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1．はじめに   

言語生態学における意味の捉え方の基軸は、ことばを生きることと結びつけて把えると  

き意味が成立するものとする点にある。それは如何なる過程・構造によって成立するか。  

本論稿はこれを生態学的意味の生成の過程・構造の問題として捉え、その前提となる生態  

学の基本的見方及びそれを基礎とする生態学的意味の生成について述べ、そのうち、第一、  

第二段階の生成に焦点を絞って論ずる。これにあたり、具体的な言語生態資料に即し、そ  

の中で生態学的意味の生成を形作る諸関係と構成諸概念の骨格部分の把握に的を絞って  

取り上げる（詳細については別稿に譲る）。  

2．生態学の基本的見方と、総合生態学のベクトルをなす言語生態学   

生態学パラダイムを構成する自然生態学と人間生態学には次のようなものがある。   

自然生態学としては個体生態学・群生態学・生態系生態学・宇宙圏生態系生態学がある。  

人間生態学としては、言語生態学・人類生態学・社会生態学・精神生態学・生態学的心理  

学・生態学的哲学・生命系経済学・文化生態学・環境倫理学・環境経済学・環境社会学・  

生命の政治学がある。大きく見れば自然科学と人間科学を包摂する総合的な学が生態学で  

ある。   

生態学とは、人間生態学を含め何れも自然生態系及び、自然生態系の一部をなす人間生  

態系両者を含む全生態系の諸現象における諸関係の記述・分析、保全・育成を対象とする学  

である。   

本論では、主として人間生態系に焦点を当てて生態系を見た場合の生態学の基本的見方  
について見ていく（人間生態系がその一部をなすより広い自然生態系を含めた全体に関す  

る見方については岡崎2009の終章を参照）。   

自然生態系を人類もまた形作っており、自然の一部である人類が、人間生態系を形成し  

ている。人間生態系は自療との相互作用、大きく見るとエネルギーと共に物質循環をなし  

ているものである。このうち物質循環に注目すると、これは二つの次元から見ることがで  

きる。一つ目は、大気、炭素、窒素、水（の形をした水素・酸素）循環の次元である。も  

う一つの次元は、1万年前より人類が行なってきた農耕労働に典型的な人間労働が形作る  
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循環の次元である。自然（土壌、水、光、大気）を素材として、先ずは土から水を吸収、  

炭酸ガスと光により光合成を促すことによって稲、麦、などを生産する。人はそれを食べ  

消費する。炭素・窒素・水の循環が、食物・飲み物を通じて体内に入り、排泄される形を  

とって進んでいく。また寿命が来て亡くなった場合にはそれが土に戻る形で進んでいく。   

こうして、人間においても大気、炭素、窒素、水循環の物質循環が進んでいく。   

このように、人間、人間生態系は固有の生産、労働を仲立ちとして、自然生態系との相  

互作用を形作り、それを通じて生存を維持し、次の世代を育てていく。   

相互作用は自然生態系を成すもの全てのもの同士の間で形成されている。異なる動物同  

士、同種、の動物同士、動物と植物の間、生物と無生物との間、例えば緑色植物と大気の  

間の光合成などである。人間同士の間にも、相互作用が形作られる。代表的なものは、自  

然と人間の間の相互作用（それを成す物質循環）である（農耕など食料）生産を実践するに  

当たって形成される、協働を通した人間と人間の間の相互作用である。種をいつどこに蒔  

くか判断し、収穫物がどのぐらいできるかを推論し、比較し、天候・作柄をみながら作業  

を実践する。これを分担し、協働して行なうのに言語が用いられる。言語のやり取りの形  

で社会的相互作用が形作られる。大きくみれば、自然との相互作用の堵で、人間間の社会  

的相互作用が、言語を仲立ちとして進んでいくのである。   

その中に、これも昔話を仲立ちとする判断、推論などの認識、それに基づく実践が織り  

込まれていく。「登追ム「垂エ⊥、の言葉によって表される概念を組み立て、「菜種の種を、  

2月に、南側の畠に蒔くと出来がよい」などの判断、つまり、認識がなされ、表現された  

発話が、相手に理解され協働作業の実践がなされる。   

動物もまた、蟻、ミツバチのような人類の分業に近い社会的相互作用や、他の動物の協  

働、分業性の低い家族内の相互作用を形作る。これらの相互作用が、ノンバーバルコミュ  

ニケーション、雄、雌間の求愛のような信号による情報交換を仲立ちとして、生存を維持  

し次世代を残していく。生産的実践、言語、それを媒介とする認識が伴わない形でそれら  

はなされる。   

このような相互作用の一コマーコマが自然史を形作っていく。同時に、（食料生産の）  

実践の一つ一つをめぐる社会的相互作用を仲立ちとする自然との相互作用が、自然史の－  

コマーコマ、それを形作る人間史の－コマーコマを成していくのである。   

生態学は、以上のように、人間生態系を含む自然生態系の中においてなされる相互作用、  

及び物質循環の下での諸現象を形作るつながりの諸相を分析・記述、保全・育成する学で  

ある。   

各生態学の研究は人間生態系を含む自然生態系の一定の領域に焦点を当てなされる。他  

の個別科学と生態学が違う点は、各生態学とも、上記のような基本的見方を共通のベース  

とする点である。その上で、自然生態系の諸現象、その下での関係、そのつながり全体と、  

各生態学が焦点を当てる領域の諸現象、つながりとの関係を把える。ここで生態学の特色  

は、各関係を自然生態系の下に広がる関係全体の中に位置づけながら妃述■分析がなされ  
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るという点である。記述・分析対象をつながりとして取り上げる帰結として、各生態学同  

