
1

112

ヒトと言語と社会

児　玉　徳　美

１　はじめに：言語学は人間不在か

１.１　言語学への不満

人間とは何か，社会とは何か，という疑問に答えようとすると，言語の存在を無視することはで

きない。言語は人間と動物を区別する標識であり，複数の人が集まる共同体において相互に情報や

意見をかわすための最も基本的な伝達手段である。言語は人間の精神が宿る所であり，その精神を

明らかにする科学がphilology（文献学）であるという素朴な考えが少なくとも20世紀初めまでは存

在していた（児玉1998:241参照）。しかし「精神が宿る言語」を対象とする科学は20世紀にphilology

から linguistics（言語学）と呼ばれるようになって以降，ますます抽象化を高めている。皮肉なこ

とに，言語学は抽象化を高めれば高めるほど，人間の社会生活において不可欠な言語を駆使する人

間の姿から遠ざかるという批判が聞かれる。

言語学が人間不在であるという不満はすでに1960年代からふえているが，この不満はどこからく

るのであろうか。芳賀（1979:23）はそうした批判・不満を次の４点に要約している。

（１）a. 言語（ラング langue）が生きた人間から切り離されている。

b. 分析・抽象化・一般化に走りすぎている。

c. 例外を軽んじ，均整を尊ぶ合理主義への偏向がみられる。

d. 意味や歴史が軽視または無視されている。

このような反応は日常的な言語活動や言語についての実感から生まれている。そこには実際の言語

はより混質的で，多様であり，発話場面の文脈だけでなく，言語外の社会･文化とも関連し，感

情・価値観・主張などの広範な「意味」を含むのではないかとの疑問がある。一方，20世紀に抽象

化や精密な法則化への道を歩んできた言語学は独断や恣意性を排し，言語を合理的・客観的・形式

的に説明しようとしてきた。これは「科学」として当然の方法である。たとえ人間不在にみえても，

言語学の分析結果が最終的に言語の全体像を理解するのに役立つものであれば問題はない。しかし，

今日の言語学は言語の全体像に向けて接近しているわけではなく，（１）の不満を解消するもので

もない。言語学が少なくとも人間らしさを特徴づける言語の説明理論であるためには，「科学」と

して言語の精密な法則化を放棄することができないにしても，分析対象を言語活動の全域に拡大し，

そこにかかわる人間の役割を明らかにすることが課題となる。そのためには20世紀後の言語学がな

ぜ今日の分析方法を確立したかを確認し，（１）の不満を解消する方策を探る必要がある。

まず「科学」としての言語学がなぜ（１）のような不満を生んだのかを簡単にふりかえってみよ

う。次の３点をあげることができる。

（２）a. 理想化の下でラング（langue）や言語能力（competence）を分析対象としてきた。

b. ラングとパロール（parole），言語能力と言語運用（performance）の関係が不明確なまま



であった。

c. 分析対象の最大の単位が文にとどまり，談話全体に及んでいない。

日常の言語活動には個人のくせ・言いよどみ・言いまちがい・記憶の制約，あるいは言語活動が生

起する場の文脈情報などが混在している。しかし今日の言語理論は，パロールや言語運用にかかわ

るこのような諸要素を捨象し，理想的な話し手・聞き手を想定したうえで，抽象的なラングや言語

能力を分析対象としてきた。多様な資料や現象の基底にある諸関係を抽出するためには，理想化さ

れた環境・条件を設定することが科学にとって不可欠である。例えば炎が消える条件を調べるため

に，風の吹く戸外に何百本ものローソクを立て，その炎がいつ消えるかと待ってもむだである。た

とえ１本のローソクの炎であっても，密閉した箱の中で酸素を徐々に減少させていくことではじめ

て実験は目的をはたす。20世紀の言語学が（２a）に示すように，理想的な話し手・聞き手に蓄積

されているラングや言語能力を分析対象としてきたのも「科学」として当然の歩みである。

今日Saussure（1916）のラング，Chomsky（1957）後の生成文法の言語能力という用語を用いる

か否かは別にして，すべての言語分析が大なり小なり理想化された抽象的な言語を対象にしている。

Saussure（1916）後の理想化・抽象化は自然科学をモデルにしたものである。これができたのも言

語の特質に由来する。パロールや言語運用には表面上多くの多様性がみられるが，抽象的なラング

や言語能力には自然現象と似て予測可能なものもみられる。例えば言語構造や言語習得過程には生

得的能力とのかかわりでの普遍性がみられ，特定の言語表現が適切か否かについてはかなり均質な

判断がなされる。言語はある意味で，多様な要因がからむ人文社会現象より，むしろ規則的に生起

する自然現象に近い（詳しくは児玉2002:203-214参照）。

ラングとパロール，言語能力と言語運用は確かに対立するが，同時に相補的な関係にもある。言

語学は本来その相補関係をも明らかにすべきであるが，そちらに注意は向いてこなかった。一般に

（２a）のラングや言語能力の究明に熱心であったが，結果的に（２b）の問題を残した。Chomsky

（1965:9）は言語能力を対象とする文法のモデルがいずれ言語運用の基本モデルに組み込まれるであ

ろうと想定しながらも，両モデルが相容れない異なる側面をもつことも指摘している。この悲観的

な主張は残念ながらその後の言語心理学の実験によっても立証されている（児玉1987:83,132参照）。

Chomsky 自身その後両モデルの関連づけを試みていない。これは言語学が理想的な話し手・聞き

手に蓄積されている言語能力を究明するうえで説明的妥当性（explanatory adequacy）をもつ理論を

構築することが唯一最大の目標であると考え，言語活動における心的過程をあまり重視しなかった

ためである。その結果，構築された文法に心理的実在があるか否かを改めて問うことはないし，ま

た文法が心理的実在をそなえた言語運用のモデルでもあろうとする発想はない。

20世紀の言語学は（２ c）に示すように，文を最大の単位として統語論中心に分析を進めた。形

式面からみた場合，談話は文構造を繰り返したものであり，文を最大の単位とする統語論にとって

それほどの支障はなかった。文を超える談話に固有な形式上の特性がほとんどみられないためであ

る。しかし意味の面からみた場合，（２ c）には大きな限界がある。談話は文の意味パターンの繰り

返しではない。文から文への展開や談話全体には文には存在しない信念・価値観・主張，あるいは

それらの形成過程での論理操作や推論が込められている。言語活動の最大の目的はまさにこのよう

な意味を伝えることにある。20世紀の言語学は統語論の影響をうけて意味論までが文を最大の単位

とした。その結果，言語学は「客観的立場」に徹すると称しながら没価値的性格をもつようになっ

た。没価値的性格は論理学と共通している。しかし論理学が言語表現の前提（premise）から可能世
．．．
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界
．
の結論がどのように導かれるかの推論過程を明らかにするのに対して，言語学は現実世界

