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0. 問題設定 
言語をコミュニケーション状況の中で機能するものとみなす考え方は，もとより格別目

新しいものでもなく，あたりまえといえばごくあたりまえの，むしろ陳腐ともいうべきも

のである。しかしながら，両者の関わりについてはけっして解明し尽くされているわけで

もなく，それどころか基本的なところでの了解さえ得られていないといっても差し支えな

いほどである。論理的に考えれば，両者の関係の捉えかたには，大きくいって三つの可能

性がある。すなわち，1)言語活動を支える言語の機構は自律的な存在であり，コミュニケー

ションを含む他の活動に依存するものではない，2)コミュニケーションが言語表現の解釈を

規定することによって言語の機構を作り出している，3)言語とコミュニケーションとは相互

作用の関係にある，の三とおりの見方である。さらには，言語なるものを一つの区切られ

たシステムとみなすべきかどうか，というより根本的な問いかけもなされなければならな

いかもしれない。 
ここではまず，環境という作業概念を導入することによって，問題を整理してみたいと

思う。次に，言語表現の意味過程に見られる非決定性の現象をコミュニケーション状況と

の関連において観察する。その結果として，先に提起した問題について，その解明へ向け

ての視点を提示しようと思う。  
 
1. 自律的な言語体系 
 まずソシュールから始める。というのも，現在の言語研究は彼が提起した枠組みに始ま

り，そして大多数の研究は基本的なところでそれを保持しつつ行われているとみなすこと

ができるからである。 
よく知られているように，ソシュールはことばに関わる活動の総体であるランガージュ

(言語活動)をさまざまな領域にまたがる多様で混質的なものとみなし，それ自体では学問的

研究の対象となり得ないと考えた。彼はそこでランガージュの本質的部分としてラング(言
語)というものを設定した。すなわちそれは，言語能力の社会的所産であり，社会団体の採

用した必要な制約の総体であるとされ，かつまた，分明な観念に対する分明な記号の体系

であると考えられた｡(Saussure 1978: 25f.)   
ここでは，言語を性格づけるものとして社会性と体系性という二つの契機が強く主張さ

れている。ソシュールによれば，両者は言語記号の恣意性に関連している。すなわち， 
 
[…]記号の恣意性は，なぜ社会的事実だけが言語体系を創り出せるのかを，いっそうよ

く私たちに理解させる。諸価値を立てるには，集合体が必要である。その唯一の存在理

由は，慣用と一般的同意にある。個人は一人だけではその何一つとして定着させること

ができない。(ibid. 157)1 

                                                  
1 以下 Saussure (1978)からの引用は山内貴美夫訳による。ただし，ページ数は－同訳書の

欄外にも記されているが－原典のそれに従う。 
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この文章からだけでは必ずしも判然としないが，他のいくつかの箇所を参照すると，いく

ぶんこの関係が明らかになる。まず，社会性について： 
 

記号は恣意的であるから，伝承の法則以外の法則はなく，また伝承を基礎としているか

ら，それは恣意的である。(ibid. 108) 
 

言語記号の両側面であるシニフィアン(記号表現)とシニフィエ(記号内容)との結びつきには

自然的なものがなく，かつまた，どちらもがあらかじめ決定済みのものではなく，どちら

の画定も言語記号の存在をまつことのみによって行われるとみなされている。(ibid. 155ff.) 
この恣意性のテーゼに，人がことばによってコミュニケーションを成立させているという

事実を考え合わせてみると，以下のように敷衍することが許されるであろう。 
 仮にシニフィアンとシニフィエ，およびその結びつきが言語以前に決定済み，すなわち

恣意的なものでないならば，言語は社会に支えられていなくとも，異なる個人の中にあっ

て同じ姿をとることができ，それにもとづくコミュニケーションが可能であろう。もしそ

うであるなら，伝承による言語の継承は必ずしも必要とされないであろう。しかしながら，

これは明らかに事実に反する。ソシュールはその言語学的活動の大部分を歴史研究に費や

し，言語変化について数多くの論考を発表しているのはよく知られた事実だが，彼は言語

の性格付けにおいても時間の要因を付け加えるのを忘れてはいない： 
 

時間の中にあるラングを，発言層は抜きにして，取り出すならば―孤立して数世紀のあ

いだ生きる個人を仮定してみよう―，おそらくいかなる変質も，見とどけられないだろ

う。逆に発言層を，時間は抜きにして，考えるならば，ラングに作用する社会的な諸力

の結果は見られないだろう｡(ibid. 112) 
 

