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追悼 渡瀬嘉朗先生 

Syntagmatique な緊張関係の中での対立としての有意単位の出現 

― 渡瀬先生による切り取り ― 

 

敦賀陽一郎 

 

   渡瀬先生への追悼の言葉に代えて，以下では，先生の師 A. Martinet に献呈の論文

集へ込められた先生の思いの一端を辿ることでお許し願いたい。これは以下に見るように予

想外の傾向とも関係してくる。 

   先生の蔵書には Martinet の原書が多くあるが，中でも特にご自身が翻訳された(1965). 
La Linguistique synchronique, Paris, PUF； (1977). 『共時言語学』 白水社，は多くの版

のものがあり，その内の二冊は書き込み等で文字通り摩滅して壊れかかっている。一冊はハ

ードカバーで製本さえし直されている。この本の初めの１章は言語の二重分節についての三

論文からなっている。 
    二重分節は Martinet の機能・構造言語学の基本原理である。人間言語は全て有意単

位への第一次分節と音声弁別単位への第二次分節を備えていて，これらの分節は言語共

同体毎に異なっている。この第一次分節の根本について MIYAKE et al. (prés.) (1990) の
序論で渡瀬先生は次のように述べられている。 

    « [...] l’articulation linguistique en unités significatives implique “ l’existene d’une 
syntaxe ” [...] la fonction syntaxique trouve son origine dans la première articulation. 
[...] nous n’aurions jamais eu l’occasion de rencontrer dans le langage humain ce que 
nous appelons communément une ‘syntaxe’, si nous n’avions pas [...] la ‘première 
articulation du langage. [...] 
    La première articulation [...] n’est pas autre chose qu’un procédé analytique qui nous 
pemet de diviser une entité globale sémique (une “ phrase ”) en ses parties constituantes 
[...] ce sont des éléments faits pour être combinés en un ensemble toujours plus complexe. 
[...]. 
    Une fonction syntaxique en germe sera ainsi née à chaque place de division 
qu’effectue la première articulation du langage humain. » （上掲書，1-4） 
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人間の複雑な経験はいわゆる一語文で全てを表現し伝えることはできない。複雑な全体をよ

り単純な構成部分へ分ける必然性が出て来る。しかも，その分け方は個人の内部だけでは

なくて他にも共通のやり方で分ける必要があるし，より単純な部分，単位も共通でなくてはい

けない。これは全て言語が共同体における伝達手段であることから来ている。つまり，有意

単位の出現とは統辞構造の出現であり，「統辞」とは「単位をまとめること」である。統辞構造

の出現はつまり人間言語の出現ということになり，この意味でも統辞構造は人間言語の中核

である（有意単位を支えるのは音声的弁別単位であることは確認しつつ）。意味は当然のこ

とながら根源的重要性を持つが，言語における意味とは統辞を構成する単位の意味に他な

らない（cf. 具体例による分析は渡瀬嘉朗 (2012), 13-30 等に詳しい）。言語において統辞

構造が中核であるとする主張は統辞論を中心にすえる Chomsky の生成文法を考えさせる

が，これはこの稿の最後で述べることになる。 

   先ず，分節言語の起源についての DARWIN (1879, 2004) の言を見てみよう。 

   « With respect to the origin of articulate language, [...] I cannot doubt that language 
ows its origin to the imitation and modification of various natural sounds, the voices of 
other anmals, and man’s own instinctive cries, aided by singns and gestures. [...] It is [...] 
probable that the imitation of musical cries by articulate sounds may have given rise to 
words expressive of various complex emotions. [...] Since monkeys certainly understand 
much that is said to them by man, and when wild, utter signal-cries of danger to their 
fellows; and since fowls give distinct warings for danger on the ground, or in the sky 
from hawks [...]. This would have been a first step in the formation of a language. 
    As the voice was used more and more, the vocal organs would have been 
strengthened and perfected through the principle of the inherited effects of use; this 
would have reacted on the power of speech. But the relation between the continued use 
of language and the development of the brain, has no doubt been far more important. » 
(上掲書, 109-110) 

Darwin も有意単位の出現とそれを支える音声の分節を指摘している。これが言語進化の第

一歩であることに注目しよう。進化した人類が有意単位・言語を持つことは必然であるが，人

間以前から人間への進化においても言語の出現は決定的であった。言語の出現と言語の

使用，そして大脳の発達の関係は根源的である。人間以前と人間における有意単位の存在

を混同しないようにしよう。人間言語において有意単位の存在自体が生得的であるなら，こ

の生得性の進化の過程での獲得が仮説としてでも説明されなければならない。 

   Saussure の言語記号の恣意性の概念については Cours の中では cheval の signifié
と signifiant の関係の恣意性により例示されるが，これは話を単純化するための例で有意単