．．．．
と関係

する言語表現そのものの意味と形式を対象にする。それだけに言語学の記述・説明から話し手や現

実世界の姿が見えなくなり，「人間不在」という不満を招くことは，人間が現実世界をどのように

見て，どのように描いているかを分析対象とする学問にとって重大な欠陥となる。言語学は談話全

体に埋め込まれている話し手の信念・価値観・主張やそれを生み出している社会から逃げることは

できない。そのことが言語学の分析対象を複雑にするにしても，分析そのものを不可能にするわけ

ではない。言語は，先ほど（２b）との関連で述べたように，人文社会現象よりむしろ自然現象に

近い特質を有しており，人文社会科学に新しい地平を切り開く格好の素材でもある。

これまで（２a-c）について主としてSaussureやChomsky後の生成文法の流れを追ってきた。そ

うした流れと異なり,あるいは対立する立場で（２b, c）の問題を克服しようとする試みもある。例

えば機能選択体系言語学のような機能文法は部分的にパロールや言語運用も対象にし，認知言語学

は概念や意味の拡大において心的過程を重視し，語用論は隣接する２･３の文が発せられる文脈情報

を含む発話を分析している。しかしそれらも「人間不在」の批判を免れるものではない。（２b, c）

の問題を解決するにはほど遠く，言語の全体像に迫るものではない。

１.２　不満を解消するために

（２b, c）の問題を解決するためにはいくつかの課題がある。第１はラングとパロール，言語能

力と言語運用の関係が心的過程の観点からも整合し,心理的実在をもつように相互に検証していく

必要がある。第２は分析対象を拡大し，意味・形式上談話全体に及ぶものにすることである。第３

は言語化されるか否かを問わない概念，および言語化されたことばの意味を明らかにすることであ

る。概念／意味は人間固有の特質をもち，人間の生活全域に及ぶ言語活動の源泉であり，これを明

らかにすることで第１・第２の課題への示唆をえることもできよう。

言語学が「人間不在」の学問から脱却するためには，第３の課題にどう応えるかが大きな鍵を握

っている。人間は社会における経験を多様に解釈しうる概念化能力をそなえている。概念化能力は

人間の認知能力を言語化するが，諸言語に言語化された概念体系（つまり意味体系）には言語普遍的

なものと言語固有のものがある。概念は現実世界を部類に範疇化し，その成員と非成員を区別する

ことにより，人間が知覚し，学習し，記憶し，推論する際の基本単位である。これをもとに知識体

系が形成される。例えば「４月」「リンゴ」という概念／意味は単独で成立するわけではない。そ

れぞれの概念／意味が階層構造をなす知識体系の中にあって１年のカレンダーやナシ・モモ・ミカ

ンなどの果物の知識との関連で理解される。こうした概念／意味に基づいて意識や思考・信念・価

値観も形成されていく。

非言語の概念と言語の意味の関係についてはさまざまな立場がある。認知言語学は言語が人間の

認知の営みによって深く動機づけられ，現実世界の経験から創発する概念が意味であるとみなし，

概念が言語に先行する概念優位説をとっている。一方，Whorf（1956）の言語相対論は言語がどの

ような意味範疇をとるかにより世界の区切り方が異なり，世界観の違いにもつながるとする言語優

位説をとっている。他方，Chomsky後の生成文法は概念／意味の多くは経験によるのではなく，

先験的に生得的能力によりすでに獲得している概念／意味にラベルを探すだけであるという生得論

を展開している。最も徹底した生得論はFodor（1981:315）にみられる。ほとんどの概念／意味は生

得的なもので定義不可能であり，普遍的な概念／意味をもつ語は数千あるという。Fodorほか
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（1980）は生得的なものである以上，規定や説明は不要であり，「定義に反対」（Against definition）

