
 1  

意味研究における連続性モデルの限界と 
離散性モデルの再評価 

 

                            室井禎之 

 

はじめに 

 本稿は語彙の意味研究に対して連続性の概念が貢献をなしうるのか、なしうるとすれば

それはいかなる形であるか、を検討し、それと同時にこれと対になる離散性の概念を評価

し直し、新たな意味研究の枠組みを求めようとするものである。1) 第１章では、連続性の

概念そのものの検討を行う。数学的に厳密な概念は言語研究には不適である。それに対し

てプロトタイプ理論の立場から提示された穏健な概念の性格を問う。さらに、この穏健な

連続性概念を離散性との関係のなかで捉え直し、その評価を試みる。認知意味論における

連続性の概念の導入は、ややもするとドグマ的になっていた離散性の概念の適用を相対化

する役割を果たしている。第２章は例証研究である。そこでは若干の代表的なドイツ語の

移動動詞を例に取り、用法の分布状況と相互関連を詳しく観察することによって、連続性

と離散性の両概念はどのようなかたちで適用されうるかを検討する。第３章では結論とし

て、連続性は種々の要因から生じる結果現象であって、意味の原理をなすものではないこ

とが明らかになる。また同時に、離散性を意味作用の主要な原理として再評価し、その理

論的位置づけと適用のあり方について提案する。 

 

1. 連続性の概念 

 

1.1. ラディカルな連続性概念 

 Langacker は連続性の概念を次のように定義している。 

 

A continuous parameter has the property that, between any two values (however 

close), an intermediate value can always be found.  There are no “gaps” along the 

parameter, nor any specific values linked in relationships of immediate succession. 

By contrast, discreteness implies a direct “jump” between two distinct values, one of 

which is nonetheless the immediate successor of the other. (Langacker, 1994: 9) 

 

この定義は、２つの任意の値の間にかならず中間値が存在するという点で、数学における
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連続性の概念と一致する厳密なものである。2) 事実、彼はこのことを例示するために数を

挙げ、実数は連続体をなすが、整数は離散的であると述べている。(Langacker, 1994: 9) 確

かに数学でこの連続の概念は微分と結びつき、その体系の中できわめて重要な位置を占め

ている。しかしこれを言語現象にあてはめることははたして可能なのだろうか。3) 

 定義の中で使われている「値」(value)ということばによってまず第一に思い浮かぶのは、

言語の一定の側面を何らかの形で数値化するアプローチであろう。代表的なのは、コンピュー

タを使った意味分析である。Berry-Rogghe によるコロケーション分析は、この分野の先

駆的な研究である。彼女はあるコーパスの中で特定のキーワードがいかなる語と偶然であ

る確率を超えて近接して用いられるか、その統計的有意値を計算している。19 世紀の小説

と 20 世紀の２つの戯曲からなるコーパスにおける英語の house のコロケーションでは、

有意値の高い順に、sold, commons, decorate, this, empty 等々とそれぞれ有意値とともに

挙げられている。(Berry-Rogghe, 1973) 中には、mother (0.8558)と see (0.8503)のように

きわめて近い数値も見られるが、これをもってこの有意値が連続しているということはで

きない。そのあいだの中間項が存在しないからである。 

 もう一つの例を挙げると、 Zadeh のファジイ集合論を理論的基盤にした意味空間理論

を提唱している Rieger の研究がある。そこではあるメンバーとカテゴリーとの関係は所属

か非所属かの２分法で表されるのではなく、0 から 1 の間の何らかの値をとるとされる。

また、ある言語の語彙の意味は多次元空間上の座標として表現される。(Rieger 1984: 318f.) 

きわめて数学的色彩の濃いこの理論においても、しかし、先に掲げた定義のような厳密な

連続性の概念は介在する余地がない。数学において連続性を示す実数の集合は理論的構築

物であり、任意に選んだ２つの実数の間に無限の数の実数が存在するのは、まさに理論が

それを要請しているからである。それに対して、言語においてその語彙の数は有限であり、

意味の近接するある語とある語の間に中間の意味をもつ語を常に見いだすことができるわ

けではない。確かに、ある言語の語彙の数は不定であり拡大の可能性がつねに開かれては

いるが、中間項を無限に作り出すことは実際的ではないし、原理的にも不可能である。実

際的でないというのは、中間項を作るためには当該の語の意味を正確に規定することが前

提となるが、その言語のいかなる話し手であれ、その言語を研究しているいかなる言語学

者であれ、少なくとも現状では、この前提を満たすことができない。ましてや、その中間

項の意味がどのような姿をしているべきかを明確にすることなどできるはずもない。また

仮にそれができたとしても、そのようにして作られた語すべてが通用性をもてるはずもな

く、また、中間項との中間、そのまた中間と無限に続けるためには、語形の上でも無限の

長さが必要となってしまう。数学における連続性もいわば操作概念であって、実際の数に
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よって連続性を示すことはできないが、そもそも具体的な数を挙げることは求められない。

一方、言語は使用されるものであり、具体的な語形が不可欠である。それゆえに無限の長

さの語形は原理的に言語から排除されるものである。Rieger の意味空間において各語の意

味は座標として表されるが、それは連続する関数の一つの値なのではなく、その語が独自

に持つ位置なのである。このように考えると、どのようなアプローチをとるにせよ、数値

が語彙項目に結びついている限り、厳密な連続性が確保できないことは明白である。 

 では、語彙項目ではなく、それより自由度の高いフレーズや文のレヴェルではどうだろ

うか。よくいわれるように、言語は「有限の手段を無限に使用しなければならない」(Humboldt 

1907: 99)のであるから、その無限性が連続性を生み出すことができるだろうか。結論から

いえば、答えは否である。確かにある言語を用いた発言は限りなく産出することができる

だろうが、それだけでは連続性の保証にはならない。Langacker は、我々が事物をさまざ

まな抽象度のレヴェルで知覚し、表現できる事実を指摘している: 

 

Something happened > A person saw an animal > A woman examined a snake > A 

tall young woman carefully scrutinized a small cobra (Langacker, 1994: 14) 

 

彼によれば、この明細度の階層は、離散的な要素の付加あるいは交替によって生じるもの

であるから連続性を示しているとはいえないことになるようだが、この見方は少しく正確

さを欠くように思われる。実数の場合でも、一つ一つの数はあくまでも他の数とは明確に

区別される離散的な要素である。離散的な数の連なりが連続体を構成するとは一種のパラ

ドックスのようであるが、数学の場合はそれを解決する理論が用意されている。すなわち、

離散的な要素によって構成されるからといって、連続性が直ちに否定されるわけではない。

では言語の場合はどうか。連続性を保証するには無限に行われる細分化が必要である。先

に述べたように、言語においては具体的な表現が必要であり、無限の長さの表現は、それ

が語であれフレーズであれ文であれ、言語の領域には属さない。厳密な連続性概念では２

つの任意の項の間に無限の中間項が設けられなければならないが、例えば snake と cobra

の間にはたして中間項がいくつ設定できるであろうか。動物学上の分類を持ち出したとこ

ろでせいぜい２、３であろう。さらにそれらにさまざまな形容をつけようとしても、無限

の問題のみならず、語彙項目のところで述べたような意味の確定の問題が避けられない。 

 Langacker は冒頭に掲げた定義に照らして、言語によってコード化される概念の「内的」

構造では離散性が支配的であり、それがその他の「外的」な要因と関連するときに連続性

が発生するという作業仮説を立てている。(Langacker, 1994: 13) この仮説の前段は、これ
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までの議論の結果から見て、受け入れることができるが、後段についてはどうだろう。は

たして、言語と他の認知形態が接するところでは厳密な連続性が成立しているのだろうか。 

 これまでは無限の問題を軸に論じてきたが、Langacker (1994)の論述はむしろ主として、

定義に付属している「いかなる値も互いに特別の結びつきを持つことがない」という部分

に関連している。彼は、「内的」な意味現象には常に際立った指向点(reference point)が

あるとし、この事実から、すべての値を原則的に等し並みに扱う数学的な連続性概念は言

語表現の意味の構造と相容れないという議論を展開している。そして、「内的」構造と「外

的」要因の関連づけによる連続性の例として挙げている背景要素の活性度、派生語の分析

可能性の度合いなどにはそのような特異点が見られないので、それらの値は連続的に変化

するものであると結論づけているのである。(Langacker, 1994: 17f.) しかし特異点の有無

から離散連続の対立が論理的に導き出されるわけではない。数学においても、連続する関

数に 大値や 小値があったり、関数の値が収束するといった、特異点とみなすことので

きる値が存在することもある。逆に整数の連なりのように、離散的であっても、特定の数

値を別個に扱うべき理由がみつからないものもある。4) 

