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ソシュールの再定置を試みる（要点等） 

 キーワード：「差異の二項対立関係」・「重ね合い、聞き合い」・「意識に届く」 

「言語体系の集団的構築過程」「自然生物から社会文化へ」 

 

序：人間の言語能力（ランガ―ジユ） 

人間の差異を知る意識性（差異の感興）が、ランガージュ駆動への開始点 

現在と過去の違い・差異への気付き→時の流れへの気付き→過去という概念形成へ 

差異への感興→時間性の獲得 この葛藤は、人間における記憶的な時間の生成へ 

人間意識の複層性（フロイドの無意識など人間の複層的な心理構造）を醸成へ 

現在と過去という時間観念醸成・時空を超えた連想、類推、象徴機能の獲得へ 

 

自然生物性から社会文化性へ移行する人類 

社会文化性へ：社会文化性を醸成する言語的コミュニュケーションの過程 

・人間の言語能力（概念化・抽象化作用）「ランガージュ」の集団的駆動が必要条件 

・聞き合い/意味を揺らし合う関係→（社会性・進化の駆動力・社会文化性への移行） 

 

人類種の進化の過程（大脳容量増大・身体という実質の変化が必須条件） 

双方向的・集団全体のランガージュの駆動（双方向・重ね合い）・重合状態 

→その浸透、敷衍の経過→大脳容量増大（身体性・実質の変容過程）へ 

（人間の社会生活・集団的な言語的コミュニュケーションが、人類種の分化の駆動力） 

 

１：差異への感興・意識に届く 

① 時間概念・空間概念の醸成と集団的な言語使用 

ランガージュの集団的交互作用：集団全体の言語使用→差異への気付き→現在と過去 

時間概念の醸成・記憶・空間概念醸成（人間意識の複層性・フロイド・ユングの潜在意識） 

 

言語表象・受け手側双方のランガージュの同時駆動：言語の(恣意性・線状性)の葛藤状態 

記号的構成で括り出される「言語音声」と「意味」の一体的構成単位・「シーニョ」 

そして、ラングの体系は、差異をメルクマールとして群化され・脳内に蓄積されている 

 

２．コミュニュケーション関係 

音声表象を聞きあう交互作用、「差異の感興」その反復・重ね合い・揺らし合い 

（コンテクスト（「状況」「前後関係」「脈絡」）を超えてコミュニュケーション 

         時空を超える・類推作用とされる・言語の恣意性の深まり） 

①（コミュニュケーション過程）：ランガージュの双方向・集団的な駆動・ 

聞き合い揺らし合う・話者のランガージュの発動/自身のランガージュ駆動で組み直す 
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こうした交互用、聞き合い、取り込み合うランガ―ジュの活動の総合・重合として、人類

集団における言語使用、ランガージュの同時重層的駆動の中で→差異への気付き、聞き合

いながら展開する言語使用→差異への気付きの深まり。 

集団共通の生命危機と弛緩、その中で交わされるであろう「叫び的な集団表象」 

その集団感情の共有、聞き分け、共有しあう過程→話し手と聞き手は混然一体 

 

② 種の形成と言語的コミュニュケーションの伴走関係  

双方向的なランガージュの駆動・聞き合い：他者のランガージュの発動を受けて、自身の

ランガージュで組み重ね合う 

差異への感受性への刺激、深化→言語使用、集団的な言語能力駆動の状態 

差異への気付き・感興→→神経伝達物質の反応系に入る→→意識に届く 

→大脳神経伝達系の反応経路に落ちる経過→脳容量の増大 

集団構成員全体のランガージュ駆動・「差異の感興」の共有過程 

人類種の分化・大脳容量の変化・集団全体の言語使用関係が想定される 

    （ランガージュの双方向的な駆動・集団的なランガージュの駆動・重ね合い） 

 

 まとめ１．２）：人間における時間の観念、時の流れを人間の意識に届けるもの 

現在時点と先ほどの差異、何だかの差異故の感興、差異への気付き 

→今と過去の差異といった、時間概念を醸成し、従って空間概念を醸成  

→その経過の中で他者性への気付きを醸成・・言語の恣意性の獲得過程  

 

（時間・空間概念の生成→時間・空間の差異への気付きは伴走的であろう）  

言語集団的な言語使用（話し手と聞き手のランガージュの同時駆動） 

＝双方向的なランガージュの駆動→言語の恣意性のレベルの拡大へ 

差異への気付きが、人間の文化性への移行の始りと理解される。 

 

３．言語の二つの性質（恣意性と線状性）と「自然と文化」 

① 言語の二つの性質（恣意性と線状性）とレヴィ＝ストロースの変換 

ⅰ）「恣意性（非自然性）」（意識上）次々と言葉「シーニョ」を選ぶ、人間の類推作用・ 

時空を超えて展開（非自然性・非現前性）・・「恣意に展開する類推作用」 

概念化・観念作用の謂い→社会文化性の謂い 

ⅱ） 言語の線状性（意識下）身体運動・発声運動としての音声言語表象：  

一筋の時の流れに乗り連ねる、一筋に・次々に（線状的・継時的）、咽頭の構造、

舌運動などの影響下、発音発語の習慣的流れを負う 
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線状性と恣意性の重合・「結合価」・「連辞の型」を産み出す可能態1としての「シーニョ」 

 

※「個人の自由選択に任されているという意味で恣意的なのではない。それは概念との関

係において恣意的なのであり、それをこの概念に結び付けるものは、自らの内に一切持っ

ていないという意味である。社会全体も、シーニョを変える事はできないであろう。」 

※「過去の継承が、シーニョに進化事実を押し付けているからである。2」 

社会的構築性・歴史時間性・文化的化石（読むのｐ201）・言語の社会的構築過程 

 

・レヴィストロースの神話論理の読み解きの中の（暗喩・換喩・転喩・反転・縮約等・ 

人間意識の展開課程）と同質な言語の恣意性の類推作用の展開課程 

・一定の脈絡・解釈のルート 

→（暗喩・換喩・転喩・反転・縮約等を有する言語の恣意性・類推作用） 

 

４． 言語の二つの性質に対応する人間の二軸の意識・精神作用 

ⅰ）連合の軸：恣意に展開する類推作用、言語の恣意性に係わる、人間の精神機能の軸 

ⅱ）連辞の軸：言語の線状性に係わる、人間の身体運動に係わる軸 

 

※連辞の型と結合価について 

連辞の型：「単に常套句としての型をさしているのではなく、連合関係（類推作用に対

応する―注筆者）におかれたすべての語は、先にも述べたように形態と機能の一体化した

シーニョなのですから、潜在的に他のシーニュと結びつき得る〈結合価〉valence を担っ

ていて、さまざまな連辞の型を生み出す可能態である3」それぞれの「シーニョ」がその時

に適切、妥当する他の「シーニョ」を選び、結合価をもって結びきつつ、一筋の糸として

言語音声を連ね（線状性）、ラング（言語）をディスクールの要請に適うべく活動化する。 

※結合価：各「シーニョ」は言語表象場面で他の「シーニョ」と結びつき得る 

その可能性、地位（結合価）を担って、ラングの体系内に格納されている 

 

① 言語表象側の意識その動態： 

言語表象側：類推的に意識上の働きでラングの宝庫から「シーニョ」を選び（恣意性）、 

同時に身体運動（発声運動）を司る無意識的な意識（線状性）・ 

発音上の習慣性（連続発音のしやすさ等、身体運動性からの習慣性）をもって言語音発声

を進める。（恣意性と線状性の重合） 

 

1 丸山圭三郎 『ソシュールを読む』 P172 岩波セミナーブックス２ 2009 年 3 月 13 日 

2 丸山圭三郎 『ソシュールを読む』 P201 岩波セミナーブックス２ 2009 年 3 月 13 日 

3  同上 
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※言語音声発声時には、音素の弁別特性の内在的価値が指摘され、「鋭い音素と鈍い音

素の対立・明と暗・とがりとまるみ・細さと太さ・軽さ重さ等イメージも影響がある」と

の音韻論の（ヤコブソン）4指摘もあり、音響イメージと言語的意味との絆、そうした概念

生成や象徴機能の動きに、多方位な習慣的意識の流れが指摘され得る。 

 