という題の論文まで書いている。

概念と意味と価値観，認知能力と言語能力と言語運用の関係について論じようとすれば，人間の

生得的能力から生後の社会での経験にまで及ばざるをえない。以下，本稿では言語を介して人が有

する生得的能力と社会の中での人のふるまいとの関係を考察する。人について生物種を論じる文脈

では「ヒト」と書き，生後の社会文化の文脈では「人」または「人間」と書くことにする。「ヒト」

も「人」も同じHomo Sapiensの先天的･後天的能力の範囲内で行動しており，「ヒト」と「人」の

区別はしばしば困難である。同様にヒトが生得的能力に基づいて習得した言語と人が成長して社会

の影響の下で習得した言語の区別もつけにくい場合がある。そのような問題はあるが，ヒト／人の

成長に応じて言語習得過程・生得的能力の顕在化・社会の影響などに段階的なものがあることを捉

える必要があり，ここではヒトと人を区別する。言語分析を通してヒト／人間とは何か，社会とは

何か，という疑問に対していささかなりとも答えることができれば，本稿の目的は達成されたこと

になる（ヒト／人がもつ先天的能力も後天的能力も種として生来もっている能力でいずれも広義の生得的能

力に属する。ただし日常の用法では生得的能力を狭く先天的能力と同義に用いる。そこで誤解のおそれのな

い文脈では生得的能力を狭義にも用いる）。

2 素描：ヒト・言語・社会

２.１　ヒト／人の知識

Chomsky（1988a,b）は人間の知識と理解には次のような問題があるという。

（３）a. プラトンの問題

人間は限られた証拠（経験）しかもたないのに，なぜこれほど多くのことを知りうるのか。

b. オーウエルの問題

人間は多くの証拠（経験）をもちながらも，なぜこれほど少しのことしか知りえないのか。

c. デカルトの問題

人間は知識や能力をなぜ創造的に（外的刺激がなくても自由に）使うことができるのか。

（３a）はヒトが教えてもらわないことも身につけることができる不思議な力を有していることを示

している。これはヒトの生得的な能力ともいえる。逆に（３b）はある種の知識が人間にとって習

得しにくいことを示している。そのため人間は過去と類似の誤りを犯すことにもなる。（３ c）は

Descartesが注目した言語の創造的側面に由来する。ヒト／人は外的刺激がなくても無限の文をつ

くることができ，場面に応じてさまざまな思考や行動をとる。例えばかつてナチスの占領地域にお

いてナチスに積極的・消極的に協力した者もあれば抵抗した者もあった。機械は仕掛けや指令がな

い限り動かないし，同じ仕掛けや指令に対して同じ働きをするが，人間は外部からの仕掛けや指令

がなくても行動し，同じ状況に対して同じ行動をとるわけではない。同じ状況が創造的な芸術の世

界をつくる契機にも破壊的な行動をとる契機にもなる。（３a, b）は知識がどのように習得される

のかの疑問に答え，（３c）は知識をどのように利用するかの疑問に答えたものである。（３b, c）は

知識が必ずしも常に予測可能な行動や信頼可能な行動を保証するものではないことを示している。

これは社会において多様な要因が交錯する中でいずれを重視するかの選択が個人や機会によって異

なるためであろう。ここでの知識は知識一般をさしているが，言語知識の習得や利用にもそのまま
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適用される。

種として固有の生得的能力は自然に開発されるわけではない。その能力が開発されるためには，

それを誘発する刺激（学習・経験・環境・滋養など）が不可欠である。広義の生得的能力の開発には

生後に受ける刺激の時期や質・量が重要な役割をはたす。刺激の大小，あるいは刺激に要する時

間・訓練などの大小によって先天的能力と後天的能力が区別される。例えば（３a）のプラトンの

問題は先天的能力に，（３b）のオーウエルの問題は後天的能力に由来している。（３c）のデカルト

の問題は具体的なふるまいによって先天的能力にも後天的能力にも関連する。

重要なことは先天的なものや後天的なものが何によって支えられているかである。図式的ながら

両者を支えているものを対照すると次のようになる。

（４） 先天的　　　　後天的

a. 生得性　　　　経験

b. 本能　　　　　学習

c. 遺伝　　　　　環境

d. 脳　　　　　　心

e. モジュール性　非モジュール性

f. 普遍性　　　　多様性

（４）において左欄の先天的か右欄の後天的かは程度の問題でもある。その境界は連続体をなして

おり，判然としないところもある。極端な言い方をして先天的なものを徹底的に強調すると，どこ

までもが生得性をもち遺伝的なものとなる。逆に後天的なものを強調すると，社会における経験交

流や学習への欲望はヒト／人の基本的な性向であり，種として有しているすべての能力はこの経験

や学習があってはじめて開花することになる。

どのようなパラダイム（理論的な枠組み）をとるかにより，（４）の中で重視する要素と無視する

要素の違いが出てくる。（４a）の対をパラダイムの代表とすれば，生得説と経験説に類するものと

して図式的ながら次のものがあげられる。

（５） 生得説　　　　　経験説

a. 合理論　　　　　経験論

b. 還元論　　　　　全体論

c. 普遍論　　　　　相対論

d. 形式主義　　　　機能主義

e. 古典的計算主義　コネクショニズム，環境主義

f. 生成文法　　　　認知言語学

（５）の対はそれぞれ呼称が異なるように，その重点とするところも異なる。同じ学問領域におい

ても，例えば哲学・認知科学・言語学においても生得説と経験説の両方が存在する。

（４）（５）の対は明確に対立することもあり，異なる対が領域によっては結合したり交差する

こともある。ここでは（４d）と（５ f）の対に限り，その内容を検討する。

２.２　脳と心

（４d）との関連でヒト／人が外界を認識する機能は知覚と認知に大別される。知覚はその場の

状況や予見・知識などに比較的左右されないもので，網膜などの入力によって解釈が自動的に決定
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される。さらに，認知は知識や予見の影響を強くこうむり，状況次第で解釈が違ってくる。また知