 たしかにコンテクストのある契機が特定の表現の意味作用に関与している度合い、さま

ざまな事物に関する知識が表現の産出と理解に関与している度合いなどは、形と結びつい

ていないため拠り所となるものがなく、その扱いには特別な視点が必要であろう。しかし、

その視点がはたして連続性であるべきかはきわめて疑問である。これらの度合いが本当に

連続性を示しているかどうかは今のところ確定できない。5) なぜなら、厳密な連続性の定

義は２つの任意の値の間に中間項が必ず存在するというものであり、とするならば、まず

はその値を確定しなければならない。あるいは少なくともその値の決め方がはっきりして

いなくてはならない。しかしそれはいずれも現状では不可能である。将来においても、そ

もそも尺度となるものがないのであるから、それが可能になるという予想はできない。 

 ここでまた触れておかなければならないのは、言語表現の意味がその使用の場面によっ

て多彩に変容する現象である。これも同様に数値化することができない。さらにこれは 3

で述べるように、一つのパラメータで表現できるものではない。関与する要因が単一でな

いだけでなく、意味はさまざまな方向へと変異するのであるから、その可能性は無限であ

るとしても、離散的な分布を示すといわなければならない。あるいは、同一の方向への無

限性なら認められるであろうか。しかしこれも望みはほとんどない。代表的な転移表現で

ある隠喩や換喩にしても、前者であればカテゴリー移動、後者であれば認知上の配置の隣

接性にもとづく一方の他方による置き換え、といった明らかに飛躍を含む操作が必要なの

である。6) 
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 結論をいえば、厳密な連続性の概念は言語の意味作用の研究には益するところがないと

判断して良いであろう。無限の分割の可能性にもとづくこの概念は純粋に理念的な存在で

ある。それは数学においては微分を生み、実り豊かな結果をもたらした。さらにそれは、

物理学に採用されることで、理念の世界だけではなく、具象の世界においても有益な結果

をもたらしうることが証明された。しかしながらそれは事象を数値化し、関数で表現でき

ることが前提となっている。言語研究において、意味を何らかの形で関数化し、さらに分

割を無限に繰り返すことが果たして可能かと問うとき、これまでの検討の結果からして、

その答えは否定的なものにならざるを得ない。 

 

1.2. 穏健な連続性概念 

 何人かの言語学者は連続性の概念に数学的厳密性を求めず、むしろ日常言語的な連続の

イメージを基盤にしている。それはドイツ語では通例時間の流れにおける同種のものの繰

り返しの生起 (kontinuierliche Vorlesungstätigkeit)、継承関係 (die Kontinuität der 

Außenpolitik)、展開(eine kontinuierliche Entwicklung)などである。7) 英語や日本語でも

事情は同じであるが、これらの用例で観察される出来事において中断が完全に排除されな

ければならないわけではない。例えば 初の例において講義が 24 時間間断なく行われる

などということは考えられない。日常の用法ではたとえ途切れがみられたとしても、それ

が有意なだけの長さと性格を備えていなければ、連続性ということが可能である。ただし

この場合、どの程度の長さ、どのような性格の中断ならば許されるかという基準のような

ものがことがらの側に内在しているのではなく、言語使用者が表現する際の判断にゆだね

られている。すなわち、Kontinuitätやkontinuierlichが使われるときは中断が有意でない

と、その反意語が使われるときはそれが有意であると話者が考えていることになる。これ

は先の厳密な定義がもっぱらことがらの性質を問題にし、いかなる中断をも排除していた

のと大きく異なる点である。同じことがらであっても、それを観察する者により、さらに

は同じ者が観察してもその見方により、連続性の側面から見ることもできれば、不連続性

の側面から見ることもできることになる。 

 例えば Seiler は連続性と離散性に関して次のように発言している: 

 

The continuum and the discrete stand to each other not in a contradictory, but in a 

contrary or complementary relation:  the notion of continuum presupposes 

discreteness; it depicts an increase vs. decrease of properties between discrete steps 

in a linear ordering.  The notion of discreteness in turn presupposes that of 
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continuity. (Seiler, 1994: 33) 

 

この特徴付けは一つのカテゴリーの中に段階的推移が見られるとき、そこに離散性と連続

性を同時に認め、それによって内部構造をもったカテゴリーの性質を明らかにする試みを

推進するために導入されたものである。8) 

 段階的推移の考え方では一つのカテゴリーに典型的な事例から非典型的な、そのカテゴ

リーの持つさまざまな特質をわずかしか示さないような事例までが含まれる。この考え方

はプロトタイプ理論のそれに通じている。あるいは段階的推移はプロトタイプカテゴリー

の一つの特徴を形成しているといっても良いだろう。プロトタイプ理論においてプロトタ

イプ効果を示すカテゴリーにはそのカテゴリーの代表となるような「良好な」(good)メン

バー(プロトタイプ)もあれば、そのカテゴリーを代表させるにはあまりふさわしくない「貧

弱な」(poor)メンバーもある。(Rosch, 1975) あるカテゴリーに関して、その中の一つのメ

ンバーは他のメンバーと共通する特性を多く持てば持つほど、また逆に対照的なカテゴリー

のメンバーと共通する特性が少なければ少ないほどプロトタイプ的である。(Rosch, 1978: 

37) そうだとするならば、「貧弱な」メンバーの場合、カテゴリーの所属が曖昧になるこ

とがあり得ることになる。これはすべてのプロトタイプカテゴリーに見られる特徴ではな

いが、ここでの問題を考える上で非常に重要である。Rosch はこれに関して、連続性とい

うことばを用いている。 

 

Most, if not all, categories do not have clear-cut boundaries.  To argue that basic 

object categories follow clusters of perceived attributes is not to say that such 

attribute clusters are necessarily discontinuous.  (Rosch, 1978: 35) 

 

In terms of the principles of categorization proposed earlier, cognitive economy 

dictates that categories tend to be viewed as being as separate from each other and 

as clear-cut as possible.  One way to achieve this is by means of formal, necessary 

and sufficient criteria for category membership. [...] Another way to achieve 

separateness and clarity of actually continuous categories is by conceiving of each 

category in terms of its clear cases rather than its boundaries.  (Rosch, 1978: 35f.) 

 

プロトタイプ効果を示すカテゴリーではそのメンバーの良好度(goodness)が段階的推移を

示すのみならず、なかには隣接のカテゴリーとの間で明瞭な区別がなく、「貧弱な」メン
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バーによってカテゴリー同士がつながっているとみなされるものがあり、Roschはこれに

連続ということばをあてはめているのである。例えば、Roschの調査で、squash、 tomato、

avocado、pumpkinはカテゴリーfruitにもvegetableにも現れている。良好度（数値が小さ

い方が良好度が高い）はそれぞれのカテゴリーにおいて 6.55、1.72 (squash)、5.58、2.23 

(tomato)、5.37、3.62 (avocado)および 5.39、4.74 (pumpkin)である。(Rosch, 1975: 229, 231) 

とりわけpumpkinはfruitともvegetableともつかない曖昧な存在であるといえる。ドイツ

語についていえば、プロトタイプ理論以前の研究であるが、GipperのSesselとStuhlの使

い分けの調査でも、被験者の判断がどちらか一方に限られる事例から、さまざまな割合で

判断の揺れている事例、さらに判断が付かない事例まで、段階的に推移していることが結

果に現れている。(Gipper 1973: 384) このような中間的なメンバーが存在することで、そ

こに明瞭な断絶の欠如を見、連続性という概念を用いる動機になっているということがで

きる。9) 

 プロトタイプ理論との関係で提出されている連続性の概念には上述のように、カテゴリー

メンバーの良好性の段階的推移をいうものと、隣接するカテゴリーの間の断絶の欠如をい

うものとの２種類がある。ただし、連続性の概念が必ずしも術語として定着しているわけ

ではないことには注意を払うべきであろう。段階的推移や連なりあうカテゴリーに対して

常に連続的という用語が使われているわけではない。段階的推移を特徴づけるには「傾斜」

(gradience)や「度合い」(degree)が使われることが多いように思われる。Rosch (1975)に

はしばしば「メンバー性の度合い」(degree of membership)という用語が見られる。また

具象の領域ばかりでなく、抽象的あるいは社会的領域でもプロトタイプ効果が見られるこ

とを論じた Coleman and Kay (1981)は「度合いの問題」(matter of degree)、「多か少か

の問題」(matter of ‘more’ or ‘less’)などという表現を用いて特徴づけている。他方、連な

りあうカテゴリー表すためには「重なり合い」(overlap; Lakoff 1987: 288)や「相互侵入」

(merge into each other; Taylor 1995: 117)、境界の流動性を示す表現(cf. Wittgenstein, 

1984: §68ff., Lakoff の「曖昧な境界」‘fuzzy boundaries’, Lakoff 1987: 56 など)が好んで用

いられる。Rosch も、先の引用に見られるように、“categories do not have clear-cut 

boundaries”と、この種の表現を使っている。彼女は“continuous category”を術語として使っ

ているわけではなく、それは内部構造をもち、境界が明瞭ではないカテゴリーを特徴づけ

るためのさまざまな表現のうちの一つにすぎない。 

 このように連続性の概念が術語として必ずしも定着していないことにはいくつかの理由

があるように思われる。はじめに思い当たるのは、このような概念を必要とする視点が言

語学で比較的新しい 10)からであるということであるが、それこそプロトタイプのようにそ
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れが作られるや急速に定着する概念もあるのだから、問題意識の新しさは必ずしも原因で