士もつながりをもっており、全体として生態学的パラダイムを形作っているのである。   

生態学的パラダイム全体を統合的に把握するのが総合生態学である。そして各生態学は、  

すべて自然生態系、人間生態系を対象とする自然生態学、人間生態学全体を包括して把え  

る総合生態学としての体系化をなすベクトルを持って構築される。この構築過程の中で、  

各生態学は、すべて同時に総合生態学をなしつつ、他の各生態学及びそこに再構築される  

個別諸科学の成果を統合して形作られて行くものとしてある。   

例えば、人間生態学の一つひとつは、自然生態学とのつながりを持っている。精神生態  

学では、自己（self）の単位を、人間の皮膚によって囲まれた一体と考えることから脱却  

し、その一体と、人間を取り巻く環境全体に広がる領域を自己の単位として把える（ベイ  

トソン）。人類生態学では、人間が自然との間で両者が共進化をする中で発展するものであ  

り、人類、自然共に自然の一部をなしながら共に進化を遂げてきたものという捉え方をす  

る。「生命系の経済学」ではこれまでの経済学のように人間社会の中だけで行なわれる経済  

活動を対象とするのでなく、自然全体、及び人間が作り出す諸活動全体のエネルギーが生  

み出すエントロピーの諸相を経済学の対象とする。即ち人間活動とそれを含む自然全体の  

エネルギー・物質循環を対象として経済学を考える。   

人間生態学が対象とする人間・社会が形作る人間生態系は、137億年前誕生した自然生  

態系が、600万年前に人類を哺乳類や鳥類とは別に生み出して以来、エネルギー一物茸循  

環を形作る自然生態系の一部として形作られてきているものとして把えることを前提と  

する。その前提の下に、先に述べたような自然との相互作用の場で、人間間の社会的相互  

作用が、言葉を仲立ちとして進められる。即ち、自然生態系とその一部として形作られる  

人間生態系の間の相互作用の場で、人間生態系を形作る人間同士の社会的相互作用が形作  

られ、その相互作用が官許生態系を仲立ちとして進んでいくことを前撞として青葉を把え  

る。   

言語生態学は、このような形で、自然生態系、人間生億系、（及び言語生態系）全体を包  

括して把える（総合生態学としての）体系化をなすベクトルを持って構築されるものであ  

り、その構築過程で自然生態系、人間生態系を対象とする各生態学及びそこに統合される  

自然・人間の個別諸科学の成果を、音詩を焦点として統合する形で、形成、展開されて行  

くものである。即ち、言語生態学は、言語生態系、人間生態系、自然生態系三者間の総合  

的生態系性、トータルエコロジーを捉え、また、その保全■育成を目ざす学である。  

3．意味の生態学的生成郎OlogiGalgen郎i＄：生態学的意味は、言語主体の生  

態囁が実践生態場として生成される下で生成される。  

3．1生態場   

生態学は、個々の人間即ち自己及び人が生き、人間生活を形づくっている今、この場を  

現実生態場として把える。現実生態場とは、人間が自分もその一部を成し、その上で直面  
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している社会、及び自然の形作る現実世界の現相である。一一方、現実世界を構成する人間  