覚は通例「～は…である」という構文論的構造をとらないのに対して，信念・価値観などにかかわ

る認知は構文論的構造をとっている。

ただし両者には共通点もある。ともに不十分であいまいな情報しかない場合でも，不確かな事態

や出来事について直感的にその蓋然性や数値を推論・予測することがある。例えば選挙結果や株式

相場を予測したり距離や図形を目測したりする。その際，蓋然性や数値を算定する妥当な理論や法

則を利用するわけではない。できるだけ辻褄の合うようにするため，場面・五感・記憶・言語表

現・世界についての知識などの情報に基づいてしばしば因果関係を組み立て，事態や出来事を直感

的に解釈する。そこでは因果関係の結果のほうをデータとして原因を推論したり，逆にある事態を

原因と見立ててその結果を予測したりする。例えば子どもの悲惨な状況に接し，なぜこうなったの

かその原因を推論したり，子どもの将来［結果］を予測したりする。知覚や認知の直感的判断がと

きに錯覚や錯誤を生み，後で修正することもあるが，その錯覚や錯誤は規則的・体系的であり，一

面の「真理」を伝えている。そこには事態の因果関係に対して同じ形式の推論が働いているためで

ある（詳しくはKahneman, et al 1982, 下篠1999:45-46参照）。重要なことは直感的判断を可能にしてい

る推論のメカニズム（つまり「推断」ともいえるヒューリスティックheuristic）がどのようなものであ

るかを究明することである。ここには数学のような厳密な算定基準があるわけではない。脳と心は

どのように作業分担しているのであろうか。

一般に脳は知覚と認知の両方に関与し，心は環境との関連で認知に関与すると考えられている。

脳還元主義によると，「脳が解明されると，心の問題も解明される」といわれるが，心の問題が脳

によって自動的にどのように解釈されるか不明である。脳は身体（感覚器官）の情報を入力として

脳内のニューロン（神経細胞）とそれを連結するシナプシスの発火によって解釈を決定するが，脳

にとって環境が無関係なわけではない。脳も経験により学習し，記憶し，それを環境に適応させる

能力を遺伝的に有している。例えば人の死に遭遇した場合，その人が未知の人か友人か家族かで反

応が異なる。同じ家族でも好きなおばあちゃんの死か，嫌いな父の死かにより悲しみも異なる。そ

の際，脳内の発火が同じ形で生じてるとは思えない。そうかといって脳内の発火が記憶を含めた多

様な心の反応に１対1に対応するとも思えない。これは環境や記憶との関係で解釈が一義的に決定

されないことを示している。その点，（３ c）のデカルトの問題と同様である。同じ状況においてヒ

ト／人が異なる行動をとることも脳／心が多義的な解釈を可能にしているためである。

まず脳があって心が生成され，心があって言語を含むヒト／人の諸活動が生まれる。ただし常に

そうとは限らない。山鳥（1998:7）が指摘するように，言語や活動が心を制御し制御された心がま

た脳を制御することもある。例えば色彩名や植物名を知っている人は知らない人に比べて，直接見

た色彩や植物をよく記憶していることが証明されている。脳・心・言語（行動）の関係は一方向的

ではなく，双方向的であるといえよう。しかしこの三者の関係，あるいは心脳問題については不明

なところが多く，それぞれの働きについては多くの謎がある。ヒト／人の性向が言語表現にどのよ

うに反映しているかについては稿を改めて論じたい（児玉（準備中２）参照）。

２.３　生成文法と認知言語学：生得性と普遍性をめぐって

（５ f）に戻り，生成文法と認知言語学の主張を検討してみよう。生成文法が言語能力のモジュ

ール性や生得性，さらには言語の普遍性を強調するのに対して，認知言語学は言語能力と認知能力
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一般との共通面に着目し，言語能力の非モジュール性を主張している。ここではヒト／人間が世界

をどう捉え，その認知の仕方が言語表現にどのように反映しているかが重要な関心事であり，世界

での経験を通して言語主体の認知能力や身体性との関連から概念／意味を探っている。

認知言語学は言語能力の生得性を否定するものではないが，生得か学習かの二分法をとったり，

言語能力の生得性を言語の普遍性と同一視するのはまちがいであると考えている。例えば

Lakoff and Johnson（1999:507-508）によると，生得的なものはヒトが生まれながらにもっているも

ので，学習は生後偶発的に習得するものという古典的な二分法は今や脳科学の観点からもほとんど

意味がない。ヒトは無数の神経回路をもって生まれるが，その多くは使用しないと数年のうちに死

滅する。逆に使用に応じて新しい回路が生まれているという。また言語の普遍性はヒトがもって生

まれたものだけではなく，その多くは共通の環境要因に依存する経験によるものであり，その中に

は概念／意味範疇の普遍性，空間関係の普遍性，隠喩の普遍性が含まれるという。このような立場

は，§１.２でみたように，言語能力の生得性を言語の普遍性に直結させるFodor（1981）などの生

得論の対極にある。

普遍性に生得的なものと経験に由来するもののあることが判明したが，普遍性がどのように言語

化されるのかという問題もある。次は言語形式に現れた普遍性の例である。

（６）無標の文においては主語が目的語に前置する。

（７）等位構造制約（等位項の一部を取り出して移動すると非文になる）

*Who did you meet [ John and _ ] yesterday?

*君は[ ジョンと_]きのう誰に会ったのか？

（８）関係節化における文法関係階層（Keenan and Comrie 1977）

主語＞直接目的語＞間接目的語＞斜格＞属格＞比較構文の目的語

（６）はほとんどすべての言語に適用される普遍性である。（７）は詳細において諸言語で異なる適

用規則をもつため，１つの一般的制約である。（８）はこの順序に従って関係節化されやすいこと

を示す。例えば主語と直接目的語が関係節化することを許すが，これらの要素をとばして間接目的

語などが優先的に関係節化することは許さない。（６-８）は言語現象としての普遍性であり，言語

形式を扱う統語論の文法規約としての普遍性である。

普遍性は形式よりむしろ概念／意味に多くみられる。ここでの概念／意味は１対1で形式に対応

するものではなく，概念／意味の共通意義素や元素ともいえる抽象的・普遍的な意味素性や意味役

割である。抽象的・普遍的な概念／意味は言語形式や言語記号化された意味の背後にあって語や，

語と語が結合した構文のあり方を決定している。諸言語の多様性もこの抽象的な概念／意味と言語

形式との結合の違いに由来する。その結果，同じ事態に対する表現形式が言語によりいかに異なっ

ていても，その習得には何の困難も生じない。なぜなら幼い子どもでも抽象的・普遍的な概念／意

味を生得的に身につけており，母語に接するうちにこの概念／意味と言語形式との結合パターンが

顕在化し定着するためである。共通意義素や意味元素ともいえる抽象的な概念／意味について若干

の例を考察してみよう。

（９）a. go down下がって行く／pull a flag down旗を引き降ろす

b. walk into a house 歩いて家の中へ入る／push money into one’s pocket金をポケットに

押し込む

c. run out of a house 家から走って出る／run a robber out of town強盗を町から追い出す
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上例からうかがえるように，英語・ドイツ語のような衛星フレーム言語では下線部の経路が副詞や

前置詞によって表され，移動と様態が結合して１つの動詞（walk, runなど）によって表される。一

方，日本語・朝鮮語のような動詞フレーム言語では下線部からうかがえるように，経路と移動が結

合して１つの動詞によって表され，様態もまた１つの別の動詞（歩いて／走って，など）によって表

される（詳しくはTalmy1985参照）。また動詞と結合する経路概念は衛星フレーム言語ではその移動

が自動詞構文においても他動詞構文においても同じ形式で表されるのに対して，動詞フレーム言語

では経路を表す動詞形が異なっている。これは衛星フレーム言語では移動を表す自動詞と他動詞が

しばしば同じ形で表され，動詞フレーム言語では異なる形で表されることとも対応している。なお

経路と共起する起点・着点はいずれの型の言語でも接置詞句（前置詞または後置詞（助詞）と名詞が結

合したもの）で表される。衛星フレーム言語と動詞フレーム言語は経路を中心とする空間の表現形

式が著しく異なるが，その違いが一貫して生起するため空間の意味構造までも異なるように思える。

しかし子どもはいずれの型の言語においても16-20ヶ月の間に生産的に話せるようになるといわれ

る（詳しくは英語と朝鮮語を分析したBowerman and Choi 2001参照）。衛星フレーム型と動詞フレーム

型は形式と結合する概念／意味のあり方が対立している。問題は子どもが対立する概念／意味のう

ち一方の母語固有の語彙化パターンのみに早くから注目し，他言語にみられる語彙化パターンを無

視している点である。このような概念／意味の習得過程はWhorf（1956）を支持する新たな証拠を

提起しているかにみえるが，子どもがその後成長した段階でその思考過程にどのような影響をうけ

るかについてはまだ十分な検証がなされていない。

次例では起点・着点が名詞に付与されている。

（10）a. John gave Mary a book.