あるとはいえない。定着しない理由の一端は、この言語学で用いられる穏健な連続性概念

が厳密なそれや日常言語的な連続の用法とから少しくずれていることに求められるかもし

れない。厳密な概念との違いはすでに触れたところであるが、日常的な用法との差も無視

できない。注 7 で触れたように、少なくともドイツ語では日常的な連続の概念は時間上に

展開する事柄と結びついている。この事情は筆者の知る限りでは日本語でも変わらないし、

英語においても辞書等の記述を見る限り同様のことがいえるようである。一方穏健な連続

の概念は時間的な継起ではなく、どちらかといえば、空間的あるいは座標的に捉えられて

いる。いうなれば厳密な概念から無限分割の契機を取り去り、日常的概念にとって特徴的

である有意性の判断の要素を付け足したアナロジーであり、作為的な印象が避けられない

ために定着しないのではないかと思われる。 

 もう一つの理由として考えられるのは、先の Seiler からの引用にも見られるように、離

散と連続が必ずしも相互排除的なものとは考えられていないことである。Roschもやはり、

認知的経済性の原理はカテゴリーに離散性を要求すると考え、(上記引用参照)連続と離散

が同時に存在していることを指摘している。厳密な連続性概念の場合と異なり、先にも論

じたように、同じことがらでもつながりの観点からも、段差の観点からも見ることができ

るのであるから、このことはそれだけで矛盾を招くわけではない。しかしそうはいっても、

全く反対の観点を同時に適用することには全く異論がないというわけには行かないだろう。

この点も連続性が術語として定着しない理由の一つであるかもしれない。この一見妙な連

続性概念の振る舞いについて、次に離散性との関わりを通じて立ち入って考察する。 

 

1.3. 意味研究における連続性と離散性の位置付け 

 連続性は離散性の反対概念であり、離散性こそは Saussure 以来言語学において も枢

要な概念の一つであるといっても過言ではない。言語は世界という混沌とした連続体を切

り分け、差異にもとづく分明な(distinctif)記号の体系によってそこに秩序をもたらすもの

と考えられた。(Saussure, 1978: 155ff.) この言語の原理としての差異という考え方はその

後も構造言語学を推進する研究者らによって発展させられ、言語記号はその表現面も内容

面も他の記号から区別するのに必要十分なだけの一連の弁別特徴(distinctive features)に

よって記述できるとみなされるようになった。 

 正か負かの２つの値のみを持つ一連の必要十分条件によって規定されたカテゴリーは、

Lakoff (1987)によって古典的カテゴリーと名付けられているが、それには定義から帰結す

る顕著な特質がある。一つは、カテゴリーのメンバー性に関するものである。すべての条
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件を満たすものはすべて等しくそのカテゴリーの成員であり、逆に条件を一つでも満たさ

ないものはそのカテゴリーには属さない。また一つは、カテゴリーの境界に関するもので

ある。カテゴリーへの所属には上述のように所属か非所属しかないので、その境界は明確

である。さらに、古典的カテゴリーは他のカテゴリーとの間ではそれぞれの必要十分条件

の違いにもとづいて対立が生じ、カテゴリーの体系を形作るが、一つ一つのカテゴリーの

内部では、すべてのメンバーは同じく条件づけられ、同じ資格を持っているので、単なる

併存関係があるだけで、構造と呼べるような関係を作らない。 

 古典的カテゴリーと離散性との間の関係はきわめてはっきりとしている。離散性とはあ

るものとあるものが別個の存在であり、その間に断絶がある場合に用いられる概念である。

すなわち、古典的カテゴリーは他から明瞭に区別され、重なり合う領域を持たないのであ

るから離散性の概念を用いるのに適当であるといえる。また、それを定義する特徴も、正

か負かの２つの値しか持たない２分法に従っており、ここでも離散性がカテゴリーの構成

原理となっている。 

 言語に関する議論が暗にその要素が古典的カテゴリーであることを前提としていること

を指摘し、その考え方に初めて正面から疑問を呈したのはWittgenstein (1984, 初版は1953)

である。その問題提起はのちに意味に対する認知的アプローチにおいて中心的な問題とし

て認められた。とりわけ、Roschらによるプロトタイプ効果の発見は、言語の要素を古典

的なカテゴリー論の枠内で扱うことの不可能性を証明したといえる。11) 1.2で見たように、

意味上のカテゴリーは多くの場合、メンバー性において段階的推移を示し、隣接するカテ

ゴリー同士の間の境界は不分明であり、また一つのカテゴリーのメンバーは同じく条件づ

けられているわけではないので、そのカテゴリーは内部構造を形作る。 

 傾斜、度合い、重なり合い、曖昧な境界、連続性などの概念はこのような理論的文脈の

中で導入されたとみなして良い。すなわちそれらは古典的なカテゴリー観に対するアンチ

テーゼを表現する概念として機能しているのである。(cf. Rosch 1975: 193, Coleman and 

Kay 1981: 26f., Lakoff 1987) ただし、それぞれの概念は各々異なった側面を標的としてい

る。傾斜と度合いは一つにくくることができるが、これらは古典的な理解におけるカテゴ

リーの内容の一様性を批判する。重なり合い、曖昧な境界は、カテゴリーは分明に定義さ

れ、カテゴリー同士は明確に区別されるという考え方に対する批判である。この２種類の

概念がそれぞれに対応する古典的な考え方を批判し、否定するのに対して、それらを包含

する連続性の概念とその反対概念である離散性との関係は微妙である。 

 まず一つには、離散性を構成原理として穏健な連続性を確保する立場がある。カテゴリー

を特徴づける諸特性は２分法的な離散的単位であるが、それはそのうちのどれが欠けても
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ならないような必要条件ではなく、それらの多寡によってカテゴリーのメンバー性が決ま

り、その結果段階的推移のプロトタイプ効果が生ずると考えられる。(Coleman and Kay 

1981: 27, Seiler 1994: 35ff.) さらに領域の重なり合うカテゴリーの存在についていえば、

カテゴリーそのものを離散的な単位と考えることは許されないが、カテゴリーの内部構造

は離散性の原理により成立し、それがプロトタイプ効果をもたらし、２つのカテゴリーの

間に重なり合う境界領域を生じさせると見ることもできるのである。すなわち、あるカテ

ゴリーの非プロトタイプ的なメンバーが隣接するカテゴリーのメンバーと共通する特性を

多く持てばそのメンバーは両カテゴリーの境界領域に置かれることになる。 

 次の可能性としては、特性を２分法による離散的な単位とせずに、特性そのものに連続

性を認めることが考えられる。もちろんこの場合も、言語カテゴリーを特徴づける特性は

ほとんどが数値化になじむものではないので、厳密な連続性は当てはまらない。それどこ

ろか、連続的な特性と仮に名付けたが、その尺度はきわめておおざっぱなものにならざる

を得ない。実際的には高、中、低の３価、ないしはそれに、どちらかといえば高、どちら

かといえば低、を加えた５価程度が実用的であろう。12) この考え方ではカテゴリーのメン

バーは特性の多寡のみならず、その度合いによっても位置づけられるので、第一の考え方

以上に連続性の確保は容易である。 

 特性ははたして２価であるか多価であるかの問題に答えるための助けを提供してくれる

ような現象の存在が考えられる。特性が２価的であれば、カテゴリーのメンバー性は階段

状の変化を示し、逆に多価的であれば、なめらかな傾斜で推移すると予想できるのである。

この予想のもとにRosch (1975)の表を検討してみる。グラフ１、２はそれぞれカテゴリー

birdおよびfruitのメンバー性の良好度をグラフ化したものである。縦軸に良好度（数値が

低いほど良好度が高い）を、横軸に左から良好度の高い順にメンバーを並べてある。グラ

フ１では中央付近と右の方に段差が見られる。13) また、段差と段差の間の傾斜はきわめて

緩いものになっている。一方、グラフ２では左から５分の４ほどの間に段差と呼べるよう

なものは認められない。また、右の方、良好度が急激に下がっているところで、段差のよ

うに見える部分もあるが、これもその前後は大きな傾斜がついており、大きく見れば曲線

的な良好度の低下を示しているといえるだろう。どうやら鳥の場合は２価的な特性が主流

で、果物の場合は多価的なものが優勢であると考えても良さそうである。グラフ１birdの

中央付近の段差はおそらく大きさや形、あるいは、段差の後に来るメンバーの多くが被験

者の出身地であるアメリカ合衆国の在来種でないことから、馴れ親しみがあるか否かが関

与しているかもしれない。右方の段差は「飛ぶ」「飛ばない」にかかわるものと考えてほ

ぼ間違いないものと思われる。曲線的な変化を示す果物の場合、鳥の場合と違って大きグ
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さ、形、色、味などの知覚によって捉えられる特性はメンバーの間でさまざまに異なり、