言語の変化はまさに言語が共同体によって担われること，すなわち世代によって受け継が

れることによると考えられるのである。 
 言語記号が恣意的であるという前提に立つ限り，そこで社会と言語の可能なありようは

二とおりしかない。言語記号が恣意的であり，社会性をもたないならば，異なる個人が使

うことばは千差万別の姿を示すことになり，コミュニケーションは成立しない。一方，言

語記号が恣意的であっても，社会性をもつならば，そこにはコミュニケーション成立の可

能性が生まれる。 
 次に体系性の契機について考えてみよう。恣意性と体系性との関係はソシュールの言語

論の中核をなしているといえる。 
 ソシュールは言語記号を既成の概念と音声を結びつけている一種の一覧表(名辞表)のよ

うなものとみなす考えを強く否定する： 
 

あらかじめできあがったイデーはなく，また言語の出現以前には，なに一つ判然としな

い。[…]音韻実質はいっそう不動でもなければ，いっそう手堅いわけでもない｡(ibid. 155) 
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言語の中で互いに対応しているシニフィエとシニフィアンが，どちらともに言語の枠外で

あらかじめ決定済みのものではあり得ない。このことは，言語は変化するものであるとい

う歴然たる事実を見れば，そして二つの異なる言語に含まれる対応すると思われる記号を

対照させてみると―シニフィエの面にせよシニフィアンの面にせよ―両者の間の完全な一

致が多くの場合見られないことを考えれば，自明のこととして確認されるであろう。それ

では概念にせよ，音韻にせよいずこから生まれるかといえば： 
 

[…]《思考＝音》が分割を前提とし，またラングは諸単位を，二つの無定形のかさのあ

いだで組織しながら，みがいてゆく[…](ibid. 156) 
 
すなわち，言語が無定形な思考の領域と，同じように無定形な音の領域との間に接触面を

作り出し，双方の領域において，それぞれの言語に固有な分割(分節)を生み出すとされるの

である。言語が異なれば，分節も異なるという事実は，分節が，あくまでも当該言語固有

の作用であることを示している。 
 そして，この恣意的な分節を生み出し，支えているのが，示差の原理である。恣意的な

分節が生み出す記号は，その内容にせよ，その表現にせよ，言語外の既成物に依拠するこ

とができない以上，それは言語の中で規定されなければならない。そして言語の中にある

ものは，個々の記号以外のなにものでもない。とするならば，それぞれの記号は言語内部

での相関関係によって規定されるとしか考え得なくなる： 
 

ラングは[…]全項が連帯的な体系，一項の価値が他の諸項の同時的な存在以外からは生

じない，体系である[…](ibid. 159) 
 
 価値の概念部分が，ラングの他の項との関係，示差によって，もっぱら組織されてい

るとすれば，同じことは素材部分についてもいえる。語の中で重きをなすのは，音その

ものではなく，音韻示差である。これがこの語をほかのすべての語から区別させる。表

意を担うのは示差だからである。 
 こんなことを言えば，きっとびっくりするだろう。だが真実のところ，それ以外の可

能性はどこにあるのだろうか？[…]頭ごなし
、、、、

だとしても，明白なことは，よもやラング

の断片の一つとして，残余との不＝一致ということ以外のものには，究極的にみて，基

礎づけられないだろうということである。恣意的
、、、

と示差的
、、、

は，二つの相関的な質である｡

(ibid. 163) 
 
ソシュールにとって，言語には「正の項がない示差しかない」(ibid. 166)。すなわち言語は，

各項が他のいかなる項とも異なるという事実のみによって体系を組織し，その中でのみ各

項は規定されるのである。 
 かくしてソシュールによれば，言語における二つの契機，社会性と体系性は，恣意性の

原理によって必然的に言語が帯びなければならない性質ということになるのである。そし

て本稿のそもそもの問題設定である，言語とコミュニケーション過程に関していえば，ソ
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シュールにしたがうと，この二つの契機によって，後者は前者にとって外的な存在である

ことになる。すなわち，社会性の契機によって，言語は「個人が受身に銘じる生産物」(ibid. 
30)であり，個人であれ，言語共同体であれ，それを意のままに改変することは不可能であ