位の連なり syntagme（句，節，文等）の signifié と signifiant も当然関係してくる。Saussure
が syntagmatique の横軸の連なり（つまり，統辞論）を重視していたことは GODEL (1957) の
聴講学生ノートの分析により明らかである。 

   « [...] au moment où le syntagme se produit, le groupement d’association intervient, 
et ce n’est qu’à cause de lui que le syntagme peut se former. Dans la phrase, il en sera de 
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même : au moment où l’on dit : Q ue v ous d it-il ? , dans le type général que nous avons en 
tête : 

Q ue v ous d it-il ?  
        . . .  nous . . .     etc. 
nous faisons varier un élément. 
    Et ainsi les deux groupements : dans l’espace et mental (par familles) sont en activité 
tous les deux : [...] (R 93-94) » (上掲書, 177-178) (R : cahiers de Riedlinger des 3 cours) 
 
    « tout est syntactique dans la langue, tout est un système (II R 77) » (上掲書, 229) 
(II R : cahier de Riedlinger du 2e cours)  

Paradigmatique な有意単位の対立は syntagmatique な単位の連なりの中で設定される。同

時に syntagmatique な連なりは paradigmatique で対立する単位のグループの連なりであり，

単なる個々の有意単位の連なりではない。つまり，言語においては全てが統辞的である。こ

こでもやはり統辞構造の重要性が強調されている。上の引用では，より具体的に統辞構造

体系を構成する文型の存在の必然性が指摘されていることに注目しよう。 

   次に，言語の有意単位とは統辞構造のことだとする渡瀬先生の出発点となる Martinet
から引用しよう。  

   « Cette première articulation linguistique apparaît [...] comme le résultat inélucatble  
de la tendance à l’économie qui caractérise largement, sinon exclusivement, toute 
l’activité humaine. Il nous paraît qu’il s’impose de la faire figurer dans la définition que 
nous désirons donner du langage, car c’est elle qui conditionne l’existence d’une syntaxe, 
et croyons préférable, en pratique, de dénier le caractère linguistique à un système qui 
l’ignore, que de considérer que le problème syntaxique dont dépend le traitement 
paradigmatique ne se pose que pour certaines langues. » (MARTINET (1965), 22) 

第一次分節が人間活動の特徴たる tendance à l’économie の必然的結果であり，それ故に

この分節は人間言語の定義に含まれることになる。これが正に統辞構造の存在を条件づけ

ているのであり，これがない体系は言語の名に値しないことになる（paradigmatique よりも

syntaxique を重視している点にも注目）。première articulation，tendance à l’économie，
activité humaine は，音声・言語・実践的意識を一体とする MARX & ENGELS (1845-1846) 
の言葉，人間以前から人間への過程での労働と言語進化の必然性を指摘する ENGELS 
(1873-1883 頃) の一節（「化成しつつあった人間たちは相互に何事かを語らなければなら

ない」）を喚起しないだろうか。 
   Martinet はある機会に「Chomsky だけは認め難い」という攻撃的なことを述べているが，

以下では，正に第一次分節が Chomsky の言う統辞構造の生得的核心部とどう関わって来

るかが真正面から問題になる。 

   Mounin は子供の言語習得での第一次分節の出現について次のように言う。  

   « Le linguiste [...] découvrait la procédure même par laquelle le petit enfant qui 

―3―



 
 

- 4 - 
 

apprend à parler acquiert la délimitation exacte des unités qu’il cherche à manier, par 
essais et erreurs. » (MOUNIN (1968), 61) 