典型的な特性を見つけることは難しいように思われる。一般に果物の特性としてあげられ

ることの多い甘さも、lemon がかなり良好なメンバー(2.16)であることを見れば、メンバー

性を大きく左右するほどのものでないことが分かる。唯一果物を主に特徴づける特性とし

て考え得るのは、味を付けたり調理したりしないことがふつうである植物性の食物、といっ

たものである。グラフ右方のメンバーにはこの特性が当てはまらないので良好性が低いと

いえる。それらを除いたメンバーだけを見てみると、先の特性はすべてに共通しているの

であるから、そこでのメンバー性を段階づけるものとはなり得ない。Kleiber は果物のカ

テゴリーのメンバー性は馴れ親しみの度合いに左右されると述べている。(Kleiber 1993: 98f.) 

そうだとするならば、このパラメータはすぐれて連続的ということになる。 

 奇妙なことである。鳥の場合は大きさ、形、馴れ親しみなどが離散的効果を生み、果物

の場合は馴れ親しみが連続的効果を生む。そもそも、大きさ、形ともに正負の２価的なパ

ラメータではないはずである。もちろんグラフの解釈そのものが適当でないという可能性

も排除できないが、この一見矛盾とも思えることから、特性が２価的であるか多価的であ

るかの問題の答え、ひいては連続性と離散性の関係の重要な側面が見えてくる。同一の特

性は２価的にも多価的にも機能させることができる。例えば、大きさは多価的なパラメー

タの代表的な存在といえようが、これとて２つのものを比較する場合は２価的な適用が可

能である。先に、多価的なパラメータの分割は実用的には５段階程度であろうと書いたが、

２つの要素の比較を重ねていけば、さらに細かい分割も可能になる。また例えば、鳥の特

徴付けに使われる「飛ぶ」はもちろん２価的な特性である。しかし、飛び方にもいろいろ

ある。ふつうニワトリは飛べないものとされているだろうが、ニワトリは飛べないわけで

はない。もちろん、大空を自由に飛ぶことはできないのだが、全く飛ぶ能力を持たないペ

ンギンなどが飛べないのとは違う。そもそも２価的な特性といっても細かく観察すればす

べての場合に違いが全く見られないとは限らず、２価的とされる特性も状況によってはそ

の組み合わせを通じて多価的に用いることができる。 

 連続性と離散性はあることがらの２つの側面というよりは、ことがらのどこを見るかの

違いである。段階的推移を連続的というとき、見られているのは段階的に連なる要素の相

互の類同関係である。しかし同じ段階的推移でも、隣り合った要素間に違いを認め、離散

的に扱うこともできる。重なり合うカテゴリーを見て連続的というとき、見られているの

は貧弱なメンバーたちが形作る境界領域である。一方、良好なメンバーの方を見れば、当

然離散的な見方を優先させるべき必然性がある。古典的カテゴリー観がカテゴリーを全体

として一様な離散的な単位とみなしていたことに対して、連続性の概念の導入は離散性の
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概念の適用には一定の節度が必要であり、それが有効なところにのみ限られるべきである

として、離散性の概念を相対化する働きをしたと評価できる。しかしながら、連続性の概

念も同じ相対化が必要である。すなわち、古典的理論の逆をいって、カテゴリーそのもの

が連続的である、としてしまっては同じ誤りを繰り返すことになる。連続性の概念がどこ

でどれだけ有効であるかを十分に見極める必要があるだろう。次章の例証研究ではこの中

間的な結論の上に立って、連続性と離散性の２つの概念の適用のあり方について詳しく見

て行くことにしたい。 

 

2. 例証研究 

 

 ここではまず動詞fahrenによって多義の構造を観察、検討する。次に隣接の動詞fliegen、

laufenとの競合関係を観察、検討する。前節で提起した問題点、どこに連続性が見られ、

どこに離散性が見られるかを観察し、その適用原理について考察するためである。ただし、

これらの動詞は多義である。その分布に関して、その周辺的用法も含めて一つのカテゴリー

を形成するといってしまうのは適当ではないようである。周辺的用法の代表的な存在の一

つである隠喩的用法はカテゴリー推移を示している。(cf. Lakoff and Johnson 1980) Taylor

の指摘するように、birdのような単義的カテゴリーと多義語とは同列に扱うことはできな

い。(Taylor 1995: 118) ここはカテゴリー論をする場ではなく、連続性と離散性の概念の

位置づけを明らかにするのがその目的である。この目的のために多義の研究はふさわしい

ものである。第一に、多義は単一カテゴリーと同種の構造を持っている。多義は中心的用

法のまわりを周縁的用法が取り囲んでいる構造を持っており、後に見るようにプロトタイ

プ効果と同様の度合いの変化を示している。そして、この構造は特性の構成に由来してい

るのであるから、連続性と離散性を論ずるのに不都合はない。14) 第二に、不都合どころか、

多義は単義的カテゴリー以上に複雑な構造を持っているため、よりよい対象である。単義

カテゴリーへのアプローチはこの点からすれば、むしろ準備段階的な位置づけになる。多

義に取り組むことで問題の概念が意味研究に対してなしうる貢献がより明らかになるであ

ろう。 

 

2.1. fahren の用法 

2.1.1. 中心的用法 

 fahren の中心的用法は乗り物による移動である。Muroi (1992b)のコーパス調査では

fahren の全例証のうち 89.2%がこれであった。これには自動詞として使われる場合、他動
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詞として使われる場合があり、また関与物の文法的実現形式にもいくつかのヴァリエーショ

ンが見られる。 

 

(1) Ich wollte mit einem Auto durch die Straßen fahren.  (ZB7 3536)15) 

(2) Dagegen fahren in Berlin die S-Bahn-Züge, wie ich genau wußte, durch die ganze 

Stadt.  (D69 2037) 

(3) Doch ich fahre den kleinen Umweg, [...]  (FZ4 3959) 

(4) „Die wollen gerne schwerere Züge fahren.“  (D49 925) 

(5) Am nächsten Morgen fährt mich der Hotelbesitzer in die Ladenstraße des 

Städtchens.  (WGS 2233) 

(6) [...] der Bus, der sie zu einer historischen Sehenswürdigkeit ersten Ranges 

fahren sollte, [...]  (QZ1 21023) 

 

(1)は人が主語、乗り物が前置詞句で実現した自動詞文、(2)は乗り物が主語で実現している

自動詞文、(3)は他動詞文であるが、目的語は移動物ではなく、経路である。16) (4)は人が

主語、乗り物が目的語で実現している他動詞文、(5)は主語と目的語がともに人で実現した

他動詞文、(6)は乗り物が主語、人が目的語として実現している他動詞文である。Fillmore 

(1977)のシーンの理論に従えば、これらの文はどれも同じ構造のシーンを指向しているが、

どの関与体に焦点を強く当てているかが異なるために、それぞれ異なった実現形式が採ら

れていることになる。そういうわけでこれらの乗り物が関与する移動の用法は一つにくく

ることができるが、関与物の実現形式のコーパスにおける量的な分布を見てみると、中心

的用法も構造を持っていることが分かる。この構造を形作る要因は４つの観点に整理でき

る。第一は自動詞と他動詞の対立。第二に関与物の性格、すなわち人間、移動手段、運ば

れる物。第三にそれら関与物の形態統語形式、すなわち主格主語、対格目的語。17) 第４に

空間定位（方向規定 Direktionale）、すなわち起点(SOURCE)、経路(PATH)、着点(GOAL)

