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ドイツ語親族名称の諸相  
－家族，ジェンダー，連想関係－  

室井  禎之  

 

0. はじめに  

 親族名称は構造主義的なアプローチにおいて，成分分析のための恰好の事例としてしば

しば取り上げられた。しかしながらそこから得られた結果は，意味を弁別特徴の束とみな

す構造言語学の基本概念を必ずしも支持しないものとして解釈することも可能である。ま

た他方では，親族名称についてもプロトタイプカテゴリーや放射カテゴリーといった認知

意味論的な扱いが必要であるとの主張もなされている。本稿はこれらの先行研究を批判的

に踏まえつつ，コロケーション分析なども交えながら，語が示す多様な用法の背後にある

意味作用のメカニズムの一端をドイツ語親族名称の例によって示そうとするものである。  

 

1. 成分分析  

構造主義的言語観に基づく意味の成分分析は，ある意味の領域に属する一連の語彙項目

について，あるものを他のすべてのものから分明に区別するために，いかなる意味特徴が

導入されるべきであるのかを追及する。親族名称の場合一般に提案されているのは性別，

世代，系統（直系・傍系）等を基準とするものである｡ 1 例えばWallace(1965)に倣って系

統を直系・準直系・傍系の 3 通りに分けると，ドイツ語の親族名称語彙の体系は図１のよ

うになる｡ 2 

 

図１ ドイツ語親族名称語彙の成分分析 (1) 
直系  準直系  傍系   

男 /女  男性  女性  男 /女  男性  女性  男 /女  男性 女性

2 世代上  Große l te rn  Großvater  Großmut te r   Großonke l  Großtante    
1 世代上  El tern  Va te r  Mut ter   Onke l  Tante     
同世代  ( i ch )  Geschwis te r  Bruder  Schwester   Vet ter  Base 3  

1 世代下  Kind Sohn Tochter   Neffe  N ich te     
2 世代下  Enke l  Enke lsohn Enke l toch te r        

＊空欄には該当する語彙項目がない  

                                         
1 親族名称を広義で捉え，いわゆる姻族も含めた分析が行われることもあるが，ここでは

狭義の親族 (血族 )をもっぱら扱う。なお，日本語，中国語などではここに挙げた観点の他

にさらに年齢順が必要となることはよく知られた事実である。  
2 Wallace(1965)について訳語や整理の仕方については池上 (1977)を参考にした。  
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 Wallace(1965)はまた別の分析が可能であることも示している。すなわちそれは系統に関

していくぶん異なった観点を採用するものであり，図 1 の直系と準直系を肉親としてひと

つにくくり，傍系に対応する近親に対立させ，肉親を直系ときょうだいに分ける。これを

ドイツ語に適用すれば図 2 が得られる。彼によれば，日本語においてはこちらの分析のほ

うが，きょうだい，姪，甥をひとつのグループとし，いとこと対立させる第一の分析より

母語話者の直感に対応しているので，心理的な妥当性が高いとされる。後にコロケーショ

ン分析で明らかになるように，ドイツ語においてもこの分析は通用すると考えてよい。  

 

図 2 ドイツ語親族名称語彙の成分分析 (2) 
肉親  

直系  きょうだい  
近親  

  
男 /女  男性  女性  男 /女  男性 女性  男 /女  男性  女性  

2 世代上  Große l te rn  Großvater  Großmut te r      Großonke l  Großtante  
1 世代上  El tern  Vater  Mut te r      Onke l  Tante 
同世代  ( i ch )  Geschwis te r  Bruder Schwes ter   Vet ter  Base 

1 世代下  Kind Sohn Tochter      Neffe  N ich te  
2 世代下  Enke l  Enke lsohn Enke l toch te r        

＊空欄には該当する語彙項目がない  

 

