一体何を意味

しているのだろうか｡このような問いかけには,

かなり重要な意味が隠されているように筆者には

思われる｡

社会科学は常に自然科学の方法論を後追いする

ことで,その学問の方法を模索 してきたといえる｡

けれども,その社会科学が模範としてきた自然科

学それ自体が動揺するような状況に追い込まれた

のが,今世紀の実状であったことは疑い得ない

(Kuhn,1977訳)｡

そうだとするならば,自然科学自体の優位性が

成立し得ない状況において,一体,社会科学 (当

然地理学 も例外ではあ り得ない)が ｢進歩 ･発

展｣するとはいかなることであろうか｡言い換え

れば,それは自然科学が,厳然としてその存在の

基盤を保持 し,まさに学問の雄として君臨してい

るならばともかく,それが崩壊 してしまうような

時点において,社会科学は何を目指せばよいのか,

という問いである｡

フッサールが直面した問題の視角は,クーンの

それとは違っていたが,く主観)と く客観)とい
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う,それまで自然科学の基盤として素朴に信仰さ

､れてきたものへの疑いであった｡そして,このよ

うな状況から出現したのが,実証科学との決別と

いう意味での現象学であったのである｡ けれども,

地理学がそのような動きをようやく取 り入れたの

は西洋においてさえ,1970年代に入ってからで

あった｡

ここにおいて,少なくとも ｢地理学｣の ｢進歩

･発展｣という点からの有用性 (- ｢役立つ｣こ

と)という問題の設定自体が,全 く無意味となっ

ていることに気づかざるを得ないであろう｡｢役

立つ｣か否かといった見地からすれば,現象学的

地理学ほど無意味なものはない｡観察者の ｢現象

学的還元｣によって記述された ｢生活世界｣が一

体何の役に立つというのか｡マルクス主義に依拠

した極めて ｢実践的｣な学問領域からすれば,そ

れは観念的な遊技にも等しく映るに相違ない｡し

かしながら,実践を旨とするマルクス主義も ｢現

実｣の国家の消滅という事態を受けて,非常に暖

味なものになりつつあるのではないだろうか｡

現状の地理学に残されている可能性がもしある

とするならば,く言語ゲーム)の ｢現実｣の中で

従来通 りの ｢政治的｣実践性に依拠するという方

向 (すなわち,これまで通 りの素朴な実証主義的

地理学の存続)と,｢地理学｣という ｢学問｣に

おける輿味本位,もしくは主に外国に依存すると

いう形での無目的な (変化)だけであろう｡ 従っ

て,｢r地理学Jにとって全 く役に立たない｣とい

う批判そのものの存在価値は消滅しているのであ

る｡ なぜなら,ギリシア以来,く真理)を追究す

るという目的で出発し,分化してきた く学問)と

いう営みそのものが,もしかすると全 く無意味な

ものに帰してしまっているかもしれないからであ

る｡く言語ゲーム)論を知った今,便宜上分けら

れた学問の範噂としてならまだしも,｢地理学｣

研究や ｢地域研究｣そのものを安易に前提とした

上で,｢実証的研究｣と称 して続行することがで

きるであろうか｡我々が熟考すべきなのは,まさ

にこの点であろう｡

更にいえば,｢地域研究｣と称する領域におい

ても,素朴な実証性に対する疑問が捷起されてお

り,そこでは く民俗の知識)そのものを問題にす

る必要性が強調されている (渡連,1990)｡ この

研究は (言語ゲーム)論を視野に入れたものでは

ないが,｢地域研究｣(の実証性)という素朴な信

仰を打ち崩すのには充分すぎるほどの研究といえ

よう｡
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