太郎が　花子に 本を　やった。

老 了　　老李 一本　　

give ASP one CL book

b. John bought Mary a book.

太郎が　花子に 本を　買ってやった。

老 了　　老李 一本　　

buy ASP one CL book

c. John knitted me a pair of gloves.

太郎が　私に 手袋を　編んでくれた。

*老 了　　我 一双　　手套

knit ASP me one CL gloves

（10）は二重目的語構文の例である。（10a-c）の英語・日本語では下線部の間接目的語がいずれも

着点を付与されている。一方，中国語は（10a）では着点，（10b）では起点が付与され，（10c）は

非文である（詳しくは児玉2004b:63参照）。英語や日本語では間接目的語が通例着点となる。しかし

中国語は１つの文の中に起点と着点の両方を要求する。（10a）は主語が「 」が移動する起点であ

るため，間接目的語が着点となり，（10b）は主語が着点となり，間接目的語が英語や日本語と違っ

て起点となる。（10c）の「 」のような製造動詞は主語が起点も着点も付与されないため，二重目

的語構文自体が成立しない。

起点と着点は論理的には対等の対をなすが，多くの言語は英語や日本語のように着点を重視する。
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起点がなくても着点があれば問題はない。逆に，着点がなく起点だけでは落ち着きがなく意味をな

さない。

（11）a. John went from Kyoto to Tokyo.

太郎は　京都から　東京へ　行った。

b. John went to Tokyo.

太郎は　東京へ　行った。

c. *John went from Kyoto.

*太郎は　京都から　行った。

（12）a. 太郎（は） 学校（へ） 行った？

b. 太郎（は） 学校*（から） 帰った？

（11c）が非文であるのは着点がないためである。日本語は既知情報が自由に省略されるため，先行

文脈で着点が示されているときは（11c）も可能であるが，着点が示されていない文脈では非文と

なる。（12a,b）は日本語の話しことばで着点を表す助詞は省略できるが，起点を表す助詞は省略で

きないことを示している。ここにも起点と着点の非対称性がみられる。

起点と着点の非対称性は知覚／認知の推論過程に対応する。§2.2の冒頭でみたように，外界で

起こっている出来事について推論する際，因果関係のうち結果（着点）から原因（起点）を推論する

ことが多い（結果も原因も明示される場合，推論は不要である）。現在の出来事から将来起こるであろう

結果を予測する場合もありうるが，いずれの場合も因果関係が存在する。ただし原因（起点）だけ

あって結果（着点）のない知覚／認知は因果関係ではなく，単なる事象の記述である。外界の認識

のあり方が（11）（12）のような言語表現にも反映している。

２.４　ヒトの言語と人の言語

梶田（2004）は言語理論を出力説と過程説に大別している。前者は「可能な文法」がどのような

順序で習得されるかという文法習得の過程を無視し，言語知識としての文法が一度に習得されるか

のように文法全体を習得の出力として規定できると考えている。今日ほとんどの理論がこれに属す

る。後者の過程説は「可能な文法」の全体が一挙に習得されるのではなく，言語以前の段階から，

１語期，２語期と進んで徐々に大人の文法に近づいていくため，習得の過程を考慮に入れてはじめ

て規定できると考える。梶田はこの過程説を前提に，「可能な文法」がより複雑に展開する法則を

規定した「動的文法理論」を提唱している。

確かに言語構造を論じる際，習得過程を無視することはできない。ここでは大きく２つに分けて

考える。ヒトが生得的な言語能力により臨界期までに習得するものと，人が成長して臨界期後に社

会文化の影響の下で習得するものである。いずれも無意識的に習得されるが，両者の間には質的な

違いもある。例えば同じ３項述語でも John gave Mary a book.の二重目的語構文より，John

laughed himself to sleep.（＊John laughed Mary to sleep.）の結果構文のほうが後になって習得され

ると予想される。同じ結果構文でも（ ）内の文が不適格であるのは現実にありえないという世界

の知識に由来するためである。また敬語・敬意表現や言説の秩序などはそれぞれの社会文化への浸

透度に応じて習得される。例えば英語の Iやyouはだれもが日常的に最もよく用いる安定した代名

詞であるが，それに対応する日本語の自称詞・対称詞にはだれもが共通して用いる安定したものが

ない。これは日本語が常に自己と他者の関係（距離）を考慮する社会文化の強い影響をうけている
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ためである。習得時期の遅い語義・構文や言説の秩序などはその使用法がしばしば人により異なり，

