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まとめ・・ソシュール言語学について 

 

ソシュールの言語学、その人間理解について、人間は自然生物から社会文化への移行過程に

あると言うレヴィ＝ストロースの視点を重ねて眺めると、言語使用の中の、二つの性質（線

状性と恣意性）、言語の通時・共時変換、言語の体系について、ひとつの構造が浮かび上が

る。 

 

言語使用における人間活動、その音声（身体運動性による）と意味（概念性・精神運動性

による）は一体的に絆づけづけられている。その事は、言語の意味の単位「シーニョ」は、

「音―シニフィアン」と「意味‐シニフィエ」の間に、双方向的な矢印が描かれている事と

して示されていると思われる。 

 

その構図は、レヴィ＝ストロースの言うところの、人間存在は自然生物から社会文化への

移行、その過程にあると言う構図に重なるがごとくに、失われる事のない自然生物性（身体

運動・発声運動）において線状的に配列される「音素配列―音」、そして社会文化性（精神

運動・概念化作用）において恣意に括りとる言語的な「意味」とするならば、その「音」と

「意味」が一体的にむすびついた「シーニョ」が措定されている。「言語的意味」は、精神

運動の「恣意性」・時空を超える類推作用を、身体運動・発声運動の言語音声を線状性によ

って限定されつつ進むという、この言語の二つの性質は重なり合いつつ、言語の意味の単位

「シーニョ」を括り、そして各「シーニョ」を恣意に選択し結合しつつ、ディスクールを構

成し、言語的コミュニュケーションを進めている。 

 

言語の意味の創出過程は、音の側からも意味の側からも、「シーニョ」の構成は絆つけら

れていると言う、それが言語的コミュニュケーション、言語使用、その実践課程の要諦とし

て理解される。「音」と「意味」が一体的に絆づけられる「シーニョ」、その外側に示された

矢印の双方向性は、聞き手にとっては「音」から「意味」へと、話し手にとっては「意味」

から「音」へ、双方は「ランガージュ」と言う同じ精神機能を駆動して、言語使用、言語駆

動、その言語的コミュニュケーションを実践していると思われる。 

 

（そこで言語の表象は、近代的な自我作用・閉じられた個人の意識内部の活動の表象、その

実現と言うよりは、自然生物性（情動性）を抱えつつ動く、集団的な情動性をベースにしつ

つ、消える事ない命（自己維持と自己再生産）の要請の中で、重ね合い関係において、言語

的意味と音を揺らし合い重ね合う、母国語集団的なコミュニュケーション活動としての、音

声言語使用として想定される。） 

 

ソシュールの言語論について 
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１．Saussure の言語論の概要  

言語名称目録観の否定・「実体概念から関係概念へ」 

 

2-方法論について 

近代的自我作用における意識作用の展開課程を想定したうえで、言語の構造を解明しよ

うとしている。ラング・パロール・ランガ－ジュという三概念を創出し、個人の精神、身体

活動の双方から追跡する言語使用、その流れを想定し、その中で人間の精神身体活動の重な

りあいとしての言語使用を、時間の流れ（線状性）を追跡しつつ捉えようとしている。 

（この三概念は人類の個体としての言語使用（集団性は捨象）場面を前提にする） 

  

言語使用を説明する 3 概念 

その効果-1 ランガージュ 言語使用の主体における精神機能（概念化作用）を焦点化 

-2 パロール 言語使用の現場での身体運動、その動態としての言語音声であり、

その次々と発語発声する音素の配列関係を追跡可能ならしめる構成 

-３ラング 言語の体系の視点から、社会集団の関与・社会制度的性質を含意する 

  

「パロール」の提示は、言語使用の流れ（時間性・線状性）の中で、人間の活動をふたつの

側面（精神機能と身体機能）から整理し、その（連動態・重合態）としての言語使用を、時

の流れに従いつつの実践課程として追跡する事を可能にしている。 

 

3-言語記号論の提示とその射程： 

言語的意味の単位・記号としての「シーニョ」 

「シーニョ」：人間の観念作用（意味・精神運動）と発声運動（身体運動）の重合的活動と

しての言語使用、その意味の単位。「シーニョ」は「音」と「意味」の一体的構造であり、

言語音（音素）の示差標識の配列関係が意味を孕む（音響イメージ）、人間の概念化・抽象

化する精神機能・言語能力・ランガージュの駆動態としての「意味の単位」といえよう。 

 