との関係。４つの観点の組み合わせで も使用頻度が高いのは、自動詞で人を主語とし、

着点が示されている文である。(2214 例中 911 例)18) 自動詞で人を主語とし、経路が示さ

れている文がそれに続く。(305 例) ３番目は自動詞で乗り物を主語とし、経路を示す文。

(112 例) ４番目は人を主語とし、起点を含む文。(83 例) ５番目は自動詞で乗り物を主語

とし、着点を示す文。(67 例) ６番目に初めて他動詞が現れる。人を主語とし、経路の表現

を目的語とするものである。(60 例)19) ７番目も他動詞で、人を目的語とし、着点を含む。

(54 例) 他の用例については本稿末尾の表を参照されたい。 
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 中心的用法のこの分布からは主として、人が主語や目的語になって焦点化されている場

合は着点と結びつく傾向がきわめて強く、乗り物が焦点化されている場合は経路と結びつ

く傾向が比較的強いことが読みとれる。そしてこの傾向性は、人の移動の場合は目的地が

強く意識され、乗り物の移動の場合は必ずしもそうではないことに由来すると解釈するこ

とができる。(Muroi 1992: 65f.) また、経路が直接目的語として選択されうることから、fahren

は経路を焦点化することのできる動詞であることが分かる。一つ一つの文において焦点化

される要素の選択、空間定位との結びつけはそれぞれの必要からなされる。すなわちここ

では離散性の原理に従った選択が行われ文が作られているのである。もっとも焦点化の強

さは形態統語形式を変えることでその度合いを異ならせることができる。一般的に、主語

や直接目的語は強く、前置詞句は中程度 20)、不言及は弱いとみなせる。これは一見３価の

パラメータであるように思われるかもしれないが、形態統語形式は優れて離散的な単位で

あるから、それに結びつけた値も離散的であるとしか考えられない。個別に見れば離散原

理に支配されているものも、多くの文例を集めて観察するとそこに傾向という連続的効果

を認めることができる。用法の分布は移動に関与するもののうちどれを焦点化するか、そ

してどの空間定位と結びつけるかの選択に関して一定の優先順位があることを示している。

すなわちこの分布は、焦点化の優先順位、焦点化された成分と空間定位の結びつきの優先

順位に依存している。これらの優先順位は一つ一つの文に反映しているのではなく、さま

ざまな機会にさまざまな関心で作られた文を集めたものを見て始めて確認されるものであ

る。離散性は個々の文のレヴェルで、連続性はその集合体のレヴェルで働いているという

仮説が成り立ちそうである。以下、この仮説の検証を念頭に置きつつ他の用法を見て行く

ことにする。 

 乗り物がかかわる移動を表す用法ながら少し毛色の変わったものがある。 

 

(7) Der Zug nach Italien fährt in drei Stunden.  (UZ4 6071) 

 

(1)-(6)の文が動作態様(Aktionsart)としては継続相(durativ)であるのに対し、(7)は起動相

(inchoativ)である。kommen を除くドイツ語の単純語形の移動動詞は一般に経路を直接目

的語として焦点化できるので、継続相が基本の動詞と考えられる。これらの動詞は終動相

(egressiv)を表示するためには gefahren kommen などのように、「過去分詞＋kommen」

の複合動詞句にする必要がある。さらにそのうちのいくつかには(gehen, fahren, fliegen

など)は起動相での用法がある。この用法は動作態様が異なるので(1)-(6)のような用法とは

若干のずれがある。しかし、これを基にした周辺的用法があるので重要な用法でもある。 
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2.1.2. 周辺的用法 

 fahren には移動を表すが、乗り物が関わらない用法もある。 

 

(8)  Die Spatzen fahren aus den Reben in die Winternacht.  (LSO 789) 

(9)  Emma fährt aus dem Schlaf.  (LSO 758) 

(10) Der Grogger Toni fuhr von seinem Stuhl stürmisch in die Höhe.  (TJM 677) 

(11) Die Kugel fuhr in die Decke des Raums.  (TUM 3359) 

(12) Seine Hände fuhren durch den Raum und suchten nach einem Halt. (W49 5177) 

(13) Sie fuhr mit der Hand durch mein Haar.  (ZB1 1612) 

 

(8)-(10)は突然の敏捷な移動である。瞬間的に行われる安定した状態からの突然の離脱に焦

点を当てた表現であり、これらの文は起動相であるとみなして良いだろう。また、どれも

もといたところから離れる様子を表している。この点から見て、これらの文は(7)の意味的

展開であると考えられる。敏捷さの契機はおそらく、乗り物による移動は歩行による移動

に比べて速いのが普通であるという日常的連想関係に由来するものと思われる。また、こ

れらの文は自動詞文であり、その主語は動作主性が強く、また主語が同時に移動体である

ことも顕著な特質である。(11)-(13)の用法に関して、たいていの辞書に記してある「速い

動き」は、langsam (W49 11514)やmit weicher, verschlafener Bewegung (LGB 3541)な

どの副詞（句）を伴う文があることから、必要条件ではないが、事実多くの文でその契機

が見られるので典型的な特性といってよいだろう。この用法は継続相であり、もっぱら自

動詞あるいは経路を目的語とする他動詞として用いられるので、(1)-(3)のようなfahrenの

も基本的な用法からの展開であるといえるが、移動物あるいは移動の仕方に強い制限が

ある。(11)のように物体が主語である場合は、あるものの内部を一定の距離移動すること

を表す文のみが例証されている。それ以外では移動するのが人の身体部分である例のみが

見られる。21) (13)の例では主語が移動体ですらなく、移動する身体部分は前置詞句で表さ

れている。この場合は移動の場所に関しての制限はないが、人の身体部分が圧倒的に多い。 

 ここで注目すべきことは、これらの周辺的用法が外的な移動手段の有無のみによって中

心的用法から区別されるだけでなく、そのうえ「敏捷さ」や移動物に関する制約などの特

性によってさらに差異が際立つことである。穏健な連続性の概念に従えば、意味の展開が

連続性を生み出すことになるが、それは単なる意味の拡張ではなく、展開の際には同時に

離散的な力が働いていることを見逃してはならない。ここでも、巨視的に見れば連続性が、
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微視的に見れば離散性が浮かび上がってくることが確認されるのである。 

 次に隠喩的用法を観察する。五感によって捉えられないことが、さらには五感で捉えら

れることであってもそのうちの多くのものがしばしば、空間認知になぞらえて把握され、

表現されるという説は広く認められている。(Lakoff and Johnson 1980, Jackendoff 1983) 

移動動詞は空間における個物の位置変化を表すために用いられる手段であるから、それが

行為や事物の変化といった時間の流れの中で展開する事態の表現に使われうることは明ら

かである。 

 

(14) Der Schreck fuhr ihm in die Hände.  (LSO 1291) 

(15) [...] sie läßt den totalen Anspruch fahren.  (WJA 10310) 

(16) Die von mir geführte Bundesregierung fährt einen anderen Kurs. (BM1 2053) 

 

(14)は驚きの感情が手に影響を与えたことを表している。感情を個物として捉える fahren

の隠喩的用法は自動詞である。(1)、(2)からの展開、あるいは(11)-(13)と同様、典型的には

速さが見られ、感情が走る場も人の身体部分であるので、そこからの展開であるとも考え

られる。(15)は(7)を特徴づける起動相と関わっている。(7)は移動の開始を表すが、それを

観察するものはその出発点にいるのだから、移動するものが遠ざかり、視界の外に消えて

行くさまを見ることになる。(15)の要求の放棄は有から無への転換であり、これがもとあっ

た場所からなくなる位置変化になぞらえて表現されていると考えられる。なお、この用法

はつねに使役の lassen を伴って現れる。(16)のように行為も fahren で表現されることが

ある。その場合、(16)と同じく、単独の行為ではなく、一連の行為を一種の道筋として捉

え、そのプロセスを経路になぞらえて目的語とする例が多い。他にも、自動詞の例、行為

が影響を与えることがらを目的語にとり、その結果生じる事態を着点として表現する例な

どもある。人を焦点化する(1)、(3)-(5)のような基本的な用例からの展開である。もちろん

継続相も引き継いでいる。 

 さらに、周辺的用法には意味的に移動からはずいぶんかけ離れているように見えるもの

もある。 

 

(17) Koszuszeck berät dann, [...] mit welchem Brennstoff der Hausbesitzer am 

besten fährt.  (UM3 692) 

(18) Da die Anlage jedoch in Zweischichtbetrieb fahre, [...] (UM6 5091) 

(19) Die Antriebsanlage ist weitgehend automatisiert, so daß nachts ohne 
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Maschinenraum-Mannschaft gefahren werden kann. (ZUR 165) 

 

