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名前と指示：人類学的省察

浜　本 満

はじめに

　この論考では固有名つまり「名前」をめぐる問題を取り上げるのだが，最初に断っておかねばな

らないのは，名前＝固有名にとりたててなにか謎があるとか，解明されるべき大きな問題が潜んで

いるとかとは，私自身は考えていないという点である。世界中のほとんどいたるところで，人には

名前があり，その名を呼びあったり用いたりしながら（あるいは逆にそれを回避しながら）社会生

活を営んでいるというまさにその事実，人が互いに名前を付け合わないような社会がそもそも存在

しないという事実自体が，ある意味では驚くべきことだとは言えるかも知れない。しかし名前の存

在そのものは，この驚くべき事実が「驚くべき」ことであるとすら思われないほどに，当たり前で

ありふれたことがらであり，2～3歳の子供ですらそれと普通に付き合っていける程度には，名前

はわかりやすい代物である。

　それでは名前＝固有名をめぐる一連の議論における「問題」とはいったい何であろう。言われる

ところの「問題」は，意味と指示の理論との関係で生じているように見える。意味と指示の理論の

中で，名前；固有名は一種のアノマリー（変則）であるかのようなのである。本論で論じたいのは，

このように名前＝固有名が一種の変則性，なにか解決困難な「難問」に見えてしまうとしても，名

前＝固有名そのものはそれに何の責任もなく，むしろこれらの論者たちが暗黙のうちに採用してい

る，言語における意味と指示をめぐるいささか不適切な想定のせいなのかもしれないということで

ある。私は，名前一首有名をアノマリー（変則）に見せてしまう，言語認識のなかの落し穴につい

て考えてみたい。

　結論を先取りして言うなら，それは，ある習得されたシステム　　例えば言語のような記号体

系一について考える際に，その発生のプロセス（習得の過程）を問わずに，すでに習得され出来

上がった構造の観点からそれを眺めてしまっていることに起因する誤認であるということになる。

おそらく名前＝固有名は，言語研究においてこの問題がもたらす齪齪が最もあからさまになる場面

の一つである。私は逆に，名前がいかにわかりやすいものかを示してみたい。名前＝固有名のわか

りやすさが見て取れる視点を提供することを通じて，意味と指示の観点から言語をとらえる見方に

含まれる誤認の性格を明らかにすることができれば幸いである。この点で，本論は，発生の過程を

目的論的に組織する理論でありまた実践でもある「教育」についても一定の含意をもつものとなる

だろう。

　名前＝固有名と一々等号で結ぶ書き方がわずらわしいと感じられるかもしれない。私の見解では
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名前は本来ある種の固有性と切り離すことはできない。名前はそれゆえつねに固有名である。ただ

し後に明らかになるようにその「固有性」は指示における固有性で！まない。しかしその結論に至る

前に，名前を固有名と区別し，その「非固有性」を論じる議論一主として人類学者のなかから出

ている　　についても触れねばならないだろう。その際に生じうる混乱を避けるために，両者を切

り離しうる二重性として表記する上のような表記法を必要に応じてしばらくのあいだ用い続けてい

くことにしたい。

事例

　文化人類学において名前は当初から民族誌的関心の対象であった。社会によっては，名前をその

社会の個々人に配分するのに，われわれから見ると一風変わったやり方をとっている社会がある。

またその使用法について　　社会的禁止や義務，あるいはマナーの類を通じて一こと細かくこだ

わる社会もある。こうした名前をめぐる慣行の違いが，人類学的な興味の対象であることにはなん

の不思議もない。名前＝固有名をめぐる諸議論の検討に入る前に，そのための具体的な材料を提供

しよう。日本における名前のあり方については当然熟知しているという前提で，対比の意味で，そ

れとは異なるシステムを一つ紹介しておきたい。

　モンバサ以南のケニア海岸部の後背地に居住するドゥルマの人々の名前をめぐる慣行は，人類学

がこれまで蓄積してきた諸々の事例に照らして特に珍しい類のものではないが，個々人に配分され

る名前の総数がかなり限られている結果，同じ名前の反復が顕著であるところにその一つの特徴が

ある。

　名前の基本は「本名（名前そのもの）dzina　renye」とも呼ばれる「氏族における名前dzina　ra

fuko，　dzina　ra　mbarini」である。14ある父系氏族ukulumeのそれぞれは，その氏族固有の限

られた数の名前のセットを二つもっている。例えばムァニョータ氏族の場合，ムエロ，ニュンド，

ンデグァ，ニャワ，コンボ等々の10いくつかの名前が属するセットと，カリンボ，ムリンジ，ジャ

ワ，マラウ，キコザといった同様に限られた数の名前が属するもう一つのセットがある。名前のこ

の二つのセットは世代ごとに交替し，隣接する二つの世代に属する男はそれぞれ異なるセットから

とった「本名」をもつ。それはこんな具合だ。男児は名づけにおいて彼の「本名」として祖父の世

代の特定の誰かの「本名」をもらう。例えばムァニョータ氏族を例にとれば，彼の祖父の代の男性

の名前が，ムエロ，ニュンド，ンデグァ等々であれば，彼の名前も，ムエロ，ニュンド等々のいず

れかになる。その場合，彼の父の世代の男性の本名はもう一つのセットに属する名前，カリンボ，

ムリンジ等々のどれかだろう。父の名前がカリンボで彼がムエロと名づけられた場合，彼は「カリ

ンボのムエロMwero　wa　Kalimbo」と名乗ることになる。そしてこの男児が自らの息子を持つ

ようになると，その息子は彼の父（その息子から見ると祖父）の世代の男の名前，カリンボ，ムリ

ンジ等々のいずれかになるだろう。彼の息子たちは「ムエロのカリンボKalimbo　wa　Mwero」

「ムエロのムリンジMurinzi　wa　Mwero」などと名乗ることになる。日本のように姓と名を組み

一　62　一



名前と指示：人類学的省察

合わせるシステムではなく，父の名前を添えるのである。

　「本名」は生後ほどなく行われる命名の手続きを経て，子供に与えられる。’出産後数日間，新生

児はその母親とともに小屋の中に隔離され，ともにベッドは用いず土の床のうえで起居する。この

間子供にはそのつつがない成長を助けるための施術がほどこされている。この隔離期間が終了する

「外に連れ出す日tsiku　ya　kulavya　mwana　konze」と呼ばれる日になると，新生児は，男児の

場合弓と矢，女児の場合は編み籠と鍬をもった少女に背負われ，屋敷の周囲のブッシュで彼女によっ

てそれぞれ狩りや耕作の真似事が演じられる。そのすぐ後，新生児の命名ku－hatsa　dzinaの手

続きが行われる。命名者は新生児の耳をつかみ，一連の祝福の言葉とともに新生児の「本名」を告

げる。

　ドゥルマと隣り合うギリアマの人々のあいだでは，限られた数の名前の中から子供の出生順にど

のような名前を付けていかねばならないかについて，かなり厳格な規則があるそうだが，ドゥルマ

の場合は生まれてきた子に具体的にどの名前をつけるかはかならずしも一義的には決まっていない。

　本名を決めるのは多くの場合子供の父であり，彼は，男児の場合なら，自分自身の父とその兄弟

たち　　類別的な者（傍系の平行いとこたち）も含む　　の名前を，自分の子供に次々に与えてい

くだろう。最初の男児にまず自分自身の父の名前をつ，けるというやり方も広く見られるし，逆に

「自分の父を産む」つまり子供に自分の実父の名前を与えるのは後回しにして，さまざまな配慮一

その名前が彼が属する特定のリニージの始祖の名前でもあったりする場合とか，「同名者somo、が

少ない」つまりその名が代々あまり多くの子供に対して与えられず，それゆえいわば忘れられかけ

なおざりにされようとしているとか，その他の諸事情　　から，実父以外の名前を先に付けていく

というやり方もある。後者はその後も男児が生まれることをいわば当て込んだやり方だと言える。

いっかは「自分の父を産む」つまり自分の実父の名前をもった男児をもうけることが期待されてい

るからである。最後まで「自分の父を生まない」のは父親に対する不当な仕打ちであると考えられ

ている。またすぐ後で述べるように，第一子に関しては，自分の「本名」とセットになっている

「子供名」を尊重した名づけ　　必ずしも「自分の父を産む」ことと矛盾するわけではないが一

もありうる。

　命名の行為そのものは父親が自分でやることもあるし，しばしば，その「本名」がその子に与え

られることになる祖父の世代の男（子供の父の実父や，その兄弟たち）が直接，男児の耳をつかん

で命名行為を実行することもある。自分の名前を生まれてきた子供に与えることを望んで，この役

割を自ら買って出るといったこともよく見られる。

　氏族ごとにそれぞれ異なる「本名」のセットがあるので一なかには複数の氏族の名前セットの

なかに共通に見られる名前も少しはあるが一個人の「本名」を知れば彼が属する氏族と，その中

での世代上の位置がほぼわかるようになっている。

　女児の名前の場合も，父が彼自身の父の姉妹（父方オバ）の名前を選ぶのが原則だといわれるが，

例外も多い。しばしば女児の父は，自分の母親やその他の母系親族女性の名前をつけることもある。

また祖父の世代の誰かの名前を引き継ぐという形をとらず，後に述べる男性の場合の「貼り付けら
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れた名前」のように，出産の状況などにちなんだ名前　　難産でおまけに母親が病気がちだつたと