単位を成さない音連続中に伝達の相手となる他との共通性をもとめて試行錯誤により有意

単位が少しずつ分節されていく。それは勿論分節を支える弁別単位の形成と同時にである。

有意単位の形成は単独ではなく横に連なる他の有意単位との緊張関係の中でなされる。こ

の試行錯誤は進化した人間の子供の進化した知性，大脳の能力の下で行われる。しかし，

人間以前が人間に進化する過程においても同様のことにより有意単位の分節が形成されて

いくのではないかというのが機能・構造言語学の仮説である。 

   Piaget の構成主義 constructivisme 的かつ弁証法的な言語進化の説明は Darwin の

言語進化論を補い Saussure-Martinet の機能・構造的言語観を支えるのではなかろうか。 

    « Il y a tout d’abord la question biologique. Qu’un caractère soit reconnu héréditaire, 
il reste à établir comment il s’est formé. C’est [...] troublant que de comprendre [...] 
comment sont apparus au cours de l’hominisation les centres corticaux du langage : [...].  
    [...] le fait de l’apparition relativement tardive du langage au cours de la seconde 
année de croissance : pourquoi, en effet, ce niveau précis de développement et non pas 
au niveau plus précoce ? Contrairement aux explications trop faciles par le 
conditionnement qui, si elles étaient vraies, imposeraient l’acquisition du langage dès le 
second mois, il se trouve que celui-ci suppose la formation préalable de l’intelligence 
sensori-motrice elle-même, ce qui justifie les idées de Chomsky sur la nécessité d’un 
substrat apparenté au rationnel. Mais cette intelligence elle-même est loin d’être 
préformée dès le départ, et l’on peut suivre pas à pas comment elle résulte d’une 
coordination progressive des schèmes d’assimilation. L’idée s’est donc imposée [...] de 
chercher la source du ‘monoïde’ de Chomsky dans les processus de répétion, d’ordination 
et de liaisons associatives (au sens logique du terme) propres à cette coordination des 
schèmes sensori-moteurs. Si l’hypothèse se justifie, nous aurions ainsi une explication 
possible des structures linguistiques de base en faisant l’économie d’une trop lourde 
‘innéité’. 
   [...] l’on oublie trop souvent que le développement de la représentation et de la 
pensée (sans parler encore des structures proprement logiques) est lié à cette fonction 
sémiotique en général et non pas au seul langage. 
    [...] l’intelligence précède le langage, non pas seulement ontogénétiquement [...] 
mais philogénétiquement [...]. Or, l’intelligence sensori-motrice comporte déjà un certain 
nombre de structures tenant aux coordinations générales de l’action (ordre, emboîtement 
des schèmes, correspondances, etc.) et qu’il est donc exclu d’attribuer au langage. » 
(PIAGET (1968), 75-79) 

言語構造の一部，統辞構造の一部が人類にとって遺伝的，生得的（よって普遍的）なもので

あるにしても，それがどのようにして形成されたかは当然説明されなければならない。言語に

先立って感覚運動的知能が形成されていなければならない。この点については Chomsky
の主張は評価できる。しかし，この知能は初めから出来上がっているものではない。これは

coordination progressive des schèmes d’assimilation から出て来るのである。processus de 
répétion, d’ordination et de liaisons associatives propres à cette coordination des schèmes 
sensori-moteurs とは Mounin の言う試行錯誤である。また， le développement de la 
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représentation et de la pensée [...] est lié à cette fonction sémiotique en général et non 
pas au seul langage の一節は，言語学が記号論の一部であり，記号論は一般心理学の一部

であるとする Saussure の言葉を思い出させる。 
   Piaget の Chomsky に対する評価はかなり高い。それは，Chomsky ほど言語を生物学

的観点から捉え直そうとした言語学者がいないからであろう。 
    上で述べられて来た有意単位・第一次分節・統辞構造＝言語という言語観は機能・構

造的言語観であり，言語にとって普遍的・生得的・遺伝的なものは精々Piaget の主張するよ

うなところではなかろうかということになる。 

   上述の言語観に真っ向から対立するのは Chomsky の普遍的・生得的統辞構造観であ

る筈である。さて、焦点は有意単位の形成であるが，これについての Chomsky の次の発言

の意図は明瞭ではない。 

    « The atomic elements pose deep mysteries. The minimal meaning-bearing elements 
of human languages—wordlike, but not words—are radically different from anything in 
animal communication systems. Their origin is entirely obscure, posing a very serious 
problem for the evolution of human cognitive capacities, language in particular. [...] 
Careful examination shows that widely held doctrines about the nature of these elements 
are untenable: crucially, the widely held referentialist doctrine that words pick out 
extramental objects. There is a great deal to say about these very important questions, 
but we will put them aside—noting again, however, that the problem posed for the 
evolution of human cognition are severe, far more so than generally acknowledged. » 
(BERWICH & CHOMSKY (2016), 90-91)  

有意単位の起源は言語進化にとって a very serious problem を提示する。この問題につい

ての生成的な枠組での大いなる説明 a great deal to say が期待されるところである。これが

何故「大変深刻な」問題となるかは興味深いが，上掲書においては説明されない。 
   機能・構造的観点からの説明は Darwin, Piaget, Saussure, Martinet, Mounin, 渡瀬の

分析に見られるところである。Chomsky にとっては納得が行かない筈である。 
   統辞構造の核心部を普遍的・生得的なものとして仮定すると，統辞が有意単位の連な

りの構造であることからして，有意単位（とそしてそのクラス）の普遍性・生得性を主張しなけ

ればならなくなるのではないか。しかし，これは，極めて難しいのではなかろうか。言語間に

中立的な意味を認めない QUINE (1960) の論を支持しない（cf. Sapir-Whorf 流の固定的

言語観は MOUNIN (1963) が厳しく批判するところである）にしてもである。機能・構造言語

学的観点からは統辞論・語彙論・意味論は一体を成すが Chomsky 言語学・統辞論ではそう

はならない。彼の理論体系の変遷では生得的遺伝的核心部，そして，その進化と仮定され

る部分はますます狭く制限されて来ているようである。上掲書においても核心部の普遍性は

有意単位以外の側面については当然説明しようとしている。しかし，自身が重要と認める点

を説明なしで済ますことは出来ない筈である。この辺りは POSTAL (2014) に見られる

Chomsky への痛烈な攻撃（« fakery »）とも関係してくるのであろうか。（Cf. Mounin が

CHOMSKY (1957) を逸早くフランスへ紹介し，Postal が MARTINET (1960) の詳細な書評

を書いているのは妙な因縁とも言えようか）。  
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   Chomsky 理論の全体を見直すつもりで渡瀬先生は蔵書にも色々と揃えていた。有意