るとされる｡(ibid. 31, 104) 一方，言語の体系は先に見たように，一項の価値が他の諸項の

同時的な存在以外からは生じない体系とされているのであるから，そこに外的な要因が関

わることは原則的にあり得ない。 
 自律的な言語体系，閉じたシステムとしての言語という考え方は，言語をコミュニケー

ション過程にとっての与件，すなわち環境とみなすことになるが，以上の考察から，それ

は恣意性の原理と深く関わっていることが明らかとなった。とするならば，両者の関わり

について考えるとき，議論はこの原理をいかに捉え，評価するかという視点を欠くことは

できない。次には，これを念頭におきながら，言語にとっての環境という立場を検討する

こととする。 
 
2. ラングとパロール ―弁証法的関係？ 
 依然としてソシュールである。というのも，ランガージュ(言語活動)のラングと並ぶもう

一つの側面であるパロールが，言語にとっての環境として捉えられる可能性をもっている

からである。 
 ソシュールは，社会的な言語体系の個人的実現として，パロールという行為を提示した｡

(ibid. 30) 先に引用した箇所(ibid. 112)に見られる「発言層」は言語共同体におけるパロー

ルの担い手である。パロールはラングを支え，かつ言語変化を生じさせる。また，言語習

得もパロールという行為なしには行われ得ない。一方パロールはつねにラングによって規

定されることによってのみ機能し得る。すなわち両者の間には相互依存の関係がある｡(ibid. 
37) そこから，ラングとパロールとの関係は弁証法的なものであるとしばしば主張される。

(例えば，ibid., de Mauro による注 65 を参照) しかし，この関係は一般に理解される弁証

法，すなわちテーゼ・アンチテーゼ・シンテーゼ(正・反・合)の図式に必ずしも当てはまる

ものではない。言語が変化するとき，まずパロールのレベルで変化が起きる。そしてその

変化が体系の変更をもたらすとき，ラングが変わる。そして，こんどはその変化したラン

グがパロールを規定する。すなわち，ラングとパロールの間には一種の往復運動が考えら

れるにすぎない。そしてこの往復運動は一回で終わる。変化したラングを受けて，それに

もとづいてパロールがさらに新たな変化を因果的に生み出すことは想定されない。「通時

的な出来事は偶然的かつ個別的な特徴をつねにもつ」(ibid. 131)のである。 
 この相互依存と目される関係はまた，対称的なかたちをなしていない： 
 

けっして体系は直接，変更されない。それじたいは不可変である。なにがしかの要素だ

けが，これを全体に結びつけている連帯とは無関係に，変質させられる。あたかも太陽

のまわりを回る惑星の一つが，次元と重さを変えたようなものである。この孤立した事

実は全般におよぶ結果をもたらすだろう｡(ibid. 121) 
 

ラングがパロールに対して規制力をもつのに対して，パロールはラングを規定することは

ない。ラングはつねに自らを自らの内部においてのみ組織するのである。このようなあり
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方をソシュールは太陽系になぞらえている。またこれは部分的に生命体になぞらえること