② 言語を聞き取る側の意識その動態 

「聴き手の「聴取」もまた一つの「言語行為」であり、それはこの根底的要請に手さぐり

で応えようとする「解読作業」である。ここで働くのが、ソシュー ルが「配列作用」と呼

んだ、ラングのメカニズムであり、そこにラングなるシステムの「存在理由」がある。5」 

 

音響イメージを意味に繋ぐ精神機能・「シーニョ」に係わる「無意識からの指定」をすす

めるランガ―ジュ。そして「シーニョ」間の差異の関係をもって「群化」の体系を抱える

「ラング」。「ラングがディスクールとして活動化される」経過は、ラングの体系内に格納

されている「シーニョ」が類推的にえらばれて、互いに絆が結ばれる、関係づけられたと

いう事であろう。その意識作用の中の、意識の上と下とされる動き、それを発動する連合

の軸と連辞の軸、その協働の動きが推定される。 

 

言語表象の場の人間の意識：線状性（意識下）と恣意性（意識上）の連動 

言語の二つの性質は、言語表象の場面で同時的に駆動し、その葛藤をもって同時駆動 

(恣意性を線状性が限定しつつ、二つの性質が重合する言語コミュニュケーションの過程） 

人間の意識下、上の動き、複層的構造→身体運動性と精神運動の葛藤 

その揺れ・揺らぎを、刻々と表象可能な言語の記号構成（音素の配列関係） 

 

５．人間の意識と言語表象・その記号的構成「シーニョ」の表象過程 

「音と意味についての 6 章」P102 の「シーニョ」の図・「シーニョ」の構造 

         

上図：ヤコブソンの解釈において、「シーニョ」の外側の矢印は双方向を向いており、そ

 

4 ローマン・ヤコブソン 花輪光訳『音と意味についての 6 章』P154 みすず書房 

  2008 年 11 月 10 日 

5 末永朱胤  

https://www.seijo.ac.jp/graduate/gslit/orig/journal/europe/pdf/seur-30-05.pdf P96 

https://www.seijo.ac.jp/graduate/gslit/orig/journal/europe/pdf/seur-30-05.pdf
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の事は音響イメージ（Signifiant シニフィアン/能記）と意味（Signifie シニフィエ/所記）

の間の絆は双方向、音響イメージと言語的意味は一体的、同時発生的に結びついていると

言う解釈になろう。 

 

① 言語の記号的な単位「シーニョ」と人間の意識 

ⅰ）「シーニョ」は「言語音声」と「言語的意味」が一体的に結びついた単位・ 

「音・シニフィアン」＋「意味・シニフィーエ」 

「音響イメージ」としての「意味」を抱く記号的な単位 

「シーニョ」の「音と意味の絆」→「第一の恣意性」→「無意識からの指定」 

ⅱ）言語的な意味は、言表する側が、己の生活世界の解釈として恣意（自由）に括り

だす、「解釈」としての言語的意味、 

→時々刻々、機動的（離散的・デジタル的）に捕捉可能な記号的構成をなす 

「シーニョ」は 12 対の音素の示差標識の組み合わせ（ヤコブソンの定式化） 

 として、音響イメージ性を抱え、意味を抱えた単位。 

 

言語音声は音素の線状的な配列構造→言語の線状性と恣意性の葛藤状態での発語 

→「おしひろげ、うちひしがれる」という形相性をなす「シーニョ」←非実体性 

人間の意識、類推作用の恣意なる動態を、捕捉する言語表象の基礎単位「シーニョ」 

時々刻々、機動的（離散的、デジタル的）に、音響イメージの差異を捕捉する、 

人間の聴覚機能・意識作用→→音響イメージへ （恣意であって類推的） 

 

※「音響イメージ」は視聴覚等五感が動員されて意識内に生じる・ひとつの概念性 

（人間は、言語音声の響き・音響の中に言語的意味を一体的に重ね合わせる） 

 

② 音声の記号的構成の「シーニョ」・互いの差異の捕捉 

音と意味の結合・音響イメージと意味の一体的な単位「シーニョ」 

→ラングに格納されつつある（連合の軸上で「群化6」の体系で格納されている） 

ⅰ）「群化」について  

音と意味の結合・音響イメージとして言語的意味と結びついている「シーニョ」 

  →ラング内に、連合の軸上の「群化7」の体系で「シーニョ」を格納 

群化：類推的秩序の達成には、互いの差異によって〈群〉をなす・「一群にあつめること」 

（P169）・ラング内「シーニョ」の格納の体系である「群化」において、恣意的に選択さ 

れ結合されて、ディスクールの要請を達成する。 

 

6 丸山圭三郎 『ソシュール』を読む P169 岩波セミナーブックス２ 2009 年 3 月 13 日 

7 丸山圭三郎 『ソシュール』を読む P169 岩波セミナーブックス２ 2009 年 3 月 13 日 
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「連合群の内部で何を変えれば単位（意味の）を差異化し得るという事を、我々は知って

いる。だから連辞が作り出される瞬間には連合群が介入しているのであって、連合群無し

には連辞は形成されないと言える8」 （連合と連辞の同時駆動の様態） 

 

言語表象をする人間の意識：音響イメージの差異関係が意識に届くとは、音と意味の一体

構造において意味をも意識するであろうから、聴き手において「シーニョ」の音素の配列

関係、その差異関係が意識に届くならば、言語的意味、ディスクールの意味の理解をもた

らすであろう。また話し手側においては、ディスクールを言語音声（パロール）として構

成するのであり、その場で「シーニョ」をラングの体系から恣意に選択し、連辞の軸にお

いて繋ぎつつの、発声過程が進むものと理解される。 

そうした集団内のランガージュ（意識内）の重ね合いは、集団的に差異の感興の浸透・

敷衍の過程を経つつ言語の体系性の社会的構築へ至り、集団内個々人の、差異の感興・そ

の記憶・反復などの意識内への刷り込み、意識に届く、その集団的記憶の醸成へと向かう

として想定される。 

 

６． 言語の記号的構成「シーニョ」と言語音声・音声象徴性  

人間の時々刻々（継時的）、恣意に展開する意識、精神機能の展開、その動態 

デジタル的、離散的・機能的に捕捉可能な記号構成（音素が基本単位） 

 

※1950 年代、レヴィ＝ストロースの生涯の友ヤコブソンはトルベツコイの音素の発見を踏

まえて、世界中の言語音声を 12 対からなる弁別特性（二項対立）のセットとして整理を

し、それはソシュールの言語の基本構造、その言語記号論の構造をなぞるものであった。

音素間の対立、「二項対立する差異の 12 セット」の配列関係において、音響イメージの差

異を生じる言語の意味の単位「シーニョ」の説明がなされる。（トゥルベツコイの主著

『音韻論の原理』は彼の死後 1939 年にプラハ言語サークルの論文集の第 7 巻として刊行

されている。） 

 

① 離散性・デジタル性9（機動性）をもって記号的構成で発声、括り出される「シーニョ」 

・「シーニョ」の記号性（離散性・デジタル性）『ソシュールの思想』ｐ179 

・言語音声（シニフィアン）は音素の配列関係によって、時々刻々と変化し得る  

・恣意に動く人間の精神機能、「差異の感興」を機動的に（離散性・デジタル性）捕捉 

「差異の二項対立関係」を神経伝達系の反応機序、神経伝達物質の生化学な動態・ 

その官能基の取り込み、on と off に対応させ、その反応を脳内に刻み込む 

 

8  同上 P168 

9 丸山圭三郎 『ソシュールを読む』 P203 岩波セミナーブックス２ 2009 年 3 月 13 日 
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 ※音声表象時、（バロールの連鎖）は、音素の 12 対の示差標識の束としての音声の中か

ら、継時的・線状的（刻々と次々に）に生産される言語音声・その音響の差異 

「二項対立する差異の関係」によって差異を識別される。 

 

② 言語音（シニフィアン）の性質・音響イメージ 

意味と音響イメージ：そのパロール・言語音響としてのシニフィアン 

・「シーニョ」を構成する音素の数、つまり長短は恣意であり、その配列関係も恣意 

・ディスクール形成時の「シーニョ」区切られ方、分節も恣意 

・「シーニョ」の結合上の習慣性、連辞の型としての規律付けは線状性の拘束 

 

※ヤコブソンの言及：《唯一、不可分の能記｛シニフィアン（音・筆者加筆）｝がいくつか

の価値を含む時は、所記｛シニフィアン（音・筆者加筆）｝の累合があり10》 

ヤコブソンはこの章の表題・「能記（シニフィアン・音）は果たして線的かにおいて 

→恣意性と線状性は相対しつつ共存する関係も、意味の重合もあり、としている。 

音響イメージのフレクシビリティ・《音声象徴性》の実現はフレクシブル 

 