単位の出現と統辞構造核心部との関係の重要性については，異なる観点からではあっても，

先生と Chomsky は一致していたと言える。先生が独特の視点から Chomsky の統辞核心部

生得説への批判を展開されたであろうことは確かである。体力的にそれも叶わなくなってしま

ったのは誠に残念なことであった。  
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渡瀬嘉朗先生の思い出 

 

川口 裕司 
 

渡瀬先生と言えばすぐに頭に浮かんでくるのは、西ヶ原キャンパスのグラウンドに面した

教室での講義である。窓ガラスはどれもグラウンドからの砂にまみれていた。もちろん教室も

雑然としていた。いつも窓に近い席に座って、先生たちの話を聴きながら、ときどきグラウンド

に目をやっていた。 

渡瀬先生の講義でとくに印象深かったのは、大学１年生向けに各教員がオムニバス形

式で行った講義であった。講義の名前は忘れたが、１年生向けゼミのような授業であった。

先生の講義は、前奏がとても重厚であり、かつ長丁場であるため、なかなか主演が舞台に登

場して来ない。ことばとは何なのか、どのように捉えられ、どのように分析できるのか、これら

に関するいろいろな説明が延々と続くのだ。いったい全体、この話はどこに行き着くのだ。そ

うして８０分くらい経ったところで、いきなり二重分節が威風堂々とその姿を現した。しかし、も

う時間は１０分しかないではないか！ 第１次分節と第２次分節の説明が引き続きなされたの

かどうか、今となっては記憶が判然としない。しかしながら、今いる自分の原点が渡瀬先生の

この講義であったことは間違いない。それほど、ことばとは何か、ことばでことばを説明するこ

との難しさを教えてくれた講義なのであり、ことばそのものへの関心を引きつける内容であっ

た。 

 

 

次の思い出は、1982 年にトルコ共和国への留学が決まったことを報告に行った頃のこと

である。報告は他の先生にもしたのだが、それぞれの先生が異なる反応をされたために、報

告に行った側としては面食らうと同時に、内心不安になったことを覚えている。その後、イス

タンブールへの出発直前に、渡瀬先生が池袋のレストランでご馳走してくださった。当時の

イスタンブール大学にはマルティネの考えに賛同する研究者が複数おり、それをご存知であ

った先生のご助言もあって、留学中はトルコ語科に出席する傍ら、フランス語科の Berke 
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Vardar 先生の授業にも顔を出していた。トルコ共和国の留学から戻り、今にして思えば無謀