いうことでタブ（難儀）と名づけられるなど一をつけられてしまうこともあり，一般に女児の名

前は男児の場合よりも自由に付けられている。

　容易に予想がつくだろうが，男児の「本名」となる名前の数がそれぞれの氏族毎にきわめて限ら

れている結果として，一つの拡大家族からなる屋敷のなかに同じ名前をもつ子供が複数いることは

珍しくない。一夫多妻婚が一般的で，それぞれの妻の産んだ子供が同様な仕方で名前を配分され，

しかもどの妻も夫の「父親を産む」のが望ましいとされているので，同じ祖父の名前を持った子供

が少なくとも男の妻の数だけ存在しうる。そもそも，大雑把に計算して一つの氏族の男性人口をお

よそ7000人と見積もると，その全員がたかだか30かそこらの名前のどれかをもつわけであるから，

それだけでも十分「同名者」だらけになる。さらに実際には父親は自分自身の父の実在した個々の

兄弟（類別的兄弟も含めて）の名前を子供に付けていくのが普通であるから，特定の小リニージを

とれば，その内部ではさらに少数の名前が反復，重複することになる。

　人はまた，この「本名」以外にも複数の名前をもっている。それらは「自分自身に命名した名前

dzina　ra　kudzihatsa」あるいは「貼り付けられた名前dzina　ra　kubandika」などと呼ばれる。

例えば，大きなウシの群れを所有し分限者として知られている男は，それを誇って自ら「ウシの尻

尾nzile」という名を名乗り，その名で人々に知られることになるかもしれない。自らがもつ強力

な呪薬の力を誇示する名前「呪薬名dzina　ra　muhaso」を名乗ったり，その特技や性格にちなん

で呼ばれたり一例えば器用ulachuなことで知られた男が小器用者（カラーチュkalachu）と

呼ばれるなど一あるいはその口癖にちなんだ名前で呼ばれるようになったり一いつも自分勝手

なやり方でことを進め，これが俺の基準haliだと言うのが口癖だということでバリHaliという

名前で知られるようになるなど一あるいは出生時の特殊な状況にちなんだり一カブエレという

高名な施術師が妖術師狩を大々的に行ったときに生まれたことからカブエレと呼ばれる，白人医師

の巡回日に生まれたことから「お医者さんbwana　muganga」と呼ばれるなど一さまざまな仕

方で人は複数の自称，他称の名前をもつようになるかもしれない。しかしこれらを単なる「あだ名」

と考えてはならない。いかなる経緯で用いられ始めたにせよ，こうした名前はひとたび登場すると

その後は「本名」といっしょに下の世代に引き継がれていく傾向にあるからである。かくして現在，

自分を「ウシの尻尾」と名乗っている男が，ひどい貧乏人であってもおかしくないということにな

る。彼は彼の祖父の世代の一人の男から本名を受け継いだ際に，「貼り付けられた名前」もいっしょ

に引き継いだだけかもしれない。もし彼が彼自身の「貼り付けられた名前」を創出したとすれば，

彼の所有する名前はそれも加わったワンセットで彼の孫の世代のだれかれに引き継がれていくこと

になるだろう。本名とともに受け継いだ「貼り付けられた名前」は，この場合，本人の人となりと

はまったく関係ないことになるのだが，一方で，そうした名前を受け継いだ者が，そのオリジナル

な持ち主と似通った属性をもつことになるとも語られる。本名といっしょに「小器用者kalachu」

という名前を受け継いだ子供は，器用な子になるだろうと言われたりする。

　「貼り付けられた名前」は継承の過程で用いられなくなり消えてしまうかもしれないし，逆に
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「本名」との区別を失い，「本名」のような地位を得てしまうといったこともあったに違いない。た

とえばムァニョータ氏族の「本名」のひとつであるムリンジmurinziについてはひとつの伝承が

ある。かつて夫に死なれた一人の年老いた子無しの寡婦がいた。子供もいないでどうやって生きて

いくつもりだと馬鹿にされていたのだが，驚いたことになんと寡婦再婚の結果，彼女に男児が生ま

れた。この寡婦が，私はついに守り手（murinzi）を手に入れた，この子こそ私の守り手

（murinzi）だと喜んだことから，その子はムリンジという名前で知られるようになった。この話

の真偽のほどは別として，この事例は今日氏族が所有する「本名」のあるものについて，それがか

つては「貼り付けられた名前」として登場した可能性を示唆している。

「本名」と「貼り付けられた名前」に加えて，結婚して子供をもうけた男女は「子供名dzina馳ra

Inwana」と呼ばれる一種の尊称で呼ばれるようになる。例えば第一子にム八三Mweroという名

前が与えられると，その父は以後，尊敬をこめてベムエロBemweroという名で呼ばれるように

なる。その子の母親はメムエロMemweroとなる。それぞれ「ムエロの父」「ムエロの母」とで

も訳せるかもしれない。人類学でテクノニムとして知られているものである。しかし，上に述べた

「貼り付けられた名前」の場合と同様，この「子供名」も「本名」とセットになって同時に継承さ

れる。例えばカリンボという名を本名にもつ男は，同時に継承された「子供名」に従って，子供が

生まれる前から，第一子が男ならその子にムエロという名前を付けようと決めているといったこと

も起こりうる。別のカリンボは，第一子が女児の場合にはその子にニャンブーラという名前をつけ

ようと決めているかもしれない。カリンボという本名は，ベムエロあるいはべニャンブーラという

「子供名」とともに継承されることが多い。それを継承したカリンボたちが，継承した「子供名」

に忠実に自分たちの第一子をムエロあるいはニャンブーラと名づければ，彼からカリンボという本

名を受け継ぐ孫の世代の者たちも，同じ「子供名」を受け継ぐことになるだろう。彼らの多くはや

はり第一子をムエロあるいはニャンブーラと名づけるだろう。かくしてカリンボという男がいれば，

彼の「子供名」はべムエロかベニャンブーラのいずれかで，実際その名で呼ばれる子供を持ってい

るに違いないと予想しても，そう大きく外れたりはしないのである。

幽最後に，特定の宗教に改宗することによって付け加わる名前もある。イスラム教に改宗した者は

アリ，サイディといったイスラム風の名前を，キリスト教に改宗した者は洗礼名を自分の名前のリ

ストに付け加えることになる。親がムスリム，あるいはキリスト教徒であれば，生まれてくる子供

は「本名」とは別に，こうしたイスラム名や洗礼名も与えられるだろう。こうした子供がその宗教

に忠実であると考えねばならない理由はない。子供のころからオマリというイスラム名で知られて

いるが，イスラムとは縁のない日々を送っている青年が，キリスト教に改宗して，エゼキエルと名

乗るようになる，といった具合に，それは本人の意思でかなり自由に変更可能である。また，こう

したイスラム名，洗礼名が孫の世代に本名とともに引き継がれるということもない。

　さて，ドゥルマのこうした名前は，日本でおなじみの名前のあり方とはたしかにずいぶん違って

いる。しかし注意せねばならないのは，その違いはもっぱらさまざまな名前が個々人に配分される

やり方の違い　　ドゥルマでは限られた数の名前がある程度規則的なやり方で個々人に配分されて
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いるのに対し，日本では名前として使いうるかなり多くの言葉の中からかなり自由に選び出してし

ばしば命名者の気まぐれによって個々人に配分されている一であって，いずれのやり方であれ，

またそれがいかに奇異なやり方に見えようと，そのようにして配分されたものがれっきとした個人

の名前であることを否定しようという気には誰もならないだろうという点である。こうしたドゥル

マのような事例をいくつ繰り出されても，個人がもつ名前という観念自体はいささかも相対化され

ないし，いずれもがただちに「名前」として理解されるのである。人に名前があるという事実のこ

の普遍性，疑い得なさこそ，冒頭で指摘したとおり驚くべきことなのであるが，ここではあえてそ

れには立ち入らずに，このことから言えるひとつの事実を指摘しておきたい。つまりわれわれは実

は名前というものがなんであるかを，すでに十分知っているという事実である。そのやり方はいろ

いろ違えど，人として生まれた以上何らかの仕方で必ず配分される何か，それがその人の名前で

ある。

　そうすると，名前＝固有名をめぐるさまざまな議論が名前＝固有名を一種の謎として扱おうとい

うのは，われわれが感じている名前のもっこの自明性にわざと気づかないふりをすることによって，

そうしているのだということにはならないだろうか。

名前＝固有名をめぐる議論（1）

　分類システムとしての名前

　人類学における名前の研究の多くは民族誌的な記述研究である。それぞれの社会での命名のやり

方，名前に用いられる言葉の意味，社会集団との関係などを明らかにしょうとしたもので，そこか

らさらに民族誌的な記述を超えて，名前＝固有名なるもの一般についての考察を試みたものはけっ

して多くはない。しかしそれらの少数の試みは，そうしようとしたその瞬間に，固有名について言

語学や哲学においてなされてきた議論に汚染されてしまうかのように見える。固有名が言語の一部

をなしていることは一見すると自明なことなので，固有名を言語一般との関係において問題にする

ことはまったく正当に見えるだろう。しかし，実はそのときに，もし言語が，人と人とのあるいは

人と世界との実践的なかかわりあいという広い意味でのコミュニケーションの媒介としてではなく，

世界について描写し，陳述するための記号体系というきわめて限定され，貧弱化された姿でしかと

らえられていなかったとすれば，このことによって名前＝固有名は意味と指示という不適切な問題

系のなかに無理やり位置づけられてしまうことになるのである。

　そこでは名前は，個人を指示する記号，とりわけ「固有」名として個人を他の諸個人から識別す

る記号であるとされるだろう。そして普通名詞との対比において，その特異な性格があきらかにさ

れる。普通名詞が一つの同じ類に属するあらゆる個体に対して適用されるのに対して，固有名は他

と区別された個別の個体に適用される。普通名詞には意味があり，その意味をとおして対象を指示

するのに対して，固有名には意味がなく，ただ個別の個体を指示する。一つの個体を識別するため

の名前は，単なる無意味な音の連鎖であっても事足りるし，極端な話では単なる通し番号でもよ
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い　　現実に通し番号を個人の名前にしているような社会は存在しないが名前であるという以外に