時代とともに変化しやすい。このような言語表現は早い時期に習得されるものに比べて多様な要因

からその容認度に幅があると考えられる（詳しくは児玉（準備中１）参照）。

出力説に従って「可能な文法」を探った場合，「可能な文法」の中心はヒトの言語となり，人の

言語は忘れられ，言語の全体像はとても見えてきそうにない。社会における言語の役割をみたとき，

人の主張や言説は単なる発話や文の集合ではない。社会的状況の中での知識や信念・価値観，ある

いは力関係を表出している。その意味では言語は社会によって規定され，同時に社会を規定してい

る。この点について詳しくは後ほど§４で考察する。言語学に人間不在であるという批判が生まれ

たのも，文を最大の分析対象として臨界期前に習得するラングや言語能力に焦点をあてる出力説に

従ったためであり，臨界期後のパロールや言語運用に現れる人と社会との関係も考慮しうる過程説

の視点を軽視したためであろう。

３　ヒトと言語

子どもは５・６歳までに母語についてかなり豊かな知識を身につけ，母語を自由にあやつるよう

になる。その言語習得の特徴として次の５点があげられる。

（13）a. 質の問題：子どもが大人や仲間から聞くことばの多くは誤りを含み，不完全なものであ

るが，完全な文法を身につけることができる。

b. 量の問題：子どもは限られたことばに接するにすぎないが，実際に聞いたこともない無

限の文を駆使できる。

c. 証拠欠如の問題：大人からいちいち教えてもらわなくても複雑であいまいな文を理解で

き，実際に使われる文とそうでない文を区別できる。

d. 語彙習得の問題：短期間に極めて多くの語彙を習得する。

e 汎言語能力の問題：子どもはどこに生まれてもその社会の言語を習得できる。

（13a-d）の特徴は子どもが経験によらないものも習得していることを示している。これは刺激―反

応，訓練といった経験論や行動主義では説明できない。ヒトに生得的な言語能力が埋め込まれてい

ると仮定してはじめて納得できる。さらにこの生得的な言語能力は（13e）からうかがえるように，

あらゆる言語に適用されるため言語特定的なものではなく，言語普遍的なものでかなり抽象的なも

のであろうと想定される。生成文法が普遍文法の構築を言語学の最大の目的にかかげるのもこのた

めである。

言語能力が生得的なものであるとしても，普遍文法がすぐに構築できるわけでもなく，言語習得

にとって経験が無縁になるわけでもない。今日（６）-（８）のような言語普遍的な現象はいくつか

存在するにしても，普遍文法についてはその骨格さえも定かでない。生得的能力と経験の関係につ

いては古くから議論されている言語と認知の問題がある。

子どもを動物園に連れて行く，ゾウの鼻を指差して大人が「あれがゾウよ」と教えたとき，子ど

もは決して「ゾウの鼻」が「ゾウ」だとは思わない。動物の部分よりその全体が「ゾウ」だと認識

している。また大人は通例モデルの知識から事例を判断する。その際，事例がモデルから若干逸脱

しても，いったんモデルの類に属するとみれば，例外的事実を除いてそのモデルの特性をもつと判

断される。例えば「犬」というモデルの知識からブルドッグやチワワも，あるいは交通事故で３本
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足となった犬も「犬」とみなされる。しかし幼児は１つの事例を知ることにより，同時にモデルを

も構築している。語の意味は内包と外延からなり，大人は通例内包によって外延の指示対象を決定

する。しかし幼児は内包となる知識をいっさいもたないのに，外延の１つの事例から効率よく語の

意味を推論していく。ここには内包やモデルを形成する認知能力も生得的にヒトに埋め込まれてい

ると考えられる。

言語習得と認知発達の関係のうち，特に概念／意味の発達については1980年代より心理学と言語

学の両方で研究が進んでいる。そこでは子どもは早くから（１歳未満のときから）物理的世界だけで

なく抽象概念もかなり理解していることが明らかになっている。さらに言語能力の生得性を概念／

意味の普遍性に直結させることへの疑問は§２.３でみたLakoff and Johnson（1999）だけでなく

Bowerman and Levinson（2001），Bowerman and Choi（2001）などにもみられる。しかし現段階

では概念／意味がどのように習得されるのか，概念の中には習得言語や経験と独立したものがどの

程度存在するのかの疑問もあり，なお不明なところが多い。§１.２でみた認知優位説と言語優位

説あるいは生得論に決着がついているわけではない。

問題はもっと複雑なのかもしれない。個人の主張もその時どきの研究成果を反映して変化してい

く。例えばSlobin（1973）は非言語的概念を前提にして言語が習得されるという認知優位説をとっ

たが，Slobin（1985）は文法標識が生得的に幼児にそなわっている普遍的な意味原理に支配される

という意味生得論を唱えた。最近のSlobin（2001）はChoi and Bowerman（1991）などの影響をう

けて，語の意味の習得において言語類型的ブートストラッピング（bootstrapping）を主張している。

これは編み上げ靴の紐を下から順に編み上げていくように，幼児は言語発達の初期にも数少ない形

式と意味の類型を足がかりにして，さらに次の類型を予測し，順次，類型を引き上げてその言語を

習得するという。これは先ほどみた語彙習得における内包と外延の矛盾を解決する１つの案でもあ

る。この説は人間の生得的な概念化能力とも関与しているが，広義の言語優位説に属し，用法依存

説とも呼べるものである（詳しくは児玉2002:16参照）。

§２.２では脳も心も出来事や事象を環境や経験との関係で必ずしも一義的に解釈しないと述べ

た。１つの事態に多様な解釈が生まれることは，逆に多様な事態に１つの解釈が生まれることをも

示唆している。同一（または異なる）とする解釈にはタイプ的同一性とトークン的同一性の２つがあ

る。タイプとは事態の種類のことであり，トークンとはそれぞれの種類内の個別事例のことである。

脳も心も同じように機能しているとは考えにくい。同じタイプの心的状態（例えば痛み）でも，そ

のトークン（歯痛か腹痛か）は異なるタイプの脳状態のトークンであるかもしれない。あるいはその

逆もありうる。例えば太郎はきのう腹痛で学校を休んだが，学校嫌いの太郎が内心喜んでいる場合

である。太郎にとって腹痛そのものは夏休み中の腹痛と同じタイプの脳状態であっても，環境に大

きく影響をうける心的状態は夏休み中の腹痛とは異なるものと解釈される。タイプとトークン，脳

状態と心的状態で交錯しているだけに，いずれを記号化するかによって表現も違ってくる。太郎が

友だちにきのうなぜ学校を休んだのかと聞かれて，「腹が痛かったのだ」というのも「学校が嫌い

だから」と答えるのも太郎にとって必ずしもウソではない。皮肉・反語やジョークもこうした脳／

心的状態の延長線上にある。タイプとトークンは言語分析でのラングとパロール，言語能力と言語

運用，内包と外延とも関連している。言語分析において一方のみを強調し，他方を無視することは

脳や心の機能を十分反映したことにならない。

ヒトが脳や心で知覚し認知するものがすべて言語に表現されるわけではない。例えば洗い立ての
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猫の毛に触れたときの「ふわふわ」した感じはことばで表現しにくい。同じように痛みや臭いもう