・パロール（言語音声）は 12 対の音素の示差標識（弁別特性）、その配列関係による音響イ

メージを抱えた「シーニョ」の連鎖であり、言語表象は「シーニョ」の選択と結合を進め

つつの音素配列を重ねつつ、その音響イメージの生成とそのゆらぎの中で、言語的意味を

創出する可能性を孕みつつ、言語使用の実践課程、時を刻んでいる。 

言語的意味は、ラングの体系の中で、各「シーニョ」間の関係によって括り出す、あるい

は配分される、それぞれの生活世界の「解釈」と言うべき形式で表象されるのであり、言

語音声・「音素の配列関係」「音響イメージ」にリンクしている。こうした言語の意味の単

位「シーニョ」、その生成は記号的構成において、現前をこえて無限に飛翔する事ができ

るのであり、ラングはそれら「シーニョ」を「群化」して抱える「記憶の倉庫」とされる。 
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言語論の現代的転換、関係概念としての言語的意味、記号としての言語論の提示 

 

４．言語使用と人類：（自然―情動性から⇒文化―観念性へ）・ 

・人間の観念作用（精神運動）と発声活動（身体運動）の重合としての言語使用： 

 

ソシュールの言語論は、近代的自我作用、個人の精神活動の表象としての言語論でありなが 

ら、レヴィ＝ストロースの、人間は「自然生物性から社会文化性への移行」の過程にあると 

いう言説、人類の「自然生物から社会文化への移行の過程」そのものというべき言語の変換 

過程を示し出している。ソシュールは言語の体系の議論において、言語の体系への母国語集 

団の関与、社会制度的なラングの機能、ラングの社会的構築過程を示し出している。 

 

2．主な論点 

1-差異への気付き：差異だけが言語の体系における指標（メルクマール） 

言語には差異しかない：山崎の表現での『差異への感興』『差異の二項対立関係』 

「差異」とは言語外現実（生活世界）のなかで、ある差異を認めた人間が、「差異」「違い」

を感じとり、その感興を何だかの対比関係の中で顕在せしむるところの、その差異への解釈

の形式といえよう。「違いを感じた」場面で、意識的に差異を認めて注目、あるいは注目し

指向する、その対比関係（二項対立）において差異を括り取る、その形式である。その『差

異の 2 項対立関係』を、丸山の表現は「言語外現実のひとつの解釈であり『差異化です。』

としていると思われる。読むｐ45、「差異」の「差異化現象」・「差異を用いての対立化現象」

思想ｐ155 

『差異の二項対立関系』は「差異の感興」「差異への気付き」を括り出す形式である。 

 

自然生物性から社会文化性への移行の過程：人間は自身の生活世界の中で何だかの「差異」

を感じる場面において、その「差異の感興」を、「差異の二項対立関係」を構成して括り出

す、その解釈としての「言語音声」と「意味（解釈）」を一体的に絆づける「音声言語表象」

を進める存在である。その言語音声の表象（音声＋意味）である「シーニョ」が、集団的に

敷衍し浸透する過程において、音声言語の体系は構築されつつ、それぞれの「シーニョ」は

集団の生活世界を差異のありようの解釈の体系として構築しつつ、言語的意味を配分しつ

つ、そうした「差異の二項対立関係」の重合としての言語世界、その表象形態であり、差異

こそが言語世界を分節するメルクマールとして、そうした言語の体系性の構築過程が示さ

れている。 

 

個々の「差異への感興」を「差異の二項対立関係」として構成する精神機能（ランガージュ）、 

その集団的な重ね合いとしての言語使用の歴史過程・自らの生活世界の解釈としての「差異

の二項対立関係」を構成して括り出し、音声の配列関係として表象する過程が言語使用の過
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程といえいよう。 

 

人類の「差異への感興」は、時間の差異・時間概念生成―（過去と現在、そして記憶的時間） 

（フロイドの潜在意識など）・やがて空間の差異・それらを知る存在へと移行する人類・ 

レヴィ＝ストロースが言う：自然から文化への移行過程に重なる言語使用 

 

２．言語（ラング）の体系と「差異の感興」 

ランガージュ概念・パロール概念によるラング（言語）の体系性へのアプローチ 

・「差異の感興」or「差異の二項対立関係」として括り取る言語的意味 

「その重合状態」・「時間性・構築過程」を抱えた言語の体系 

記憶の宝庫として集団的に構築される言語体系の構築過程と人類種の形成過程は双方向的 

レヴィ＝ストロースの自然生物性から社会文化性への永遠の移行状態にある人類に重なる 

 