は意味を持たない綴りを人の名前にしているような社会は多い一からである。ここで「意味」と

いうのが，ソシュール以来広く認められているように，他の記号との相互参照関係，他の諸記号に

対する対他関係の反照規定であることに注意しよう。言語とはそうした相互参照の体系であった。

とすると固有名は，意味を持たないという点で，言語という相互参照の体系のいわば外にあること

になる。それは言語におけるアノマリー＝変則にほかならない。

　名前についての人類学上のこれまでなされてきた議論の多くはこのような捉え方に異議を唱えよ

うとしているのだが，まさにそのことでますます　　その自覚すらなく一出発点となった問題系

に縛られてしまう。まるで名前において問題となっているのが，意味と指示との緊張であったとで

も言うかのように考えてしまっているのである。

　それらの議論の多くは，ドゥルマの「本名」のように同じ名前を繰り返し複数の個人に配分する

ような名前のシステムを好んでとりあげる。そこでは名前は一見したところ個人を識別するという

よりは　　同名の者がかくも多ければ名前で個体を識別することはできない一むしろ類別してい

るようにみえる。またドゥルマの「本名」は，名を与えられた子供を，祖父の世代の特定の氏族成

員に，さらには同様にさかのぼりうるすべての同じ名前を持つ氏族成員に関係づけるのであるから，

それは名づけられた個体の固有性・単独性をむしろ否定していることになる。名前における指示の

固有性は疑わしいことになる。一見あだ名のような「貼り付けられた名前」もこの点では同様であ

る。施術師カブエレが大活躍した年に生まれたことでカブエレという「貼り付けられた名前」をつ

けることは，その個人の出生の特殊性をマークしているかに見えて，同じ年に生まれた他の多くの

子供たちが同じくカブエレという名をもつことで，指示という点では逆にその固有性を消し去られ

てしまう。女児の場合でも事情は同じである。しばしばその女児の出産をめぐっての特殊事情にち

なんだ名前がつけられることがあるが，これも一見，その個体の「特殊事情」「特別性」を際立た

せているかに見えながら，実際はそうではない。難産や貧しさの中で出産する女性はけっして珍し

くないので「タブtabu（難i儀）」という名前を持った女児がいたるところで見出されることにな

る。「ムチェンザラmuchenzala（飢えの娘）」「ムチェムンダmuchemunda（畑仕事の娘）」など

も同様である。それらは出産を取り巻く特殊事情に関係づけつつ，結局それを類型化している（ドゥ

ルマにおいては，命名の事情が類型的であることのほかに，人はこうした名前を隔世代継承で引き

継ぐこともあるので，それによっても同じ名前の増殖が加速されるのだが）。川田順造は，西アフ

リカのモシで生後すぐに付けられる「裸の名前」について，それらが妊娠や出産にかかわった出来

事にちなんだ普通名詞一「穀物倉」（産気づいた場所から）とか「金曜日」「鶏」（妊娠中の母親

が誤って雛を踏み殺したから）といった名前がつけられる一であることを報告し，名前の類型化

作用について論じている（川田　1988）。こうした議論は，名前が個体の固有性を指示するだけの

「意味」を欠いた記号であるという見方に対して，多くの社会においては名前は，指示の固有性は

もたず，むしろ他の記号と相互参照関係をもち一したがって「意味」をもち　　，それゆえ普通

名詞と同じく類別し分類する記号であると主張する。
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　レヴィ＝ストロースの固有名論はこの種の議論の先駆けであり，またその最も徹底したものであっ