の意識内に形づくられるのが意識生態堵である。「現実世界がどうなっているか」の問い  

をきっかけとして形づくられていく「現実世界の能動的認識」の過程が、この意識生態場  

の中に、認識生態場として形成されていく。   

現実生態場にあって、個々の人間の認識生態場で形成される内容を、相互にやりとりす  

ることによって現実生態場での人間諸活動を円滑、かつ効率的に進めることを目指す言語  

活動によって形づくられるのが昔話生態塙である。   

以上を大きく把えると、まずは個々の人間が生き、その下に置かれている二つの生態場、  

一方の現実世界に対応する現実生態場、他方の個人の意識内世界に対応する意識生態場の  

両者がある。現実生態場には言語生態場、意識生態場には認識生態場が形づくられる。   

以上のマクロな構図を捉えた上で、言語生態場については、現実生態場の中に形づくら  

れる外的言語生態場と意識生態場に作られた認識生態場の中にも内的言語生態場が形成  

される。   

外的官話生態堵は、現実生態場の下にある人と人との間の外的やりとり、即ち社会的相  

互作用をなすやりとりが生み出す生態場である。これに対して、内的昔話生態場は、典型  

的には自問自答のように人が認識内で行なうやり取りが生み出す生態場である。また意識  

生態場の中で形づくられる「世界（即ち社会及び自然、）の能動的認識」の「認識（即ち、  

社会及び自然に関する認識）」は、言語を媒介としてなされる。但し、ここでの「言語」は、  

上記の外的言語生態場で、人と人との間で現実の発話の形または文字の形でやり取りされ  

る言語（これを外的音譜と呼ぶ）とは異なる。外の現実の中ではなく、人の意識の中にお  

ける「言語」である。その意味で内的音詩と名つけられるものである。   

このように音詩生態場には、一方で現実生態場の中に形づくられる外的言語生態場と、  

他方の意識生態場の中に形づくられる内的音譜生態場の二つがある。   

以上の生態場の構成は次の三段階を辿って新たに実践生態場を持つ。即ち、第一段階と  

して、認識生儀場において現実世界の能動的認識の過程が形成される。その端緒の契機は、  

所与、自発、直接的・間接的あるいは意識的・無意識的など多様な実践である。第二段階  

として、その認識鞭現実世界に対する実践が形作られ、認識内容を実現す  

る現実相が獲得される。さらに、第三段階として、第一、第二段階の循環的蓄積を辿る中  

もその個人が直面して生きている「今、ここの現実生態場」を超えてそのような次の「今、  

ここ」即ち「未来の生態場」を、どのようにして形作るかの具体像が形成される段階に至  

るとき、その個人にとってその現実生態場は、同時に、それ以前の現実生態場とは異なる  

性格を新たに付与された生態場、実践生態場として存在し始めるものとして捉えられる。   

この実践生態場の生成に至る各段階で注目すべき点は、その各段階で併行して、世界の  

能動的認識、他の個人との交換の形で形作られる自己内外の対話及びそれをなす内的言語、  

外的言語が、それらの現実相を獲得する実践、さらに最終段階の実践生態場の各形成過程  

で、それぞれ昔話のもつ意味の性格が新たなものに変わっていくという点である。  
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即ち、言語主体の生き方が、実践生態場の生成に至る各段階に対応して新たなものとし  

て形作られるのに伴い、その昔語主体の音詩のもつ意味のあり方も各段階に応じた変容を  

遂げていく。言語主体の新たな生き方即ち新たな人間生態に応じた新たな意味のあり方、  

即ち音詩生態が、生き方を形作る認織、実践、現実世界（＝現実生態場）下の諸関係、を  

主体とする関係総体の中に織り込まれて、新たな生態学的関係の申に形作られる意味の生  

成として段階的に変容を遂げていくのである。これが生態学的意味の生成である。   

この前提となるのは、音譜は人の生き方、即ち人間生態との関わりなしにその意味が成  

立しない、とい●ぅ生態学における官許の意味に関する見方である。即ち、人の生き方と結  

び付けられることではじめて音譜の意味は生成される、という見方である。   

以上の生態場の大きな鳥略図は言語生態と人間生態が相互に緊密な関係を形づくってい  

る内的構造を鮮明に示している。即ち、現実生態場と意識生態場が合わせて形成する人間  

生態全体の中に、昔話生態は、外的、内的音詩生態場の中に形成されるものとして位置づ  

けられ、全体として、生態場をなしているのである。この生態場に新たに実践生態場が生  

成されることで、生態場全体即ち人間生態全体とその中に位置づけられる言語生態は、新  

たなステージに移行する。それが即ち以下に述べる、生態学的意味の生成されていく下で  

の人間生態、音詩生態のステージである。このステージは同時に、また、音詩の形敵化、  

融解の保全された人間生態、昔話生態のステージである。  

3．2 生態囁が実践生態場として生成されるための過程   

生態場が実践生態場として生成されるためのより詳細な過程は、次のようなものである。   

現実生態場（＝現実世界）に対する能動的認識の過程が意識生態場内の認識生態場にお  

いて形成される。（意識生態場は、現実世界を構成する人間の意識内に形作られる。）   

その「能動的認識」の過程を通して、第一に、「世界はどうなっているか」、「そこでど  

のように生きていくか」が捉えられていく。第二に、その中で、それらの問いに答える前  

提として、「この世界で生きていくために確保されるべき生態学的条件とは何か」、「それは  

どのようにして確保されるか」が捉えられていく。第三に、その「確保」のために、「何が  

なされるべきか」「どのように」が捉えられていく。   

次に、その「なされるべきこと」、「方法」の具体像を獲得するのに、第一に「自分、人  

が生きている今、この場」即ち、「今の生態場」に先立つ「過去の生態場」がどのような  

ものであり、それに対して「今の生態場」はどのようなものであるか、あるいは、どのよ  

うにしてそこから形作られてきたか、第二に、「今の生態場」に基づき、「どのように」し  

て「未来の生態場」が形作られていくのか、の具体像が形をなしていく。この具体像によ  

って、「今の生態場」は、受け身的にではなく、より根源的に能動的に捉えられ、意志に  

基づく実践を媒介として「今の生態場」は、「奉瑚べき  

能動的関わりの対象として捉えられる。   

これらの具体像や能動的関わりは、三つの実践を契糠として獲得される。第一に、自然  
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との相互件用である「自分、人の生存のためにものを生み出す星豊」、第二に、それを媒  