ができるかもしれない。すなわち，生命体は環境に依存し，そこから必要な物質とエネル

ギーを受け取り，生命を維持している。場合によっては環境からの影響によって傷つけら

れたり，生命を失ったり，あるいは自らの組織を改変したりする。しかし，生命体の活動

は環境から与えられた要因に直接的に従うものではなく，すべては内部の組織原理によっ

て行われるのである｡2 
 この太陽系の比喩と生命体の比喩はしかし，たんなるなぞらえ以上の意味を含んでいる。

太陽系は，単一の力学法則にもっぱら従うシステムであるのに対し，生命体は多種多様な

化学的プロセスが関与するシステムである。構成要素の変更があれば，前者においてはそ

れがいかなるものであろうと，全体に影響をおよぼすことになろうが，後者においては―

例えば体に受けた傷のことを考えてみればよい―部分的な作用にとどまることがある。す

でに見たように，ソシュールにとっての言語はもっぱら差異，すなわち対立の関係のみが

支配する体系である。彼が太陽系の比喩をもちだすのはしごく当然のことといってよい。

しかし，はたしてソシュールの主張するように，それのみが言語の構成原理であるのかと

いえば，それは必ずしも自明のこととではない。 
 いずれにせよ，ソシュールによれば，言語は記号の自律的体系以外のなにものでもない。

1.で見たようにまずは恣意性の原理によって，そして言語を差異性のみにもとづく力学的な

システムと捉えることによって。次には，この観点を参照しながら，コミュニケーション

環境と言語との関わりを具体的に観察し，そこから，このテーゼの検証を試みることとし

よう。 
 
3. 言語表現とその環境 (1) ―ハリスの構造分析 
 言語研究において環境の概念は，主として個々の言語要素がそこに登場する言語的ない

し非言語的な周囲の状況と考えられてきた。この概念を中心に言語の構造分析を根拠づけ

ようとしたのがハリスである｡その路線はほぼソシュールのラングとパロールの見方を踏

襲しているといえる。彼によれば言語における任意の項は，その出現環境の総体によって

定義できる｡(Harris 1960: 15f.) このアイディアはまさにラングがパロールを規定するとい

うソシュールの主張を逆から眺めたものとみなせる。つまり，パロール，すなわち現実に

使用される言語表現が，ラングによって全面的に，そしてラングのみによって―誤用等の

逸脱は度外視するとして―規定されているのなら，ことばの使われ方を分析することによ

って，その唯一の要因である言語に遡ることができるはずなのである。その際，話者の内

省は，メンタリズムを否定するアメリカ構造主義では排除すべきものであり，言語使用の

客観的な指標として採用しうるのは，当該の表現をとりまく環境，すなわち言語的文脈な

のである。 
 注意しておかなければならないのは，たしかに音韻や文法的形態素の体系の分析におい

ては一定の成果を挙げることができたが，こと意味の領域においてこのアプローチはあく

までも一つのプログラムであり，体系分析のあり方を綱領的に示したものにすぎない｡

                                                  
2 生命体の比喩は 19 世紀の言語思想にも見られるものであるが，近年新たな観点からその

再評価も行われている。(cf. Finke 1996: 28) 
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(Harris 1970: 786) 実際の言語分析を行う際には，－特にハリスのプログラムに従っている

わけではないが－例えば服部四郎の作業原則(服部 1968: 61f.)とその適用 3に見られるよう

に，この原理は部分的な語彙のグループ，特に類義語の構造分析 4のためのさまざまな手法

のうちの一つとして使われているにすぎない。 
 さらに，仮にハリスのプログラムが実現されたとしても，それは直ちにソシュール的な

言語体系の構想を支持するものとはなり得ない。ここで思い起こされるのが，いわゆる場

の理論である。これは主にドイツで展開された，意味的に近い関係にある語彙を一つのま

とまりをもった「語場」(Wortfeld = semantic field)と捉え，各語彙項目はその中での配置

によって規定されると考える意味分析である。この方向での研究において当初，場には空

隙がない，すなわち，ある概念の領域は，モザイクのように隙間なくいずれかの語彙項目

によってカバーされていると考えられたが，後にそれは撤回され，現在，モザイクモデル

は不適切なものと考えられている｡(Hoberg 1970: 110ff.) 
 場の理論がモザイクモデルを放棄せざるを得なかったことは，意味の構造が純粋に差異

のみによって構成されるという考えに疑問を呈することになる。なぜなら場の理論はまさ

に，差異による体系に空所ができても，それは隣接の項がその守備範囲を拡大することに

よって埋められる，と考えるソシュールのアイディア(Saussure 1978: 167)5に発している

からである。たしかに形態論などではある種の空隙，例えばゼロ記号が想定されることも

ある 6が，それが可能なのは，―体系の上でも，発話の際にも―ゼロ記号が付加される位置

が明確であり，かつ，その機能も明確であるからである。しかし，この二つの条件は語彙

に関しては当てはまらない。構造分析によって体系の中で，どこに空隙があり，それがど

のような機能をもつべきものかは想定することができるかもしれないが，そのゼロ音価を

もつ仮定上の語彙項目はテクストの中で機能することはできないのである。 
 つまり，ハリスのプログラムが仮に実現されたとしても，そのときに支持されるソシュ

ールの言語観はラングとパロールの関係のみであり，残る恣意性と力学的システムとして

の言語体系に関してはその場合でもオープンなまま残される。しかし，まさにこの 2 点が

抱える問題によって，環境の記述による意味体系の解明が，せいぜい部分構造の，しかも

                                                  
3 服部(1968)の分析のほかに同様の原則による日本語の語彙分析が國廣(1982a)，柴田(1976, 
1979)，國廣(1982b)などにも見られる。 
4 ソシュールが好んで「体系」(system)を使い，その後の構造言語学が「構造」(structure) 
を好んだという事実も，このことと関連しているかもしれない。すなわち，ソシュールに