 ただし，この分析がほんとうにより高い心理的妥当性を持っているかどうかについては

検討の余地がある。あるいはより正確にいえば，ここでいう心理的妥当性とはいかなる性

格のものであるかを議論しなければならない。性別と世代についてはどちらの分析も一致

しており，またその特徴づけの詳細に立ち入らずとも当面の成分分析のためには分明な特

徴とみなしておいて差し支えないといえる。問題は系統関係をどう捉えるかである。  

 (1)の分析において，3 つの系統関係を区別する基準は何であろうか。基本となっている

のは親子関係ときょうだい関係の区別であろう。すなわち親子関係およびその世代軸に

沿った一方向への繰り返しが直系をなし，きょうだい関係がその脇に新たな系列を生み出

す。Großeltern のきょうだいが Großonkel ないし Großtante であり，Eltern のきょうだ

いが Onkel ないし Tante であり，基準となる人物 (表では慣例に従い ich[私 ]としてある )

のきょうだいが Bruder ないし Schwester であり，さらにここには性別を問わない

Geschwister という語が存在する。  

                                                                                                                                     
3 ドイツ語にはいとこを表す語として他に Cousin(男性 )，Cousine/Kusine(女性 )もある。  
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これらは直系から一回のみのきょうだい関係によって隔たっているため，直系に準ずる

も の と さ れ る わ け だ が ， そ の 子 供 の 世 代 を 扱 う 際 に 奇 妙 な こ と が 起 こ っ て い る 。

Geschwister の子供たち Neffe および Nichte は準直系とされるが，Onkel と Tante の子

供たち Vetter と Base は傍系としてさらに隔たった位置に置かれているのである。これは

明らかに不統一であるが，さもないと Geschwister/Bruder/Schwester と Vetter/Base と

を区別することができなくなるので，いわば便宜的な措置として行わざるを得ない。では，

Neffe/Nichte を傍系のところに置けば不統一を免れるかといえば，そのためには直系以外

の者の子を別に扱うための新たな観点が必要になってくる。  

この問題点は (2)の分析でひとまず巧妙に回避されている。すなわち，肉親という観点を

導入することによって Geschwister/Bruder/Schwester を特別な位置に置き，その他の

きょうだい関係を介した関係をすべて近親としてそれに対立させている。しかしこの肉親

というのはよく定義された概念なのだろうか，という疑問がある。親族関係を特徴づける

のにしばしば使われる親等の概念が使えるようにも見える。確かに図 2 で肉親に含まれる

ものはすべて 2 親等以下の関係である。しかし世代をさらに上下にたどって Urgroßeltern 

(ひいおじいさん・ひいおばあさん )や Urenkel (ひまご )を考えるとどうだろう。これらは 3 親等

の関係であるが，肉親でなく近親になるのだろうか。仮にそう考えると，今度は直系の概

念を 2 親等以内に限定して Großeltern から Enkel までの間にのみ適用させるための別の

観点が必要になる。この難点を避けようとすると，きょうだい関係のうち同世代のみを特

別扱いにする根拠が示されなければならない。  

おそらくそこでは Familie (家族 )  がキーワードとなるであろう。詳細については後の節

で述べることにするが，Geschwister/Bruder/Schwester を家族の一員として特別な位置

に置くことは直感的にも妥当な見方とされ得るであろう。また，造語の分野でこれに関し

て興味深い事実がある。すなわち，姻族を示す語は (擬似 )接頭辞 Schwieger-による直系の

上 下 一 世 代 の 隔 た り を 表 す も の (Schwiegervater, -mutter, -eltern, -sohn, -tochter, 

-kind)と，きょうだいの配偶者または配偶者のきょうだいを表す Schwager, Schwägerin

のみが使われている。また，継子関係を示す接頭辞 Stief-が適用されて形成される語も直

系の上下一世代およびきょうだいに限られる。姻族および継子関係を示す複合語の存在は，

この範囲が特別なものとして扱われていることを示唆する言語的証拠であると考えられる。 

しかしながら成分分析の枠内にどどまるかぎり，これも全面的な解決につながるわけで

はない。なぜならば，家族の形態は現実にはさまざまであり，両親と子供によって形成さ
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れる核家族だけがFamilieと呼ばれるのではなく，２世代以上隔たった直系親族が同居し