にも、トルコ文献学とフランス機能主義を天秤にかけて、最終的に後者を選択することになっ

たわけだが、この選択のきっかけを与えてくださったのは渡瀬先生であった。 

さらに思い出したことがある。大学院２年生の時のこと。サマースクールのまとめ役をやっ

ていて、受講生の方を前に、顧問の渡瀬先生にお話をお願いしたことがあった。芭蕉の有

名な「文台引き下ろせば反故」ということばを引用しながら、研究とは何か、そこから結果とし

て生まれてくる論文というものについてお話があったと記憶している。先生は、「反故」という

ことばを理解してもらうために、「襤褸（らんる）」という別のことばを引き合いに出された。当時

の私にとっては、説明のための「襤褸」のほうがずっと複雑なことばであったように思えたの

だが、後になってどちらも芭蕉一門では重要な概念であることを知った。先生のお話を聞い

た時、「反故」はネガティブなイメージに聴こえ、反対に「襤褸」はそのリズミカルな音のため

か、ポジティブな意味に聴こえたことを覚えている。いずれにせよ、あれから 30 年以上が経

ち、それなりの成果を世に問うてきたつもりであるが、今ようやく、この「文台引き下ろせば反

故」の意味の一部が見えてきたような気がする。 

1993 年のことであった。渡瀬先生が静岡に来られた折に、日本平に車で出かけて食事

をした。日本平スカイラインは上り下りの急カーブが続き、週末ともなると、遠方からもライダ

ーや暴走族が集まりツーリングを楽しむ。先生がフランスで交通事故に遭われたことを知っ

ていたので、緊張しながら頂上までハンドルを握った覚えがある。あの日はレストランの窓の

外、富士山がとてもきれいだった。静岡での生活や子供たちのこと、いろんなことを話した。

ところで研究はどうですかと聞かれ、状況を説明したところ、「川口くん、そろそろ音声以外の

こともやったほうがいいでしょうね」と言われたのが耳に鮮明に残っている。残念ながら、この

点については今の今に至るまで実現できているようには思えない。根っからの音声好きだか

らなのだろう。そして先生の訪問の２年後、静岡大学から外語に移動することになった。 

どうも個人的な思い出話に終始してしまった。ただ、思い出してみれば、このように渡瀬

先生には、その節目節目で啓発され、そしてお世話になってきたことがわかる。渡瀬先生、

そして田島先生という素晴らしい先生方に出会えたことは、ただただ恵まれていたと言うしか

表現のしようがない。 
最後になるが、私の身の回りに起きたことで、渡瀬先生のご葬儀に参列できなかったこと

は、なんとも心残りである。渡瀬先生との思い出は一生涯消えることがないであろう。先生、

どうか安らかにお休みください。 
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渡瀬先生を偲んで 

 
秋廣 尚恵 

 

渡瀬先生との出会いは、大学 1 年生のときである。入学式で（その当時はまだ存在して

いた）フランス語学科の学科長として挨拶なさっていたのを今でも覚えている。メガネをかけ

ていて、いかにもインテリのような風貌で、厳格そうな先生だなあ、という印象をぼんやりと抱

いていたような気がする。とはいえ、1，2 年生の間はフランス語の授業で教わることはなかっ

たので、ときどき事務的なことでハンコか何かをもらうために、研究室に伺ったり、一般言語

学の概論でフランス語について調べるという課題が出たときに、友達と何人かで、共同研究

室に押しかけて、フランス語について書かれた資料を借りに行ったり、質問しに行ったりした

ときにお会いした程度であったと思う。 
先生の授業を本格的に受講するようになったのは、3 年生以降である。１，2 年生で教養

科目を学び、言語学や音声学の基礎的な授業を受けたのち、3 年生に進級して、フランス語

学を専攻しようと考えた。当然のことながら、渡瀬先生をはじめ、当時、フランス語学の授業

を開講されていた、敦賀先生、小野先生、さらに非常勤でお見えになっていた南館先生、鳥

居先生、岡田先生などの授業を受けていた（なんという恵まれた贅沢な時代だったのだろ

う！）。さらに、渡瀬先生に関しては、3，4 年生向けのフランス語表現演習の授業や、教育法

の授業なども受講していたので、他の先生よりも多く、週に 2，3 回はお会いすることになっ

た。3 年生のフランス語表現演習の授業を除けは受講人数は少なく、せいぜい 5～6 人程度

であったので、毎回の授業は、ゼミのような和やかな雰囲気で行われていた。 
授業内容はマルティネの言語理論を原書で読む授業と、先生ご自身の取り組まれてい

た時制や態、冠詞の問題を取り扱った統語論の授業であった。じっくりと半過去や大過去と

いった一つのテーマを半期全部をかけて考えたことを覚えている。モーパッサンやジッドの

文学作品をコーパスにとって、そこに現われる過去時制や様々な態の形式を抜き出し、それ

ぞれの用法について、そのコンテクストや意味を考えつつ、一つ一つ検討していく授業であ

った。統語的な形式がどのようにお互いに関係しあって構造をなしているかという点につい

て、じっくりと教えてくださったと思う。また授業で講読したフランス語のテキストを通して、フ

ランス語の読解力も身に着けることができた。理論的な観点でも多くを考えさせられる授業で

あった。 
卒論ゼミ、大学院は、敦賀先生のゼミに所属しつつ、さらに渡瀬先生の授業を 1 年間受

講した。先生がご退職になったのは、修士課程の 1 年生のときであったので、通算して 3 年

間ほどの短い期間であったが、実に多くのことを教えて頂いたように思う。大学院の授業で

は、中尾さんや塩田さん、そして川島さんといった先輩方も参加されていたので、院生どうし

のつながりもでき、授業の外でも、何かとフランス語を巡って議論する機会も増え、実に楽し

い 1 年間であったことを覚えている。 
渡瀬先生の授業では、一方的に先生のお話を聞くというよりは、具体的な例をたたき台

にしつつ、皆で議論する機会が多かった。今思えば、私は、知識も思考も足りないくせに、

ひたすら、くだらない質問をしていたように思うが、どんな学生の質問や疑問にも、常に真摯

にご自分のお考えを述べられておられた。また、先生のご著作もこのころよく読んだ。俗人向

けに分かりやすくというよりは、ご自身のじっくりと時間をかけて、練り上げた思考を全く隙の
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ない日本語で書き上げたご著作であったと思う。未熟な私に 100％理解できたとはとても言