おいて理論であったものを，実際の言語の分析に適用するとき，その対象を言語のシステ

ム全体におよばせることは困難であるため，―特に意味の分野では―その部分システムの

分析が行われることになる。そこで全体性を必ずしも含意しない「構造」という呼び方が

採用されたと考えられる。 
5 例えば，丸山圭三郎はこのことについて，箱に入った風船の比喩を使って説明している。

(丸山 1981: 96) この比喩はもちろん言語記号が隙間なく概念領域を覆っているにちがい

ないという信念にもとづいているが，この信念は先に見たように誤りであることが判明し

ている。 
6 例えば，英語の名詞の複数形形成を見てみればよい。規則的なそれでは単数形に-s を付け

て複数形を作るが，単数形は-s の付いた複数形との対比によって，特別な音形なしにそれ

として機能し得る。音形なしに機能する形がゼロ記号をもつ形とみなされる。 
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不充分なものにとどまらざるを得ない 7ことになっていると思われるのである。 
 
4. 言語表現とその環境 (2) ―コロケーション分析 
 言語表現がおかれた環境からその意味を解明しようとする試みの一つにコロケーション

分析がある。その提唱者であるファースによれば，ある語の意味の一部はそれがどのよう

な語と共起することができるかに関わっている。(Firth 1957: 195f.) ここで示されている考

え方は，文脈環境と意味の関わりを強調する点で，ハリスの理論に通じるところがあるが，

あらかじめ文脈環境は言語体系の定める意味の反映以外のなにものでもない，と決めてか

かっているのではないところが異なっている。コロケーション分析は理論というよりは，

言語分析の一方法論，さらにいえば，言語に対する経験的アプローチを目指したものとい

える。そこでは，文脈環境の位置付け，それに関わる因子の設定は分析の後に考察される

べきことがらに属する。 
 具体例をへーリンガーの分布分析(Heringer 1999)から見てみよう。例としてドイツ語の

Liebe(愛, 英語の love)をとりあげる。そこでは，「愛」がさまざまな側面をもったものとし

て使われていることが，コロケーション分析から明らかになる。(Heringer 1999: 198ff.) 曰
く「愛は液体である」，「愛は苦しみである」，「(愛によって)二人が一つになる」，「愛は自然

の力である」，「愛は内なるものである」，「愛は陶酔･熱病である」，「愛は暖かさである」。 
 さて，このことをどのように解釈すればよいのだろうか。「愛」は液体であり，なおかつ