※音声象徴性11：音・音響イメージ生成（五感の刺激反応系との連動）について、 

「音の対立は‥‥（一定の）イメージを暗示する事ができる。」としている。 

言語の体系は恣意性と線状性が重合しつつ構築され、 

言語表象の場で顕在化されつつ、音響イメージとして柔軟な側面 

※音声象徴性：「それは、固有の表意作用を欠くが、しかしある体系の内にあって互いに

対立し、この対立の事実そのものによって表意作用を生み出す事を可能にする単位のよう

なもの12」「どれほど離れていても、この二の象徴性、一つは音声的、他は意味論的な象徴

性は、明らかな相称性を示す。13」と説明されている。 

 

７．聴き手・話し手において同質の言語能力（ランガージュ）稼働が想定される論脈 

言語的コミュニュケーションと言語の二つの性質・その同時駆動・重ね合い 

① 恣意性と線状性 

恣意性と線状性の同時駆動の中で、二つの性質の協働・重合としての言語表象であり、精

神運動の恣意性を、身体運動の発声運動上の線状性によって限定しつつの言語表象過程。 

 

10 ローマン・ヤコブソン 花輪光訳『音と意味についての 6 章』P136 みすず書房 

  2008 年 11 月 10 日 

11  同上 P154 

12  同上 P15 

13  同上 P19 
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その場では、言語の記号構成効果（機動性‐離散性・デジタル性）故の協働・重合状態。 

言語表象場面（バロールの連鎖場面）・記号的構成、音素配列による機動性・その変化・ 

 

恣意性（自由度・不規則性）を限定する線状性・精神機能の恣意性と発語の線状性の重合 

（言語音声の記号的な構成）・離散性・デジタル性・（機動的に 12 対の示差標識・音素を

刻々と配列する運動）。「シーニョ」の括り出し過程は自然生物性と社会文化性の重合状態 

 

② 「差異の二項対立関係」「差異の感興」「意識に届く」について 

意味を括り取るランガージュ：その分節に対応する大脳神経伝達系の反応は、 

「差異の感興」の把握・その差異の有無を on/off とする、神経伝達反応の反応 

「差異の感興」をインプットし「シーニョ」として刻み込む、あるいは記憶する 

集団的社会的な「シーニョ」の記憶・言語体系の構築過程・集団的ランガージュ駆動 

 

言語音声表象：記号の離散性・デジタル性→on/ off スイッチ・差異関係捕捉の無限性 

・大脳内の神経伝達系の反応の機序：差異の感興を on/off スイッチの乗せ得た場合に 

・差異の感興を「二項対立の差異の関係」の構成として脳内に刻む反応系 

・脳機能（神経伝達系）へのルート・on/off の神経伝達回路に定着する迄の社会的構築の

動態を通して、ラングの体系性が構築され得る。 

 

③ 恣意性（非自然性） 

第一の恣意性：「音（聴覚映像）」と「意味」の一体的に結合した意味の単位「シーニョ」 

内部の、「音」と「意味」の絆は全くの自由、何の規則性も自由・恣意な事 

第二の恣意性：言語の体系内の「シーニョ」同士の横の関係に見出されるもので、言語の

体系内で「シーニョ」間の関係によって配分され言語的な意味、その自由・恣意な事、 

※第二の恣意性：「一言語内の記号同士の横の関係（〇→〇→〇→）に見出されるもの

で、個々の辞項のもつ価値がその体系内に共存する他の辞項対立関係か

らのみ決定されると言う恣意性のこと14」と説明されている。 

「シーニョ」間の結合の恣意性、文法的カテゴリーに見出される結合・ 

「 シーニョ」の布置（概念の配分と大きさ）の恣意性・分節の恣意性 

そうした集団的に構築された結果としての、言語の体系性のベースにある性質 

 

④ 線状性（発声という身体的運動性・発声の機序に従い、一筋に継時的に進む性質） 

  「シーニョ」は（潜在的に他の「シーニョ」と結びつき得る）「連辞の型15」が認めら 

 

14 丸山圭三郎編『ソシュール小辞典』P86 大修館書店 1985 年 2 月 10 日 

15 丸山圭三郎 『ソシュールを読む』 P172 岩波セミナーブックス２ 2009 年 3 月 13 日 
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れる→言語音の発声運動上の合理性に由来 

※言語音声（バロール）は 12 対の示差標識の組み合わせ（順列の集合）・ 

その順列が音響イメージを醸成し、各々の音響イメージの差異化を果たす・その「差異

の感興」が五感に響きつつ音響イメージを括り出し、意味と一体的構成を成す「シーニョ」

を、母国語集団的に産み出す。無意識からの指定＝文化固有性・社会的構築過程を背負う 

自然生物性と社会文化性の重合 

 

７．線状性と恣意性（象徴性の淵源）と記号としての「シーニョ」 

① 記号的構成が可能ならしめた表象過程の恣意性（非自然性）の捕捉 

音素の配列関係、音素集合を分節、括り分ける→分節の恣意性をもって新たな意味を生成 

その集団的な浸透、敷衍をもって、脳の神経伝達系に入るところまで至った言語体系 

その変換：共時変換の様相・言語体系の現段階 

 

→言語の恣意性を線状性が限定しつつ（人間の精神機能と身体運動の協働・同時駆動） 

→展開する恣意性を捕捉しつつ、線状性に拘束されての音声言語の表象過程 

 

（分節の恣意性を可能にするシーニョの記号的構成） 

シニフィエ（音）とシニフィアン（意味）を繋ぐ第一の恣意性（意識下）は、双方の一

体性・双方向性と同値であり、発声運動として、言語音の基礎単位である音素（弁別特性

の束）の配列関係を構成する。 

※音素：ヤコブソンが 12 の弁別特性（示差標識）として分類したもの。言語音の差異を

識別する事ができる二項対立的に整理された言語音の基礎単位音素 

※言語音発声（身体運動）：口蓋・舌・唇・歯茎、咽頭も関与しており、鼻音・閉鎖音・

狭窄音なども含み弁別される複雑構造→「二つの音素を同時に発する事は出来ない。だが、

いくつかの弁別特質を同時に発する事は、完全に可能である16」ヤコブソンの説明。 

 （発語運動は、身体運動として意識下で動きつつ（線状性、継時性）も、人間意識の

重層性において、意識上的なコントロールに服しかつ身体運動的な無意識的習慣性 

その重なり合い（重合状態）：恣意に展開しつつ・脈絡を追いつつ、習慣性を追いつつ 

→象徴性・概念化作用のままに「シーニョ」の生産を実現 

 

② シニフィアン（音・Sound-Image(Signifier)とシニフィエ（意味）の絆： 

音響イメージ・五感（視聴覚触覚嗅覚）が動員されるイメージ性「音声象徴性17」 

 

16 ローマン・ヤコブソン 花輪光訳『音と意味についての 6 章』P137 みすず書房 

  2008 年 11 月 10 日 

17  同上 P154 
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「音の対立は、音楽的、色彩的、嗅覚的、触覚的感覚などとの関連を喚起する」ことも示

されており、象徴機能と重なるランガージュの駆動様態、（言語音発声時には、弁別

特性の内在的価値（たとえば鋭い音素と鈍い音素との対立は、明と暗、とがりとまる

み、細さと太さ、軽さ重さなどのイメージを暗示する事ができる18。） 

 

まとめ 5 から７言語の構造に関連して 

言語の記号的構成の下で：恣意性、線状性の葛藤の中で表象される各「シーニョ」「辞項」 

（言語表象・発声・発音→音素が選ばれ配列され組み立てられつつの「シーニョ」「辞項」 

その構成：（音と意味が一体的に結びついている。第一の恣意性） 

 

シーニョの生成過程：五感にひびく・意識に届く、その差異の感興を 

二項対立する差異の関係として恣意に構成し、「シーニョ」として括るランガ―ジュ 

言語的意味生成・その恣意・自由な展開を把握可能な→記号的構成 

恣意性：時空を超えて展開するイメージ、音声イメージ→観念作用、抽象化作用の醸成 

線状性：言語の恣意性を身体運動発声運動からの制約条件で限定しシーニョの分節結合へ 

 

