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言語・文化論序説

一ことばと文化の関係を整理する一

第二部　ことばの意味をどう考えるか

竹　内　義　晴

2．1　ことばの意味論の系譜

　ことばの意味についての考え方は，人間の

長い歴史の中で哲学や言語学などの諸科学の

枠組で様々に展開されてきた。この第二部で

は，それらの意味についての議論の展開とそ

の問題等を簡単に紹介する。そして，更に，

それらの議論がどのように整合的にまとめら

れるべきなのか，私なりの考えを提示してみ

ようと思う。

　このような整理を基礎に次号第三部では，

ことばと文化とのあいだの関係・無関係とい

うものを議論したい。第一部に述べた，「こと

ば」，「文化」，そして「歴史と現実」などのこ

とがらにかかわる混乱の模様を，少しわかり

やすく概観しようと思う。その結果，私たち

がことばを用い生活していることが現代の時

代において抱えている問題を整理しなおす作

業ができるだろう。

　オルストンは彼の著書「ことばの哲学」

（1964）において，ことばの意味についての

様々な考え方・理解のしかたについて手際よ

くまとめている。以下では彼の分類を参考に

しながら，ことばの意味についての様々な考

え方，理解のしかたの整理をしてみる。オル

ストンは意味についての考え方を，およそ，

「指示の理論」（refere鍛tial　theory）「観倉の

理論∫（idealistic／mentalistic　theory），「行

動主義」（behabior量stic癒e◎ry）の三種類に

分けて，そのそれぞれの問題点を指摘，批判

している。更に，彼のとろうとした立場は

「行為の理論」（speech　act　theory）と言うべ

き第四番目のものである。ここではその立場

も含めた四つの考え方について私なりに検討

を加えてみる。

2．1．1　指示の理論

　「指示の理論」というのは言語表現とその

現実世界での指示物との直接の関係を意味関

係として理解しようとするものである。例え

ば，表現「土井たか子」の意味は，現実世界

で対象Xであるということになる。この場

合，もちろん，現実世界で対象Xとは，難し

い言い方をしなければ，土井たか子さんその

人ということである。ところでこのような単

純明快な考え方を採用した場合，すぐに困っ

てしまうことがあり，そのことは昔から多く

の哲学者が指摘している。大体のところ，オ

ルストンの議論にそって話の筋道を組み立て

てみる。言語表現の意味を（2．1．1．a）のよう

に定義すると，（2．1．1．b），（2．1．1．　c）のよう

な困った議論ができてしまう。（以下横線は

前件と後件を区切る，「前件ならば後件であ

る」という表記である）

2．1．1．a）言語表現の現実世界での指示

　　　　　物がその言語表現の意味である
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64 言語文化論究2

2．1．1．b）　「土井たか子」は対象Xを指示す

　　　　　る◎

　　　　　「社会党の委員長」は対象Xを

　　　　　指示する。

　　　　　「あの派手な洋服を着たオバサ

　　　　　ン」は対象Xを指示する。

「土井たか子」，「社会党の委員

長」，「あの派手な洋服を着たオ

バサン」の三つの表現は意味が

同じである

2．1．1．c）土井たか子が「私」といえば，

　　　　　「私」は土井たか子という人物

　　　　　を指示する。オルストンが「私」

　　　　　といえば，（オルストンが日本

　　　　　語を話すとして）「私」はオルス

　　　　　トンという人物を指示す
　　　　　る。…

　オルストンはおよそ以上のように「意味の

指示理論」の問題点を指摘した。これらの

「指示の理論」的発想に強くひかれたのは，前

期のヴィトゲンシュタイン（L．Wittgen－

ste癒），ラッセル（B．RusseD，フレーゲ（G．

Frege）などの哲学者たちだった。フレーゲ

は有名な「宵の明星」と「明けの明星」につ

いての議論で，ことばの意味について「意味

（Bedeutung）」と「意義（Sinの」とを区別す

ることを提案した。表現「宵の明星」と「明

けの明星」の「意味」は，その指示対象，つ

まり太陽系第二惑星である金星である。しか

し，その「意義」はそれぞれ，夕暮れの空に

見られる宵の明星と，明け方の空に見られる

明けの明星であり，異なるものだというので

ある。

2．1．2． 観念の理論

2．1．2．1．　ことばの意味と観念

「私」という表現の意味は土井

たか子であり，オルストシであ

り，…　の人物である。

　常識的に考えて，「土井たか子」，「社会党の

委員長」，「あの派手な洋服を着たオバサン」

のそれぞれの表現は全く違った意味を持って

いる。これらの三つの意味が同じであるなど

と辞書や文法書に書くわけにはいかない。

　また，「私」という表現は，およそ日本語を

話す，すべての話し手によってロにされるだ

ろう。だから，その意味は，ある時は土井た

か子であり，ある時はオルストンであり，そ

の他…　とやっていくと，最終的には，

（2．1．1．d）のようなおかしなことになる。