※「差異の差異化現象」（丸山のソシュールの思想ｐ106）・が「意識に届く」状態において、 

あるいは「差異の感興」が「差異の二項対立関係」において意識に届く状態において、 

「差異の感興」が言語の体系性に組み入れられる→on-off の機序（二項対立）をもって 

大脳言語野に届く→「差異の感興」が回路（神経伝達物質の関与）づけられ、刻まれる過程 

 

※読むｐ116 「ラング、パロールの弁証法」という表現：「ラングとパロールの作り作ら 

れる関係…力動的動き」。「パロール」を繰り出す言語使用の実践課程において、社会的に 

構築される「ラング」として、偶発的なエピソードの集計としてのラング・その体系性 

ソシュールは、「言語は社会的産物1」としているが、これは社会的構築過程という新し

い現代的概念の構成に近いと思われ、社会的産物としての言語には、言語の意味の生成、

概念形成への集団の関与が想定（ラングは社会制度的ｐ74）されており、それは（緊密性・

必然性・文化的化石）とも表現されている。（読むのｐ201） 

 

3．言語の二つの性質と人間の活動（精神運動と身体運動） 

人類種のゲシュタルト：身体運動に加え、精神機能・概念化作用を抱えた人類の存在様式 

  恣意性‐時空を超えて展開する意識作用→時空を超える恣意・自由な様（（精神運動） 

  線状性‐一筋に時々刻 （々継時的）と発音される言語音声の性質（発語運動・身体運動 

（恣意性は人間の精神運動・線状性は発音運動・双方の重合状態が言語使用） 

 

① 言語の二つの性質（恣意性と線状性）と言語的コミュニュケーション 

言語使用における話し手・聴き手双方において、それぞれの精神・身体活動・（心的・精神

 

1 丸山圭三郎 『ソシュールを読む』 P164 岩波セミナーブックス２ 2009 年 3月 13 日 
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機能＋身体運動発語・聴覚機能）の動態を考える。 

 第一の恣意性）「シーニョ」の音と意味の絆の非自然性・自由度 

（第二の恣意性）「シーニョ」間の横の関係の非非自然性・自由度 

1- 話し手側の精神身体活動と言語の（恣意性・線状性）について 

「シーニョ」の「音」と「意味」の一体な絆と言う規定性からは、ディスクールあるい

は観念性が、発語への動因として機能しつつ、ラング内の「シーニョ」を選択（恣意性）

して「シーニョ」を結合（線状性）し、パロールの連鎖を構成する（線状性）。 

2- 聴き手側の精神身体活動と言語の（恣意性・線状性）について、 

表象された言語音声の配列関係を時々刻々追いかけ（聴覚・身体運動・線状性）、その

音響イメージの差異を恣意に聞き分けつつ、「シーニョ」の意味の連鎖を繋ぐ（線状性）。 

 

聴き手話し手双方のランガージュ駆動（線状性と恣意性の重合）、双方において恣意性と線

状性の重合が想定される。 

 

② 言語の意味の単位「シーニョ」について 

ランガージュの働きを示す言語の意味の単位「シーニョ」の性質は、第一の恣意性が示して

いる様に、「音」と「意味」の一体的な絆性を抱えている。「シーニョ」の外側の矢印が示す

ように、意味から音へ・音から意味へという双方向の絆で構成されている。 

第二の恣意性は、各母国語集団において自分達を取り巻く外界、それぞれの生活世界のそれ

ぞれの解釈である「二項対立する差異の関係」を構成し、その解釈の形式をもって「音」と

「意味」の一体的な絆性をもって構成された「シーニョ」であり、その「シーニョ」間の横

の関係について、それぞれ時空をこえて、自由、恣意に展開する類推作用、その飛翔性とい

えよう。 

言語の体系内で、 

第一の恣意性は、聞き手における音響イメージは、意味（観念・概念性・ディスクールの要

請）と一体的である。 

また話し手においては、ディスクールの要請において、バロールの連鎖を構成する発語の過

程は、「音」と「意味」が一体的に絆づけられている「シーニョ」を、時々刻々・経時的（線

状性）に発声する、言語体系を関与させつつの言語使用である。 

 