苦しみと陶酔・熱をもたらし，自然の力であると同時に内的なものであり，暖かく二人を

一つに結びつけるものと考えられている，すなわち，これらの特性をすべて合わせもって

いるような心理状態なのであろうか。しかしながら，このなかには，「苦しみ」と「陶酔」，

「自然の力(＝外的な抗いがたいもの)」と「内なるもの」のように一見したところ矛盾する

ように思われるものが含まれている。また，「暖かさ」と「熱病」も同時に成立するものと

は考えにくい。むしろこれらの特性をつねに同時に並存しているものとみなすことはしな

いほうがよさそうである。「愛」という捉えどころのないことがらに対して，あるときはこ

の側面から，別のあるときはまたちがった側面から見る，というように，時と場合によっ

てものごとの見方が変わるものと考えるべきであろう｡8 
 ところで，これはまさにものの見方，すなわちことばの外側の問題にとどまるのだろう

か，それともことばの問題に何らかのしかたで関わっているのだろうか。ソシュールのラ

ングとパロールの区別に沿うかたちで，言語の意味に関する議論では広く意味論と語用論

の区別が行われてきた。すなわち，言語システムに関わる事象のみが意味論の守備範囲と

され，ことばの具体的な使用の場面で現れるシステム外の要因が関わるとされる事象は語

用論という名の領域のものとみなされ，言語の問題からは切り離される。この考え方を上

の例に適用するならば，「愛」ということばの周囲に現れるさまざまな特性を表す語たちの

かなりのものは，具体的な使用場面にたまたま付随して現れるものであって，システムに

規定されているシニフィアンの反映ではないとみなされることになろう。ソシュール的な

                                                  
7 Fodor/Lepore(1992)によれば，言語の意味が全体として一つの体系をなしているという意

味の全体論の仮説が論理的にも成立するという論証はいまだ得られていない。 
8 レイコフの「放射状カテゴリー」(radial category)も参照のこと。(Lakoff 1987)  
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言語システムを考えるならば，矛盾する特性の存在は当然のことながら予想され得ないの

だから，そう考えるほかはない。 
 しかしながら，この考え方は力学的システムを前提としたものであって，その正当性は

まさにこのシステム観の正当性にかかっている。そして一方には，「ことばの意味は言語に

おけるその使い方である」(Wittgenstein: 1984: §43)とみなし，あることばが表すものごと

すべてに共通するような特性を認めることができない場合がある(ibid. §66)ことを確認す

るヴィトゲンシュタインのような立場も可能である。すべてに共通する特性が認められな

いということは，とりもなおさず，シニフィエの単位性を疑うことになる。 
この観点から興味深い事実がやはりへーリンガーの分析に見られる。(Heringer 1999: 

233ff.) ドイツ語の Beton(コンクリート)の文脈には硬さや，堅固さ，耐久性に関わる語と

並んで，可塑性(コンクリートを混ぜる，流し込む，など)を表す表現が見られる。この両者

はやはり同時には両立し得ないものであることは，先の例におけるのと同様である。さら

にコンクリートから受ける印象である冷たさを示す表現や，Betonkopf(コンクリート頭)の
ような硬直性を隠喩的に表現するものなども見られる。 
 とりわけ興味深いのは隠喩の例である。人の性格，態度，行為，ことばなどに見られる

硬直性をコンクリートになぞらえることは，もちろんその硬さ，堅牢さに動機付けを求め

ることができる。しかしこれはコンクリートのもつさまざまな特性のうちのごく一部分に

すぎない。9 そしてさらに，この特性を共有するものはコンクリートに限らない。とすると，

このような部分的な特性を利用する表現は，まさにその部分性によって意味の組換えを行

っているものであるし，そしてその特性を占有的に所有していないという事実によって，

他の語から分明に区別されないことになるのである。 
  依然として，それは比喩なのだから，やはり語用論が扱うべき問題である，という反論

が考えられるかもしれない。しかしながらそうした扱いはことばの働きの実際の姿を軽視

することになるとしか思えない。へーリンガーと同じ手法を用いた筆者によるドイツ語の

Vater(父)のコロケーション分析からは，この語によって親子関係のほかに，精神的な指導

者や共同体の長が非常にしばしば表現されていることが見て取れる。(Muroi 1998: 186) 構
造意味論では一般にこの語は親族用語の部分システムに属するとされ，その意味内容は世

代，性，血縁関係の種類(直系･傍系)によって他の親族用語から区別されると考えられてい

て,10 指導者ないし集団の長の位置付けはそのシステムからは導き出されない。それはむし

ろ，家族という共同体の中で父親が果たす，ないしは果たすことが期待されるとみなされ

ている役割に対応している。たしかにこれも転用的用法ではあるが，その動機付けをそこ

に求めることができないという点で，言語の内部で完結する体系という考え方に重大な疑

義を提出するものである。 
  
5. 臨機応変な言語 
 このように考えてくると，具体的なコミュニケーション状況において言語の意味的な働

きはもはやラングによって規定されるものとはいえなくなる。それはむしろ，ことばをと

                                                  
9 隠喩の部分性については Lakoff/Johnson (1980: 10ff.)を参照のこと。 
10 例えば池上(1975: 304, 318ff.)。 
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りまくさまざまな連想関係のうち，特定のものを動機付けとして採用し，それに焦点を当