た。名前をめぐっての人類学者によるその後の研究（例えば唱曲　1995）が，ほとんど彼の議論の

リプレイと変奏に見えてしまうほどである。彼によると固有名詞は分類体系の外に立つのではなく，

その一つの極限一下限一として見なければならない。

　分類する知性である「野生の思考」の作動様式についての彼のあざやかな記述は，最後に名前＝

固有名の問題に直面する。彼は言う。「（固有名詞は）言語学者にとって以上に民族学者にとって問

題なのである。言語学者にとっては，固有名詞の性質と言語体系の中でのその位置が問題になる。

われわれ民族学者にとっては，それも問題であるけれども，それだけではすまない。われわれは二

重の逆説にぶつかるのである。固有名詞は，コードー別の意味をあらわす事項に転移することに

よって意味を固定する手段　　としてわれわれが扱う体系の構成部分であることを明らかにしなけ

ればならない。論理学者やあるいくらかの言語学者の教えるところに従って，固有名詞はミルの言

うように《meaningless》すなわち「意味がない」と認めなければならぬとしたら，強しなければ

ならぬと述べたことは果たして可能であろうか。」（レヴイーストロース1976：206）もちろん彼に

よると，そんなことにはならない。

　例によって世界中から集められた事例を縦横に駆使しながら，彼は多くの事例において一いか

にそれらが多様なやり方を示していようとも一名前が結局は分類であることを示してみせる。上

に紹介したドゥルマの事例においても同じことが言えるかもしれない。彼によると名前には二つの

両極があることになる。

　「一方では名前は身分規定の標識であって，ある一定の規則を適用することにより，名づけられ

る個人が，先定されているあるクラス（体系の中にある社会集団の一つ，身分組織の中にある生得

身分の一つ）に帰属することを確認する。他方では名前は名づける個人の自由な創作で，名づけら

れる人間を使って，命名者自身の主観性のr時的状態を表現する。ところで，これらの場合に人間

はほんとうに名づけているのであろうか？選択は，あるクラスに割り当てて他人の身分規定をや

るか，もしくは他人に名前を与えるという口実でその人間を通して自分の身分規定をやるか，の間

にしかないのではないかと思われる。したがって，人間はけっして名づけてはいない。もし与える

名前が名づけられる人間の属性に従ってきめられるのであれば，それは他人を分類しているのであ

り，もし規則にしばられず「自由に」，すなわち自分の属性によって，他人に名をつけているつも

りなら，それは自分を分類しているのである。そして多くの場合はこの両方を同時にやっている。」

（レヴィ＝ストロース前掲書：218）

　分類であるのならほんとうの名づけとは言えないと述べることによって，彼がこれらの分類する

名前と固有名とのあいだになおも一応の区別をたてていることがわかる。固有名とは，ここでは個

体を固有に指示するだけで，意味作用をもたない識別標識という，言語学でいうところの固有名で

あろう。彼はたしかに多くの事例において名前が本当には固有名でないこと，普通名詞と同じく類

別的であり，「顕在的であるか潜在的であるかは別にして，つねにあるクラスへの帰属を記号で表

示する（significatif）性質をもつもの」（前掲書：221括弧内は筆者による補足）であることを示

一　68　一



名前と指示：人類学的省察

した。しかし彼はここで立ち止まらない。そうすることは言語の中に，彼がいうところの本当の意

味での名づけ，固有名，つまり意味作用のない変則的な要素を，体系のその他の部分と無関係なま

ま放置することになるだろう。それを意味作用の体系に関係づけねばならない。もし名前に普通名

詞的な性格を強くもったものと，固有名的な性格をもったものがあるのだとすれば，両者の関係は

名づけという類別作業のなかの一つの連続的な関係としてとらえることができるはずだ。

　命名システムの中で固有名的な名前が占める位置をさまざまな事例の中で検討していきながら，

彼が引き出そうとする結論は，固有名詞が類別作業における一つの限界点を示しているのだという

ことである。固有名は「一つの全的分類体系の周縁部を構成している」（前掲書：258）のである。

「それは分類体系の延長であるとともに，その限界でもある。固有名詞が舞台に抽出するとき，論

理的表象の劇の最終幕がはじまるのだ。しかしこの劇の長さや，それが初幕物であるかは，言語に

属する事実ではなくて文化に属する事実である。名詞がどれだけ「固有性」をもっているかは，名

詞の内的性質からは決定されないし，また他の単語との比較からだけではきめられない。それは，

おのおのの社会が分類作業をいつ打ち切るかで決まるものである。ある語が固有名詞と感じられる

ということは，絶対的な基準によってではなくて，ある一定の文化体系の中において，その単語が，

そのさきにはもはや分類が求められぬ最終レベルに位置する，ということにほかならない。固有名

詞はつねに分類の側にとどまるものである。したがって，それぞれの体系の中で，固有名詞は「意

味量子」をあらわすものであり，それより下のレベルではもう指示することしか術がない。」（同上）

　したがって固有名も，普通名詞と同じく類別であり，一つの種を指示する。ただし，それは類別

の最終地点である。その種は単一の個体のみからなり，個体の死とともに消滅してしまうような種

である。それは独自でかけがえがない。こうしたかけがえのない個体の死，近親者や著名な芸術家

の死に際してのわれわれの悲しみは，「いわばバラの一品種が絶滅して，もはやその香りをかぐこ

とができなくなり取りかえしのっけようもない場合の悲しみと同じ」（同上）なのである。

　結局レヴィ＝ストロースにあっても本来の固有名は「意味」せず，ただ指示するだけである。と

はいえ，それはもはや変則ではなく，意味作用のシステム，類別作用が限界まで推し進められたと

ころに出現する「表象の終幕」だということになる。指示の固有性とは，単に分類の最終点のこと

にすぎない。かくして一見したところ「意味作用のない」固有名も，言語の意味作用のシステムの

中に回収されるのである。

　しかしこの試みは本当にうまくいっているのだろうか。固有名に「意味」がないということを渋々

認めた上で，なおそれを一つの分類項，一つのカテゴリーであると主張することが本当にできるの

だろうか。おまけに集合とそれに属する要素，カテゴリーとそれを構成する個体は，言うまでもな

く異なる論理階型に属している。単一個体からなる種という概念が仮に成り立つとしても，その単

一の個体においてこの二つの論理紅型を区別することにどのような意味があるというのだろう。そ

もそも単一個体からなる種という概念自体がありえないものではないだろうか。これに関してレヴィ＝

ストロースが死のイメージで語っているのは，けっして偶然ではない。もし事実問題として単一個

体の種が存在するとすれば，それは絶滅種における最後の個体についてだからだ。生物種において，
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いや生命そのものの定義において複製の作成，再生産はその中心に位置する。再生産の可能性を排

除した，そのカテゴリーに属する他の同類の存在を原理的に否定した単一個体からなる種など，そ

もそも種ではありえないのである。固有名詞を意味作用，分類作業と関係づけるレヴィ＝ストロー

スの試みは，結局のところ失敗だったというしかない。

　レヴィ＝ストロースが，固有名の「固有性」の問題を意味作用の欠落一個体の固有性を指示す

るのみで「意味」を欠く一の問題として，それゆえ意味作用の体系である言語の外に出てしまう

かその内部の変則＝アノマリーになってしまうという問題としてとらえ，それを再び意味作用につ

なげようとしたのに対し，レヴィ＝ストロ・一一一・iスの解決を追認する出口顕にとって，固有性の問題は

より単純な姿をとる。出口顕にとって固有性とは，名前が実際に単一の個体を他と識別して指示で

きることである。さまざまな名づけのシステムの検証は，多くの名前がそうした条件を満たさない

ことを示す。最初から予測可能な発見である。名前とはもともとそうした「指示」を目的になどし

ていないのかもしれない一実際そうした識別が目的であったのなら通し番号やランダム綴りで十

分事足りたはずなのだから。これは単純ではあるが，問題に対するまったく別の角度からのアプロー

チを可能にした確認事項でありえただろうに。しかし出口は，ここから結局レヴィ；ストロースと

同じ結論へと向かっていく。名前は識別し，指示しようとするよりも，分類し関係づけようとして

いるのだ，という。こうして彼の研究も，レヴィ＝ストロースと同様に，言語学の側から見た固有

名のアノマリーという問題系の内側にとどまり，レヴィ＝ストロースの固有名論の一つのバリアン

トを提出するに終わっている（出口　1995）。

名前＝固有名をめぐる議論（2）

　意味＝相互参照vs指示の固定性

　固有名をめぐる別の形での議論が哲学において展開してきた。以下ではそれについて概略の検討

を行うが，断るまでもなく私は哲学の専門的訓練を受けていない一介の人類学研究者にすぎない。

以下の議論における過誤や誤解について読者の叱責をここに仰がんとする所以である。

　私が主に検討したいのは「固有名」についてのクリプキの議論（クリプキ1985）である。それ

は，言語を世界の完全な写像を与える閉じた相互参照のシステムとして構築することができると考

えた，ラッセルやフレーゲの記述理論の破綻を告げる議論になっていた。

　言語学においてとはやや別の意味で，論理学においても固有名は厄介な存在であった。乱暴な言

い方になるかもしれないが，近代の論理学は，世界についての命題の真偽を計算する学問という体

裁をとりつつあった。複雑な命題は単純な命題の組み合わせに還元でき，単純な命題の真偽は，現

実世界との対応関係によって決定される。その照らし合わせの際に，普通名詞（例えば「犬」）を

用いた命題の場合，「犬」が現実の何に対応しているのかは，「犬」という言葉の「意味（内包）」

をとおしてわかる。ここでいう意味は，「犬」とは何であるかについての言葉の辞書における説明

のようなものを念頭に置いてもよい。記号どうしの対他的反照規定が意味であるが，内包という形
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でとらえられた意味は，この反照規定を文字通りに記号相互の参照関係として表現したものと言え

るだろう。その言葉「犬」が現実のなにを指しているか，その指示の決定は，この「意味」を通し

て実現する。

　しかし命題の中に固有名が入ってしまうと話がそううまくは進まなくなる。固有名は一見したと

ころ意味をもたないからである。例えば固有名「アリストテレス」を含む命題の真偽を決定するに

あたって，「アリストテレス」という言葉の「意味」をたよりに，それが現実の何を指示している

のかを探り当て，対応関係を調べるといった手順はとれないことになる。そもそも「アリストテレ

ス」という言葉自体に「意味」はあるのだろうか。

　ラッセルとフレーゲらの「記述理論」はこの問題の解決を提供しようとするものであった。それ

は固有名の意味が，その指示対象を一意的に決定できるような記述一「確定記述」一の束とし

て与えられるという考え方である。クリプキの固有名についての議論は，まさにこの記述理論の破

綻を示したものであった。

　記述理論によると固有名「アリストテレス」は「古代最後の偉大な哲学者」「プラトンの最も優

れた弟子」「『ニコマコス倫理学』の著者」「アレキサンダー大王の先生」等々のさまざまな記述の

束に置き換えることが出来る。これこそ固有名「アリストテレス」がもっている「意味」なのであ

る。これらは，今われわれが現にアリストテレスについて知っていることがらである。しかし，ク

リプキによると，同時にわれわれはいつでも，これらの事実とは反した想定（反実仮想）をして，

そうした想定が成り立つ世界について思い描くこともできる。「もし『あの』アリストテレスがプ

ラトンの弟子でなかったなら，どうなっていただろう」といった具合に。クリプキの言い方にした

がえば，そのときわれわれは「可能世界」の一つについて考察していることになる。重要なのは，

こうした可能世界においても「アリストテレス」といえば，あの同じアリストテレスを指している

ように感じられることである。実際，新たな歴史資料が発見されて，アリストテレスが実はプラト

ンの弟子ではなかったという新事実が判明するかもしれない。『あの』アリストテレスは実はプラ

トンの弟子ではなかったのだ！記述理論にしたがうなら，そのときわれわれは「『プラトンの最も

優れた弟子』はプラトンの弟子ではなかった」という命題をもつことになってしまう。これはナン

センスだ。でも「アリストテレスはプラトンの弟子ではなかった」という命題自体にはあいかわら

ずちゃんと意味がある。つまり，すくなくとも「アリストテレス」という固有名を「プラトンの最

も優れた弟子」に置き換えることはできないとわかる。さらに，少し考えてみればわかるように，

記述理論が『アリストテレス」の意味だと考える記述の一つ一つについて同じことが示されること

になるだろう。というわけで「アリストテレス」は有限個の確定記述の束にはけっして置き換える

ことができないとわかる。

　つまり固有名は，さまざまな性質によってそれが指す個人を同定するのに役立つ諸々の記述（確

定記述）の束には還元できないのであり，それは言い換えれば，固有名は言語の記号どうしの相互

参照関係に回収することが不可能であるということだ。ラッセルらの試みはレヴィ＝ストロースと

は別の仕方で固有名の変則性＝アノマリー，意味の欠如を，それを再び記号の相互参照関係の中に
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回収する方途を示すことによって解消しようという一つの試みであったといえる。クリプキが証明