介する自分と人との間の社会的相互作用である「ものを生み出す実践を進めるための自分  

と人の協働的呈呈」、第三に、両実践を媒介する（自然及び社会に関する認識を形づくる  

内的言語の形態と、社会的相互作用の契機を成す外的言語の形態両者の）言語的塞鼻の三  

つの契機である。このようにして生態軌ま実践生態塙として生成される。   

以上の諸過程は特定の生起順ではなく、昔話主体の置かれた生態場の個別性に応じた端  

緒から生起し、相互交渉的過程の中で生態学的過程が形作られていく。   

以上の全体を通じて、第一に、認識・実践を契機とする、「音譜生態系と人間生態系、  

つまり言語と社会の生態学的生成」が形作られる。第二に、「官許生態系、人間生態系、  

自然生態系、つまり音譜、社会、自然三者の生態学的生成」が形作られる。自然について  

見れば、自然は、それ自身で生成、発展するのと並行して、人間（という自然の一部をな  

すもの）が、自然というものがいかなるものであるのかを把える認識とそれを形成する昔  

話、また、その認識に基づき、他の人間との言語によるやりとりを媒介とする協働的実践、  

典型的には（食糧とされる）植物という形の自然として生成されるのである。  

3．3「生態囁が実践生態囁として生成されるための過程」のなかで生態学的意  

昼が生成される構造   

認識生態場における現実世界の能動的認識過撞を通じて、言語の生態の内的生態環境で  

ある（「世界」、「生き方」に関する）概念のネットワークが新たなものとして創り出され  

る。その場合、「個々の概念（内的昔話）が音詩主体の生きることと結びつけて把えられ  

ることを通して意味が成立する。これが生態学的意味の生成の第一段階である。   

次に、「概念のネットワーク」を形づくる各概念が一方で自己内対話などを通して内的  

昔話として機能し、他方で、外的言語として表現され、また、対話相手の外的言語化され  

た概念が理解される中で、つきあわされ、さらに実践を通じて、認識内容を実現する現実  

相が獲得され、それによって文字どおり自己の実践という形での自己の生き方とのつなが  

りが形成されていく。これが認識1音詩に基づく実践という現実相獲得にいたる過程にお  

ける生態学的意味の生成である。これが生態学的意味の生成の第二段階である。   

第一、第二段階を通じて、概念のネットワークは、「世界（＝人間生態系、より正確に  

は、自然生態系と、嘩としての人間生嘩系）はどうなっているか」  

「そこでどのように生きていくか」「この世界で生きていくために確保されるべき生態学的  

条件は何か」「それはどのようにして確保されるか」、その確保のために「何がなされるべ  

きか」「どのように」、また「自分、人が生き直面している今、この生態増」に先立つ「過  

去の生態坤」がどのようなものであり、それに対して「今、この生態場」はどのようなも  

のであるか、あるいは、どのようにしてそこから形作られてきたか、さらにどのようにし  

て「未来の生態場」が形作られていくか、の一連の「生態学的問い」に＜問い－答える＞  

を通じて、「今の生態増」が「未来の生態場」の具体像に変えられるぺき能動的対象とし  
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て把えられることにより、自己の生きることの諸相に結びつけられる。このような過程が  