えないが、様々なことを考えるきっかけを作って頂いたことに大変に感謝している。 
授業では、時々、お茶やお菓子をふるまってくださり、また研究で悩んでいる学生に、

「そんなときは、ゆっくりお風呂にでも入って、お茶でも飲んで、少し一休みするとふっと見え

てくるものなんですよ。」などと、優しいことばをかけてくださっていたこともまた覚えている。

授業の合間にお茶を片手に、ご自身の若かった頃、船でフランスに留学に旅立った話など

を聞かせてくださったり、環境問題などについてのご自身の意見などをお話になっていたり、

と雑談もまた楽しく、ためになる授業であった。 
私が修士課程のころは、いろいろなことを考え、進路も研究も迷っていたなかなか留学

に行く決心がつかなかった。皆が受けている派遣留学の試験も受けずに、家でひっくり返っ

て寝ていたところ、渡瀬先生から自宅にお電話があり、試験をどうして受けないのかとおしか

りを受けたこともあった。いろいろな面で、実に情けない学生であったが、やっと腹が決まっ

て留学に行けたのは、実は、渡瀬先生が退職されたずっとのちのことである。

2012 年に渡瀬先生の論文を収録した、『統辞理論の周辺』（三修社）が出版された。学

生時代とはまた異なった視点で拝読させて頂き、新たな発見が多かった。学生時代には難

解だと思っていたが、時をおいて改めて読んでみると、むしろ明解で分かりやすい印象を受

けた。『フランス語学研究 48 号』に僭越ながら新刊紹介を書かせて頂いたところ、渡瀬先生

より、後日ご丁寧にお手紙を頂いた。その中に、「一般の人に分かりやすく伝えるためにどう

したらいいかを考えている」としたためられており、ライフワークとして、統語論と長い一生を

かけて向き合い、思考を深め、それを他と共有したいと願い続ける姿に大変感銘を受けた。 
フランス語とは何か、その構造の多様性にもかかわらず、コミュニケーションが成立する

のはなぜか、－あるいは、本当にコミュニケーションは成立しているというのは実はとんでも

ない思い込みで、人はコミュニケーションが成立しているという幻想の上に、都合よくお互い

の思い込みをすり合わせつつ、やり過ごしているのではないか、といったことを相変わらず飽

きもせずに私は考えている。私の関心のある分野は、学生時代以来、統語論であるが、その

中心をはずれ、常に周辺部分に目が行ってしまう癖は、学生のときから変わらない。きっと渡

瀬先生がいらっしゃったら「またか」という顔をされそうである。 
紆余曲折あったものの、西ヶ原に比べ、概観も中身もすっかり変わった古巣に舞い戻っ

て早くも 7 年。人文学を取り巻く状況は昨今厳しいものがあると感じる。他の実用的な分野に

比べて、短期的な利益は産まないものの、長期的な視点で人を育て、人間の生活と文化に

ついて思考を重ねる人文学には独自の社会への貢献の仕方や研究や教育へのアプローチ

があると思う。もし、そうしたものに価値を見出すことをあきらめてしまうのなら、そして、渡瀬

先生のように人文学的な思考を突き詰め、後世にもそれを伝えたいと地道に努力する研究

者が減ってしまうのだとしたら、それは大変に残念なことだ。渡瀬先生の姿を思い浮かべつ

つ、私なりに、フランス語について思考を深め、それを他と共有することを通して、自分自身

を磨きつつ、前に進んでいきたいと思う。 
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渡瀬嘉朗先生のこと 

 

川島 浩一郎 
 

渡瀬嘉朗先生  (東京外国語大学名誉教授) が鬼籍に入られて、まる一年がたちまし

た。先生が亡くなられたのは、2019 年 1 月 7 日です。この一年、折にふれては、たびたび先

生のことが思い出されていました。お人柄の面でも研究業績の面でも、ともかくも印象深く、

ユニークな先生でした。以下、渡瀬先生の思い出の一端を記してみたいと思います。 
先生がアンドレ・マルティネのことを、親しみをこめて「頭でっかちな人」と評したことがあ

りました。徹底した理論派である、というような意味です。マルティネが素朴な実証主義者や

経験主義者ではないことを、強調するための発言でした。先生がマルティネを (学問的な距

離をとりながらも) 高く評価していたことは、よく知られています。 
この「頭でっかちな人」という表現は、こう申しては僭越なのですけれど、渡瀬先生ご自

身にも (研究上は) 当てはまるように思います。先生もまた、観察事実に常に立脚しながら、

徹底した理論派でした。このことは、先生が著した論文のタイトルからも、垣間見ることができ

るのではないでしょうか。先生の論文としては、たとえば「話者の選択と発話の形成」、「「核」

主導型の統辞機能について」、「表意単位とその中和」、「事態の参加者」、「統辞的切り取

り」、「Latence,あるいは«潜在性»」、「統辞行動の中の«態»」、「時制の理論のために」など

があります。なお、ここでの「理論派」という用語は、既存の特定理論に傾倒するという意味で

はありません。この用語は、むしろ、理論よりも論理を重視する立場と言い換えてもよさそうで

す。実際、先生は言語研究において、必然性に基づいた基本命題の発見と、その

implications (基本命題と、論理的必然性でつながる次の命題) を重要視されていました。 
渡瀬先生の言語学の授業に初めて出席したとき、その講義内容のあまりの難解さに、