たり，近親に属する人をもその成員として含むような拡大家族もまたFamilieと呼ばれ得

るのである。また，きょうだいであっても互いに独立して別の住まいを構えている場合，

その時点ではすでに同一家族の成員であるとはみなされない。Haben Sie Familie? (あなた

には家族がありますか？ ) という問いは，ふつう大人に対して，その人がパートナーや子供を

持ち，自らの家庭を築いているかを尋ねるものである。家族の概念にとって重要なのは，

親族関係もさることながら，同居しともに生計を営んでいることである｡ 4 分明な特徴づ

けによって，他の語との違いを一義的に定めようとする成分分析では，家族の概念を取り

込むことは困難である。  

さらにまた，Onkel，Tante についてここで考慮すべき事実がある。この 2 語は血族の

みならず，婚姻に伴う関係をも表すことができる。すなわち，Onkel，Tante と呼ばれる

のは，基準となる人物の両親のきょうだいがであるばかりでなく，その配偶者も同じ名称

Tante，Onkel で呼ばれるのである。 (Leisi 1975: 92 参照 ) この 2 語のみが血族と姻族を

ともに示し得ることを成分分析が予測することはできない。  

ここで断っておかなければならないことだが，各名称の明確な定義自体は可能である。

親族関係は親子関係ときょうだい関係の繰り返しを含む適用ですべての名称が定義されう

る。Onkel，Tante に関してはさらに配偶者にも同じ名称が使われることを含めておけば

よい。確かにこのやり方は関係を明確に定義することはできるが，重大な問題点を含んで

いる。  

それはカテゴリー形成にかかわっている｡ 5 系統関係の扱いにはさまざまな問題がある

ことはすでに見たとおりであるが，だからといって直系・傍系，肉親・近親などのカテゴ

リーを立てることに意味がないとは思われない。実際，親族名称のサブカテゴリーのある

ものは言語的対応物を持っている。先に指摘したように，いわゆる義理の関係を表す語が

存在する範囲は限られていて，何らかの形でひとつのカテゴリーをなしていると考えられ

る。しかし親子・きょうだい関係のみによる定義に従えば，配偶者の親，子の配偶者，配

                                         
4 社会史的に見れば，ヨーロッパや日本で今日典型的な家族像とされている核家族は決し

て支配的であったわけではないし，また親族関係が家族の成員であるための絶対的な条件

であったわけでもない。(ミッテラウアー /ジーダー  1993) もちろん現代のドイツ語圏社会

で核家族が優勢であることは間違いないが，拡大家族を家族の概念から除外することは許

されないだろう。  
5 以下に述べる問題点はとくに，ひとつの親族名称がさまざまな親族関係に適用されるよ
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偶者のきょうだい，きょうだいの配偶者にはそれぞれ専用の語があるといえるだけで，こ

の４とおりの関係をひとつのカテゴリーにまとめる条件を示すことができない。その条件

の候補となり得るのは先に提案した家族の概念であろう。それによって初めて直接の親子

関係ときょうだい関係を卓越した関係とみなすことができ，また，配偶者をも一定範囲で

取り込むことができると考える可能性が生ずる。  

 

2. プロトタイプカテゴリーとしての親族名称  

親族名称の意味を一定数の分明な意味特徴によって定義し，相互の明確な境界づけを行

おうという成分分析の試みはいくつかの困難に行きあたっている。それは，ある語の指示

対象に，それを他の語の指示対象から区別するに必要かつ十分な共通の特性ないしその組

み合わせをつねに見つけることができるとは限らないことに起因する。明確な区別のため

には定まった観点とはっきりとした値の付与が前提となる。しかし，親族名称を観察する

ときに可能な視点は，1 で見たようにひとつとは限らず，またそのなかにはプラスマイナ

スの 2 項的値，あるいはスケール上の特定の値を設定しにくいものが含まれている。そも

そも，成分分析において図 1 と 2 のような複数の構造記述の可能性があり得ること自体が，

多様な観点の可能性，あえていえば必然性，をすでに示しているといえよう。  

複数の観点の共存，明確な定義の困難さ，およびそれとうらはらの関係にある境界の曖

昧さ，中心的な事例と周辺的な事例，こういった事情は家族的類似性  (Wittgenstein 1984: 