てることによって意味的な伝達を行うものと理解できる｡11 3で見たハリスのプログラムは

現実のコロケーション分析によって裏切られ，達成不可能であることが判明する。そして，

言語の意味作用はラングとパロールを峻別することによって得られる記号の単位性にもと

づく力学的システムの実現形であるという考え方も，放棄されなければならなくなる。な

ぜなら意味作用がコミュニケーション状況のなかで，あらかじめ限定できない多様な連想

関係のうちからとくていのものが選択されることにもとづくからである。  
 では，恣意性の原理はどうなるのだろうか。少なくとも，形態と意味内容の結びつきに

はアプリオリなものがない，という意味では維持されることは疑いがない。それどころか，

意味内容の非決定性によって，その度合いはかえって単位的なシニフィアンとシニフィエ

の結びつきに想定されるよりも高いものと考えられる。しかしソシュールの主張する恣意

性は 1 で見たように，記号の二つの側面の結びつきに関わるだけでなく，それぞれの側面

における単位の形成にも与る原理である。ソシュールは言語を力学的システムとすること

によって，単位の規定を保証しようとした。このシステム概念を使わないとすると，まさ

に彼の指摘のように，言語の外部に意味のありかを求めなくてはならなくなるのだろうか。 
 必ずしもそのようなことはない。先に述べたような考えの下でも，意味はあくまでも言

語活動の中でことばとの関わりにおいて規定される。決して言語以前の「純粋心理学」

(Saussure 1978: 157)によって決定されているものがことばという装いをまとっていると

考える必要はない。言語コミュニケーションの現場で起きている意味作用は概略次のよう

なモデルで考えられる。ある言語におけるいかなる語もそれが関わることのできるものご

とのさまざまな様相についての話し手・聞き手の知識を引き連れている。これをここでは

連想関係と呼ぶ。語が発せられるとき，その場の状況およびそれまで発せられてきたこと

ば(文脈)に も適合するものが可能な連想関係から探し出され，選ばれる。適合性の判断は，

どれによっていちばんもっともらしい，得心の得られる解釈がなされるか，に依存する。

このモデルにおいてことばの連鎖は，いわば水面上に出た氷山の頂が連なっているような

ものである。意味作用は水面下の氷塊の接触にたとえてもよい。ある二つの氷の塊をとっ

てみれば，その接触はどこで起きてもかまわないはずであるが，実際にはそれぞれの特定

の点で触れ合っている。氷山の場合，接触点は潮の流れや風などによってたまたま決まる

ものであろうが，ことばの場合はそれと異なりどこが関連するかの決定に適合性の判断が

働くことはいうまでもない。コミュニケーション参加者は，ことばという氷山の頂の連な

りを見て，水面下に隠れている意味作用を操り，ことばを解釈するのである。表面に現れ

ることばがなければ，意味作用の作業はその手がかりを失い，不可能となるだろう。 
 このモデルの下で，恣意性の原理に関わって 後に残るのが連想関係である。これはも

ちろん言語化され，コロケーションとして表現されることができる。また，それまでにな

かった連想関係が，新奇で独創的な表現のおかげで生み出されることもあるだろう。しか

し，その基になっている，ものごとのさまざまな特性もはたして言語コミュニケーション

の産物なのかといえば，そうであるとは言い切れない。それらはコミュニケーション活動

の積み重ねの中で，強化され，それゆえに言語産出・言語理解は多くの部分が自動化され

                                                  
11 同様の発想は深谷･田中(1996)にも見られる。 
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ているといえるのだろうが，すでに見てきたように，コミュニケーション的な意味は非決