度肝を抜かれたことが懐かしいです。1980 年代のことで、確か、学部 3 年次の仏語学概論

ではなかったかと思います。90 分の講義の間、先生の仰っていることが、ほとんど理解でき

なかったのです。途方に暮れました。もちろん、先生のせいではありません。明らかに、私の

理解力の問題です。その証左に、講義の回数が進むにつれて、次第に講義の内容を理解

することもできるようになりました。 
先生の授業は、難しいけれど、同時にとても刺激的でもありました。問題意識や問題設

定そのものが、異次元のレベルにあるとさえ感じられたのです。学部の授業であるからといっ

て先生があまり手加減をせず、本気で話してくださっていることを、われわれ学生たちもなん

となく察していたように思います。 
渡瀬先生の言語研究は、私にとって、今もなお刺激的であり続けています。渡瀬嘉朗 

(2012)『統辞理論の周辺』三修社から、好きな部分を一箇所だけ次に引用します (引用に

際して、傍点による強調を下線による強調に変えています)。先生らしい一節だなと感じます。 

 

 しかし，冠詞の意味の「軽さ」は，それを直接に追うことを止めて間接的にとらえるこ

とを考えれば，容易に理解できる，冠詞の一つの特質をなしている。定冠詞か不定冠

―11―



 
 

- 12 - 
 

詞かの対立は (若干の例外を除いて) 名詞が文中に現れる度にくり返される対立で

ある。つまり一つ一つの名詞が示す特殊性に比して，わずかのものの中から選ばれ

同じものがくり返しくり返し用いられる冠詞が意味の軽さをもつのは当然で，冠詞をめ

ぐるこのような状況が，まさに冠詞の意味の「軽さ」をつくり出している。「つくり出す」と

いってもこれは，文字通り何かを積極的に生み出す作業ではなく，一つの結果として

「消極的な反応の成立」を見ているということにすぎない。人間精神が忘却を「生み出

す」過程にやや似ているともいえよう。 
 こういう観点からみるとき，同じ冠詞の中でも圧倒的に使用頻度の高さをほこる定冠

詞は，とりわけ，「軽い」冠詞，いわば「無関心の冠詞」の役割を引き受けていると考え

るべきである。それに対して不定冠詞は，話者の，相対的に高い「関心」度を示して

いるといわなくてはならない。(p.101) 
 
大学院に進学して以降も、渡瀬先生には本当にお世話になりました。言語学を志す者

が読むべき言語学書を、教えてもらったこともあります。薦めてくださったことがとくに記憶に

残っているのは、次にあげるような細江逸記、ルイ・イェルムスレウ、アンドレ・マルティネの文

献です。フランス政府給費留学生試験の対策を、アドバイスしてくださったこともありました。

どのような経緯だったかは忘れてしまったのですけれど、鎌倉での散歩に誘ってくださったこ

ともありました (若者のような健脚で驚きました)。私が福岡から上京した折に、ご都合がつけ

ば、気軽に会って相談に応じてもくださいました。優しい先生でした。 
 
細江逸記『英文法汎論』篠崎書林 
イェルムスレウ『言語理論序説』研究社出版 (林栄一訳) 
アンドレ・マルティネ『共時言語学』白水社 (渡瀬嘉朗訳) 

 
渡瀬先生がおられなくなって、やはり寂しさを感じます。先生にお話をうかがったり、食

事をご一緒したりする時間がまだまだあるとばかり思っていました。渡瀬先生に、心より哀悼

の意を表します。 
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渡瀬先生の思い出 

 

芹生 尚子 

 