８．言語の二つの性質（恣意性と線状性）と「自然と文化」 

① 言語の二つの性質（恣意性と線状性）とレヴィ＝ストロースの変換 

ⅰ）「恣意性」（意識上）次々と言葉を選ぶ、人間の類推・時空を超えて展開する 

 「恣意に展開する類推作用」：概念化・観念作用の謂い→社会文化性の謂い 

 

言語の恣意性 人間の精神機能・類推作用として時空を超えて展開する精神機能 

レヴィストロースの神話論理の読み解き 

⇒⇒暗喩・換喩・転喩・反転・縮約等、人間意識の展開課程と同質・恣意性的展開 

  

ⅱ） 言語の線状性（意識下） 身体運動・発声運動としての音声言語表象  

一筋の時の流れに乗り連ねる、一筋に・次々に→ 

咽頭の構造、舌運動などの影響下、発音発語の習慣的流れを負う 

「結合価」・「連辞の型」を産み出す可能態19としての「シーニョ」 

 

② 言語の二つの性質に対応する人間の二軸の意識・精神作用 

ⅰ）連合の軸：恣意に展開する類推作用、言語の恣意性に係わる、人間の精神機能の軸 

ⅱ）連辞の軸：言語の線状性に係わる、人間の身体運動に係わる軸 

 

18  同上 P154 

19 丸山圭三郎 『ソシュールを読む』 P172 岩波セミナーブックス２ 2009 年 3 月 13 日 
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※連辞の型と結合価について 

連辞の型：「単に常套句としての型をさしているのではなく、連合関係（類推作用に対

応する―注筆者）におかれたすべての語は、先にも述べたように形態と機能の一体化した

シーニョなのですから、潜在的に他のシーニュと結びつき得る〈結合価〉valence を担っ

ていて、さまざまな連辞の型を生み出す可能態である20」「言語表象にあたり、それぞれの

「シーニョ」がその時に適切、妥当する他の「シーニョ」を選び、結合価をもって結びき

つつ、一筋の糸として連ねて（線状性）、ラング（言語）をディスクールの要請に適うべ

く活動化する。」 

※結合価：各「シーニョ」は言語表象場面で他の「シーニョ」と結びつき得る 

その可能性、地位を担って、ラングの体系内に格納されている 

 

③ 言語表象側の意識： 

言語表象側：類推的に意識的な働きでラングの宝庫から「シーニョ」を選び、同時に身体

運動（発声運動）を司る無意識的な意識、発音上の習慣性（連続発音のしやすさ等、身体

運動性からの習慣性）をもって言語音発声を進める。（恣意性と線状性の重合） 

※言語音発声時には、音素の弁別特性の内在的価値が指摘され、「鋭い音素と鈍い音素

の対立・明と暗・とがりとまるみ・細さと太さ・軽さ重さ等イメージも影響がある」との

音韻論の（ヤコブソン）21指摘もあり、音響イメージと言語的意味との絆、そうした概念

生成や象徴機能の動きには、多方位性を指摘せざるを得ないとも思われる。 

 

 言語表象の場の人間の意識：線状性（意識下）と恣意性（意識上）の連動 

言語の二つの性質は、言語表象の場面で同時的に駆動し、その葛藤をもって同時駆動 

    恣意性を線状性が限定しつつ、重合する言語コミュニュケーションの過程 

人間の意識下、上の動き、複層的構造→身体運動性と精神運動の葛藤 

その揺れ・揺らぎを、刻々と表象可能な構成としての言語記号（音素の配列） 

 

９．言語的コミュニュケーションと（恣意性と線状性）の重ね合い・ディスク―ルへ 

①言語の二つ性質と人間の意識の二つの軸、 

（言語を繰る意識、恣意なる展開（意識上）を、線状性（意識下）が限定しつつ、 

（恣意性の拡散性を線状性が限定→聞き合い・新たな言語的意味を括り出す構造 

 

20  同上 

21 ローマン・ヤコブソン 花輪光訳『音と意味についての 6 章』P154 みすず書房 

  2008 年 11 月 10 日 

 



12 

 

人間の類推作用の自由度恣意性を刻々表象し捕捉する記号形式の機能性 

→言語の表象過程、集団的な言語使用（コミュニュケーション）、その時間経過 

 

② ランガージュの、言語表象側、受意側の双方的な駆動を想定する 

言語的コミュニュケーションの場の力動性；互いの言語的意味の重ね合い 

      ランガージュの重ね合わせ・双方的・集団的なランガージュの駆動 

 

言語的コミュニュケーション、ディスクール（discours-仏）の伝達過程： 

言語表象側・受け手側：聞き合い、重ね合う、交互作用の進行、 

→言語を駆動する精神機能（ランガージュ）の、表象側と聞き取る側 

双方向的な重ね合わせ 

双方向的ランガージュの駆動→コミュニュケーションの達成の経過（コードが介在） 

 各母国語集団的に・コミュニュケーションに係わる共通のコード・ラングの体系の存在 

 

③ 精神の複層性（時間概念そして無意識を抱える人間・重層的な精神構造） 

ⅰ） 時間概念獲得と意識構造：心理的複層性、潜在意識（フロイドユング） 

 

   人類の社会文化性の獲得は時間概念の獲得と共に開始され、 

それは自然生物性からの移行・社会文化性への移行と重なる 

人間における時間の観念、時の流れを人間に知らしめ、気付きを醸成するのは 

         →ずれ、差異故の感興、差異への気付きであろう 

→恣意に展開する、時空を超えて恣意に展開する精神機能の獲得 

その流れ・動態、恣意性を逐次表象可能なのが記号的構成の言語（言語音声の配列関係） 

  記憶的な時間・人間の意識の複層性（無意識を抱える）・記憶の装置としてのラング 

 

 ⅱ）ラング（言語）の体系性と「シーニョ」 

・記憶の倉庫・「シーニョ」の格納庫・言語の体系構築→心的複層性 の構築 

意識の階層性（無意識・意識下・その階層性）の現出。 

「シーニョ」の格納庫＝ラングの体系・ラング内に類推的秩序で格納される「シーニョ」 

「シーニョ」間の差異の二項対立関係・その網の目としてのラングの体系性 

大脳の神経伝達機序（on/off）へ取り込まれている。 

 

ラングの体系性：「存在するものは、常に音的差異によって作り出された価値の対立だけ

なのだ。（‥‥）すべては差異に帰着し、すべては群化に帰着する。22」 

 

22 丸山圭三郎 『ソシュールを読む』 P167 岩波セミナーブックス２ 2009 年 3 月 13 日 



13 

 

 

群化：再掲（ｐ９参照）類推的秩序において、互いの差異によって〈群〉をなす・「一群 

にあつめること」（P169） 連辞：結合価 

「連合群の内部で何を変えれば単位（意味の）を差異化し得るという事を、我々は知って

いる。だから連辞が作り出される瞬間には連合群が介入しているのであって、連合群無し

には連辞は形成されないと言える23」 （連合と連辞の同時駆動の様態） 

ラングの体系：「シーニョ」間の関係の網の目・差異の関係 

そして・連辞は連合群無しに形成されない（読むの 168） 

 

ⅲ）ラングをディスクールへ生成へと活動化するものは何か 

 ラングのコード：「ソシュールは言語の全体にわたるコードを取り上げたが、勿論、記

号は単独で意味を持つものでなく、互いに関連させて理解される時のみ、意味を持つこと

を強調している。テクストの生成や解釈がコードの存在やコミュニケーションのための慣

例に依存することを強調したのは、もう一人の言語学者であり構造主義者のローマン・ヤ

コブソンである((Jakobson 1971))。記号の意味は、それが置かれているコードに依存する

ので、コードは、記号が意味を持つ枠組を与える。」 

「もし記号表現とその記号内容の関係が恣意的であるならば、記号の慣例的な意味を理解

するには、適当な集合の慣例をよく知っていなければならないというのは明白である。」

これらは各母国語言語の体系は社会的コードであることを語っている。 

http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/japanese/sem08_japanese.html 

 

再考：そして「聴き手」の「聴取」もまた一つの「言語行為」であり、それはこの根底的

要請に手さぐりで応えようとする「解読作業」である。ここで働くのが、ソシュー ルが

「配列作用」と呼んだ、ラングのメカニズムであり、そこにラングなるシステムの「存在

理由」がある。 」 

 