まく説明できない。野球で安打製造機とも呼ばれるイチローがボールを捉えたときの感触も同様で

あろう。五感での知覚，心で捉えられる感覚には正確に表現できないものが多い。こうした言語化

される前段階の原始的な感覚はクオリアとも呼ばれる（児玉（準備中１）参照）。ヒト／人の心に抱

く概念には先ほど（13）との関連でみたように，習得言語の概念／意味から独立した概念も存在す

るのではないかと考えられる。そのことは異言語間の翻訳可能性の立場に立つ場合，未知の世界で

使われている特異な語に初めて接しても，その意味の理解にそれほどの時間を要しないことからも

うかがえる。何を言語化するか，あるいは言語化されていないものをどのように理解するかは，次

節の言語と社会の関係にもつながるものである。

４　言語と社会

ヒト／人のふるまいの基礎は脳／心の働きによる認知システムにある。これまでみたように，言

語は一方で種としてのヒト／人の生得性や経験に由来する多くの共通性をもち，他方では社会によ

って異なる多様性を有する。ひとりひとりのヒト／人はその両方の特性を有している。社会はひと

りひとりのヒト／人の集まりであるが，社会で生起する出来事や事象，つまり社会的現象は単な

る＜物＞ではない。社会を構成するヒト／人が自らの意図や態度を表出したものであり，言語はそ

の最もポピュラーな表出手段である。このように言語と社会の関係をみたとき，その関係に接近す

るには大きく２つの方法がある。１つは認知心理学のように言語を心的表示の産物とみなす視点で

ある。心的過程としての生得性・思考・推論・記憶・感情・因果関係などが分析対象となる。あと

１つは社会心理学のように言語を社会的行為とみなす視点である。ここでは対人関係を強化するた

めの情報の伝達ややりとり，あるいは言語に込められた主張・価値観・イデオロギーなどが分析対

象となる。言語と社会のかかわりは多様な領域にわたるため，ここでは前者の視点からは言語と思

考・文化を，後者の視点からは社会における言語の役割に絞って考察する。

まず言語と思考・文化の関係からみてみよう。言語を通して思考が生まれる。思考は古くから用

いられているが，今日なら認知とでも言うところである。ただ認知が心的過程（mental process）の

みに焦点を当てるのに対して，思考は音声と心的過程が不可分に結合したものとしばしば解釈され，

言語の実態により接近したものといえる。これは単に用語の問題ではない。言語と思考・文化の関

係は，言語相対論を唱えるか，それに反対するかは別にして，古くから議論されてきたが，かつて

の議論では形式上の言語構造を介して言語と思考の関係を問題にしてきた。例えばW. von

Humboldt, E. Sapir, B.L. Whorfの場合も同様である。これは内的言語としての心的過程と言語形

式（音声）の区別が十分に認識されず，両者が未分化で概念／意味を分析する明確な道具立てが存

在しなかったためと考えられる。今日，形式上の言語構造を介して言語と思考・文化の関係を探る

考察が破綻していることは明らかである。同じ構造の言語をもつ社会が同じ思考法や同じ文化をも

つわけではなく，逆に異なる構造の言語をもつ社会が必ずしも異なる思考法や文化をもつわけでも

ない（詳しくは児玉1998:147,2004a参照）。重要なものは形式上の言語構造ではなく，むしろ意味上の

ものである。この中には言語形式と結合する概念／意味の共通意義素や意味役割のあり方，あるい

は言説（の秩序）に埋め込まれている信念・価値観や主張なども含まれる。思考や文化もすぐれて

概念／意味上のものであり，思考・文化は言語の概念／意味上の特質とのみ比較対照が可能である。

ヒトと言語と社会
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脳／心の動きである心的過程としての認知が確立し，社会との関係で「言説（の秩序）」という概念

が生まれている現在，言語と思考・文化の関係については新たな展開が望まれる。

言語と思考（・文化）の関係について1950 - 60年代にはWhorf（1956）の主張に従い，言語が世界

観を形成し，言語により思考法が異なるとみられた。しかし1970年代にはBerlin and Kay（1969）

の基礎色彩語やRosch（1973）のプロトタイプ構造の研究により，いくつかの意味領域は想像され

ている以上に異言語間や異文化間で統一的に範疇化されていることがわかり，Whorfの言語相対論

や言語決定論に反し，むしろ言語の普遍性に深い関心が寄せられた。

Gumpers and Levinson（1996:25）に従い，三段論法でWhorfと反Whorfの主張を記すと次のよ

うになる。

（14）Whorf流の三段論法

a. 異なる言語は情報上等価でない異なる意味表示体系を利用し，

b. 意味表示は（思考の）概念表示の諸相を決定する。

したがって

c. 異なる言語使用者は異なる概念表示を利用する。

（15） 反Whorf流の三段論法

a. 異なる言語は（意味元素の分子レベルでないにしても少なくとも原子レベルで）同じ意味表示

体系を利用し，

b. 普遍的概念表示は意味体系を決定するが，その意味表示体系は（生得的な「思考言語」で

ある）命題概念体系と同じものである。

したがって

c. 異なる言語の使用者は同一の概念表示体系を利用する。

２つの三段論法は真っ向から対立しているかにみえるが，意味表示の原子レベルか分子レベルかの

違いとみた場合，全く矛盾しない。つまり原子レベルでは意味表示やそれに対応する概念表示が思

考の普遍言語から引き出されるが，分子レベルでは普遍的な原子が個別言語においてそれぞれ固有

の結合をなし，そこで生まれたものが語彙的意味を形成して諸言語固有の概念効果を発揮すること

になる。

これまでの言語と思考・文化についての議論はなんとでも解釈可能なあいまいさを有し，十分な

証拠を示していない。この限界を克服するには大きく２つの課題がある。１つは概念／意味上，明

確な判断基準を設定した上で諸言語の間でどの領域が普遍的か，多様に異なるかを明らかにするこ

とである。そのためには（９）-（12）のような分析を進めることである。あと１つは分析対象を命

題概念体系だけでなく，価値観や主張の埋め込まれている言説にまで拡大することである。例えば

価値観の重層性を論じた児玉（2005）や「日本人らしさ」を象徴する文化指標語句を扱った芳賀

（2004）を参照されたい。言説や言説の秩序は思考法や文化の一部をなすものであり，このような分

析を通してはじめて言語と思考・文化との関係を論じることが可能になる。

次に言語が社会においてどのような機能をはたしているかを考察してみよう。Halliday（1978:４）

は「言語が今日の姿を呈しているのは，言語が人間の生活ではたしてきた諸機能の故である」とい

う。つまり，言語は人間社会の必要性を満たすために発展してきたという。一般論としてはその通

りである。例えば riceは日本語で「米，モミ，飯，ごはん，ライス」となり，「麦」は英語で

barley，wheat，oats，ryeとなる。riceを常食とする日本語圏ではその呼称が riceの（未）加工・
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容器などに応じて異なり，「麦」を主食とする英語圏ではその種類が多様に分かれ，それぞれ社会