生態学的意味生成の第三段階である。   

以上を通じて、概念のネットワークは「生きるための概念のネットワーク（＝生きるた  

めのスキーマ）」として、またそれに基づいて、言語の意味が「生きるための意味」即ち  

生態学的意味として生成される。  

4．取り上げる言語生態資料   

本稿で取り上げる言語生態資料は、アフガニスタンに農業支援で訪れ2008年8月26日  

の事件で亡くなった伊藤和也さんとともに農業支援にあたっていた進藤陽一郎、山口敦史、  

高橋修の三氏が共同執筆したペシャワール会報No．952008年4月1日発行「二00七年  

度・農業計画報告 風土、噂好の制約に逆らわず～悪戦苦闘のお茶、いよいよ製茶段階へ」  

（5ページのみ）及びNo．962008年6月25日「二00七年度農業計画報告 地域に広が  

り始めた試験農場の成果」（14ページから15ページ）の一部である。   

筆頭執筆者である伊藤和也さんについては伊藤さんが参加していた日本のNGO「ペシ  

ャワール会」（本部・福岡市）に志望した際の「志望動機」が事件の二日後に同会事務局よ  

り発表されている。それによると伊藤さんは「私がワーカーを志望した動機は、アフガニ  

スタンに行き、私ができることをやりたい、そう思ったからです。私が、アフガニスタン  

という国を知ったのは、2001年の9・11同時多発テロに対するアメリカの報復爆撃によ  

ってです。」としている。また志望するにあたって自分自身、及びアフガニスタンについて  

次のように述べている。「私の現在の力量を判断すると、語学は、はっきりいってダメです。  

農業の分野に関しても、経験・知識ともに不足していることが否定できません。ただ私は、  

現地の人たちと一緒に成長していきたいと考えています。」としている。さらにその先に「私  

が目指していること、アフガニスタンを本来あるべき緑豊かな国に、戻すことをお手伝い  

したいということです。これは2年3年で出来ることではありません。子どもたちが将来、  

食料のことで困ることのない環境に少しでも近づけることができるよう、力になれればと  

考えています。」と述べている。これは2003年6月25日づけのものであるが、その2カ  

月彼の2007年8月26日に伊藤さんは事件に巻き込まれている。  

5．アフガン昔話生態資料における生態学的意味の生成  

5．1現実生態場■意弥生態場における認識・官許一実践の生成過程   

次のページの図1に即して、現実生態場と意識生態場における認絆■言語・実践の生成  

過程を見ていく。先ず図の中の一番右の列＜現実生態場＞の下（Tl）の時点で発生した  

事態が起点である。言語生態資料の「芋の上にも三年」の小見出し部分の中で、伊藤・進  

藤・山口・高橋をはじめとするアフガニスタンにおける農業支援の担当者たちは（以下代  

表して伊藤さんの名前で述べる）、さつまいもの栽培に関して、一年目の失敗に続き、ニ年  

目では次のような状況に遭遇した。  
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＜現実生態場＞  
【言語生態場］  

＜意識生態囁＞  

［認識生態囁］  

《内的言語生態囁》  

＜現実生態場＞  

（［実践生態場］）  

（時間の流れ）   

（Tl）  

J  

1薩摩芋栽培（生産）  

＊ 2種芋腐敗（成果）  

＊3－1：「アフガンの冬の種芋保存、保存穴の  

高温、通風共に腐敗する」  

＊4  

3－1、3－2耳3の謬識の外的  
言語による交換＝相談  

＊3・2「自問 種芋適温をどう確保するか」  

＊3－3「自答 麦わらで保温してみてはどうか」  

＼＼＼＼  

＊5 種芋腐敗防止策実施（生産）  
＊6 種芋生育・収穫（成果）  
＊7 協働   

客1：現地アフガンの自然  

主1：伊藤和也  

主2：試験農場のアフガン人担当農家の人  
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二年目・三年目の冬は種芋貯蔵のトラブルです。種芋は地面に掘った縦穴に保存して  

いますが、「おい、寒いだろう」と手をかけ過ぎたために縦穴内の温度が高くなって腐  

敗・発芽を起こしました。逆に「蒸せるだろう」と風通しをし過ぎて低温になったた  

めにたくさん腐り芋が出ました。（ペシャワール会報No．95，R5）  

これが図の中の一番右の列、現実生態場で（Tl）のときに発生した事態である。ここで横  

長の楕円は、円で囲んだ主、つまり主体（ここでは伊藤さん以下の4人及び農業支援チー  

ムの人達）が、客体、つまり現地アフガンの自然に対して働きかけ、成果（といってもい  

ろいろな問題が発生した成果）を受けた現実生態場の様子を示すものである。ここで＊1  

のついた右向きの矢印は主体から客体に対する働きかけ、つまりさつまいもの栽培という  

生産の活動によるアフガン現地の客体に対する働きかけを示す。その結果その客体からの  

反応は種芋がいずれも腐敗するという結果つまり＊2のついた反応として返ってきた様相  

を左向きの矢印が示す。この冒頭の実践が現実生態場で行われたのを踏まえて、その左の  

列である＜意識生態場＞で 

現実生態場で起きた出来事をどのように認識するかに関わる認識が＊3－1「アフガンの冬  

の種芋保存」（に関して）保存（する）穴の（中が）高温（である場合もまた）通風しすぎ  

る（場合も）共に腐敗を引き起こす」という認識が生まれたことを示しているのが、＜意  

識生態場＞の中の【認識生態場】の中に描かれた横の楕円の様相である。即ち主体である  

伊藤さんが客体であるアフガン現地に対して得た認識が示されている。 主体を示す「主」  

の周りの円及び客体を表す「客」のまわりの円の外に付けられているアポストロフィーは  

それが現実生態場で起こった事柄（この場合はアポストロフィーが付いていなかった）に  

ついて意識生態場の中で行われた諷識であることを示すために付けられている。   

このような認識を踏まえてさらに（T3）の時点では、伊藤さんという主体1の意識生態  

場の中の認識生態場で、自問自答が行われたと考えられる。即ちペシャワール会報No．96  

が次のように述べている。   

種華保存に関しては、麦藁やトウモコロシの茎などで縦穴を覆って保温するという簡  

素な方法で九割以上の種芋を保存することができ、ようやく温度管理の目途がつきま  

した…。（同会報No．86．p．15 「サツマイモを腹いっぱい食べてもらえるように」）  

この自問自答で、（T3）の横向きの楕円の内側の左の主体1が右側の主体1自身に向かっ  

て「種芋（の）適温をどう確保するか」という＊3－2が投げかけられたのに対して、意識  

生態場の中で同様に＊3－3「麦藁で保温してみてはどうか」と回答がなされる、つまり自  

答がなされる過程が存在していたと考えられる。（T3）の場合も（T2）の時と同様、意識  

生態場の中での事態であるので円で囲んだ主の上にはアポストロフィーが付けられている。   

このような（T2）（T3）の二段階の時期における認識を踏まえて、一書左の列の＜現実  

生態場＞の（T4）の時期において、主体1である伊藤さんと主体2の試験農場のアフガン  

人の担当農家の人の間でやりとりが行われた。即ちこの（T4）における横楕円の中には、  

伊藤さん主1からアフガンの担当農家の人主2に対して、先ほど（T2）（T3）の時点で伊  
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藤さんの意識の中で得られた結果を踏まえて、今度は外にある現実生態場の中で、二人の  