言語的コミュニュケーションは、ランガージュの双方向的駆動状態において、ラング（言

語）の体系という社会的なコードが、音声言語における線状性の拘束下にあって「シーニ

ョ」の配列関係を成立せしめ、その社会的な慣例・慣習としての、意味生成における「型」

を実現する言語の体系であり、これがラング（言語）をディスクールとして活動化せしめ

るところの体系【ラングの体系】として理解されよう。 

 

④ 「シーニョ」の格納庫ラング：（記憶の倉庫）の体系 

記憶装置としての「シーニョ」、その倉庫としてのラング・ 

 

23  同上 P168 

http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/japanese/sem08_japanese.html
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ラング（言語）の体系は、「シーニョ」間の「差異の二項対立関係」の網の目 

     →ラング（言語）の体系＝「シーニョ」の「音と意味」の差異関係・非実体性、 

言語表象者の指向対象：恣意に構成する「差異の二項対立関係」をもって括り取る、 

言語的意味「シーニョ」の間の差異の関係の網の目としてのラング（言語）の体系 

 

ラングの体系性は母国語集団の構成員の意識に届く（社会制度的に機能している） 

→言語の体系の母国語集団的な構築過程→人類集団の社会文化の深まり 

 

言語のコードは集団内の意味の共有に係わる各「シーニョ」間の、線状的配列関係を規定

→言語表象側のディスクールの実践を言語的意味として聴き手に共有せしめる装置・ 

この体系が配列に係わる次の「シーニョ」を恣意に類推的に選び出して、線状的に繋ぐ、 

その社会的な慣例慣習を体現しており、そのコードの集団的な共有関係が母国語集団社会

文化の状態へと移行する経過→言語的コミュニュケーションの広がりと深まり 

 

 ※「語る主体の意識・意識に到達する」に関連して 

 意識に到達する(読むの 237-8)：語る主体の意識の問題(同 105)： 

意識に達する（同 155.201）：「意識が知覚するもの・・差異」（同 167） 

 

まとめ 8～９ 人間の意識と言語の二つの性質とディスクール（言説） 

言語の二つの性質は、人間の言語を繰る意識の二つに対応している。 

（連合の軸‐意識上・精神機能に係わり、類推作用・時空を超えて恣意・自由に展開） 

 （連辞の軸ー意識下・身体運動に係わり、一筋の糸のように言語音を連ねる） 

 

  言語表象の場の人間の意識：線状性（意識下）と恣意性（意識上）の連動 

二つの性質は、言語表象の場面で同時に駆動してすすむ、葛藤状態 

：恣意性を線状性が限定しつつ、言語音声の表象がすすむ 

人間の意識下上の動き、複層構造（潜在意識）→身体運動性と精神運動の葛藤 

 

言語的コミュニュケーション：聞き合い・聴き手・話し手のランガージュの重ね合い 

この相互的ランガージュの駆動→線状的に音響を拾い出す相互の言語活動→ 

コミュニュケーションの達成の経過（コードが介在） 

その動態・恣意的な展開を逐次表象可能なのが記号的構成 

 

シーニョ：12 対の音素の示差標識の組み合わせ（ヤコブソンの定式化）音の配列集合 

        言語の意味の単位（音響イメージ＋意味）。 
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潜在的に他のシーニュと結びつき得る〈結合価〉valence を担っていて、さまざまな連辞

の型を生み出す可能態。（連辞の軸による） 

 

記憶的な時間・人間の意識の複層性（無意識を抱える）・記憶の装置としてのラング 

ラングの体系性は母国語集団の構成員の「意識に届いた」時に体系の変換の契機たり得る 

母国語集団の社会制度的に機能する言語としては： 

ディスクールの実践を言語の意味として聴き手と共有できることが前提 

 

※ラングは「シーニョ」を連合の軸による「群化」をもって格納している「宝庫」。（記

憶の倉庫）ラングの体系：「シーニョ」間の関係の網の目として、互いの差異の関係が、

連合軸、類推作用の軸で「群化」されている構造、脳内或いは心的に構築されている。 

 

10．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と変換 

①差異の感興を抱く⇒意識に届く⇒記号的構成の機能性をもって言語表象へ  

ⅰ）「語る主体の意識・意識に到達する」の解釈を巡って 

「シーニョ」の創出と言語体系の変換について 

・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24 

 ・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 

 

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 

 

ⅱ）時間概念獲得と意識構造（心理的複層性、潜在意識・・フロイド・ユング） 

社会文化性の獲得は時間概念の獲得と共に開始され、それは自然生物性からの移行過程 

人間における時間の観念、時の流れへの気付き・ 

その差異への気付きの記憶装置である「シーニョ」 

ⅲ）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 

新しい「シーニョ」言語の意味の創出は、言語の体系を揺らして変換へと至り得る 

 人間の意識の動きを、逐次表象可能な言語における記号的構成 

 

② 差異への気付き＝「差異の感興」＝意識に届く事態が、ラングの体系を揺らす  

記憶の装置「シーニョ」をラングの体系へ格納する（「群化」を果たす） 

 

 

24 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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③ 言語的コミュニュケーション過程（話し手・聴き手のランガージュの重ね合い） 

人間の精神機能（脳機能）の動きと言語の音声記号的構成と新しい意味の創出過程 

「音」と「意味」の交錯・恣意性と線状性の同時駆動の渦中 

 

各「シーニョ」間で分節・結合の揺れ→意識に届く・関与的変化 

それは：「シーニョ」の網の目の関係を揺らがせ・ラングの体系に新たなシーニョ創出」 

→意味の揺らぎ→ラングの体系の揺れ、その集団的な浸透敷衍が言語の変換 

 

④ 新しい言語の意味「シーニョ」の創出過程 

 「シーニョ」は「言語音声（シニフィエ）」＋「言語的意味（シニフィアン）」 

「シーニョ」は：線状性の下で形相性を成す事も有り、音の揺らぎを現出する 

→「シーニョ」同士の「差異の二項対立関係」「新しい二項対立の創出」 

→「シーニョ」間の新たな「差異の二項対立関係」から新たな意味創出 

「新たな差異の関係」において、新たな言語的意味の範囲は恣意 

⇒関係的概念である言語的意味（非実体、非現前性） 

→「おしひろげうちひしがれる」という形相性をなす「シーニョ」それに伴う意味 

 

⑤ 類推的変化と関与的変化 

・「ラング」「パロール」の相互依存性：読むの p85.86 

「ラング」は「シーニョ」の格納庫・シーニョ間の差異関係、その網の目の体系 

「シーニョ」が他の「シーニョ」と連なり連続体として流通、汎用＝辞項（流通単位）の

形成される。そしてその音声変化から関与的変化へと動く場合には、言語の構造の再布置

化がひきおこされる。（関与的変化と言語の構造（体系の変化）を伴う。） 

 

ⅰ）既存の辞項群からの連想作用によって、ある辞項の傍にもう一つの新しい辞項を創り

出す事(読む 86)⇒それが主体の意志が関与する事（連想作用の関与） 

ⅱ）その持続可能な刻印を生み出す迄くり返されたもの→ラングの体系内へ＝関与的変化 

大脳神経伝達系の反応機序として形成され・定着するためには 

（身体動作的・反射的・習慣的に無意識で動く身体運動からの要請のみではない、 

主体の意識にコントロールされて動く、類推作用の働きが重なり、その意識の流れ

が神経伝達系の反応として（刻印される経過）＝その経過が大脳神経伝達系に刻印を

残す＝[反応機序として組み込まれる）⇒意識に届く（関与的変化） 

音声変化から構造の再布置化へ（それが同時に関与的変化） 

新たな「シーニョ」は、意識に届く状態において、ラング内（脳機能内）に取り込まれ 

   引き続くのがラング内の群化されて格納されている「シーニョ」間関係の揺らぎ 

             → 言語体系の変換への始まり 
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11．言語体系の社会的構築（共時変換と通時変換） 

ラング（言語）：「シーニョ（言語の意味の単位）」が類推的秩序で格納されている宝庫  

「シーニョ」間の「差異の二項対立関係」の網の目と表現されている。 

 