③ ソシュールの思想ｐ344 ｐ87 ラングとパロールの区分けの表について 

ソシュールはパロールとラングの区分け、その整理について変遷がみられるが、晩年（1910

～1911）には、パロールの生産活動・言表行為（選択と結合）とされている内容は、言語使

用の実践課程としてのパロールにおいて、「シーニョ」の選択と結合の双方がパロールに属

する機能とされており、その連動する動きが言語的意味を実現すると言う理解のようであ

る。 
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言語使用における精神運動（観念作用・意識上）と身体運動（自然生物性・意識下）、この

二つの重合状態＝（線状性と恣意性の重合）がパロールの連鎖と理解される。パロールの連

鎖とはディスクールと同義であろう。 

 

※丸山のｐ343「主体の意志」「構造を乗り越える人間」「真の言表行為」という表現は、近

代的な自我作用（精神運動）を前提にしての言語実践課程の考察と理解されるが、ディスク

ールを形成する動因について、その精神機能は意識上・下とされつつも複層的、より自然生

物性に傾いた社会文化性との重合状態であろうと思われる。 

 

④ 言語使用の中の身体運動・精神運動・意識下意識上（情動性と概念性） 

言語使用における話し手・聴き手について 

人間の身体活動・（身体運動発語・聴覚機能）と精神活動（精神運動意識活動・情動性・観

念作用）の 2 軸は、言語の線状性と恣意性に対応する、人間の意識の 2軸に対応（意識上・

下）すると言う理解がソシュールの言語論であろう。しかし人間の無意識は階層的、複層的

とも言えよう。 

 

（自然生物性・意識下）と概念性（社会文化性・意識上）とを想定し、その重合を考え、自

然生物性から社会文化性への移行過程・その重合過程に係わり、音声（身体運動性）と意味

（概念性・精神運動性）の同時一体性・双方向的な絆として「シーニョ」と言う構造からは、

無意識の中の複層構造を想定せざるを得ないと思われる。 

 

（言語の表象は、近代的な自我作用・個人の意識内部の活動の表象、その実現と言うより、 

自然生物性（情動性）を抱えた集団的・集団内主体間の相互交互作用、聞き合い、揺らし 

合い、重ね合うコミュニュケーション活動、人類の意識が自身によって気付かれるまでの、 

地質学的な時間の過程も想定され得るであろう。） 

 

４・意味の単位「シーニョ」の図について 

レヴィ＝ストロースに「言語は対立する記号のシステム2」という「ソシュールのアイデ

ア」を伝えたヤコブソンは彼の音韻論の講義を記した「音と意味の 6章」において、「シー

ニョ」の外側に、双方向を向く矢印を示している3（P102,103）。 

「音と意味についての 6章」P102 の「シーニョ」の図 

 

2 橋爪大三郎『はじめての構造主義』講談社現代新書 0898 1998 年 5 月 20日 

3 ローマン・ヤコブソン 花輪光訳『音と意味についての 6 章』P102，103 みすず書房  

2008 年 11月 10 日 
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ヤコブソンの解釈において、「シーニョ」の外側に書かれた矢印は双方向を向いており、そ

の事は音響イメージ（Signifiant シニフィアン）と意味（Signifie シニフィエ）の絆は双方

向を向いており、音響イメージと言語的意味は一体的、同時発生的と言う理解を引き出すで

あろう。 

かつ、その事は聴き手において駆動するランガージュは、音素の配列関係の差異を追跡し

つつその差異をイメージ繋ぐ機能としてイメージされ、他方の話し手において（人間の言語

能力（精神機能）について検討すると）は、「シーニョ」のシニフィアン（音）は音素の配

列関係として生成されるのだが、そのバロール（言語音）あるいは「呼びかけ」の音響イメ

ージは、話し手において「ディスクール（言述）」の生成と同時発生的である事を示してい

る。話し手・聴き手双方において、線状性と言う発声運動上の制約関係と恣意性と言う精神

運動上の自由度、それは時空を超え、現前に拘束されずにイメージを観念を産み出す性質に

結び付くのだが、その二つの性質を抱えた身体運動と精神運動を同時に駆動させつつ、その

二つの性質は人間の精神活動の二つの軸（連辞と連合）動きに重なるのだが、言語使用は複

数、あるいは集団的な活動として進むものと思われる。 

 