§56f.) やプロトタイプカテゴリー  (Rosch 1978) を思わせる。Rosch (1978: 36f.)によれば，

プロトタイプカテゴリーの特性として 2 点が挙げられる。ひとつにはカテゴリーのメン

バーの間でそのメンバー性について差があり，典型的 (プロトタイプ的 )なメンバーもあれ

ば，周辺的なメンバーもあることで，ふたつめには，周辺的メンバーはしばしばカテゴリー

への帰属性に関して曖昧なことがあり，カテゴリーの境界が明確に規定できない場合があ

ることがいわれている。  

言語によってはある特定の親族名称が，その典型的な親族例から，特定の親族関係に関

する規則を適用することによって，さまざまな親族例の名称へと拡大されるということが

知られている。 (唐須  1991: 72ff.) この場合，カテゴリーのメンバーは出発点になるもの

と，規則による派生的なものになり，メンバー性に差があるというプロトタイプカテゴリー

                                                                                                                                     
うな事例をもつ言語の分析の際にはきわめて重大になる。 (唐須  1991: 71 参照 ) 
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の特性を備えている。境界の曖昧さについては，明確な規則の適用であれば，周辺的なメ

ンバーであってもその帰属性が曖昧になることはないが，プロトタイプカテゴリーにとっ

てそれは必ずしも絶対の要件ではない。例えば，プロトタイプカテゴリーの代表的な例で

ある鳥についても，それを内包によって定義することはできなくとも，外延は截然として

いる。  

ドイツ語の親族名称においてはこの種の規則の適用による拡大は認められないが，さま

ざまな転用的用法が可能である。例えば，Onkel，Tante，Großvater，Großmutter は親

族関係にない人に対しても，主に子供がであるが，呼称として用いることがある。Vetter，

Base はいとこに限らず親類縁者の広い範囲にわたって拡大適用される。また Kind は親子

関係を離れて，一般に年少の人間を表すことがある。（この場合，親族名称としての Kind

がプロトタイプであるかあるいは派生形であるかを問題にしようと思えばできる）Bruder，

Schwester は宗教的な文脈で修道士，修道女を表すことがあるし，Vater，Mutter でさえ

もさまざまな隠喩的用法が認められる。これらの転用的用法については後に詳しく扱うこ

とにしたい。ただ，このような転用はひとつのカテゴリーを生み出すものではない。例と

して Onkel でいえば，両親の男のきょうだいと成人男性をひとつのカテゴリーとして認め

ることに意味があるとする根拠は，内包的なものであれ外延的なものであれ，想定し得な

いのである。  

ドイツ語でプロトタイプ的な分析が有効と思われるのは，これら個々の名称に対してで

はなく，むしろ先に触れた家族がかかわるサブカテゴリーに対してであろう。というのも

家族は，先に見たように，そのメンバーたる要件に複数の観点があり，かつまたその境界

は定かでないプロトタイプカテゴリーであると考えられるからである。  

 

3. 放射カテゴリーとしての親族名称  

Lakoff (1987: 74)は英語の mother について放射カテゴリーというものを提案している。

それによれば，mother には 5 つのモデルが関与している。  

 

1) 出産モデル：子供を産む女性が mother である，  

2) 遺伝モデル：遺伝子を提供する女性が mother である，  

3) 養育モデル：子供を育てる成人女性が mother である，  

4) 婚姻モデル：父の妻が mother である，  
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5) 系譜モデル：直近の女性の先祖が mother である。  

 

そして，motherを含む文においては，このモデルのうちのひとつ，ないし複数のものが活

性化されて意味に関与しており，そうでないモデルは背後にしりぞき隠れている。現実の

発話においては可能な複数観点のなかから一部が選択され使用されるのであり，結果とし

てmotherは多義的な意味の様相を呈することになる。Lakoff (1987: 75)の例 6をもって示

すと：  

 

(1) I was adopted and I don’t know who my real mother is. 

(2) I am not a nurturant person, so I don’t think I could ever be a real mother to 

any child. 

(3) My real mother dies when I was an embryo, and I was frozen and later 

implanted in the womb of the woman who gave birth to me. 