して見せたのは，このラッセル流の解決の不可能性であった。ラッセル的に理想的にうまく作られ

た辞書は，例えば「犬」といった名詞の意味を与える，つまり他の記号を使ってそれを示すことが

できるはずである。しかし固有名については，それは不可能なのだ。

　とすると，いったい何が，固有名が記号どうしの相互参照関係に還元されることを妨げているの

だろうか。固有名は確定記述の束，「諸性質の束」以上の何かなのだろうか。もしそうならその

「それ以上の何か」とは何であろう。諸性質はいずれも「アリストテレス」という固有名にとって

は偶然的なものであることがわかる。それをすべて剥ぎ取っても，「アリストテレス」は「あの」

男を指示し続けているようだ。まるで固有名には，諸性質の束を取り去っても残る何かが備わって

いるようにすら見える。クリプキは，固有名は固定指示子であるという。アリストテレスについて，

いかなる反事実的な想定を行なったとしても，それはやはり『あの』アリストテレスについての想

定である。つまりアリストテレスという固有名は，つねに同じ『あの』男を指示しつづけている。

これが固有名が固定指示子であるという意味である。しかしこの指示の固定性はどこから来ている

のだろう。この問いに対するクリプキの答えは，一見，あまりにも素朴で単純に見えるので，かえっ

て虚をつかれるところがある。最初の名指しの行為が，共同体の中でいわば語り継がれてきたとい

う事実の結果だというのだ。私たちがアリストテレスという名前によって「あの」男を固定的に指

示することができるのは，語り継ぎの連鎖を通して，私たちが最終的にその最初の命名行為にたど

り着くことができるからだ。

　「誰か，例えば一人の赤ん坊が生まれたとしよう。その両親は彼をある特定の名前で呼ぶ。両親

は彼のことを友人たちに話す。他の人々が彼に会う。さまざまな種類の会話を通じて，その名前は

次から次へとあたかも鎖のように広がって行く。この連鎖の末端にいて，市場かどこかでたとえば

リチャード・ファインマンのことを聞いた話し手は，たとえ最初に誰からファインマンのことを聞

いたのか，あるいはいったい誰からファインマンのことを聞いたのかさえ思い出せないとしても，

リチャード・ファインマンを指示することができるだろう。最終的にその人自身に達する一定の伝

達経路が，その話し手に実際に届いているのである。」（クリプキ前掲書：108－109）

　遠くギリシャ時代の昔に行われた名づけ，つまりアリストテレスという名前と「あの」男との連

合関係が，今に至るまで脈々と引き継がれてきたのだというクリプキの説明は，字義通りにとるよ

りも，固有名をめぐる一種の神話とみなしたい気になるほどである。しかし，可能世界を横断する

指示の固定性というクリプキの結論から，さらに奇抜な議論を展開する論者がいる。

　例えば，柄谷行人の「単独性」についての考察（柄谷　1989）の中では，クリプキのこの議論が

重要な位置をしめている。柄谷によると，確定記述の束に還元できない，それ以上の何か，固有名

に宿っているかのように見えるこの「過剰」こそ，固有名が指示する「他ならぬこれ」つまり「た

んに『他でない』だけでなく，『他であったかもしれないが現実にこうである』という意味」（柄谷

前掲書：58）での，』かけがえのない「他ならぬこれ」，つまり「単独性」なのだというのである。

ここでは固有名は，なにかとてつもない大げさなものに肥大化してしまっているように見える。ク
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リプキ自身は彼の議論を，単に固有名だけではなく一般名（虎とか猫とか金とか）にも当てはまる

と考えているのだが（「私の擁護する見解によれば，自然種を表す言葉は，普通に考えられている

よりもはるかに固有名に近いのである。」（クリプキ前掲書：150）），柄谷の議論はそのあたりをほ

とんど無視している。

　ジジェク（ジジェク　2000）においても同様な暴走が見られる。ただし固有名と普遍的種を表示

する種名とを区別せず，指示の根拠を問うている点では，クリプキにより忠実であるとは言える。

ジジェクによると，問題は，われわれは指示する対象をその記述的な性質によって決定するのか，

最初の命名儀式にさかのぼる外的な因果連鎖によって決定するのか，ということだ。もちろん明ら

かに記述理論の方が分が悪く，クリプキの批判は決定的だ。しかしクリプキの反記述論にも大きな

欠点がある，とジジェクは言う。

　「反記述論者にとって根本的な問題は，一群の記述特徴のたえざる変化を越えて指示対象の同一

性を構成しているものは何か，すなわち，属性がすべて変化してもその対象の自己同一性が保たれ

るのは何によるのか，という問題」（ジジェク前掲書：149）なのであるが，ジジェクによるとクリ

プキの失敗は，ここで固有名の根拠を命名行為の現実の伝達に求めてしまったことであり，それは

彼が「現実」と「現実界」を混同していることを示しているというのである。

　「対象の同一性を保持するのは，名前そのもの，すなわちシニフィアンなのである。いかなる可

能世界においても同一でありつづける対象の中の「剰余」とは，「その中にあって，それ以上のも

の」，すなわちラカンのいう小文字の対象aである。ポジティヴな現実のなかにそれを探しても無

駄だ。それはポジティヴな一貫性を持たないからだ。すなわち，それは空虚の，つまりシニフィア

ンの出現によって現実の中に開かれる非連続性の，客観化だからだ。」（前掲書：149－150）

　象徴界を構成するシニフィアンの網の目の不完全性は，シニフィアンの相互参照関係に還元され

ない特権的なシニフィアンを出現させてしまう。このシニフィエなきシニフィアン，象徴界の亀裂1

その空白，これこそ固有名が客観化しているものだ。固有名とはまさにこの「現実界」（「対象a」）

に対応するシニフィアンなのだ，とジジェクはいうのだ。ここでも柄谷の議論でと同様に，固有名

には，その実態とはほとんど不釣合いといってもよいほどの巨大な地位が用意されている。われわ

れは，名前が本当にそんなにだいそれたものだったのだろうかと，素朴な疑問を感じたとしても非

難はされまい。

　柄谷もジジェクにも，奇妙な共通点がある。両者とも，いわば表象系の野望とその挫折の問題に

とりつかれた理論家であるという点である。ラッセルらの論理学は，世界のすべてを記述できる記

号体系，自らのうちに世界のあらゆる事象を写像することができる表象系の構想だった。世界全体

をその部分集合に写像してしまおうというのであるから，そもそも無理な気がしないくもない話で

あるが，逆にそれを断念することは，言葉で世界について語ることの限界を認めることになるので，

それは追究するに値するプロジェクトであった。もちろんわれわれは，ゲーデルが不完全性定理に

よって，その不可能性を証明してしまったことを知っている。表象系はけっして無矛盾でかつ完全

であることはできず，内部に記号の相互参照に還元できない過剰／空所を抱え込まざるをえないと。
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クリプキの固有名の議論は，まさに固有名が他の諸記号に対する相互参照に還元できない（つまり

記述の束としてその意味を示すことができない）ものであることを示すものであった。ある意味で

は，固有名には，たんなる諸性質の束以上の「何か」＝過剰がふくまれているようであり，またあ

る意味では，言語記号の相互参照の網の目からはずれた空所でもあることになる。柄谷は，その過

剰を「単独性」と名づけるわけだし，ジジェクはその空白を「現実界」の根拠ととる。その結果，

固有名は表象系における問題の核心という，分不相応な地位に就けられてしまうのである。

クリプキの問題点

　意味と指示の表象システムとして捉えられた言語にとっての変則＝アノマリーである固有名を，

分類や記号の相互参照関係の網の目の周縁としてそれを位置づけることで，体系の側に回収しよう

とする試みは，いずれも満足のいく結果をもたらさない。しかしそうした試みの失敗について語る

研究は，固有名の特異性を過剰なまでに強調する点で，現実離れしてしまう。柄谷やジジェクの暴

走ともおもえる固有名に対する過大評価が，クリプキの固有名の理論を源泉としているとすれば，

そこに何か問題がなかったどうかは検討に値する。クリプキの議論の何かが，固有名を必要以上に

謎めかしたものに見せてしまっているのだ。

　言うまでもなく，クリプキの議論は重要な点では正しい。第一に，固有名を記述の束に置き換え

ることはできないという点については，おそらく疑問の余地はない。

　原初の名指しからの因果連鎖という考え方は，たしかに神話めいているが，この点ですら，頭か

ら非現実的だとして却下するべきではなかろう。それは，いささかぎごちない仕方でとはいえ，意

味と指示を通しての世界描写という閉鎖的な問題系に対して，コミュニケーション行為の「社会性」

を再導入する大胆な試みである。

　われわれは言葉の使い方を，われわれとコミュニケーションする他者がそれを使って何をしてい

るのか，それを何に対して使っているのか，他者がその言葉を用いて何を指示しているのかを学ぶ

ことを一もちろんそこには学び損ないの契機も含まれている一通して学んでいるという側面が

ある。私はある言葉で，誰か他の人々がその言葉で指示しているものを指示する。私の指示行為は，

他者の指示行為を模倣することからなっている。そして逆に，私は私が話しかけている他者が，そ

の言葉で私が指しているものと同じものを指してくれるだろう可能性に賭けて，ある言葉を使って

いる。われわれがある言葉で何かを指すことができる事実そのものが，こうした他者とのコミュニ

ケーションの成立にむしろ事後的に依存していることがらなめである。それは人類学者がフィール

ドで土地の言葉を学ぶ際に，繰り返し経験していることだ。言語を学ぶことが，記述論者が言うよ

うに世界と言語との写像関係を学ぶということであれ，記号相互の参照関係を学ぶことであれ，そ

れは一人の精神の中で孤独に生じている過程などではなく，いつもそこには具体的な他者との教え一

教えられるという関係が介在している。それは私的言語が不可能であるということの，もう一つの

項末な意味である。固有名に限らない話だ。ただもちろん，それが始原の名指しの儀礼にさかのぼ
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る連鎖などという話になってしまうと，どうしょうもなく神話的で非現実的な想定になるが，言語