① 「シーニョ」の音声（シニフィエ）の形相性 

意味と音が一体的に結びついた音響イメージ：（シーニョ）：音声は線状性の要請

下「おしひろげられ、うちひしがれつつ」 

    音声の変容→それまでの意味を括り出す「二項対立関係」をゆれ動かす 

音と意味の絆、「シーニョ」の足場「差異の二項対立関係」を変化させ得る 

音響イメージ（聴覚・視覚・触覚等五感の関与するイメージ）の変容へ、 

意味の揺らぎへと動き得る 

音声（シニフィアン）の「おしひろげられうちひしがれる」変容 

→言語的意味の変容（言語音声と意味の変容・揺らぎ＝「形相性」 

 

②「シーニョ」の音声（シニフィイエ）の揺らぎ→意味（シニフィアン）の揺らぎ 

→「シーニョ」間「差異の二項対立関係」の揺らぎ（ラングの体系の再布置化へ） 

→その網の目（ラングの体系）全体へ波及→通時変換、共時変換へ 

 

  （大脳の神経伝達系に差異の感興が組み込まれる→言語体系の変換を生じる） 

集団的なある「シーニョ」の使用→継続と消失→通時変換、共時変換へ 

それら音声変化が、音声イメージ（言語的意味）の変化として再布置化 

→「新たな差異の二項対立関係」の創出、「シーニョ」「辞項」の創出 

→ラングの体系内の揺らぎ、変容→共時変換へ （通時変換として消滅） 

 

12． ラングとディスクールの間：集団表象と個的な表象 

①「ラングがディスクールとして活動化される25」その、せしむるものは何か？ 

   人間意識の重層性と、その中の生物原理 （個人表象と集団表象） 

（共生生命体の 30 億年）リン・マーギュリス：「自己維持と自己再生産26」  

太古の集団表象の源泉・生命危機と生殖願望  

 

ディスクールと「ラング」をつなぐもの（丸山読むの 168169170273）は何か？ 

         「シーニョ」間の絆の形成・あるいは関係づけに関連して 

 偶然の産物・自然淘汰＆生命原理≒生命原理（自己維持・保存と自己再生産・複製衝動） 

 

25 丸山圭三郎 『ソシュールを読む』 P170 岩波セミナーブックス２ 2009 年 3 月 13 日 

26 リン・マーギュリス 中村桂子訳『共生生命体の 30 億年』ｐ130 2000 年 8 月 28 日 
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自然淘汰にせよ・共生関係形成にせよ→結果論・偶然残り得た形質・構造 

人類の大脳神経伝達物質の生化学的反応機序を抱くところの、偶然の事象の重なり 

脳組織の活動態に結果として残った on/off→その社会集団的構築過程 

→言語の社会的構築→その展開過程、構築過程の通時・共時変換 

 

② 「連辞の軸（無意識）」による「連辞の型27」＝発語上の習慣（身体運動性） 

 「連合関係におかれたすべての語（ラングの格納庫におかれた）は、 

   形態（音‐筆者注）と機能（意味を示す‐筆者注）の一体化した「シーニョ」 

潜在的に他の「シーニョ」と結びつき得る〈結合価28〉（valence）を担っている。

→さまざまな連辞の型を生み出す可能態でもある」読む 172 

→規則の体系としてのラング（連辞と連合の軸の重なり合い）の中で 

（恣意性と線状性の同時駆動・同時協働限定の中で文法的の秩序を形成する） 

 

   （恣意性を線状性が限定）→規則性のベースは線状性からの限定 

生物性は消える事の無い永遠の響き（線状性）・・言語音声発声上の制約が存在 

 

 自然生物性から社会文化性への永遠の移行過程→恣意性と線状性の重なり・葛藤状態 

   生命体（自己維持と自己複製）・自然生物性＋社会文化性（生きる事は交流する事） 

→双方が重なり合うメッセージが、ディスクールとして活動化へと至り得る 

 

まとめ 10-12）シーニョの創出・意識に届く・変換・社会文化性へ 

意識に届く：意識の上での類推的変化（関与的変化）には変化前の伝承形と新形が共存  

意識の下での音声変化（非関与変化）には変化前の伝承系は消え新形のみ 

 

・差異の感興を抱く⇒意識に届く⇒（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（関与的変化） 

集団的なある「シーニョ」の使用→継続と消失→通時変換、共時変換へ至り得る 

それら音声変化が、音声イメージ（言語的意味）の変化として再布置化され 

→「新たな差異の二項対立関係」の創出、「シーニョ」「辞項」の創出 

→ラングの体系内の揺らぎ、変容→共時変換へ （通時変換として消滅） 

 （大脳の神経伝達系に差異の感興が組み込まれる→言語体系の変換を生じる） 

 

 

27 丸山圭三郎 『ソシュールを読む』 P172 岩波セミナーブックス２ 2009 年 3 月 13 日 

28 丸山圭三郎 『ソシュールを読む』 P172 岩波セミナーブックス２ 2009 年 3 月 13 日 
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①「ラングがディスクールとして活動化される29」その、せしむるものは何か？ 

   人間意識の重層性と、その中の生物原理 （個的表象と集団表象） 

（共生生命体の 30 億年）リン・マーギュリス：「自己維持と自己再生産30」  

太古の集団表象の源泉・生命危機と生殖願望  

  

13． 文字使用について 

文字使用は、音声言語が、音として寸時で消えゆく音声表象に対して、言語表象を記録 

→人間の記憶力、その時間性・空間性の延長・表象の話し手聞き手の拡大 

言語表象、コミュニュケーションの時間性、空間性を無限大に引き延ばす機能 

文字の発見と人間の記憶の時空を超えた伝播・文字文化の世界 

 

文字言語表象は、時空を超えての、言語集団全体とのランガ―ジュの重ね合わせ 

一つの言語表象を、時空を超えて聞き合い、重ね合う事ができる言語使用の水準が現出  

 

14． 近代的自我作用への道のり（フロイド・ユング・ソシュールの無意識からの指定） 

① 集団表象と自己表象の境界線の誕生過程→アナグラムの様々な様式性から想定 

ポリフォニー的言語使用（ランガージュの双方向的駆動と交互作用・重ね合い） 

 ↓ 血縁的家庭生活（小集団性）・・聞き合い、重ね合う、言語的意味の醸成 

社会集団内生活（大集団性）・・集団表象と個人表象の一体性 

聞き合い・重ね合い・差異の発見過程・融合への過程 

 

アナグラムの「テーマ語」：母国語集団における、集団願望的な象徴的「シーニョ」の誕

生過程ではないか？ 

集団表象としての各神話・民話・石碑等の文言は、文字文化・記録される文化（書き手と

読み手のランガージュの重ね合い関係）を抱えており、聞き合い、重ね合い、意味受容の

過程・他者への気付き・自他の差異に気付く契機を抱える→近代的自我概念への前提 

        

② 現代思想：バプチンの対話原理・クリステヴァの間テクスト性・ 

文字の使用により、人間の記憶・思考が長い時を経つつ伝達され得る。→時空を超え、複

数多重層の応答がなされ、さまざまな思考・思想・ノウハウ（技術）が伝達される、コミ

ュニュケーション過程。文字による言説は作者の意図を超えて、さまざまに受け取られ得

る形式が成立 

 

 

29 丸山圭三郎 『ソシュールを読む』 P170 岩波セミナーブックス２ 2009 年 3 月 13 日 

30 リン・マーギュリス 中村桂子訳『共生生命体の 30 億年』ｐ130 2000 年 8 月 28 日 
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③  や ま だ よ う こ の 「 対 話 的 モ デ ル 生 成 法 」 に 関 連 し て 質 的 心 理 学 研 究 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ー「対話的モデ

ル生成法」の理論的基礎に関連して（やまだようこ 京都大学大学院教育学研究科） 

→ 言語表出と言語の意味理解、その交錯たる対話性・そのポリフォニー性、聞き合い、 

重ね合う、意味の交換過程を説明している。 

 

観点１：「自己は他者を媒介にし、他者との関係に深く根ざす社会的存在」－自己意識 

  ２：「自己と他者の会話」概念の変革→自己の独語であっても、 

隠された対話関係を含めて他者の言葉との対話」 

  ３：言葉の対話性と多声性、ポリフォニー性 （アクセントを含めて） 

    ひとつひとつのことばは多声に分裂した異なる響きを帯び、意味が転換される 

「ことばというものが、本質的に「対話性」をもつ「分裂した多声性」を持ち、 

「同じ一つの言葉を互いに背反し合うさまざまな声を通して実現する」 

  ４：「テクスト間の対話」テクストをつくりだす個人の存在を超えて、テクストが、 

言語表現が、対話し合うと言うイメージのポリフォニー性    

 