人間同士の中でやりとりが行われる。つまり＊3－1，3－2の認識を外的言語に表したこと  

によって交換される＊4の相談がなされる。その場合現実生態場には、主体の外に現れた  

言語のやりとりの場である［音詩生態場］が生成していると捉えられる。それは先ほど（T2）  

（T3）の時点で意識生態場の中の認識生態場でなされた自問自答として内的言語生態場が  

生成されたのとは対照的に、頭の内ではなく外での人と人との間のやりとりの場における  

言語生態場即ち外的言語生態場の生成である。   

さらに、この（T4）における言語生態場の生成とそこの中で行われたやりとりの結果が  

そこで終了せずに、（T幻（T3）における認識における（T4）でのやりとりを踏まえて、（T5）  

の時点では、当初の（Tl）とは異なる実践が繰り広げられる。（T5）では＊5つまり種芋  

の腐敗防止策である麦藁やトウモロコシの茎などで縦穴を覆って保温するという方法で生  

産され、その結果＊6で種芋が生育し、収穫されたという成果が得られたことが「芋の上  

にも三年」に次のように示されている。  

四年目に当たる昨年は、数々の失敗を教訓として種芋の保存も苗床への伏せ込みも、  

また栽培技術もおおよそ勘所をつかんで成功し…（No．95．p．5）  

そしてこのような＊5の生産や＊6の成果にあたっては伊藤さん達農業支援者と現地のア  

フガン人担当農家の人との間に協働＊7がなされている。   

（T5）で進められた過程を示すのが横長の長方形の内部である。それは三つの楕円がく  

みあわさって示されている。＊5である種芋の腐敗防止策の実施という生産とその成果＊6  

を示すのが、一つは主1（伊藤さん以下、即ち農業支援員である伊藤さんを代表とする人）  

と現地での自然である客体1との間の往復の過程を示す左上から右下にかけて描かれた楕  

円の主1から客1に向けた矢印のもとにある＊5である。これに対してアフガンの現地の  

自然である客体1から主体1に向けた矢印のもとにある＊6種芋の生育と収穫という成果  

である。同時に主体2（現地の試験農場のアフガン人担当農家の人達）と現地アフガンの  

自然客体1との間の過程が左下圭2から右の客1にかけて措かれた右上がりの楕円の過程  

である。同じように＊5と＊6の往復の過程がそこには成立している。この二つの右下が  

りと右上がりの楕円は人間である主体1、主体2とアフガン現地の自然との間になされた  

［自然との相互作用］を示している。   

もう一つの楕円である縦長の楕円の中では、伊藤さん達主体1と試験農場のアフガン人  

担当農家の人達である主体2との間での協働♯7の過程が示されている。先ほどの主体と  

自然との間の過程が自然との相互作用であったのに対して、こちらは［社会的相互作用］  

を示すものである。こうして、T5では、主1一客1間・主2一客1間の［自然との相互作  

用］が、主1－主2間の［社会的相互作用］を仲立ちとしてなされている。  

5．2生態学的意味の生成：第一、第二段階の生成   

上における伊藤さん達農業支援員の働きかけをきっかけとする、実践、認識、言語、き  
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らにまた実践というTlからT5に示された過程は、同時に生態学的意味の生成が次のよう  