が模倣を通じての転送の過程にしか存在しないと認識すること自体は，有益である。

　ではクリプキの議論のどこが問題なのであろう。

　問題は，固有名を確定記述の束に，つまり諸性質の記述の集合に置き換えることができないとい

う，それ自体は正しいと思われる議論の末に，あらゆる記述を剥ぎ取った後にも，すべての可能世

界において，なおかつその固有名詞が「その」人物を固定的に指示し続けるのだという結論が出て

きてしまうところだ。固有名には，諸性質の束に還元できない，それ以上の「何か」，固定的に対

象を指示し続けることができる何かが宿っているかのような格好になってしまう。ここには一種の

議論の飛躍がある。

　クリプキは前書きの中で「われわれは名前が固定的であるという直接の直感をもっており，それ

は特定の文の真理条件についてのわれわれの理解に現れている」（グリプキ前掲書：15）と述べ，

問題の議論の箇所でも，彼はこの「直感」に繰り返し訴えている。例えばこんな具合だ。

　クリプキは，諸性質の論理和をその固有名に帰すべき必然的事実としょうというサールの提案に

対して，可能世界においても固有名が固定的に指示するという例を出すことによって反論している。

たしかに自分たちは「ヒトラー」という名前を聞くと，「本能的反感」を感じ，彼の行ったさまざ

まな悪事がその本質の一部であるかのように考えるかもしれない。しかし彼がしかじかの悪事を行っ

たことはやはり偶然的な事実なのだ。というのも「ヒトラーは全生涯をリンツで静かに送ったのか

もしれない。その場合われわれは，だとしたらその男はヒトラーではなかったのだとは言わないだ

ろう。別の可能世界を記述する時でさえ，われわれは「ヒトラー」という名前を，まさにあの男の

名前として使っているからである。」（前掲書：89）

　これはアリストテレスの例でも見た議論の反復である。われわれは「もしヒトラーが，リンツで

そのまま静かに生涯をおくっていたとしたら．．．」といった反響仮想がなりたつ可能世界を考えるこ

とができるが，そこでもやはりあの「ヒトラー」について語っているのだというわけである。これ

が彼の「直感」であり，彼にとってはそれだけで十分だといわんばかりである。しかしこの直感は

なにによって支えられている、のであろうか。

　確かにアリストテレスの例でやったのと同じ操作を，ここでも繰り返すことができる。われわれ

はヒトラーがナチスの党首にならなかったような可能世界を考えることもできるし，ヒトラーが男

ですらなかった可能世界について考えることができる。封印された資料が発見され，ヒトラーが実

は女性だったと判明するかもしれない。ヒトラーに帰せられている諸性質の一つ一つについて，そ

れが成り立たない可能世界を考え，そこでやはりヒトラーが「あの」人物を固定的に指示している

ことが示せるだろう。こうした別の可能世界でもわれわれは「だとしたらそいつはヒトラーではな

かったのだ」とは言わないだろう。以下同様。かくしてヒトラーという固有名は，それについて与

えられているすべての記述を剥ぎ取っても，固定的にある対象を指示し続けていることになる。

　私がおかしいと思うのはこうした議論に含まれる「以下同様」の部分である。たしかにヒトラー

という固有名の指示対象を固定したままで，さまざまな事実に反する仮想をもつことができる。
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「もしあのヒトラーが100年前に生まれていたとしたら」「もしあのヒトラーが日本で生まれていた

としたら」「もしあのヒトラーが女性だったとしたら」などなど。このいずれの可能世界において

もたしかにヒトラーは固定的にあの人物を指示し続けているかのように見える。そのいずれの可能

世界のいても「だとしたらそいつはヒトラーではなかったのだ」とは言えない。しかし「もし，ヒ

トラーが女性であり，日本で100年前に生まれ，新橋の呉服問屋の一人娘として幸せな生涯を送っ

たとしたら＿」といった具合に，それらをすべて組み合わせてみたらどうだろう。今度は，そんな

やつはもうヒトラーじゃない，と「直感的に」言いたくなるのではないだろうか。「以下同様」は

実は成り立っていなかったのである。

　とすると逆に，個々の反実仮想において，指示が固定している理由についても，いささかあやし

いことになる。それぞれの反実仮想にもとつく可能世界において，指示が固定しているかのように

感じられるという「直感」は，実は，ヒトラーについてのその他の諸記述の存在に暗に依存してい

たのではないだろうか。ある一点でのみ，ヒトラーについて知られている事実とは反した記述をも

つが，他のすべての点ではヒトラーについて知られているすべての性質をそなえている，こうした

人物に対して私たちはヒトラーと呼び続けることに，たしかに躊躇は感じない。しかしそれらの諸

記述すべてについて，知られている事実に反する性質をそなえた人物については，もはやそれは成

り立たないように見える。われわれはそんな奴はもうヒトラーじゃないと言うだろう。あるいはお

前は誰か別の人物について語っているのだと。クリプキの，すべての可能世界においても指示は固

定しているという「直感」は，〈その固有名についての他のすべての記述を不問に付すとしたら〉，

〈他のすべての点において同じであるとしたら〉という条件節によって支えられた「直感」だっ

たとはいえないだろうか。

　もしそうであるなら，クリプキが出せる結論は，固有名はつねに部分的には随時修正可能な諸記

述の束と結びついているという程度のさえないものになってしまったはずである。しかし，記述理

論の企ての破産にはそれで十分だったと思われる。随時修正可能であるというその性格が，他の諸

記号との相互参照関係の網の目の中に，固有名が取り込まれることを拒むことになるからである。

ただ，もしそうであるなら，柄谷やジジェクのような論者たちも，固有名に，一切の記述をはぎとっ

てもなお対象を固定的に指示し続けるなにか不思議な力がやどっているかのように考えねばならな

い理由もなくなる。対象aであれ「単独性」であれ，そんなものを持ち出してくる必要もなかった

のである。

　クリプキの議論は，固有名の指示がそれについての確定記述の束によって決定できると考える記

述理論にとって，決定的な打撃であった。固有名をある記述と結びつけて考えることができるとき

には，すでに固有名がすでにある特定の対象を固定的に指示していなければならない。しかしこの

固有名の指示固定性を，それについての一切の確定記述によらずに成立する，なにか固有名そのも

のにそなわる属性であるかのように過大評価するわけにもいかない。実は，固有名はそれほど指示

固定的ではないのである。

　例えばドゥルマで「あのムエロのカリンボが．．．」と言っても，誰にとってもそれは全然指示固定

一　76　一



名前と指示：人類学的省察

的ではない。ム滞在のカリンボなどそこらじゆうに何人でもいるので，「どのムエロのカリンボ」

であるのか，それだけでは皆目見当もつかないからだ。別にドゥルマという特殊な世界を問題にし

なくてもよい。日本であっても誰かからいきなり「あの山田太郎が店を開いたそうだ」と言われた

とすれば，ほとんどの人はどの山田太郎の話か見当もつかないだろう。「高校時代に里中投手とバッ

テリーを組んで，一世を風靡したあの名スラッガーの山田太郎だよ。」と言われても，かなりの人

が，「ふ一ん，そんな人いたんだ」というレベルの理解しかもたない。記述をいくら重ねても，そ

れが聞き手の現実世界において，すでに山田太郎という固有名と結びついている特定の誰かと重な

らない限り，けっして「あの山田太郎」ということにはならない。可能世界横断的に指示固定的な

固有名について論じるクリプキの語り口が成立するためには，すでに人々がその固有名を指示固定

的に使用できるという条件が成立している必要がある。結局，固有名は人がそれを指示固定的に使

用することができる限りにおいて，指示固定的であるという，ほとんどトートロジーのようなこと

になってしまう。

　かくしてクリプキの議論は，固有名については至極ありふれた事実を指摘しているだけだという

ことになる。固有名は，言語における記号どうしの相互参照関係のなかに回収することはできない。

それはいかなる特定の確定記述とも独立に指示固定的である。そしてそれは，他人がその固有名を

特定の対象に対して指示固定的に用いている（名指している）のを，直接間接的に人が受け継いで

いくということを通じてそうなっているのである。

　言い換えれば，クリプキはここで単に指示の社会性に訴えているだけであるように見える。そし

てそれは必ずしも固有名に限っての話ではないかもしれない。固有名に限らず，おそらくあらゆる

言語記号の使用が，その習得の場面にたちかえるとき，かならず他者によるその使用を引き継ぐと

いう形でしかなされないことがわかるのであり，究極的にはそれが言語の指示性のあまり当てにな

らない最終的保証なのである。あてにならない，というのは，誰でも間違って引き継いでしまった

りすることがあるからだ。あるいは間違ったまま，引き継いでしまったりするからだ。固有名に関

して言えば，おそらくヒトラーという言葉を，それが100年前に日本の新橋で生まれた呉服問屋の

一人娘を指示するのに用いるほど，とんちんかんに引き継いだりする愚か者はいそうにない。アリ

ストテレスって，あのギリシャ悲劇の作者でしょ？って，そりゃアリストファネスだろ？そもそ

も悲劇じゃないし。こんな感じで，通常は修正可能なプレに収まっている。指示の固定性などといっ

ても，所詮はその程度のものなのである。

名前のインデクスとしての固有性

　固有名というこのありふれたものをめぐっての，この理論的大騒ぎがいったい何によって引き起

こされていたのかを考えてみるべきかもしれない。すべては，世界を表象するシステムとしての言

語一指示と意味作用の体系一の中に固有名を位置づけようとする際の困難から生まれている。

言語は指示を通じて世界を表象する。そして指示は意味　　言語記号の相互参照関係　　によって
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決定されている。クリプキが最終的に有無を言わせぬ仕方で突きつけたように，固有名はこの言語