 

焦点は real motherというフレーズであるが，(1)では出産モデル，(2)では養育モデル，(3)

では遺伝モデルがそれぞれ選択され， real motherをそこで用いる動機づけとなっている。

また，それぞれにおいて他のモデルによる読みが排除されていることも注目に値する｡ 7 

放射カテゴリーにおいて問題となるのは，メンバー性もさることながら，カテゴリー内容

の特徴づけである。プロトタイプカテゴリーにおいては，それに特徴的とみなされる特性

を特定のメンバーがどれだけ共有しているかによってメンバー性が決まる。多くの特性を

示すメンバーは良好なメンバーであり，わずかな特性しか持たないメンバーは周辺に位置

する。この場合各特性は累積効果を持つ。一方放射カテゴリーでは，確かに多くのモデル

を共有するメンバーは典型的なメンバーであり，そうでないものは低いメンバー性しか持

たないというプロトタイプ効果を示すことはあるが，それぞれの特性は先に見たように排

除しあうこともあり，累積効果の他に対照効果をも持つのである。  

 このような構造は放射カテゴリーの適用においてより大きなダイナミズムを生み出す。

                                         
6 Lakoff は 6 例挙げているが，ここでは煩を避けるため，論述に最少限必要な 3 例のみを

掲げる。  
7 もちろん複数のモデルが共存することもある。現実には生みの母，育ての母，遺伝上の

母が一致する事例が多数を占めていることはいうまでもない。  
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それは，カテゴリー名の使用による意味作用として現れるのがカテゴリーへの類別とは限

らず，より限定的な特性への関連づけが生じることを予測しており，言語の柔軟な使用を

跡づける理論への道筋を期待させる。  

 Lakoff の mother の分析には異論もあるのでここで論じておかなければならない。

Kleiber (1993) は Lakoff の例文の扱いに対して異議を唱え， real mother の real の用法

が， (1)とそれ以外の文とでは異なっていると主張する： (1)での real のみは継母，養母な

どに対立するものであるが， (2)での real はあるクラスへの帰属性を示すものとして使わ

れているのではなく，たんに対象物の特徴的な性質を示すものである；いわばそれは誇張

的用法であり，「彼は本当の魚だ」が「彼は泳ぎがうまい」ということを表しているだけで，

彼の魚類への帰属性を言明しているわけではないのと同じことである；mother の語の中

核的意味は「子供を産んだ女性」であり，それは構造意味論的な意味の必要十分条件モデ

ルで記述できる。 (Kleiber 1993: 93)  

この批判は一定の説得力を備えてはいるようには見えるが，ここでそのまま受け入れる

わけにはいかない。上例 (3)では遺伝モデルが焦点化されており，かつまたそれを出産モデ

ルと対比させている。ここでの real ははたして誇張的用法であろうか。現代社会の家族を

巡るひとつの大きなテーマとなっている代理母と遺伝上の母親についての議論を鑑みると，

まさにここではどちらが real mother なのかという，モデル間の葛藤が現に存在すること

を否定することはできないだろう。また，カテゴリー論的にも，とりわけ言語の意味作用

に関心を向けるならば，反論の余地がある。Lakoff の例で， real mother がそれぞれの文

に対して行っている意味上の寄与は，まさしく複数モデルを仮定して初めて可能になるも

のである。子供を産むことが母親であるための必要十分条件であり，それが mother の語

の意味なら，養育という観点はその意味には含まれる必要がない。では，(2)で焦点化され

ているこの観点はどこからきているのか。何らかの形で mother の語が寄与していなけれ

ばならないはずで，とするならば，そのメカニズムを説明する仮説として放射カテゴリー

という構造原理を提案することには十分な意義が認められよう。上述のように，この仮説

には十分な理論的可能性が認められるのであるから。  

 

4. ドイツ語親族名称の用法  

前節では放射カテゴリーの理論的可能性について論じたが，ここではいくつかのドイツ
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語親族名称を例にとり，コロケーション分析 8を使って詳しく観察し，さらにその可能性

を追求しようと思う。英語のmotherについてのLakoffの分析を見てきたので，ドイツ語の

MutterおよびVaterから始めよう。この 2 語のコロケーション分析についてはすでにMuroi 

(1998: 11ff.)で一部論じているので，本稿では関連部分を再述し 9，その上で必要な考察を

加える。次にBruder，Schwesterを分析する。その際には，これまで論じてきたなかでそ

の重要性が示唆されている家族の観点にとくに注目しつつ，さらにこれらの語の持つ連想

関係の非対称性を観察する。  

ここでのコロケーション分析は，コーパスにおいてキーワードの前後一定範囲のなかに

いかなる共起語，およびキーワードとともに合成語を形成する造語成分 10が，いかなる頻

度とキーワードからの距離で現れるかを手がかりに，キーワードと共起語のコンテクスト

的な結びつきの強さ－親近性－を求めるものである。  

 