(17)は好ましい状況の中にあることを表している。行為性が低く、主語は動作主ではなく

経験者の意味役割を担っている。状況の推移を隠喩的に移動動詞が表す例はドイツ語にも

gehen や laufen を用いた表現に見られるが、その場合は、ことがらが主語である。(17)の

ような文はその点で状態の表現に近いといえるかもしれない。この用法は制約も強く、人

あるいは人の集団である組織を主語として、gut ないし schlecht（あるいはそれらの類義

語および比較変化形）を副詞規定に持ち、前置詞句、副文ないしはコンテクストによって

その状況をもたらす要因が示される。また、この用法は、経済的状況に関して特に好んで

使われることにも注目して良いだろう。意味的にきわめて限定された用法ではあるが、もっ

ぱら自動詞として使われ、継続相という点で(1)、(2)からの展開と考えられる。(18)、(19)

は機械装置の作動、運転である。自動詞と動作の対象としての装置を目的語にとる他動詞

の両方が可能であることから、(2)、(4)のような乗り物に焦点を当てた中心的用法からの展

開であると見ることができる。 

 

2.1.3. fahren の多義構造における連続性と離散性 

 これまでの観察は fahren の用法を必ずしも網羅しているわけではないが、大半は押さえ

ている。また、用法の区分も完全であると主張するものではないが、これををもとにその

多義の構造をまとめ、どこに連続性と離散性が認められるかを確認する。まず、(1)-(6)の

継続相の乗り物がかかわる移動を A とする。A では(1)、(2)といった自動詞の用法、(1)-(3)

の自動詞および経路の目的語をとる他動詞の用法、(1)、(3)-(4)に見られる人を焦点化する

用法、(2)、(4)の乗り物を焦点化する用法に、それにもとづく周辺的用法が見られる。そこ

で第一のものを Ai、第二のものを Ap、第三のものを Am、第四のものを Af と記す。(7)の

起動相の乗り物がかかわる移動は A にきわめて近いので A’とする。これは自動詞なので

Aiからの展開とする。次に、乗り物がかかわらない移動のうち、動作主の起動相を表す敏

捷な移動(8)-(10)を B とする。これは A’からの展開である。移動物が動作主でない(11)-(13)

を C とする。継続相の自動詞あるいは経路を目的語とする他動詞であるから、Apからの展

開である。(14)のような感情の発生を D とする。Aiないし C からの展開である。(15)に例

示される放棄の用法を E とする。A’からの展開である。(16)のような行為の展開を F とす

る。人を焦点化する Am からの展開である。(17)にみられるような、自動詞 Ai からの展開

と考えられる状況の推移を G とする。 後に機械装置の作動、操作を表す(18)、(19)のよ

うな用法は H とする。乗り物を焦点化する Af からの展開である。図１にこの多義構造を
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図式で表す。 

 

 

      図１ 

                       A 

 

                               Ai    Ap      Af      Am 

              A’  

 

                                   C 

                   B                        H 

 

                     E              D                        F 

 

                            G 

 

 

 この構造を連続性と離散性の観点から見ると、２つの重要な点が明らかになる。第一に、

意味展開によって生じた用法は何らかのかたちで、そのもととなっている用法から意味の

契機を受け継いでいる。特に移動は、場合によってはそれが隠喩や換喩によって理解され

るべきものであっても、H を除いてすべての用法に認められる。また、乗り物による移動

も、速さの契機として B、C、D に、機械の作動、運転の契機として H に引き継がれてい

る。すなわちここでは、穏健な連続性概念でいわれている共通する特性の変動が認められ

るのである。 

 第二に、そうはいっても、もとの用法と拡張された用法との間には違いが厳然としてあ

る。また、多くの周辺的用法のところで確認したように、それらはかなり強い意味上ない

し統語上の制約のもとにある。このことは多義の構造の内部でも離散性が強く働いている

ことを示している。中心的用法も含めてそれぞれの用法は互いにある程度の距離を保って

いる。ただし、だからといってそれぞれの用法が古典的カテゴリーをなしていると考える

わけではない。例えば、C で速さの特性はつねに見られるものではなく、必要条件でも十
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分条件でもないが、やはり重要な契機の一つである。 

 ここで行った分類が完全さを目指すものでないことはすでに述べたところであるが、そ

のつもりになれば、さらに細かい分類も可能である。中心的用法のところで述べたように、

それぞれの文にはそれぞれの拠って立つ視点があり、そのレヴェルまで降りて行けば、離

散性が優勢になることは明白である。その意味で連続性の考え方は、そこにあるものに共

通性、連関性を見いだそうとする観察者の一つの立場であるといえよう。一方、多義語の

意味展開においては明らかな差異が生まれ、またさまざまな用法が限定された適用領域を

持つことからすると、離散性は言語そのもの、あるいはそういっていけなければ、認知が

言語を使用、組織する際に働く原理ではないだろうか、という予想が成り立つ。次にはこ

の予想をさらに確認するために、fahren と他の移動動詞(fliegen、laufen)の周辺的用法が

相互に競合すると思われる領域を観察する。 

 

2.2. fahren と fliegen、laufen の周辺的用法の競合 

2.2.1. fahrenとfliegenの競合 22) 

 fliegen は中心的用法において空中の移動を表す動詞である。fahren においてその も

重要な特性である乗り物の関与が見られない移動の周辺的用法があったのと同様、fliegen

においても空中で行われない移動の周辺的用法がある。 

 

(20) [...] und insgeheim fliegt er schon wieder durch nächtliche Straßen, hin zum 

Tempel seiner verbotenen Lust.  (JZ5 8460) 

(21) Sie flog ihm an den Hals [...]  (TSL 678) 

 

(20)、(21)は動作主でありかつ移動物である人が主語となっている地上での移動を表す文で

ある。この用法では速さの特性がつねに見られるが、これは空中での移動が非常にしばし

ば速いものとみなされているという連想関係にもとづくものである。これを fahren を使っ

た動作主の敏捷な動きである(8)-(10)と比較してみると、両者の間には大きな違いがあるこ

とが分かる。fahren の場合起動相にであるのに対して、fliegen では継続相になっている。

その他の意味の要素の点ではほとんど同じ用法であり、ましてや、fliegen にも fahren の

(7)と同様、起動相としての用法がある。 

 

(22) Ich fliege um 14 Uhr. (Duden: Stilwörterbuch: 263) 
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ただし、この場合人が主語で飛行機によらない移動は受け身のできごとになる。 

 

(23) Der einstige König vom San Juan flog rücklings aus dem Sattel [...]  (TPN 

3123) 

 

(20)、(21)のような用例において主語が動作主の場合起動相にならないことは、おそらくよ

り中心的な(23)のような用法が存在し、そこに含まれる受け身の要素との衝突を避けよう

とすることにもその原因の一つがあると思われる。いづれにせよ、fahren と fliegen はこ

こで問題としている用法で、それが意味的に非常に近いとはいえ、その適用領域を異なら

せている。このことはまた、(21)の動詞を試みに fahren と入れ替えてみるといっそう明確

になる。 

 

(24) Sie fuhr ihm an den Hals. 

 

この文は、「彼女」が自分の手で「彼の首」に触れる動作を表すものと解釈できる。すな

わち、(13)と同じ用法である。乗り物のかかわらない移動を表す fahren では主語が動作主

であることと起動相が強く結びついていて、(24)を主語が指示する人の継続相の移動と解

釈することが難しい。仮にこれに継続相を与えようとすれば、乗り物が関与する中心的用

法との衝突が避けられなくなるのであろう。 

 上で扱った例に見られる使い分けは fahren、fliegen それぞれの意味展開の際の事情が

深く関与しているが、そのような内部事情が関与していると考えにくい使い分けの例もあ

る。抽象的な移動の用法がその例である。 

 

(25) Dem Sepp flog gleich ein Gedanke durch den Kopf.  (TJM 1153) 

(26) [...], die Öffentlichkeit könnte ihre Hoffnungen zu hoch fliegen lassen, [...]  