な形で成立していった過程でもある。ここでは第一、第二段階での生成に絞って論ずる。   

その場合生態学的意味の生成が、次の二点を基礎として生成されることを見る：  

言語・社会・自然三生態系間の相互交渉的関係の形成；言語・社会・自然のwellb由咽  

の相互交渉的形成  

5．2．1昔話・社会・自然三生態間の相互交渉的関係の形成   

上のT5では、砂漠化しているアフガン現地の土地における伊藤さん達農業支援員の人  

達の働きかけと、それに応じた現地の試験農場のアフガン人担当農家の人達との協働によ  

って、2008年の餓死、凍死者が数十万人と推計されているアフガンに食糧が一定程度確保  

され、そこに住む人々の生存のひとつの基盤が確保される過程で、伊藤さん達・アフガン  

人担当農家の人と、自然との相互作用、伊藤さん達とアフガン人担当農家の人達の間の社  

会的相互作用の二つが大きな構造として存在していることが見られる。   

この構造をより詳しく見ていくと、自然との相互作用（図の中で生産・成果として示さ  

れた部分）が社会的相互作用（協働）を仲立ちとして行われている。これは、自然生態系  

±灘形成を示すものであ冬。と同時に、逆に社会的相互作用（協働）  

に注目すれば、それが自然との相互作用（生産・成果）を仲立ちとして育成されていると  

いうこともできる。即ち、自然と人間両生態系間の相互交渉的関係の形成がそこにはみら  

れる。   

T5に至るT2～T4認識の形をした内的言語（T2、T3）と、外的言語の表現と理解とい  

う交換を通して（で4）社会的相互作用である協働の過程（T5）が実現されている。即ち人  

間生態系と音詩生態系の間の相互交渉的関係の形成がそこにみられる。   

さらにT2～T4で、他方自然生態系に関する認識が＊3－2、3－3の自問自答の形態をと  

って（意識の中での）官許を媒介としてなされ、さらに自然生態系に関する認識内容が外  

的昔話化されて交換されることで、認識を仲立ちとして、自然生態系と音詩生野系の聞に  

相互交渉的関係が形成されている。   

以上を全体として見ると、実践（生産）・認識・音詩（表現・理解）・実践（協働）のか  

たちを通して、生態系聞の相互交渉的関係が形成されている。   

またその場倉吉語に注目して見ると、首語が人間と自然の両者間の要をなして相互の交  

渉的関係が形成されていることが示されている。生態学的意味の生成はこのような言語・  

社会・自然の相互交渉的関係の形成を基礎として、次節で述べるような経緯を辿って形成  

されていく。  

5．2．2音詩・人間・自然の椚吊b¢ingの相互交渉的形成   

上記のような三生態系間の相互交渉的関係の形成を通じて、同時に、自然のwellbeing、  

人間のwellbeing、言語のwe11beingの三者が以下のように相互交渉的に形作られている。  
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現地アフガンの自然の中で、種芋の保存が可能となり、さつまいもが生育し、砂漠化し  

ている土地に作物が育つ（自然のwellbeing）。2008年の餓死、凍死が数十万人のアフガ  

ンに食糧が一定程度確保され、人間の生存の一基盤が確保される（人間のwellbeing）。こ  

れを踏まえ、まず自然と人間の脈Ilb8ingの間の関係について見てみる。   

人間が自然との相互作用で、生産し、成果を収穫し、さらに食糧として消費する過程は、  

一方で人間が育てたさつまいもが光合成を通して太陽エネルギーを炭水化物として掃捉し、  

自然の一部としての人体が消化吸収、人間活動のエネルギーとし、他方でその人間活動で  

は、協働を通じた生産活動でエネルギーが使われ、こうして人間活動がその一部を形作る  

エネルギー・物質循環過程が形成される。その中で、その協働的生産活動という人間生態  

系の新たな創出（人間のWe＝b扇ng）が形作られ、それによって、自然生態系が形作られ  

る。砂漠化したアフガンでさつま芋が生育、種芋が保存されてさつま芋という植物の種（し  

ゆ）が、またそれを食糧として人間、即ち人類という、種（しゆ）が保存され（自然の  

we＝being）、人間・自然のWellbeingが相互交渉的に形成される。   

このような自然のWel沌扇ngと人間のWellbeingの相互交渉的形成を前提にこの両者の  

形成の仲立ちをする要をなすものとして音詩が形成され機能している。前節で述べたこと  

に関連していえば自然との相互作用及び社会的相互作用を円滑につなぐものとして言語が  

機能している。即ちそのような形で言語の耶Ilb¢ingが形成されている。それは骨格部分  

のみの把握に限って見ていくと、次のような生態学的意味の生成にいたる過程として形作  

られているといえる。   

（Tl）の実践（さつまいもの栽培、その失敗）を契機として、主体に（T2）の認識（＊  

3－1）「アフガンの冬の種芋保存、保存穴の高湿、通風ともに腐敗する」が生まれる。こ  

うしてアフガンという現実生態場での直接的実践を契機として、アフガンという世界の能  

動的認識が得られ、アフガンの冬、種芋保存、保存穴の高温、風通、腐敗するなどの諸概  

念が、実践という生きることと結び付けて把えられることを通して意味が成立する。これ  

が生態学的意味の生成の第一段階である。   

次に、（T3）で自己内対話を通じた認識の過程として、＊3－2「自問 種芋適温をどう  

確保するか」に対する＊3－3「自答 麦藁で保温してみてはどうか」が形成される。これ  

らの認識は、（Tl）で遭遇したアフガンという砂漠化し餓死や凍死に直面している自然の  

中で人がどのようにして生きていくかに直面している場における経験を踏まえ、そのよう  

な現実を克服するための認識あるいは判断、つまり「生きるための認識、判断」である。  

その場合、これらの認識のそれぞれの部分を担う概念、アフガンの冬、飢え、種芋の腐敗、  

種芋の保存等の概念を形作る音詩、ここでは意識内の内的言語を媒介として「生きるため  

の認識や判断」の形をした概念のネットワークが形成されている。さらに（T4）の現実生  

態場における言語生態場では、（T幻（T3）で得られた内的言語が、ふたりの人間の間で外  

的音詩の形で表現され理解される。即ち内的言語の形で機能し始めた言語が、外的言語と  

して交換され、つきあわされ、すり合わされて使用されることで、両主体及び他の人々が  
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アフガンで「生きていくための生存条件はどのようにして確保されるか」、「その確保のた  