4.1. Vater と Mutter 

この 2 語のそれぞれに親近性の高い共起単位上位 300 のうち，202 (67%)が共通してい

る。そしてそれぞれが互いにとってきわめて親近性の高い共起語となっている。このこと

は Vater と Mutter がかなり類似したコンテクスト環境を有しており，かつ双方が同時に

現れるコンテクストもしばしば現れることを物語っている。そしてこれは，この 2 語がき

わめて近い意味的関係にあることを示している。親族名称の意味分析においてこの 2 語を

隣り合わせの位置に置くことはここからも正当化される。  

共通して親近性が高い単位で目立つのは親族名称のうちでは Groß- (Großvater，

Großmutter の第一構成素 )，Sohn，Tochter，Eltern である。これは一見したところ直系

のラインに沿った表現なので，系譜モデルを反映していると見ることもできるかもしれな

い。しかし他の解釈も可能な事実である。まず造語成分 Groß- についていえば，これは

Vater，Mutter を含む合成語のなかに現れるもので，Großvater，Großmutter という語で

見ると，共通のリストには現れず，それぞれ Vater，Mutter の共起語として，とくに

                                         
8 分析に使用したコーパスとプログラムは H. J. Heringer: Distributive Semantik である。

（ただし，コーパスはおよそ 189Mb の Heringer のものをおよそ 256Mb に拡大してある）

詳細については Heringer (1999)を参照のこと。  
9 今回拡大したコーパスで再分析してみたが結果はほとんど変わらなかった。  
10 以下コロケーション分析においては共起語と共起造語成分とをあわせて共起単位と呼

ぶ。  
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Großmutter はリストの下位のほうに現れるにすぎない。とすると，のこるは両親と子供