の必要性を満たしている。その結果，日本語には riceに対応する一般語がなく，英語には「麦」に

対応する一般語がない。しかし必ずしも常に言語が社会の必要性を満たしているわけではない。日

本と同様に riceを常食とする中国（語）には日本語のような多様な呼称はない。また§2.4でみたよ

うに，社会生活において必要な Iやyouに対応する適切な自称詞・対称詞が日本語では欠落してい

る。語義の多様性と社会の必要性の間にはある程度の関連があるにしても，常に対応関係があるわ

けではない。

言語と社会との意味上の関連は個別の語句より，むしろ価値観や主張が埋め込まれている文を超

える言語表現にみられる。文を超えるまとまりをなす発話（utterance）は談話とも言説とも呼ばれ

る。いずれも英語のdiscourse，フランス語のdiscoursに相当する。「談話」は広義には「言説」も

含むが､狭義には抽象的な言語体系上の表現様式の対立語として実際に個人が文脈の中で発したも

のであることを強調し，「言説」は社会的慣行である言語と社会の緊張関係について個人の価値観

や主張が埋め込まれたものであることを強調する。両者の境界は連続体をなしているが，やや図式

的に言えば，「談話」は言語による情報の伝達・交換を通して対人関係形成機能をはたすものであ

り，「言説」は言語による主張・価値観などの表出を通して社会形成機能をはたすものである。会

話や文章も含む談話分析は20世紀の後半に始まり､情報伝達のしくみ・話題の移行・やりとりの手

続き･参与者の役割などを分析対象としている。これに対して言説の分析対象は単なる情報伝達で

はない。言語表現が社会においてはたす役割を考えた場合，より重要なことは，言語表現に埋め込

まれている価値観や権力・支配・不平等などについての考え方である。これらは一方では話し手個

人の主張であるが，他方では時間をかけて形成され､やがては無意識的に個人の発語に忍び込む社

会固有の主張である。言説が研究されるようになったのはこの２・30年であり､そのきっかけは

Foucault（1970）の講演「言説の秩序」にある。日本語として「談話分析」は確立しているが，「言

説分析」は今日まだ定着していない。両者は同じdiscourseを対象としながらも，その関心や分析

方法には大きな隔たりがある。言語と社会の密接な関係を究明する「批判的談話分析」（critical

discourse analysis, 略してCDA）は「批判的言説分析」と呼ぶほうがより正確であるといえよう

（CDAについて詳しくは児玉2004b: 155-176参照）。

言説または言説の秩序の視点からみた場合，言語表現はヒト／人が自分の意図や態度を表出する

社会的行為とみなされる。ヒト／人は一方でその主張や発想が社会固有のくびき（頚木）の中にあ

って言説の秩序の影響をうけ，他方では行為主体者として社会に積極的に働きかけ，社会を形成す

ることにもなる。さらにはM.FoucaultやN.Faircloughのいうように，現実が言語より前に存在し，

言語を形成するのではなく，言語があってはじめて現実が形成されることになる。言語がいろんな

面で人の生活や思考を支配し，「秩序」立てているとすれば，人が言語を使うというより，言語

（正確には言説の秩序）が人を使っていることにもなる。

ある出来事を契機に「言説」が生産され，話し手がその意図を聞き手に呼びかけ､聞き手をその

方向に向かわせようとしている場面を考えてみよう。言説の内容によっては聞き手はそれに反対す

ることも無視することもある。逆に聞き手は話し手の思い通りに動くこともある。両者の力関係や

役割関係によっては話し手の意図が単なる希望であったり､命令になったり､強制になったりする。

社会においても慣行と呼べる言説の秩序がやがては制度や法律に発展したりする。人は話し手とし

ての力を得るために，あるいはその主張を通すために言説の様式を学んでいく｡社会の中で力を有

ヒトと言語と社会
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する者が知識を手に入れる方法を統御し､そのような知識をもたない者に対して社会的な力を保持

している。このようにみると，言説は力と知識の協働の所産ともいえる。言説こそが現実の社会を

形成するという立場は一種の還元論で現実社会の物質的条件や家族・性愛・信仰などの私的領域を

軽視しているとの批判もあるが，言説にとって重要なことは物質的条件や私的領域はもちろん，社

会全体を見通しての主張でなければならない。言説や言説の秩序の分析はミクロレベルの言語分析

とマクロレベルの社会分析の両面が結合してはじめて成立する。

５　おわりに

本稿は言語学が20世紀に入って分析に抽象性を高めていくにつれて「人間不在」になったという

不満から出発し，その不満を解消するために言語学はどうあるべきかをみてきた。結論として３点

を指摘する。

第１はヒト／人が意図や主張を伝える言語活動の源泉である概念／意味の分析を進めることであ

る。20世紀が統語論の世紀であったとすれば，21世紀は意味分析の世紀となろう。ここで対象とす

る概念／意味は20世紀に文を最大の単位とする意味論のようなものではない。脳／心にかかわる知

覚・認知から社会とかかわる価値観・権力なども含むものである。

第２は言語分析において言語の特性や分析の手法として，これまでラングとパロール､生得性と

経験，普遍性と多様性，還元論と全体論，形式主義と機能主義など，多くの用語が用いられてきた。

このような特性や手法の対は今や二者択一を迫るものではなく，むしろいかに統合するかが問われ

ている。言語現象が多様で大きな広がりをもつだけに，このような対がどのように分担し､結合す

るか，その領域を明らかにしていく課題が残っている。

第３は第１・第２ともかかわり，分析対象を言説にまで拡大することである。文を最大の分析対

象としている限り，言語学は「人間不在」の批判から逃れることはできない。言語活動は通例文を

超えたものであり，社会と密接につながっている。言説にまで分析対象を拡大することにより人間

の姿も見えてくるであろう。
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