私が、渡瀬嘉朗先生に出会ったのは、今は昔、外語大がまだ西ヶ原のキャンパスにあっ

た頃、フランス語の基礎的な事項の学習を一通り終えて色々な文章を読むことが楽しくなり、

また、歴史学を専門的に勉強したいという希望を持ち始めた頃だった。 
その当時のフランス関係の授業は今日と趣を異にしていた。先生方は、それぞれのご関

心に従って選ばれたテクストを教材にゆったりとまた超然と授業されていたように思う。早くも

２年生の後期の授業で、歴史家の二宮宏之先生は、ジョルジュ・ルフェーブルの『革命的群

衆』を教材とされていたし、文学者の篠田浩一郎先生はロラン・バルトのテクストを用いられ

ていた。現代思想にお詳しい松浦寿夫先生のクラスでブルデューを、また、非常勤でおみえ

になっていた歴史家の福井憲彦先生のところでフーコーのテクストを読む機会があったのは、

３年生の時だっただろうか。 
このように比較的難易度の高い文章を取り上げ、それを言語と内容の双方の観点から読

み解いていくというスタイルは、渡瀬先生の授業にも共通しており、そこではアンドレ・マルテ

ィネのテクストが取り上げられていた。授業は地階の日当たりの悪くあまり見栄えの良くない

教室で行われたが、そこにはバブル経済の余熱で浮かれたような世相からは遮断された空

間があり、一種の平静さを見出すことができた。渡瀬先生は、文法的な説明が明快で、また、

独特のユーモアのセンスがあり、学生たちは楽しみに講義を聴いていた。先生がマルティネ

のことを時折「ぼくのお師匠さん」と呼称されるのが可笑しく思われたが、このような表現から

はご自身の師事された著名な言語学者への親愛と敬意が自然に伝わってくるようだった。言

語学は、第二次世界大戦後に展開したフランスの社会科学において極めて重要な位置を占

め、歴史学にも少なからぬ影響を与えたが、学生たちは、渡瀬先生の授業を通じて、言語学

というディシプリンの卓越した知見に触れることができたのである。 
私は、教職課程を履修していたことから、教育実習でも渡瀬先生にお世話になった。白百

合学園で私のつたない授業を参観された後、九段下界隈の人で賑わうカフェでコメントをい

ただいた。そこで、私は、ou[u]の発音が正しくできていないというご指摘を頂き、先生の後に

続いて何度も発音の練習をすることになった。こういったエピソードも、よき教育者としての渡

瀬先生の人柄を物語っているのではないかと思う。 
私が最後に渡瀬先生にお目にかかったのは、先生の最終講義だった。学生の頃は、教

室の前の方に座ることは好きではなかったが、この時は、最前列とは言わないまでも前の方

の席に座った。渡瀬先生は、いつもの授業と変わらない様子で、シーニュとシニフィエの関

係のようなことを論じながら、同じ「青い」空といっても、パレスチナ人が眺める空とイスラエル

人にとってのそれは異なった内容をもつといったようなことを話されたと記憶している。 
その後の年月のなかでも、渡瀬先生のことを思い出したり、話したりすることがあったが、

つい最近、別の「再会」があった。フランス語専攻の共同研究室には、退職された先生方が

残された書物やかつて使用された教材が、しばしば埃をかぶりながら所狭しと積み重ねられ
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ている。ふと見ると V i v re l ’ en v ironnement というタイトルの小さな冊子があるので手に取って

みると、編者のところに渡瀬先生のお名前があった。環境汚染に警鐘を鳴らす主に 1988 年

に書かれたル・モンド紙の記事が、海洋汚染、産業廃棄物、飲み水というテーマに分かれて

集められている。語句を説明する詳細な注釈のついた理想的な購読のテクストであるが、先

生ご自身のヴィジョンも、例えば、序文に記された次のような文章から読み取ることができる

ので、最後に引用してみたい。 
 

（…）新聞報道はその土地の人たちの求めている理想、その土地の人たちが決

して許さない不正や非道といったものを問わず語りに語っているものである。土地

の人たちの関心が深ければ深いほど、新聞報道は執拗に〈問題〉を追い掛け、

〈大量〉に語る。その意味では、例えば環境問題に対する基本的な考えや関心の

深さを私たちは新聞報道の中に読むことができる。フランスの新聞には私たちが

学ぶべきものが多く含まれている。 
たしかに頭に来たときには胸がすくような思いで読んでも、日がたって冷静にな

ってみると、そういった記事はやや冗長で、ある種のテレビ小説のように、多少閉

口するものである。また新聞報道の中の知識はやや大雑把で、正確に事態を把

握している人にとってはもどかしく感じられるのが普通である。だが記録にはそれ

だけの、何物にも代えがたい価値がある。たとえばそこには、その時代に多くの人

たちが経験した〈心情〉が、一つのかたちをとって、いわばありのまま残されている
1。 

同時代のフランス社会に強い関心を抱かれていた渡瀬先生は、環境問題に直面した

人々の怒りといった感情の正当性を強調しつつ、それを記録し伝えるル・モンド紙の報道が

日本の私たちにとっても有益であることを述べられている。引用部では、記事を読まれるご自

身の感慨についても言及があり興味深い。そこから、常に穏やかで温厚だった渡瀬先生が、

同時に「怒れる」読者だったことが推察されるのである。 
私は、ゼミを通じて近しく渡瀬先生の教えを受けたことはないが、フランス科の一学生とし

て先生に出会い教えを受けたことを、今も、またこれからも幸せと思うものである。 
 

 

 
1 渡瀬嘉朗編、『 V i v re l ’ en v ironnement/環境を生きる−ル・モンドの論調を読む−』、白水社、1994 年、３

頁。 
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