たちというわけで，家族，とりわけ核家族の概念が浮かび上がってくる。事実これを裏づ

ける結果も得られている。2 語に共通する親近性が高い共起単位のなかには，Familie，

Haus，Stief- が見られる。これらは同居する家族共同体にかかわるものである。  

. 共通性以上に興味深いのは違いのほうである。Mutter の上位 300 共起単位に現れるもの

で注目されるのは，出産モデルで Leih-，Gebär-，Leib (それぞれ合成語  Leihmutter「代

理母」， Gebärmutter「子宮」， Mutterleib「母胎」の構成素 ) である。このうちもちろん

Leihmutter は出産モデルと遺伝モデルとの分離を前提としている。さらに Gesellschaft

や Konzern との合成語（Muttergesellschaft「親会社」，Mutterkonzern「母体となるコンツェ

ルン」，Konzernmutter「コンツェルンの母体」)は出産モデルのメタファー的転用とみなすこ

とができる。養育モデルでは， Sprache， Milch との合成語  (Muttersprache「母語」，

Muttermilch「母乳」 )，形容詞の alleinerziehend (一人で子供を育てる ) が現れている。  

 一方Vaterでは当然のことながら，出産モデルに基づく共起単位は存在しない。それど

ころか，遺伝モデルもここではほとんど問題にならない。かろうじて養育モデルにおいて

Zieh- (Ziehvater「育ての父」の第一構成素 ) が現れているように見える。しかしこれも例

証を見てみると，ほとんどにgeistig (精神的な ) やpolitisch (政治的な ) などの形容詞が付加

されていて，子供を育てている男性を指示している例はごくわずかしかない。これに関連

して非常に興味深いのはFamilieとMutterないしVaterとの合成語である。Familienvater

は登場頻度の高い語であるが，それに対してFamilienmutterはきわめてまれにしか現れな

い。この，共起語としてのFamilieには見られない，強い非対称性はVaterがしばしば共同

体の長ないし幹部を表すのに使われるというドイツ語の習慣とかかわっていると思われる。

例えば，Landesvater (州の父=州首相 )，Stadtvater (町の父＝市長 ) などは頻繁に目にし，耳

にする表現である｡ 11 このことを考えあわせてみると，Familienvaterという表現は，た

んに家族の父親を表すというよりは，いわゆる家父長を表す表現と考えてよいのではない

かと考えられる。Vaterは精神的な指導者，共同体の長を指示するという性格を色濃く有

している。近代的な家族がパートナー関係をその主たる紐帯としている  (ミッテラウアー /

                                         
11 女性の市幹部を示す Stadtmutter も複数形で例証されているが，その数はきわめてわ

ずかである。もちろんこれは女性の首長が少ないことに起因していることは間違いない。

しかし，Stadtmutter や Landesmutter という表現が将来においてドイツ語のなかでどの

ように扱われるかは興味深い問題であろう。  
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ジーダー  1993: 75ff.) とはいえ，少なくともことばの使用の上では，Vaterにかかわって

家父長制的な連想が依然として機能していることは否定できない｡ 12 

 コロケーション分析の結果をまとめておくと：  Vater と Mutter は子供たち  (Kind，

Sohn，Tochter) とともに Familie を構成するものとして，互いに強い親近性を有してい

る。そのなかで Mutter はまず子供を産む存在，ついで子供を育てる女性という観点から

発話の意味に寄与することが多い。一方 Vater は子供に対する精神的指導者あるいは家長

としての役割がしばしば焦点化されている。  

 

4.2 Bruder，Schwester 

 Bruder と Schwester はそれぞれの上位共起単位 300 のうち 145(48.3%)を共有している。

Vater と Mutter でそのほぼ 3 分の 2 が共通していたことに比べ，コンテクスト環境の共

通性は一見低いように見える。しかし，Schwester に固有の環境である医療・福祉関係

(Krankenschwester「看護婦」など )の共起単位が 29 (9.7%)あることを勘案すれば，これも

やはり非常に高い共通性を示しているといえる。もちろんそれぞれは互いにとってきわめ

て親近性の高い共起語でもある。  

共通する共起単位として，Vater, Mutter, Kind, Haus, Familie, Sohn, Tochter, Stief-, 

Schwager などの家族にかかわるものが目に付くことも予想されるとおりである。  

ここでも共通性以上に興味深いのは違いである。まずは双方の上位共起成分として挙

がっている -partei(en) (政党 )が注目に値する。Bruderpartei (兄弟党 )は社会主義・共産主義

政党の間で使われ，Schwesterpartei (姉妹党 )はその他の原理・原則・目標を共有する政党

間の関係を示す概念である。前者は社会主義国間において相互の党を呼ぶときに使われる

ことが通例であったが，そうでない場合－例えばドイツ社会民主党とフランス社会党－に

対する使用も散見される。後者はたいていの場合，キリスト教民主同盟 (CDU)とキリスト

教社会同盟 (CSU)との間で使われるが，CDU から見たイタリアキリスト教民主中道党，ド

イツの緑の党から見たフランスの緑の党に対して使われている例もある。この分布が示し

ているのは，共産・社会主義政党間の関係は明確な概念として存在し，それ以外の友好政

                                         
12 菊池  (1995: 40) によれば，子供を教育 (erziehen)する役割はかつて父親のみに認めら

れたものであるという。alleinerziehend という形容詞が Mutter に強く親近性をもつとい

う事実は，ひょっとすると，母親のみが子供の教育にかかわるという事態を取り立てて表

現しなければならないと感ずるような，家父長制的潜在意識も働いているのかもしれない。

英語ではたんに single mother というのと対照的である。  
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党間の関係はそれと差異化される形でその反対項として現れているということである。政