定的なものであるため，それらを一義的に規定する能力をもたない。言語習得のプロセス

でも，子供は語に結びつけるものを自ら作り出している。例えば，「ワンワン」という語を

覚えたての子供は，大人が「イヌ」と呼んでいる動物以外の他の多くの動物にもそれを適

用するという事実が観察されている。(Clark/Clark 1977: 486) すなわち，子供は自らの中

で何らかの特性とことばを結び付けていると考えられるのである。その特性を子供はどこ

から持ち出してきたのか。少なくとも，形，色，ある種の感情などの基本的な特性の認知

は言語以外のどこかにその源泉があると考えるべきであろう。それがいわゆる生得概念で

あるか否かについては問わないこととしても，ロッシュのいう知覚された世界構造

(perceived world structure; Rosch 1978: 29f.)は， 小限の言語外にある意味的基本単位

(semantic prime)に支えられなければならないだろう｡12 すなわち，少なくともそれらは言

語にとっての与件を構成していることになるのである。恣意性の概念はこの限りにおいて，

ソシュールが主張するような絶対的なものではなく，一定の留保を必要とする｡13 
 
6. 結論と展望 
 以上論じてきたことから，冒頭で提起した問題に対する解答への筋道はかなりの程度明

らかになってきたといえよう。言語を自律的システムとみなす 1)の考え方は放棄されねば

ならない。また，2)と 3)の考え方も，言語の機構とコミュニケーション過程を別個の存在

として仮定しているために，そのままのかたちで受け入れることはできない。意味作用を

問題にする限り，言語とコミュニケーションを分離することは不可能なのである。 
 それでは，言語はコミュニケーション過程の中に解消してしまうと考えてよいのか。こ

の考えもしかし極端であるように思われる。もちろん極めて素朴で，これまで見てきたよ

うに問題をはらむ考え方ではあるが，それぞれの語には何か核心的な意味内容が結びつい

ているに違いない，という日常的感覚を言語を用いる人間が否定することは難しいだろう。

これがソシュール的な体系概念がこれほどまでに普及した背景にあるのだろう。そして，

そのような感覚がまったくの根拠のない思い込みであるわけでもない。一つのの証拠を挙

げれば，広く知られたプロトタイプ効果の存在を挙げることができる。(Rosch 1975, 1978) 
この現象は，ある語を使う際にそれがそのことばにとって典型的なものを表している場合

とそうでない場合とで，その処理に違いが見られることを示唆している。 
 5 で提案したモデルに従えば，このことは次のように考えることができる。それぞれの語

が付き従えている連想関係のうちの特定のものは，認知的に卓越している(例えば具体的な

                                                  
12 例えば，色の知覚に言語の差によらない普遍性が見られることは Berlin/Kay (1969)の研

究が明らかにしている。また，ロッシュは階層的分類(例： furniture－chair－kitchen chair)
において特定のレベルのものが認知的に卓越していることを確認している(basic-level 
objects; Rosch 1978: 30ff.)。この現象も言語の意味プロセスには何らかの外的要因が働いて

いることを示している。 
13 ソシュール的な言語体系を仮定しても，現実の言語記号の分析を行う際には意味特徴

(semantic marker)のような特性を導入せざるを得ない。この時点ですでに積極的な事項を

導入していることになる。そして，積極的な事項を導入すれば，この議論は同じように適

用され，やはり少なくとも基本単位は言語外に設定せざるを得ない。 
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ものを指向しているなど)，コミュニケーションの中でしばしば登場しているなどの原因に

より，その語との結びつきが極めて強いものになっていて，具体的なコミュニケーション

状況がなく，その語を単独で挙げた場合でも念頭に浮かぶようになっている。これがおそ

らくは辞書的な意味と呼ばれるようなものであり，先の日常的感覚の源になっていると思

われる。一方，結びつきがそれほど強化されていない連想関係は，具体的な状況の下で活

性化されなければ機能し得ないものである。両者の違いはしかし，ラングとパロールのよ

うな原理によって截然と線引きされるようなものではなく，むしろ相対的なものであるこ

とは，もはや言うまでもないことだが，はっきり確認しておこう。 
 こう考えることで，言語変化の事実も理解しやすくなる。すなわち意味変化は卓越した

連想関係がしだいしだいに交替してゆく過程である。卓越していた連想関係が共同体にお

けるコミュニケーションの中でだんだん使われなくなってゆく。その代わりに別の連想関

係がその使用をますます増やしてゆくことによって，ついにはこれが優位を占めるように

なる。これを先のものが卓越していた時点と，後のものが卓越している時点とで較べてみ

れば，あたかも語の意味が変化したように見えるのである。 
また，この考え方は言語コミュニケーションを観察する重要な視点を提供することもで

きるだろう。ことばはコミュニケーション環境に応じて，そのときそのとき，かなり自由

な使われ方をする可能性をもっている。この点で，ことばは環境に左右されてその適応を

図るものと考えられる。2 では生命体の比喩を用いたが，むしろそれは生態系の比喩で捉え

るのがふさわしいだろう。ことばの生態は，言語という一つのシステムと環境との関係と

いうよりは，その場その場で個々のことばが個々の環境と相互的に関係し合うことから生

じる出来事である。この観点からコミュニケーションを見なおすことで，より具体的で現

実に即したことばの働きを追求することが可能になると期待したい。 
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