(QZ2 16371) 

 

(25)、(26)はfahrenの(14)、(15)と同様、抽象的な移動を表す隠喩的用法であり、また、そ

のコロケーションもきわめて類似している。23) しかしながら、それぞれの用法の間には違

いが見られる。まず、(14)と(25)であるが、fahrenでは感情の動きを表す文の主語の大多

数がSchreckであり、その類義語Angst、Furcht、さらにTrotzやTanzおよびそれにかかわ

る語が散見される。一方、fliegenには感情の動きを表す文はなく、Gedankeを主語とする
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文が２例観察されるだけである。ここで感情と思考を別の語に担当させる必然的理由は何

もない。どちらかといえば、(14)のような感情の動きは瞬間的なものという色合いを帯び

ており、(25)のような思考の動きは一定の時間的継続を保っているように見える。前者は

fahrenの(12)、(13)のような身体部分の動きが非常にしばしばごく短時間に行われる動作

であることを引き継いでいることによるとも考えられる。しかし、意味展開の際に、もと

となる用法の何を引き継ぎ、何を引き継がず、さらにいかなる動機付けでいかなる契機を

つけ加えるかに関して、あらかじめ決まった規則はない。(cf. Taylor 1995: 145) 先の同一

語の多義構造では、相互干渉の回避のために、展開の可能性が制約されることを見たが、

ここでは他の用法との干渉は考えられないためそのような制約は想定できない。むしろこ

の場合はfahrenとfliegenの間に相互干渉の回避が働いているとみなすことができる。 

 (15)と(26)の対照はさらに際立っている。(15)では Hoffnung の放棄であるが、(26)は逆

にそれを膨らませている。これは中心的用法における fliegen で表される事態が典型的に

は上方への運動と結びつけて考えられること、強化はきわめてしばしば上方への運動とし

て理解、表現されること(Die Spannung steigt.)、さらに fliegen があらわす移動の媒体で

ある空中には不安定さの連想があること(ein Schloß in die Luft bauen)に動機づけられて

いるとみなすことができる。ドイツ語でこれらの動機づけをもたらしうる動詞として fliegen

は卓越している。これはすでに内部事情を越えた他の語との連関である。また、fliegen そ

のものとして見れば、そこには起動相の用法があり、fahren 同様放棄の用法を展開しても

かまわないはずである。このことはさらに(23)のような用法や aus der Schule fliegen のよ

うに主語が個物の場合追放、投棄の用法が存在することによっても確認できる。とすると、

ここでは fahren と fliegen が競合領域においてその適用範囲を互いに干渉を排する方向で

制限しあっていると考えなければならない。 

 もう一つ例を挙げよう。感情や思考といった人間の内面にかかわるものではないが、こ

とばに関連する語を主語とする隠喩的用法の文が fliegen には多数あるが、fahren には１

例だけある。  

 

(27) So flog denn an diesem Freitag das gefährliche Wort durch das Bundeshaus:. 

(W59 9991) 

(28) Es fährt in offene Weiber- und Mannsohren, bleibt ein wenig hocken, mästet 

sich mit schmutziger Phantasie, schlüpft aus und kriecht weiter: der Bienkopp 

und das Hühnermädchen!.  (LSO 9633) 
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fliegen では広い空間の中で公然とことばが発せられる場面が表され、fahren では人の耳

に入るそのことだけが描写されている。その違いは(25)と(14)の対比と類似しているが、こ

れもこの２語がそれぞれの適用領域を分けている例といえるだろう。そしてこの例が示唆

しているのは、(28)のようなきわめて散発的で、辞書にも登録されていないような、おそ

らくは ad hoc な用法であっても、他の表現との干渉の回避が問題になる可能性があるとい

うことである。あるいは ad hoc な使用であるからこそ、表現を変えることによって干渉の

回避から生まれるニュアンス上の効果が期待できるが故に、それを 大限に利用している

のかもしれない。しかし、この点の精密な議論は今後の課題である。 

 

2.2.2. fahren と laufen の競合 

 前節では競合の結果干渉の回避が行われ、意味の重なりが生じない例を見てきたが、こ

こではそれがなされない例も観察することになる。laufen にも fahren と同様機械装置の

作動の用法がある。 

 

(29) [...], daß die hochproduktiven Anlagen ständig auf Hochtouren laufen. (D69 

4813) 

(30) [...], daß es im Jahr 2000 und darüber hinaus ganze Fabriken geben wird, die 

ohne Menschen laufen. (FZ2 863) 

 

laufen には経路の目的語をとる以外に他動詞としての用法はないので、これらの文もすべ

て自動詞文であり、また auf Hochtouren/auf vollen Touren laufen という慣用句で現れる

ことも多いが、意味上は fahrenの自動詞文(18)とほとんど同じであるといって良いだろう。

もっともこの用法の fahren は他動詞文、特に受動文であることが多く、(18)は唯一の自動

詞文である。その意味で、ここでも干渉回避の力が一定程度働いていると思われるが、重

なり合いが生じているのは事実である。 

 Anlage、Fabrik といった大きな装置に関しては重なり合いが認められるが、小さな装

置になると、干渉回避がもっぱら行われるようである。 

 

(31) Erst wenn der Motor läuft, [...]  (UM2 4717) 

 

laufen と異なり、fahren は Motor の作動を表す文を作らない。さらに主語に Kamera を

持つ文がどちらにもかなりあるが、fahren では撮影された画面の移動という換喩的用法、
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laufen では撮影装置の作動である。 

 

(32) Die Kamera fährt an seinen Ästen entlang nach oben, [...]  (KZ5 1162) 

(33) Ein Lichtsignal zeigt jeweils an, ob die Kamera läuft, d.h. ein Bild aufnimmt 

und abtastet.  (LI1 -32291) 

 

こうしてみると、境界領域においても意味の重なり合いはきわめて例外的な現象であると

言わざるを得ない。 

 後に一つ fahren、fliegen、laufen が三つ巴になっている例を観察する。 

 

(34) Noch einfacher: indem das Auge von Punkt zu Punkt über das Bild fährt, stellt 

es eine Chronologie, Zeit also her.  (KZ1 2285) 

(35) [...], und ein dankbarer Blick flog zu dem Spender an ihrer Seite, [...]  (TJM 

1200) 

(36) Von der Nähe zur Ferne läuft der Blick über das Wasser hinüber zu dem Nebel, 

[...]  (LI1 28814) 

 

どれも視線の動きを隠喩的に移動動詞で表した文である。24) 一見、意味の重なり合いを示

しているようではあるが、どうもそれぞれの視線の動きには微妙な違いがあるように思わ

れる。少なくとも上の例だけ見る限りでは、fahrenには細かい敏捷な動き、fliegenには敏

捷な一回的な視線の投げかけ、laufenには一定の時間的継続が認められるようであるが、

類例が少ないこともあり、この点の解明も今後の課題としておきたい。 

 

3. 結論 

 

 2.の例証研究の結果、穏健な連続性概念は、多義の構造にも、またきわめて限定的とは

いえ、異なる語の境界領域にも認められることが明らかになった。しかしながらこの結論

には一定の留保をつけることが必要である。まず第一に、多義の構造は、1.2 で穏健な連

続性概念の一つの相として挙げたメンバー性の度合いのような一つのパラメータの段階的

推移ではない。多義の意味展開は一つの方向だけでなく、多方向に向かって行われる。

Heringer (1988: 751ff.)の心態詞 ja の研究でも多方向の意味関係が必要なものとして設定

されている。少なくとも多義語の各用法のプロトタイプ度を問題にするならば、このこと
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は十分考慮に置かなければならないし、また、単義カテゴリーと思われるものであっても、

そこに多方向の意味関係が根底にある可能性をはじめから完全に排除することはできない。

そうすると連続性の概念も単に 1 と 0 の間の値の段階的推移のみに目を向けているわけに

は行かず、多方向の意味連関を視野に入れた概念の拡大が必要になる。第二に、連続性は

諸々の用法を一度に視野のなかに入れ、それら相互の間にある意味的なつながりを注視す

るときに見えてくるものである。用例を個々に、あるいは対照的に観察するとき、そこに

は離散性が強く浮き出てくる。その意味で穏健な連続性は相対的な概念である。数学でい

う連続体は、どれだけ細かく観察していっても離散的な空隙が見いだされず、連続性は絶

対的な概念であるのときわめて対照的である。第三に、連続性は結果現象である。すなわ

ちそれは、焦点移動、連想関係にもとづく特性の付加、換喩による代替、隠喩による推移

などのその場合場合によってさまざまな要因が作り出す用法の総体なのである。 

 それに対して離散性は言語の使用および組織の原理であるといえる。異なる語の境界領

域における意味の重なり合いがきわめて限定的なこと、同一の語の用法間にも離散的な力

が強く働いていることがその理由である。後者では特に、連想関係にもとづく特性の付加

でこの力の強さが明白である。fahren の(8)-(10)で付加される敏捷さの特性はその好例で

ある。そのもととなる乗り物による移動と速さの連想関係は典型的であっても、fahren の

語そのものを特徴づける特性ではない。しかしそれが、移動する動作主を主語とする用法

では、この用法を特徴づける特性となっている。さらに、起動相の特性も同様である。そ

もそもこれらの特性がこの用法で現れなければならない必然性は認められないのである。

それなのにこれらの特性が用法の顕著な特性となっているのは、中心的用法との区別の必

要、そして 1.2 でも Rosch (1978: 35)から引用したような、カテゴリーをできるだけ明確

に互いに区別させようとする認知的経済性の要請があるものと考えざるを得ない。古典的

カテゴリー論ないし意味論での問題点は、離散性を語全体のレヴェルに適用しようとした

ところにある。離散性はここで論じてきたように、個々の文、せいぜい用法のレヴェルに

適用しなければならないのである。こう結論づけると、古典的意味論の多義語の同音異義

語としての扱い(cf. Lyons 1977: 553)と同じことをいっているような印象を与えるかもしれ

ないが、少数とはいえ、(18)、(29)、(30)や、(34)-(36)のような意味の重なり合いを示すと

思われる例が存在すること、また、ad hocな意味展開を排除してはならないことのために、

同音異義の道は採ることができない。 

 後に意味の使用と組織に関する一つの仮説を提出して本稿を終えたい。意味は正反対

の方向に働く２種類の力によって規定される。一つは意味拡張の力である。これはこれま

で意味展開の要因というかたちで述べてきた手続きを利用する。意味的な空白を埋めるた
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めに、あるいは新たな事態の認知を言語表現に反映させるために新たな意味が生み出され