治的地域単位との合成語も同様の観点から使い分けられている。すなわち，Bruderland, 

Bruderstaat (兄弟国 )は社会主義国間にきわめて頻繁に用いられ， -land および  -staat は

Bruder の上位共起成分である。一方 Schwesterland (姉妹国 )は使用頻度が極度に少ないも

のの EU 加盟国その他の友好関係にある国家間で用いられることがある。友好都市はさら

に政治色が薄いので，当然のことながら Schwesterstadt (姉妹都市 )である。  

社会主義・共産主義は団結と連帯を標榜する政治思想である。そこにおいて，最小の社

会的集団でありかつ成員間の結びつきが最も密接である家族関係，しかも垂直方向の関係

でなく，水平方向の関係を表す表現が好まれるのは容易に理解できることである。しかし

ながらなぜ Bruder であって Schwester でないのか。Bruder に対してのみ高い親近性を示

している語を見てみると，そこには Zusammenarbeit (共同作業 )，Freundschaft (友情 )，

Stammtisch (常連席 )，Hilfe (援助 )，fest (しっかりとした )，Gleichheit (平等 )のような語が現

れている。これらは対等の立場での親密な連帯・協力関係が Bruder の語によって連想さ

れることを示していものと読み取れる。一方 Schwester の上位共起単位にはこの種のもの

が見出せない。ここにも Vater と Mutter に見られたのと同じような，男性の側により積

極的な評価が与えられているという非対称性が確認できる。  

 

5. まとめと考察  

ドイツ語の親族用語の用法には家族という概念が重要な役割を果たしていることがわ

かる。そのなかでも両親と子供からなる核家族が中心的な位置付けを有している。このこ

とを考慮するならば，親族用語の成分分析に [Familie]という意味特徴を導入することが求

められるかもしれない。すなわち，Vater, Mutter, Eltern, Sohn, Tochter, Kind, Bruder, 

Schwester, Geschwister には [+Familie]という特徴を与え，他の親族名称には [-Familie]

を付すのである。しかし家族は定まった内包と外延を持つ概念ではない。核家族と限定し

たところで，そもそもそれは，両親と子供たちからなる共同体，といったものであるので，

定義の循環は免れ得ない。それはせいぜいのところ，親族名称の成分分析の可能性をさら

にもう一つ提案することができるにすぎない。  

 複数の分析の可能性があるということは，そのこと自体，語の意味がさまざまな観点か

ら見られうるということを示している。すなわちある語が参加する体系は定まった唯一の

ものとは限らず，それが周辺の他の語と取り結ぶ関係はつねに同一のものとは限らない。
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このことは，語の意味内容を内包と外延によって定義しようとする試みを疑問視させるに

十分である。  

 家族の概念は成分分析にとって重要であるというよりは，むしろさまざまな連想関係が

成立する場として考慮されなければならない。例えばVaterはFamilieの一員としてこの集

団のなかでさまざまな役割を果たす。そのなかには－その当否はともかく，また現実の姿

は各家庭によって異なるものではあるが－この集団を束ね，かつ対外的に代表するという

役目，子供の社会化に際してその手本  (Vorbild 13)として精神的な指導者として機能するこ

となどが含まれているとみなされている。これらの役割がしばしばVaterと結び付けられ

ることによって，そこから連想されるものとして強化，定着する。そこから，親子関係に

ない個人間の関係に転用され，politischer Vater, geistiger Vaterなどの表現が可能になる。

Bruderについていえば，家族という集団は最も基本的な社会単位でかつその成員の間の結

びつきはきわめて強いものとみなされている。このことが男性優位的な発想と結びつくこ

とによって，Bruderに対等な立場での連帯，協力という連想が成立すると考えられる。  

 連想関係－それもたいていは広く流布しているステレオタイプ的な－に基づく意味作用

の存在が語の意味作用にこのように関与しているという事実は，語の意味への関与が語彙

構造から規定された意味特徴によるのではなく，語に結びついているさまざまな連想がそ

のときどきの状況に応じて活性化されることによるという仮説を正当化する。Lakoff の放

射カテゴリーもそのような仮説のひとつと解釈することができるが，そこではさまざまな

連想関係がいくつかのモデルという形に整理，抽象化されている。ただし，論理的に見て

そのような抽象化は必ずしも要請されていない。例えば養育モデルといっても，Vater と

Mutter ではそこで問題とされている養育のありようには大きな違いが見られるのである。 

 連想関係に基づく意味作用というここで展開した考え方は，ある言語共同体における文

化的ステレオタイプの研究にも貢献することができると思われる。確かに言語はきわめて

保守的な慣習であり，社会の状況を直ちに反映するものではないので，分析結果の扱いに

ついては慎重でなければならないが，言語使用の背後に潜む考え方を一定程度明らかにし

てくれるものと考える。  
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