伝統哲学の同一性原理に対して、「他者」「差異」「生成」を重視する現代哲学の方向性と

共通すると指摘して、やまだようこは差異と生成としてまとめようとしている。 

※ソシュールにおける言語表象への言及は、自由に創造し展開するのではなく、あるいは

心的能力（想像力）ではなく、先行する（言葉的・歴史的）事実に依拠しており、言語的

意味の変容は名前の書き変え、そして動機、目的の変転としている。 

 

言語的意味は他の言語的意味からのプリコラージュであるという論脈：そうであれば、時

空を超えた言語使用、言語表象をもたらした文字使用の効果、意味は大きい。 

（レヴィ＝ストロースのプリコラージュは、類推活動の一形態） 

 

15．フランス現代思想の間主観性と言語使用の構造について検討する 

ランガージュの双方向的駆動を前提にして、現代思想の諸傾向を考える 

「プラトン/アリストテレス以来、西洋哲学は、イデアや実体、根源など、永遠に変わる

事が無い普遍性と自己統一性を存在の原型とみてきた。31」やまだようこ 

バプチンの対話原理を基にして、対話の中の言語使用について、ポリフォニーと言う観

点から考察する視点は、ランガージュの双方向的な駆動をもって、言語体系の構築を眺め

 

31 多声テクスト間の精鋭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 （質的心理学研究 題 7 号/2008/No.7/21-42） 

http://www.jaqp.jp/JJQPfull/JJQP_07_2008_021-042_full.pdf 2021/06/07 

http://www.jaqp.jp/JJQPfull/JJQP_07_2008_021-042_full.pdf


21 

 

ようとする私の視点との共通性があり得る。差異と反復（1968） 

 

① バプチンの対話（1895- ） 

（ソ連邦においてドストエフスキーの文学世界の中の人物像について、独立的人格性を

論じて、ポリフォニー性を論じた）とされるバプチンにおいて、その「差異を生成につな

げる」という観点を導入した上で、やまだは【対話における「生成」】を論じ、バプチン

の対話原理・ドルーズの差異と生成・デリダの「差延」・クリステヴァの間テクスト性、

ポリローグを、自身の「生成的対話」モデルとの関連で纏めている 

 

※しかし、言語表象と人間の意識について、 

二項対立の形式で差異を括り出す言語表象→「差異の二項対立関係」から、新たな差

異の関係へ、言語的意味の創出過程は、人間の意識、差異の感興が、脳機能、脳の神

経伝達物質の反応の機序として成立し、それが集団的に浸透敷衍し定着する経過とし

て想定されよう。（文字の使用、エクリチュール（書き言葉）は意味生成の運動過

程・創出過程・象徴機能の質的拡大をもたらしたと思われる） 

   

ところで「言語化以前の欲動の世界（自然）と「構成された構造」（文化）の間を絶え

ず上向・下向運動を繰り返し」をイメージするクリステヴァは、主体が支配する（抽象

界・le symbolique＝ル・サンボリック）に対して、精神病者や文学的前衛に見られる言

語の相・欲動渦巻く（le semiotique＝ル・セミオティック）を対置させ、意味生成の過

程と芸術行為をかさね合わせ、テクストの実践、創造において（le semiotique＝ル・セ

ミオティック）を意味創造を産み続ける事としているようである。丸山においても、

「ル・「クリステヴァの言う、ル・セミオティークの再活性化によってル・サンポリー

クな体系の再布置化を可能にさせるものとなる。」としている。 

 

（抽象界・le symbolique＝ル・サンボリック）・・社会文化性 

（欲動の世界 le semiotique＝ル・セミオティック）・・自然生物性 

 

 しかし、言語化以前の欲動の世界（自然）についてのイメージなのだが、主体が支配

する（抽象界・le symbolique＝ル・サンボリック）に対置する、意味生成、テクストの

実践、創造においての、（le semiotique＝ル・セミオティック）を対置しているようであ

るが、それは意味創造の源というべき、可能性の海でもあろうか、その理解ではないだ

ろうか？ 

 

しかし、「差異の二項対立関係」において、on/off と言った、シンプルな記号的な応答関

係として、人類は大脳の神経伝達のルートに乗せる、意識に届く感興を記憶としてとど
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め得たというイメージを負うならば、言語化以前の欲動の世界は、自然生物性そのもの

として、それは「自己保存と自己複製」の願望として、その自らの命の継続と生殖願望

であり、その双方はレヴィ＝ストロースによれば、自然生物性は永遠に消える事の無い

響きを響かせ続け、社会文化への移行は進行すると言う、重合性の中にあると思われる。 

 

そして言語の体系の記号的構成同士（シーニョ同士）の網の目の有りよう、その複層

性において人類の社会文化性への展開が開始し、進展し、構築されたとしてあると思わ

れ、それは言語の恣意性として、それを限定しつつ互いに重合しつつ変換を続ける、言

語の体系そして、人類種の言語使用の構造と思われる。 

 

人間の精神機能の現段階にあって、（象徴界 le symbolique＝ル・サンボリック）を

想定し得る意識性は、原始を後にした段階の、社会文化の相を生きる自我意識の側、近

代的な自我意識を前提としての議論として理解される。 

 

人類は、今となっては複雑系としての社会文化性において、（抽象界・le symbolique

＝ル・サンボリック）を想定するのであり、生命原理は永遠に消える事の無い響きを響

かせていると言う、レヴィ＝ストロースの視点に回帰する視点が、問われるのかもしれ

ない。近代的自我作用の側から、太古の心性を想定するという事であろうが、その混沌

の深みの程は、生命原理としてシンプルな様態ではないだろうか。潜在意識を抱え、時

間概念を醸成しつつ、抽象機能を持って概念化を達成して幾万世代を経過している現代

人における、想定としての（象徴界 le symbolique＝ル・サンボリック）の深みであろ

うと思われる。現代人における、精神の複層性、そうした様態であろう。 

 

まとめ 13-15）近代的自我の閉鎖的な構造と言語使用の歴史性 

5000 年ほど前のシュメール文字文化が読み解かれている。 

文字使用は、音声言語が、音として寸時に消えゆくのに対し、文字記録は音声言語のコ

ミュニュケーションの時間性、空間性を無限大に引き延ばし、人間の記憶の時空を超え

て記録し伝播させる、文字文化の世界がひらけた。 

文字言語表象は、時空を超えての、言語集団全体とのランガ―ジュの重ね合わせ 

一つの言語表象を、時空を超えて聞き合い、重ね合う事ができる言語使用の水準が現出 

 

エクリチュール（書き言葉）・意味形成生成の運動過程・創出過程・象徴機能の質的拡大 

近代的自我への道のり：文字文化・記録される文化（書き手と読み手のランガージュの重

ね合い関係）聞き合い重ね合い、意味受容の過程・他者への気付き・自他の差異に気付く、 

この事態は「近代的自我概念」への前提であろう。 
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現代思想は、すでにして潜在意識を抱え、時間概念を醸成しつつ、抽象機能を持って概念

化 を 達成 し て幾 世代 を 経過 して い る現代 人 にお け る、 想定 と して の （ 象 徴界  le 

symbolique＝ル・サンボリック）の深みであろうとも思われ、しかし言語使用の始まりは、

自然生物性からの要請、「生命維持と生殖願望」の覆いつくされており、その中の「差異

の二項対立関係」への気付きの重なり合いとして想定されるのではないだろうか。 

「差異の二項対立関係」「On/off」として切り取られ、心的に大脳機能的に抱えられ、

神経伝達物質の反応機序として抱えられた、思考の形、精神機能の動態としては、記号的

構成ゆえに捉える事、複雑化する事が可能な体系として想定される。 

 

人間の精神機能の現段階にあって、（象徴界 le symbolique＝ル・サンボリック）を

想定し得る意識性は、原始を後にした段階の、社会文化の相を生きる自我意識の側、近

代的な自我意識を前提としての議論として理解されよう。人類は互いのランガージュを

駆動して、聞き合い発語し合い反復し合う過程をもって、自然生物（自己維持と自己再

生産）の状態から社会文化の領域へと、移行を開始した存在ではないのだろうか？ 

（終わり） 

 

最期に 

私は、言語使用の場でのランガージュの双方向的な駆動が、ラングの体系性の醸成経過と

ともにあると言うアイデアに取りつかれている。 

 