めに、何が、どのようになされるべきか」の答が考えられ、如何なることに留意しつつ生  

産するかの方向付けが決定されることになる。こうして「生きるための認識や判断」の形を  

した概念のネットワークが外的にも革帯化され、「生きることと結びついて」機能する音  

譜が形成されている。   

その上でさらに、このTlからT4を踏まえた、（T5）の現実生態場では、＊5種芋腐敗  

防止策を実施して生産がなされ、その成果として＊6種芋の生育と収穫が果たされる。そ  

れが＊7の協働としての伊藤さん達と担当農家のアフガンの人の間の社会的相互作用を媒  

介としてなされる。こうしてTlからT4及びそれを踏まえたで6は認識、首措に基づく  

実践という現実相の獲得をなし、これによって言語は、あるいはそれによって形作られる  

情報は、「生きるための言語」「生きるための情報」となる。第二段階の生態学的意味の生  

成である。自然との相互作用と、社会的相互作用を円滑につなぐものとして言語が機能す  

るW¢ltb扇ngの下でその意味が生成されているのである。  

5．2．3官許・社会・自然の相互交渉的関係の形成、及びそのW¢tlb扇ngの相互交渉的形成  

を基礎とした生態学的意味の生成  

一美践■認識を契機とする首緒・社会・自然の生成と一体的にして始めてなされる  

生態学的意味の生成一   

以上の過程をあらためて社会の生成と自然の生成という点との関係で見てみよう。   

ここまで、人間が自然との相互作用で生産し成果を収穫、食粗の形で消費する過程とい  

う物質・エネルギー循環過程が、人間同士による協働的な生産活動を通じて形作られ、そ  

れが社会の新たな創造を形作る、つまりそこで社会が生成される点を見た。この社会の生  

成を、上で見た言語の生態学的意味の生成とあわせて見てみる。   

まず、図1におけるTlでの実践、T2での認識を契機として、T2、で3での内的言語  

T4での外的言語の形での言語の生成、T5での社会的相互作用としての協働において社会  

の生成を見ることができる。   

次に、生成された言語、社会を媒介として、物質・エネルギー循環の形成、及び芋、人  

間などの生物種の保存がなされ、それ以前の自然生態系をもとにした、新たな自然生態系  

の形成という意味で自然の生成がなされている。   

以上をまとめて把えると、実践・認識を契機として、音詩と社会と自然の三者の生成が  

形作られており、生態学的意味の生成はその中核に織り込まれ一体的にしてはじめてなさ  

れてい 

最後に以上を、個人、人が現に生きている「今、ここの現実生態場において生きるため  

凱としての生態学的意味の生成という視点から把え返せば「ほかならぬ、今ここの  

現実生鱒里皇のものの中で、その現実生態増を形作る自らの実践・認識によって、進藍空  

ものを越えて、艶に社会と自然を生成していくその過程」で生成されるものとして生態  
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学的意味の生成を把えることができる。同時に、これを「今、ここの現実生態場」のもつ  

ミクロ生成性microgenesi＄の点から捉え返すと、他ならぬ自己の「今、ここ」において、  

人類史の辿った音譜の起源と社会の起源、及びそれぞれの展開を、自らの手によって現在  

の現実相として人類史段階での自然の起源とその展開を実現し、個体発生が系統発生を繰  

り返す、音譜、社会、自然のミクロ生成をなすものとして把えることができる。   

さらにこれを、言語生態学の原理的課題である音詩の形骸化、融儲の保全一育成との関  

わりで捉え返せば、ここに示された生態学的意味の生成、即ち人が生きるための意味の生  

成は、言語の形骸化・融解の保全・育成の確かな一つの形及び保全■育成のための方法論  

的構造を示しているといえる。   

即ち、上の生成過程全体を、言語を中心に見れば、言語は、この過程で、物質・エネル  

ギー循環を成す協働を支えることを通じた食糧としての芋の確保により人間の生存を支  

えるものとして存在し機能するに至っている。同時にその中で、一方で協働を支える点で  

社会を支えるもの、他方で物質・エネルギー循環、芋・人間という種（しゆ）の保存を支  

える点で自然を支えるものとしても存在し機能している。換言すれば、言語は人間の生  

存・社会・自然を支えるものとして機能し、ここに昔話形骸化・融腐は十全に保全■育成  

されているのである。   

そこにはグローバル化の変動のもとで直面している音譜の生態及びそれと一体化した  

人間の生態、さらに自然の生態に対して目ざすべき構造及びその達成のための方法論的道  

撞が示されているといえる。  

6．結語   

以上本稿は、言語生態学における意味の捉え方の基軸が、言語を、生きることと結び付  

けて把えるとき成立するものとすること、及びそれがいかなる過程や構造によって成立す  

るのかについて見た。具体的には、本稿ではこれを生態学的意味の生成の過程及び構造の  

問題として捉え、その前提となる生態学の基本的見方、及びそれを基礎とする生態学的意  

味の生成について述べ、そのうち第一、第二段階の骨格部分に焦点を絞り、具体的な言語  

生態資料を取りあげて考察した。骨格部分の詳細、及び生態学的意味の生成の第三段階の  

考察、さらに人間、自然、両生態系のうち前者を中心においた本論に対して、後者自然生  

態系に中心をおく把握、また本論に関わる過程・構造に直結する類個の生成、個人史、人  

類史、自然史の生成の詳細に関する考察が課題とされる。  

謝辞 会報資料の使用をご快諾くださったペシャワール会に心より感謝いたします。  
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