ソシュールの「シーニョ」の提示、図解「シーニョ」の外側の矢印の双方向性について 

①音から意味への一方向ｐ55（1848）ｐ233（1899）②双方向 の二通りあるが、 

図解の多くは②双方向。①②に関するソシュールの言述：読むのｐ233 、 

①の一方向的（音から意味へ）な図は、言語の体系を前提にせずに、第一の恣意性の説明・

（観念は音に先行して存在していない事を説明する為に示される） 

②の双方向的な図は、言語の体系性を前提にして、関係的概念としての言語の意味の説明 

の為に示される。そして ①の第一の恣意性は②のコロラリーとして説明される 

①＋②の展開が、「音」と「意味」の絆の即時的一体性、語の意味は単独では成立しない 

互いに固く結ばれた体系によって全体から配分されるという論点へ繋がれる 

 

ランガ―ジュの駆動の様態としての第一の恣意性は、コミュニュケーション過程にお 

いて、意味と音の一体的な「シーニョ」の括り出し過程を説明しており、「シーニョ」の音 

と意味の同時発生、一体性を示しているが・「シーニョ」の図の外側に書かれたやじるしの 

双方向性は、聴き手と話し手の双方において、互いのランガージュの同質性をも示している。 

 

5．音のゆらぎ（意識に届かず）・意味のゆらぎ（意識に届く） 
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人間の精神機能（脳機能）と言語の音声記号的構成と新しい意味の創出過程 

「シーニョ」の創出と言語体系の変換について（読むのｐ87） 

・音声/意識の上での類推的変化（関与的変化）＝変化前の伝承形と新形が共存4 

・意味/意識の下での音声変化（非関与変化）＝変化前の伝承系は消え新形に置き換わる 

 

差異の感興を抱く⇒意識に届く過程における、記号的構成の機能性  

語る主体の意識：「意識に到達する」の解釈：大脳言語野に刺激が届く 

 

語る主体の意識→（音声変化だけでなく）類推的変化を経過せずには意識に到達しない 

      類推的変化を引き起こしている時にこそ、意識に到達する 

意識に到達する：on/offの機序をもって、脳の神経伝達系に届く 

意識に届く・大脳神経伝達系にインプットされる・それが集団的に敷衍する 

→実質脳容量実体・身体性の進化過程・人類種の進化過程 

     

6．言語記号論の射程： 

関係的概念としての言語の意味の無限性：記号的構成で意味を表象、大脳内に神経伝達反応 

のルート、差異の感興のインプットの機序を想定する。 

「差異の感興」・その刺激を、神経伝達系の反応機序として抱え、その浸透定着過程を経て、 

それらを蓄えつつの母国語集団の歴史時間の経過、集団としての言語的コミュニュケーシ 

ョン過程を想定する。（ラング・言語の体系性の構築過程） 

そうした歴史経過を経た人類種・人類の生物種的特徴を牽引する言語使用過程 

 

「差異の二項対立関係」、「シーニョ間の関係」において意味を配分する言語体系 

その構築過程において、言語の非実体的な価値、意味を産み出し続ける人類・ 

「地質学的時間の経過の中で、「シーニョ」の変容（緊密性・必然性・文化的化石の変換） 

※『ソシュールを読む』p201文化的化石・「文化的必然」 

通時変換・共時変換を抱える言語の体系性 

  その動きを可能にし、千変万化をも記録可能な言語音の記号的構成 

（音素 12 対の示差標識・弁別特性の配列関係によって識別される言語的意味の世界） 

 

7．言語の体系の社会的構築過程 

言語の体系の社会的構築過程・（話者・聴き手・集団としての言語使用） 

集団内個々の動き、その集計（あるいは偶然の積み重ねを含む）としての言語の体系性 

 

4 丸山圭三郎 『ソシュールを読む』 P87岩波セミナーブックス２ 2009 年 3 月 13日 
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（発声し合い、聞き合い、重ね合い、揺らし合う、母国語集団的なランガ―ジュの双方向的・

多重的な駆動の重ね合い）の過程において、人類集団は種として分化を形成したと思われ、 

 その事は現代思想における人間の意識作用・観念作用の在り様の解釈と重なる。） 

 

バプチンの対話原理：「自己意識を組織する最も重要な行為は，他者の意識（汝）との関係

によって規定される。」（バフチン，1988, p.250）さらに「ことば」というものが本質的に

「対話性」をもつと考え られるのである。ことばの対話性は，「分裂した多声ポリフォニー

性」をもち，「同じ一つの言葉を互いに背反し合う様々な声を通して実現する」 

 

