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序 

 

 ここに「歴史言語学モノグラフシリーズ」を創刊する。 

 その記念すべき第 1 巻では、現代言語学の祖とも称されるソシュールが歴史

言語学に残した足跡をたどる。 

 ソシュールに関する誤解は根深い。あるいは「ソシュール」と「歴史言語学」

の組み合わせに違和感を感じる向きもあろう。だが、彼の生涯と業績を確認す

れば、彼の専門が印欧語を主材とする歴史・比較言語学であることは明らかで

ある（第Ⅰ章：神山）。若くして印欧祖語の母音組織と母音交替の解明に不滅の

貢献をなし（第Ⅱ章：神山）、また古い印欧語の特徴を留めるリトアニア語の複

雑なアクセントの振る舞いを鋭い洞察力によって明らかにした（第Ⅲ章：柳沢

民雄）。晩年に担当した「一般言語学講義」に基づき死後に上梓された主著は言

語の共時的研究の指針も示したが、そこには彼が一生を捧げた通時（すなわち

歴史）的研究のエッセンスが縦横無尽にちりばめられている（第Ⅳ章：町田 健）。 

 ソシュールの真価に触れることを通して、印欧語に限らず、歴史言語学に親

しむ機会としていたければ幸いである。 

 本書の基礎となったのは、2017年 3月 19日（日）に研究社英語センターにて

開催されたシンポジウム「ソシュールと歴史言語学」である。創業 110 周年記

念行事としてお力添えいただいた株式会社研究社と関戸雅男社長、各方面で尽

力いただいた日本歴史言語学会の各位、そして全国から来聴くださった奇特な

方々に篤くお礼申し上げたい。成稿までの過程でお力添えいただいた北岡千夏、

小川博仁、宮本順一郎の各氏にも等しく感謝する。 

 日本歴史言語学会と機関誌『歴史言語学』、それに付随するこの「歴史言語学

モノグラフシリーズ」、そしてそれらを通じてわが国の歴史言語学全体がますま

す生生発展することを祈念しつつ。 

 

2017年 11月吉日 

著者を代表して 

日本歴史言語学会会長 神 山 孝 夫  
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ソシュール家の系譜（抄） 
 

Schouel (Chouel) de Saulxures-lès-Nancy 
c1430–? 

Monteuil-sous-Amance（仏ナンシー北東）領主 

│ 
Mongin Schouel (Chouel) de Saulxures 

1469–1542 
功績により貴族に取り立てられ領地を拡大 

│ 
Antoine de Saussure 

1514–1569 
改綴，カルヴァン派に帰依しスイスに亡命，ローザンヌ市民となる 

┌────── ───────┤  

Claude de Saussure 
c1542–? 

フランスへ帰国 

Jean de Saussure 
1546–1617 

Bossens（ローザンヌ北東）領主 

 

（2 代後に廃絶） ├─────── ──────┐ 

 Jean-Baptiste de Saussure 
1576–1647 

Daniel de Saussure 
Morrens（ローザンヌ北）領主 

 │ （数代後に廃絶） 

Elie de Saussure 
1602–1662 

Bossens に加え Morrens を受け継ぎ，ジュネーヴ市民となる 

 │  

 César de Saussure 
1637–1703 

 

 │  

Théodore de Saussure 
1674–1750 

妻の兄がジュネーヴの邸宅とジャントー村の別荘を建設 

 │  

 Nicolas de Saussure 
1709–1791 
農学者 

 

 │  

Horace-Bénédict de Saussure 
1740–1799 

博物学者・登山家 
ジュネーヴの邸宅とジャントー村の別荘を受け継ぐ 

┌────── ───────┼─────── ──────┐ 
Albertine Adrienne Necker de 

Saussure 1766–1841 
文学者・教育者 

Nicolas-Théodore de Saussure 
1767–1845 

生化学者･鉱物学者 

Alphonse Jean François de Saussure 
1770–1853 

ジャントー村長 

 （子孫なし）  │ 
  Henri Louis Frédéric de Saussure 

1829–1905 
博物学者 

   │ 
  Ferdinand Mongin de Saussure 

1857–1913 
言語学者 

妻 Marie が Vufflens 城を受け継ぐ 
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第Ⅰ章．ソシュールの生涯と業績 

 

生い立ち 

 地方史を丹念に追った Joseph (2012a: 4f., 652) によると，ソシュール一族はフ

ランス東部ロレーヌ地方の Saulxures-lès-Nancy に発する．従来は同地方の小村

Saulxures-sur-Moselotte の発祥とされた．16 世紀，貴族に取り立てられて領地を

広げたが，カルヴァン主義に帰依したために責めを負う．スイスに逃れ，新た

に領地と安寧を獲得した一族は，ニコラ  (Nicolas)，オラス・ベネディクト 

(Horace-Bénédict)，ニコラ・テオドール (Nicolas-Théodor) 等の学者を輩出した． 

 フェルディナン・モンジャン・ド・ソシュール (Ferdinand Mongin de Saussure) 

ももちろんその血統の中にある．彼は 1857年 11月 26日に博物学者アンリ (Henri 

Louis Frédéric) と伯爵令嬢ルイーズ (Louise) の長男としてジュネーヴに生まれた．

1717年建立の生家はジュネーヴ大学のすぐ北側の高台に立つ． 

 
19 世紀末頃のソシュール邸 

（http://www.notrehistoire.ch/medias/85934 より） 

敷地は Rue de la Cité，Rue de la Tertasse，Rue de la Corraterie に囲まれる 