記号の相互参照関係に還元し得ない。だからこそ固有名が対象を指示できるということが問題にな

るのである。

　まず第一に，この言語観そのものが，ある意味できわめて狭いということにも注意せねばならな

い。言語はコミュニケーションの媒体である。そしてコミュニケーションは，単に世界を表象する，

つまり世界について描写する以上の行為からなる。それは人とつながりあい，人と影響を及ぼしあ

い，互いにチューンのあった共同の実践を組織することであって，そのなかで世界について妥当な

描写を行うことは重要ではあるが，あくまでもその一部にすぎない。世界を表象することのみにと

らわれた言語観に，固有名をめぐるこの混乱の責任の一端がある。それは最初から固有名を，世界

を表象するという作業のなかでのみ問題にする。固有名は対象を指示するために，そしてひたすら

それのみを目的として，存在しているかのようにとらえられるのである。

　固有名を言語の側に回収するために，名前がけっして個体を一義的に指示することができな，

い一ちょうどドゥルマの「本名」のように一というケースにこだわる論者の場合も，名前の役

目は本来個人を特定することである一そうでないならそれは分類（従って普通名詞に近い）なの

であって，完全に言語のシステムの内部にあることが確認できる一と暗黙のうちに考えている。

当の人々が，別に名前だけで個人を特定しようとなど考えていないこと，社会的にいくらでも個人

は特定できるし，実践上つねに十分なくらいには特定可能であること，をまるで忘れてしまってい

るかのようである。人は実は名前にそうした個体識別の機能のみをもとめているのではない。もし

そうなら，通し番号や乱数，ランダムつづりを用いたほうがはるかに理にかなっているということ

になるはずである。逆に，また同じ名前の持ち主がたとえ何人いようと，それで名前の固有性が失

われるわけでもない。私は浜本満であるが，たとえ日本に同じ浜本満が何人いたところで（実際何

人もいるに違いない）そのことでこの名前の固有性が失われたりしない。「ムエロのカリンボ」と

いう名前の持ち主が同じ屋敷の中に何人いようと，それぞれの個人にとってその名前が彼固有のも

のであるのと同様に，それは私に固有の名前なのである。日本では自分の名前の読み方や表記のほ

んの些細な誤りにもひどくこだわる人々がいる。もし名前がひたすら指示機能のためにあるのだと

すれば，ちゃんと指示できている限り，そんな細部にこだわるのはおかしいということになろう。

彼らがそれにこだわるのは，もちろんその名前が持つ指示以外の「固有性」の故になのである。名

前において指示機能がいかに重要なものであれ，個人にとっての名前の固有性が指示関係から出発

したものだと考えることそのものが誤認の始まりなのである。

　固有名とは何であるかをめぐって，クリプキがいとも簡単に却下してしまった一つの見解がある。

それは，例えばソクラテスという固有名は単に「ソクラテスと呼ばれる個人」という意味であると

するウィリアム・ニールの考え方である。実にもっともで簡単な考え方だと思うのだが，クリプキ

はこれをあっさり退ける。それが指示の理論としては循環に陥ってしまうからというのがその理由

である。〈「ソクラテス」は「ソクラテスが指示する男」を指示する〉ということになり，結局何

も指示していることにはなっていないからというのである。
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　「これは指示の理論であるとはおよそ思われない。「彼は『ソクラテス』によって誰を指示してい

るのか」とわれわれは問う。すると「そりゃあ，彼は彼が指示している男を指示しているのさ」と

いう答えが返ってくる。もしこれが，固有名の意味と言われるもののすべてだとしたら，いかなる

指示も全く始まりはしないだろう。」（クリプキ前掲書：81）

　しかしこの議論は明らかにおかしい。クリプキが「呼ぶ」という言葉を，当然のような顔をして

「指示する」という言葉に置き換えてしまっているのに気づくだろう。この操作が，これを循環に

見せかける。おそらくクリプキにとっては「ソクラテスと呼ばれている」ということは「ソクラテ

スという固有名で指示されている」ということとまったく同じなのだろう。しかし「呼ぶ」という

関係は，指示するという関係と同じといってよいのだろうか。もしそうでないとするならば，〈「ソ

クラテス」は「ソクラテスと呼ばれる男」を指示する〉という命題はかならずしも循環的とはい

えないことになる。

　われわれは固有名と，それによって指示される人物との関係を，別の形でとらえる言い方を知っ

ている。つまり「ソクラテスと呼ばれている男」とは「ソクラテスという名を有する男」である。

この言い方は，名前と人物との関係が，記号とそれが指示するものとの関係であるというよりは，

むしろ人とその所有・領有物との関係であるということを示唆してる。所有関係はそれ自体は記号

関係ですらない。名前は個人にとってまず所有物である。

　特別な指輪，特別な剣や盾，特定の柄のケープ，あるいはペニスケース，成人儀礼で与えられた

去勢牛等々。こういつたものを人は「所有」する。それらは社会的に認められた手続き・やり方で

彼に授与された物である。それらの所有物と彼とは「固有の」関係で結ばれている。他に同じもの

を所有している個人がいるといても，そのことで彼とその所有物の関係が固有の関係でなくなるわ

けではない。それはやはり他の誰の物でもない，彼固有の所有物である。そして彼がそれらの物を

有する男として人々に知られているという状況も容易に想像することができる。名前とこれらの物

品とあいだには，あきらかに類似がある。たしかに名前は，通常簡単に彼から切り離し譲渡可能で

あるような単なる所有物以上のものであろう。それは最初の授与という社会的行為を通じて，彼と

は切り離しえないものとなっている。それは，彼の身体に刻み込まれたタトゥーにも似ている。い

ずれにせよ，名前は，そうした物だちと同様，その「持ち主」に対して換喩的関係（つまり同じコ

ンテキストにおける共起，隣接の関係）にある。こうした関係にあるものが記号として用いられる

とき，それはインデクス記号となる。パースが固有名を，彼の記号の三分類（イコン・インデクス・

シンボル）において言語記号一般が属するシンボルではなくインデクスとしたのは実に正しかった

のである。

　世界を表象するシステムとしての言語という観念にとらわれている者は，名前に関するこの単純

極まりない事実を見逃してしまう。クリプキは命名の儀礼を，「これからはしかじかの名前で，こ

の人物を指示することにしよう」という最初の指示行為として考えている。これは，よく考えると

ばかばかしい話だ。命名儀礼は，指示のやり方を定める儀礼などではない。それは名前をその人物

に「与える」手続きなのである。だれでも知っていることである。ドゥルマにおいて生まれてきた

一　79　一



浜　本 満

男児の命名に際して人々が考えるのは，この子供をいかに「指示」しようか，そのやり方について

ではない。数に限りある希少資源であるその氏族の名前のストックから，どれをその子に配分すべ

きかを考えているのである。子供は，氏族の貴重な名前のどれかを祖父の世代の誰かから引き継ぎ，

その正当な所有者となる。その所有を通じて，子供は氏族のシステムと，そこでの特定の人間関係

の網の目に接続され，社会における類別的な位置のひとつを与えられる。名前を通じていろいろな

ことが成される。指示と個体識別は，その一部一それもときにあま『 闃咜ﾒされていない一にす

ぎない。

　固有名が指示固定的に見えるとすれば，それは名前とその所有者とのあいだの所有関係の固有性，

固定性のせいである。名前が個人を指示するとすれば，それはこの所有関係に保証されたインデク

ス的な関係をとおしてであり，この点で意味の相互参照系としての言語が世界を指示する仕方とは，

根本的に異なった仕方においてなのである。

言語におけるインデクス的なもの

　言語を世界を表象するシステムとして眺めるとらえ方は，言語の中でとりわけインデクス的な本

質を露呈する固有名の性格をとらえそこなわせることになる。しかし固有名の問題は単に一つの徴

候にすぎない。それはより深刻な，言語自身のインデクス的な基盤に対する配慮の欠如の一つの表

れであり，別の言い方をすれば，言語における系統発生と個体発生の問題に対する驚くべき無関心

の表れでもある。

　T・ディーコンは進化論の立場から，人間の言語の発生をインデクスからシンボルへの学習の組

み換えとして説明している（ディーコン　1999）。以下，彼の議論を簡単に紹介したい。

　人間は霊長類としての進化の過程で言語を獲得した。人間だけがシンボルを用いたコミュニケー

ションを行っているわけだが，言うまでもなく，言語を獲得する以前にはコミュニケーションを知

らなかったというわけではない。人間以外の動物もある種の記号的なコミュニケーションを行って

いる。威嚇の叫びや警戒音から，フェロモンやらによる嗅覚媒体によるコミュニケーションにいた

るまで，それらはもっぱらインデクスに基づいたコミュニケーション，同じ時間・空間的コンテク

ストにおいて共起あるいは継起する二つの出来事の間の連合関係の学習にたよったコミュニケーショ

ンを行っている。これらはシンボルによるコミュニケーションとは質的に異なった種類のものでは

あるとは言え，無関係なものではない。系統発生的に考えれば，シンボルを獲得する以前は，人間

の祖先もまたこの種のインデクス的なコミュニケーションに熟達していたはずであり，シンボルに

よるコミュニケーションも，インデクス的記号系からの断絶ではなく，そこからの変容として成立

したはずなのである。

　このことは個体発生においても，つまり人間の子供が言語を習得していく過程においてもまた真

である。目の前の犬を指して「ワンワン」と呼ぶといった，同じ時間的・空間的コンテクストにお

ける連合関係の学習，つまりインデクスとしての言葉の学習から出発するのである。チンパンジζ
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にシンボル的な記号を学習させる試みがなされており，一定の成功を収めているが，そこでも第一