やまだようこ「多声テクスト間の生成的対話」：「第 1 に，対話概念を多声テクスト間の対に

拡張することである。第 2 に，差異を肯定し，必ずしも否定や対立にならない「両行」する

対話を考えることである。第 3に，一次元の時間順序による因果関係ではなく，出来事の関

係性を問うていくことである。第 4 に，差異化，遅延，隔たり，断片化など空間的・時間的

に「はなれる」働きと，分化，引用，リンク，トランスクルージョンなどはなれたものを「む

すぶ」働きによって，「生成」機能が生まれるしくみに注目することである。」 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaqp/7/1/7_21/_pdf/-char/ja 

参）質的心理学研究 第 注 7 号／2008／Ｎo.7／21-42 多声テクスト間の生成的対話とネッ

トワークモデル ―「対話的モデル生成法」の理論的基礎 やまだようこ 

 

クリステヴァの間主観性・（間テクスト性は、テクストの意味を他のテクストとの関連によ

って見つけ出すことである。コトバンク）一つの概念形成に係わり、複数の思考、言語使用

が関与すると言う人間の意識作用が含意。 

デリダの差延・「意味のあるところには、つねにすでに、他への参照、あるいは、他による

媒介が働いている。そして、そこで不在の形で介在する他のものは、しかし、あくまでも、

その記号とは異なるものである限りで、その記号自身によってはコントロールできないも

のであることから、そうした根源的な媒介性の関係、基本的な差異化の運動には、必然的に

ずれと遅れが孕まれざるを得ない。（ウィキペディア）」 

 （意味の生成過程には、「ずれと遅れ」差延を孕むと言う規定性には、言語の意味生成過

程は、母国語集団内の意味生成過程に於ける「ずれと遅れ」・多様な思考、揺らぎを抱えた

言語の意味の生成過程、コミュニュケーション過程、ランガージュの重ね合いを含意する。） 

レビナスは、他者が自己に先立って痕跡を残していることを主張し、それは「けっして現

在でなかったような過去」に生起するものであるとする。これら複数の意識活動の総合とし

ての言語的意味の生成過程として理解されよう。 

 

 結句 

「差異の感興」を脳内に刻みつつ、（記憶する機序としての群化）のラングの体系を生成

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaqp/7/1/7_21/_pdf/-char/ja
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発展させた生物種が人類といえよう。その言語体系の構築過程を想定する。 

 

音声言語の音的構成単位は音素であり、その示差標識の配列関係の差異をもって、音響イメ

ージの差異のバリエーションを、（12対の示差標識）の効果（on/off の構成）をもって神経

伝達系へ、脳機能に刻み得る構成の言語記号であろう。 

音声言語故の音素の弁別特性の効果をもって、人類は大脳機能に「差異の感興」を「差異

の二項対立関係」として、on-off の形式をもって刻み込んだところの生物種と言えよう。 

 

自然生物性（自己維持と自己再生産）から社会文化性への移行と言語の体系 

言語的コミュニュケーションは社会文化性への移行のエンジンとして機能していると思

われ、聞き合い、重ね合い、揺らし合い、音声表象の集団的積み重ねあい、ランガージュの

母国語集団的（個人を超えた集合的）な重ね合い・双方向集団的駆動の中で、経過している

と言った、言語の母国語集団的構築過程をイメージする。言語の体系性を、ソシュールは「文

化的化石」と言う表現で示していると思われる。 p201 

 

文字文化による飛躍的なコミニュケーションの展開 

文字の創造・使用は、言語的コミュニュケーションの実践課程、その時間的・空間的制約を 

破るものであり、人類の文明化を飛躍的に進めていると思われる。言語は、各母国語集団に 

よる、よるそれぞれの生活世界への解釈として、言語的意味は配分されつつ、言語的意味と 

言語世界を構築してきている。 

 

「『ことば』というものが本質的に『対話性』をもつと考えられるのである。ことばの対話

性は，『分裂した多声ポリフォニー性』をもち，同じ一つの言葉を互いに背反し合う様々な

声を通して実現する」と言うやまだようこの指摘。 

「自己意識を組織する最も重要な行為は，他者の意識（汝）との関係によって規定される。」

「『ことば』というものが本質的に『対話性』をもつと考えられる」と言うバプチンの指摘。 

 

集団的に浸透、敷衍した、人間の観念作用の表象の形式、各母国語集団における生活世界

を「差異の二項対立関係」の形式で解釈し合う、集団的な営為、その現段階としての、各母

国語の体系であろうと思われる。（2022/0503） 

 