・プリコラージュしつつある場、そしてプリコラージュされる素材、その蓄積過程 

・聞き合い、双方向的に交錯し、重ね合い、揺るぎあう、言語的な意味、概念性の醸

成過程にある、ランガージュの駆動態、その重ね合いを想定している。 

 

そして、言語単位「シーニョ」の醸成過程、その動態の中の聞き合い、重ね合い、結果

的に取捨選択される、脳機能の反応機序に集団的に落とし得るところまでの揺らぎ、そ

の経過、過程、聞き合う関係、交互作用の中で醸成された、集団表象と個人表象の融合

過程を想定する。 

 

★社会的構築物としての言語体系について検討する事は、人類の自然生物性の根幹性に対

して、社会文化性において蓄積される言語の体系性が、母国語集団的に構築される、その

動態と構造、動き合いの検討になろうと思われた。人類の社会文化性のスタートとして、

言語使用の構造を考えつつ、ソシュールの言語論を読み返すならば、近代的自我を含めた

個人の意思の側から、さまざまな論述、読み解き、思想が展開していると思われた。 

 

しかし、その検討の中の、言語以前の欲動の世界が、圧倒的な象徴態を抱えた可能態だっ
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たのであろうか？アモルフに続く外界から「差異の感興」をもって括り、解釈としての言

語的意味とその揺らぎ、そうした「差異の二項対立関係」への解釈は、それぞれの「差異

故の感興」は、文化の領域へと足を踏み入れるその始まりとして、この移行の過程にある

人類という視点をもって振り返るならば、その地質学的時間経過の中では、近代的自我的

な発想、自我がその内部に抱える膨大な抽象概念、想念性を通して眺める間理解という構

図と理解された。社会文化性の膨大な蓄積過程、その蓄積過程についての自明の前提に対

して、生物原理、自然生物性（自己維持と自己再生産）の永遠に消えない響きが感じられ

た。 

人類の 50 万年の歴史経過が構築した後の、文字の創出は 5 千年前である。文字の開発

が産みだしたテクストの交錯については、未だわずか 5 千年の歴史性であり、アナグラム

の読解についても、近現代の視点の側から、近代的自我作用の言語使用の範疇からの考察、

その有り様とも思われた。 

 

線状性をその性質とする言語観とは、音声言語に関する考察であり、線状性は個人の音

声言語表象ゆえの言語の性質に傾いているのかもしれない。それに対して集団的コミュニ

ュケーション、あるいは獣的な叫びをも抱える集団表象などを仮定すれば、線状性という

言語の性質を相対化せざるを得ないと思われた。ポリフォニーが常態であり得るとも思わ

れた。線状性を措定する条件の中に、個人の意思、自我作用が前提されざるを得ない構成、

その論理構成にならざるを得ないのであろうか。 

 

しかし「意味形成性の運動過程32」、は線状性以前のポリフォニーとして地質学的な時間

を経過している可能性もあり得る。 

 

そしてプリコラージュ的に、「シーニョ」が獲得されてゆく過程が、アナグラムの諸傾向

とであり、言語の意味生成の機序として想定してみると、一つの抽象概念が集団的に誕生

する経過、音響イメージの生成過程、その集団的なポリフォニー的な反復、重ね合いの中

のようでも有り、「シーニョ」の素材は、どの回路をもって生成されていたのだろうか？ 

 

事実としてポリフォニーであった言語表象の流れ、その記憶としてのアナグラム、それ

を聞きこむと言う、選択肢もあり得るのかなと思った。 

     

On/off の刺激捕捉、その記号的パターンの、ポリフォニー的な交換過程を通過しつつ、 

その記号的音響に言語的意味を重ねつつ、括り出しつつ、その構成の多重層化を引き起こ

 

32 丸山圭三郎『ソシュールの思想』P176 岩波書店 1989 年 10 月 16 日 
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しつつ、言語体系を脳内神経伝達物質の反応経路集合として、大脳の肥大を引き起こしつ

つ、引き続く言語体系の変換をつづけているのが、人類の言語使用の現時点やもしれず？ 

最期に 

人類、ホモ・サピエンスの脳容量の肥大、ホモ・サピエンスの進化の過程に必要な事実と

しての、母国語集団的言語使用として想定するならば、ランガージュは言語使用の現場で、

言語表象側、言語の意味を聞き取る側双方での、ランガージュという言語能力駆動、双方

においてランガージュの駆動が想定されると思われた。 

 

ヤコブソンによれば、「一人の話し手が 主体となってコミュニケーションを形成するので

はなく、話し手と聞き手が役割の交替を繰り返すなかで、一つのコミュニケーションを達

成する。ヤコブソンは、話し手と聞き手という主体が交互に織り成す階層的なコミュニケ

ーションを統一的に捉えようとしていた」とされている。 

 

いわば、言語使用は言語表象側と、同時にその意味を聞き取る側、その双方向的な言語

能力駆動において、言語音声を表象し、聞き取る事は一体的であり、双方向的同時的駆動

がイメージされるのではないだろうか。独り言でさえも、自己内部で聞き合う他者、もう

一つの自己が想定されうると思われ、聞き合い、意味を重ね合い、修正し合う関係、バプ

チンにおける対話、差異の感興が意識に届く場面での、集団的な浸透、敷衍の経過が母国

語言語の生成過程、ラング（言語）の体系性の集団的社会的構築過程に重なり得ると思わ

れた。 

 

1866 年にパリの言語学会 ( la Société de Linguistique ) が，続いて 1872 年にロンドンの 

( The Philological Society ) が言語起源論を禁じざるを得なかった、言語起源論である。私

の場合も、言語学会が禁止せざるを得なかった、言語起源論的な私の言語論を、文章化す

るには高齢化しすぎた私における、ソシュールの言語論の読解に係わるアイデアを纏める

営み、そうして終えようとする文章であります。 

 

人類種の生物種としての進化の始りは、精神機能の在りよう、言語使用、コミュニュケ

ーション過程（時と空間）と共にあるいう思い、それを纏めて、私のホームページに up

しました。 

 

コロナの三密、各国の国家は、都市封鎖（ロックダウン）を含めての防疫体制を敷いて

おり、東京は昨年 2 月 27 日午後 6 時過ぎに安倍首相の小中高等学校の一斉休校の要請以

来、東京オリンピックの 1 年延期へと、既に 1 年 10 カ月を経過している。 

 

しかし言葉を語り、聞き合う事、音響イメージとしての「シーニョ」は、互いに顔の表
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情などの視覚情報はもとより、嗅覚触覚等五感を動員してのイメージ性、それら差異への

気付きの交換、その重ね合いでもある、互いの言語表象の渦中で揺らぎを抱えるという。

人類の種生成の根源というべき言語使用の歴史的過程としての言語使用についてを、今コ

ロナ禍の世界で、顔の表情、息遣い等も含めて、視覚、聴覚、触覚等をもって情報を受け

取り合う交流関係が遮断されつつある時の流れの中である。 

 

人類の自然生物性、恣意なる精神機能の働きを限定する身体運動性を持って、その双方

の重ね合わせにおいて、新しい意味を創出する生物種であろう、我々人類の存在様式は？ 

 

生物原理に従いつつ、社会文化性を重ね合う、言語の意味を括り出す人類の未来は、三

密を越えて、互いに聞き合い、意味を重ね合う日々の中にこそ、有り続けると思われ、人

間の抱く差異の感興を重ね合う、それが人類種の生命活動を牽引し続けているという、そ

うした 21 世紀を思わざる得ない。 

 

交流し合い、言語表象を重ね合い、社会文化性を進めつつ、自らの自然生物性を充足す

る為の社会国家への願いが、我々人類の存在様式なのではないだろうか。 （2021/09/27） 

 

人間の精神機能の動き、恣意に展開する動き、自由度（象徴機能）がもたらす言語の性

質を、ソシュールは恣意性としている。恣意性をもって選択される「言語の意味」の単位

「シーニョ」、その「シーニョ」の倉庫・宝庫とされるラングの体系、その体系における

メルクマール（指標）として「シーニョ」間の「差異」しかありえず、「差異の二項対立

関係」による構造、記憶の倉庫と形容されるラングの体系である。  

そして「社会全体もシーニョを変える事はできないであろう。というのは、過去の継承

が、シーニョに進化事実を押し付けているからである。」と言う。 

社会的構築性・歴史時間性・文化的化石（読むのｐ201） 