段階は，ひたすら気長に，ある記号とそれが指し示すリファラントとの結びつきを，同じ時間的空

間的コンテキストのなかでの連合の学習を通して学習させることからなる。

　しかしシンボル記号，さらには言語の習得そのものは，同一コンテキストでの連合をとおして，

記号とそれが指示する対象との結びつきを，何十何百組学習したところで，けっしてなしとげられ

ない。もしそれができるのなら，パブロフ的実験を犬に対して辛抱強く繰り返せば犬も言語が学習

できるはずだということになってしまうだろう。

　シンボルとしての言語記号が使えるということは，それが指し示している物，たとえば犬が，そ

の場にいなくとも，あるいはやがてそこに姿をあらわしたりしなくても，その気配すらなくても，

「わんわん」という言葉で犬を意味することができるということである。これが実はたいへんなこ

となのである。パブロフの犬の場合，ブザーの音の後餌を与えることを繰り返すことによって，ブ

ザーの音を餌がもらえること，あるいはやがて出てくる餌のインデクスとして解釈することを学ぶ。

しかしブザーの音を「餌」をく意味する〉シンボルとして使えるためには，せっかく学習したコ

ンテキスト内での連合を一度ご破算にしてしまわなければならない。指し示すものとの時間的・空

間的なコンテキスト内での結びつきから，記号を解放し，その指し示すものが存在しない全然別の

コンテキストでも使用可能にしなければならないのである。

　いかにしてこれが成し遂げられるのか。インデクス的な結びつきの学習は比較的簡単である。パ

ブロフの実験のように同じコンテキストの中で繰り返し提示してやればよい。しかしこのコンテキ

ストからの切断をどうやって学習させうというのだろう。ブザーがなっても，餌が絶対出てこない

ような状況を繰り返し経験させるというのではいけない。それだと，犬は単純に餌のインデクスと

してブザーに反応しなくなるだけのことである。単に連合の学習が解消されるだけのことだ。犬は

どうしてもシンボルとしての言語は学んでくれそうにない。犬も猫もインデクス世界の住人なので

ある。

　チンパンジーの場合も，この移行が最も困難だ。それは記号（例えばブザーの音）とレファラン

ト（例えば餌の出現）との特定の連合の学習に加えて，そのうえに，記号相互の相互参照的関係，

排除と包含の関係の学習へと移行することである。シンボルとしての記号が学習されるためには，

記号とレファラントとのインデクス的な連合の学習がいったん解消されて，それが記号同士の相互

参照的関係に従属する関係として組織されなおす必要があるのだ。そのためには学習中のチンパン

ジーは（そして人間の子供も），記号とレファラントとの現実的な結びつきからいったん目をそら

して，記号どうしの間の関係にその注意を移すことができねばならない。そして記号同士の関係パ

ターンに気づいていく。この移行が最も困難なのである。しかしこうしていったん記号どうしの論

理的な排除や包含関係，相互参照関係に焦点が移動すると，その後の言語習得は，どんどん自律的

な相互参照システムの内部で進んでいくことになる。最終的には子供は，ある記号を習得するのに，

もうそのレファラントの現物を前にする必要がなくなる。「ペンギンっていうのはとっても寒いと

ころに住んでる鳥で，飛べないから氷の上を歩いたり，海を泳いで魚を食べたりしてるんだよ」
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「一角獣っていうのは，馬みたいなんだけど頭に一本の角が生えている神話上の生き物なんだよ」

（あるいはより詳細に「額には一本のねじれ角があり，カモシカの尻とライオンの尻尾をもった馬

に似た伝説上の動物でね，純潔や清純の象徴で処女以外には捕えることができないって言われてん

だよ」）。こういつた感じに，言葉による説明で，つまり他の諸記号との参照関係を通して，どんど

ん新たな記号を習得していくことになる。記号とリファラントとの関係は，もはや当初のインデク

ス的結びつきではなく（それは解消されてしまう），この相互参照関係のシステムによって支えら

れた結びつきになる（以上，ディーコン前掲書：76－105）。

　もちろんソシュール以来，われわれは言語を諸記号の自己完結した相互参照のシステムとして捉

えることになれている。言語は，未分節で無定形な（と想像された）世界のうえにかぶせられ，そ

れを切り分ける自律的な網の目なのだというわけだ。したがって，言語を学習することが，諸記号

の相互参照関係のシステムを学習することであると言われても，それはあまりにも当たり前の話だ

ということになる。このときわれわれは，言語をすでにシステムとして完成した姿で，あるいはす

でに習得済みの，大人が使用するその姿で問題にしている。しかしそのとき，次のことが忘れられ

てしまっているのである。系統発生的に言えば，つまりヒトの進化という観点から見れば，ヒトは

言語つまりシンボル的記号を手に入れる前に，まず他の哺乳類や霊長類たちと同じようにインデク

ス記号を用いたコミュニケーションに習熟していたはずだということ，われわれにとっての言語が

この既存のインデクス的コミュニケーション・システムとは無関係に，それとは別個に突然手に入

れられたものではなく，むしろこの既存の記号系の質的な変容を通じて出現したに違いということ，

そして個体発生的に言えば，シンボル的記号のシステムとしての言語を習得する前に，まずインデ

クス記号として，同じコンテキストのなかで生起する他の事象と連合した記号として，その連合を

学習するところがら始めなければならず，言語記号はこの学習のうえに，その質的変容を通じての

み獲得されるのだということ，従って言語は構造主義がそう思わせようとしているように，自立し

た自己完結したシステムなどではなく，インデクス的世界に深く根をおろしているのだということ，

これである。

　固有名の問題からやや話がそれてしまったが，固有名を「問題」にしてしまったのが，このよう

に言語をすでに出来上がったシンボルのシステムという観点のみから眺め，それを実践のためのコ

ミュニケーション・システムとしてではなく，世界を表象するというその限られた姿でとらえると

いう，発生論を欠いた見方であったことは確かである。発生論を欠き，完成したシステムの視点で

語ることは，また目的論に陥ることでもある。言語を習得している子供にとっては，大人とは異な

り，自分が最終的になにを習得したらよいのかはわかっていない。記号相互の参照関係のシステム

は，学習が到達する結果ではあるが，学習過程の子供はそれが何であるかを知らない。だからこそ，

それはインデクス的な連合の累積の中に突然見出され，そこから徐々に構築されていかねばならな

いのだ。おそらく同じことはすべての教育についても言えるのかもしれない。教えるほうは子供が

最終的にはなにを学ぶことになるのかを知っている。しかし学んでいる子供は，自分が最終的にな

にを学ばねばならないのかを知らないまま学んでいるのであり，結果に導かれることなく結果にた

一　82　一



名前と指示＝人類学的省察

どりっかねばならないのである。人間のあらゆる文化的構築物を説明する際に，われわれはこの非・

目的論的な発生論の観点につねにたち帰る必要があるのかもしれない。

引用参考文献

川田順造　1988　『聲』筑摩書房

出口顕　1995　『名前のアルケオロジー』紀伊國屋書店

レヴィ＝ストロース，C　1976　『野生の思考』大橋保夫訳，みすず書房

クリプキ，ソール・A　1985　『名指しと必然性：様相の形而上学と心身問題』入木沢敬，野家啓

　　一訳，産業図書

柄谷行人　1989　『探求　II』講談社

ジジェク，スラヴォイ　2000『イデオロギーの崇高な対象』鈴木晶訳，河出書房新社

ディーコン，テレンス・W1999『ヒトはいかにして人となったか：言語と脳の共進化』金子隆芳

　　訳，新三社

一　83　一



Names and the named: an anthropological reflection

Mitsuru HAMAMOTO

In both linguistics and philosophy, proper names have sometimes posed a perplexing prob

lem, as proper names obviously belong to a system of linguistic signs, and yet they seem to

lack "meaning". They do not signify, but they only point. As meaning or sense of a sign is its

relations to other signs, with language being a system of the closely interrelated signs, their

apparent lack of meaning has made proper names, in being isolated from the other signs, look

particularly anomalous in a system of linguistic signs. The purpose of this paper is to show,

from anthropological perspective, that this particular conception of proper names is wrong due

to its inappropriate assumptions on language and communication.

Anthropological interests in proper names have been largely descriptive, concerning cultur

ally diverse systems of allocation of proper names to individual members of a society. However

when anthropologists stop to dwell on the nature of proper names more theoretically, they have

been under strong influences of on-going linguistic and philosophical discussion. Many tend to

argue, following Levi=Strauss, that proper names do have meanings, i.e., proper names do not

just point, but signify by classifying individuals named and by relating them to the group and

society they belong to. In short they try to show, in vain, that proper names are actually not

'proper' at all. In this paper I examine Levi=Strauss's unsuccessful attempt to locate proper

names within a system of classification, thus to rid them of their anomalous linguistic positions:

Another well-known attempt to incorporate proper names into the signifying system of lin

guistic signs is Russell's theory of descriptions, where definite descriptions assure proper names

of their meaningfulness. By examining Kripke's refutation of Russell's theory, proper names

will be shown again to resist their incorporation into a signifying system of signs, but I will also

show how Kripke, and those who follow his argument, have gone so far as to overemphasize the

anomaly of proper names. I will argue that both those who try to reduce the anomaly of proper

names and those who overemphasize it are erred in seeing proper names in their signifying or re

ferring relation to the named, i.e., seeing them as a kind of describing of the latter. Instead I will

show the relation between proper names and the named is essentially that of ownership, there

fore names are signs of indexical nature, not ones of symbolic nature as other nouns are.

I will conclude the so-called problem of proper names is pseudo problem based on confusing

indexical signs with symbolic signs. This will lead us finally to recognize our tendency to over

look or underestimate ontogenetically and philogenetically indexical nature of our language.
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