る。そしてその結果、連続性と見られるような分布が生ずる。もう一つはいうまでもなく、

離散の力、あるいは意味制限の力である。この力は意味の明確さを効果としてもたらす。

これがなければ、たとえいかなる意味の展開が可能であっても、可能性の大海にあって羅

針盤を持たない船のように、解釈のたどる筋はただ混乱するだけになってしまう。この仮

説の検証はもちろん将来の課題であるが、そのためにはより大規模なコーパスからの用例

の収集と、より細心な文例の分析が必要であることはいうまでもない。 

 

注 

 1) 本稿は 1995 年 9 月 20 日に北海道大学で行われた日本独文学会研究発表会シンポジウ

ム「言語における連続性と離散性」における筆者の報告「語義における連続性と離散

性」をもとに、その後の研究成果を採り入れ、新たに稿を起こしたものである。 

 2) 先の定義にはその他に「いかなる値も互いに特別の結びつきを持つことがない」とい

う中間値の存在以外の側面が含まれているが、これについては後に問題にする。 

 3) Langacker(1994)自身はその論文の標題からも読みとれるように、懐疑的である。彼の

見解の評価については後に行う。 

 4) 整数そのものが特異点だという反論が提出されそうであるが、それは整数と小数点付

きの数などの他の数と関連させて考えるからであって、整数の連なりのみを見た場合

はあらゆる整数は等しく同じ地位を持つ。 

 5) Langacker(1994)自身も断定は避けている。 

 6) Salanskis は解釈学の観点をつかって、使用における意味変異が数学的な連続の概念で

は扱えないことを論じている。(Salanskis, 1994: 138ff.) 

 7) Mannheimer Korpus I, II, Bonner Zeitungskorpus, LIMAS-Korpusを調査したところ、

日常言語におけるドイツ語の Kontinuität 及びその形容詞形 kontinuierlich はもっぱ

ら時間と結びついている。空間概念としての、あるいは座標によって空間に置き換え

られた用法が数学、物理学との関連でしか現れないのは興味深いところでもある。こ

れについては後に問題にする。なお、ここで掲げたドイツ語の例は上記のコーパスか

ら引いている。 

 8) 段階的推移を示すカテゴリーの例として他動性(Transitivität)が挙げられる。Eguchi 

(1990)は、Hopper and Thompson ならびに Tsunoda の基準をドイツ語に適用し、ド

イツ語においても他動性は段階的推移のカテゴリーとして捉えられることを指摘して

いる。 
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 9) ここでカテゴリーのメンバーは語という離散的単位であり、厳密な連続性の概念が妥

当しないことはいうまでもない。 

10) Wittgenstein の問題提起は、„Philosophische Untersuchungen“の出版が 1953 年であ

るから新しいというには当たらないかもしれないが、それが言語学で注目され、意味

論の中心的な問題点の一つとして盛んに議論されだしたのはさほど古い出来事ではな

い。プラハ学派の中心と周縁の概念(cf. Neustupný 1966)はプロトタイプ現象の発見

と評価できると思うが、こちらの方はなぜかあまり注目されることがないようである。 

11) ただし、言語の意味カテゴリーがすべて古典的カテゴリーではないと主張するもので

はない。Lakoff は Fillmore の bachelor の観察を援用し、これによって表されるカテ

ゴリーは古典的であるが、意味カテゴリーが他のシステムとかかわるときプロトタイ

プ効果が生ずることがあるとしている。(Lakoff 1987: 70) 1.1 で紹介した Langacker

の、言語によってコード化される概念がその他の「外的」な要因と関連するときに連

続性が発生するという作業仮説も同様の主旨である。また、非古典的カテゴリーの中

にもその外延が明確なものもある。(cf. Kleiber 1993: 106ff.) 

12) Blau (1978)は３価のパラメータによる意味を含む言語体系の構築を試みている。また、

アンケート調査などでは非常にしばしば５段階の評価が求められる。この点でいえば、

Rosch (1975)の調査における７段階での回答はむしろ細かい方に属するであろう。 

13) も右のメンバーが突出しているが、bat はふつうカテゴリーbird のメンバーとみな

されないのでここでは考慮しない。 

14) 多義の問題を連続性の概念から扱った研究に Picoche (1994)がある。その連続性の理

解は前章での穏健な連続性である。 

15)例文の後の３桁の記号ないし数字と空白に続く数は IDS コーパスの出典表示である。

この表示のある例文はすべて、IDS のコーパスからの引用である。 

16) 経路の目的語を持つ文を他動詞文とすることには問題がないわけではない。経路を主

語とした受動文があるので他動性は十分認められるが、能動文で完了の助動詞として

多くは sein が用いられるのもまた事実である。 

17) 移動する人間、乗り物、運ばれる物が前置詞句で現れることもあるが、これらの前置

詞句の存在は文全体の意味的振る舞いにへの影響が少ないので、ここでは考えない。 

18) 以下、用例の量的分布が問題となるとき、その数値のもととなっている資料は Muroi 

(1992b)で使用したものと同一である。すなわち、Mannheimer Korpus I および II, 

Bonner Zeitungskorpus, Handbuchkorpus 1985-87 お よ び 88 の 一 部 、

LIMAS-Korpus からの用例である。fahren の場合は例文に独自にタグを施したもの
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を使用して、構成要素の分布を調査した。タグについては室井 (1992a)参照。 

19) 他動詞で人を主語とし、経路の表現が現れる文は 87 例であるが、目的語として人、乗

り物、運ばれる物を選択している文は少なく、経路の表現を目的語とする用法が一つ

のグループを作っていると判断できる。 

20) 前置詞句の目的語は文に対して間接的な意味貢献をする。(中右 1994: 329f.) 

21) ただし、人を主語とする gen Himmel fahren, ins Grab fahren のような慣用表現はあ

る。とりわけ後者は「死」を意味する換喩的表現であるが、これらの慣用表現は fahren

が移動一般を表していた頃からの名残である可能性が高い。さらに、通常個物と捉え

られない現象を、部分－全体の換喩的操作によって個物化したものの移動と解釈でき

る表現がある。(Der Wind fährt dem Raseden unter das Hemd.  LSO 2333) また、

乗り物が関与する移動でも、乗り物の代わりににその路線が表現される換喩もしばし

ば見られる。 

22) fahren と fliegen の周辺的用法における競合関係については Muroi (1994)でも論じて

いる。以下の論述で一部重なるところがあることを断っておく。 

23) ただし fliegen の(26)のような用法では使役の lassen が不可欠ではない。(So hoch und 

gar noch höher hinaus waren die Pläne der Growian-Erfinder geflogen. UZ1 4344) 

24) (34)の Auge は Blick に代わる換喩的表現である。 
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付録 

    fahren 中心的用法の分布 
 

順位 自/他動詞 関与物 形態統語形式 空間定位 例証数

1 自 人 主語 着点 911

2 自 人 主語 経路 305

3 自 乗物 主語 経路 112

4 自 人 主語 起点 83

5 自 乗物 主語 着点 67

6 他 人間 主語 経路 60

7 他 人 目的語 着点 54

8 自 乗物 主語 起点 21

9 自 物 主語 着点 15

10 他 人 目的語 経路 15

11 他 乗物 目的語 経路 13

12 他 乗物 主語 経路 12

13 他 乗物 目的語 着点 11

14 他 人 主語 起点 10

15 自 物 主語 経路 9

16 他 乗物 主語 着点 8

17 他 物 目的語 着点 8

18 他 人 目的語 起点 6

19 他 物 目的語 経路 3

20 他 乗物 主語 起点 2

21 他 乗物 目的語 起点 1

22 他 物 目的語 起点 1  