2．1．1．d） 「私」という表現は日本語の話

し手全員を意味する

　「意義」という概念についてフレーゲがど

のように考えていたのかは，実はあまりはっ

きりしていない。「固有名は意義の媒介に

よってのみ，対象に関係する」（フレーゲ）と

いうようになにか抽象的なものを考えていた

ようだ。言語表現の意味を「抽象的な何か」

というように考える伝統は根強いもので，

ロック（」．Locke）はおよそ（2．1。2．1．　a）の

ように定義づけている。

2．1．2．1．a） 語の表象する観念は，語の正

しい直接的な意味づけである

　ロックは観念について，その表現によって

引き起こされる「感覚または心像」のような

ものと考えた。しかし，そうすると，（2．1．！．

b）から，（2．1．1．c）のような，私たちの常識

に反する議論が成り立ってしまう。
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↑

2．1．2．1．b）

2．1．2．1．c）

「赤」という表現の意味は，

赤という観念（感覚／心像）で

ある。

表現，「赤いりんご」における

「赤」によって引き起こされ

る赤という観念（感覚／心像）

と，表現，「赤い夕日」におけ

る「赤」によって引き起こさ

れる赤という観念（感覚／心

像）とは，同じものである。

　言語表現の意味を「言語表現によって引き

起こされる観念」のようなものとする考えを

とると，確かに概念の不確かさ，存在論的位

置づけのあいまいさが災いして，上に指摘さ

れたような矛盾を生じさせてしまう。しか

し，この考え方は，最近までの言語研究の歴

史をみても非常に強く支持されてきた。（以

上の議論もおよそオルストンの議論に沿った

ものである）

　現代言語学の基礎を確立したソシュール

（F．de　Sauseaule）1915は（2．1．2．1．　d）のよ

うな図を使って，言語記号の説明をしてい

る。彼は，「概念」，「聴覚映像」のそれぞれを

（抽象的な）「心的実在体」であるとしている。

2．1。2。1．d）

概　試

聴　覚　映　像

　記号内容

　（slgnifiの

↓記溶湯

　（signifiant）

　また，オグデンとリチャーズ（Ogde且＆

Richards）1923は（2．1．2．1．　e）に示されるよ

うな「意味の三角形」という議論を提案して

いる。記号は思想，または概念を媒介にして

対象とかかわるといった考えである。

2．1．2．1．e） オグデンとリチャーズの

意味の三角形

思想／概念

記　号一一一一…一一…一………・一…一→指示物

　これらの考えは，いずれにしても言語表現

とその指示対象の間に思想とか，観念，概念

などを介在させようという点で，共通してい

る。

2．1．2．2 言語相対性理論と人種主義・

民族差別

　ここで，「意味の観念理論」とのかかわり

で，「ことばと文化」の問題にふれる別の観点

からの議論に論及しておきたい。「言語相対

性理論」とよばれる議論についてである。こ

の議論をすることによって，「意味の観念理

論」をめぐる問題点がいっそう明らかになる

だろう。この「言語相対性理論」はサピア・

ウォーフの仮説として広く知られる議論であ

る。ペン（Ju三ia　Penn）1972によれば，この考

えは（2．1．2．2．a）のように言い表されるも

ので，別の言い方をすれば，（2．1．2．2．b）の

ようなことにもなる◎

2．1．2．2．a）思考は言語に依存する

2．1．2．2．b）言語はそれぞれ独自の世界

　　　　　観を背景に持つものであっ

　　　　　　て，それらの世界観は互いに

　　　　　相対的なものである。

　この種の考え方の大きな源は，フンボルト

（W．H題mboldt）の1836－1840の著作である。

彼は，ジャワの「カヴィ語」についての研究
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から，言語とそれを生成するエネルゲイアと

しての民族精神というものを主張した。ま

た，ウォーフ（L．Wh◎rf）1936はアメリカイ

ンディアンの一部族の言語「ホピ語」の研究

に基礎をおいて同種の主張をしている。ホピ

語の背景には「ホピ族の宇宙像（形而上学）」

が存在していて，その宇宙観は「われわれの

言語では充分表現できない」ものである，と

いうのである。ウォーフは，それぞれの言語

の背景にある宇宙像の相対性を主張したので

ある。

　このホピ語を話すホピ族というのは，アメ

リカ合州国の国内で，原子力発電の燃料とな

るウラン鉱石の採掘に従事し，放射線被爆し

たり，また，自分たちの居住地を追われよう

としたり，大変苛酷な運命に遭遇していると

言われる。アメリカ合州国という国家社会は

歴史的に，少数民族，非白人系の民族に対し

て，人種主義的な過ちを犯し続けてきたこと

はよく知られている。「人種主義」というの

は，人間の身体的特徴に根拠をおく差別イデ

オロギーであり，大抵の場合，民族差別と混

合して（意図的に混同されて）いるが，アメ

リカ合州国の黒人，ヒロシマやナガサキの日

本人，またベトナム，ニカラグアの市民に対

して，おそらくは，現在＝1990年，中東のア

ラブの人々に対しての行為はそのように特徴

づけられるだろう。

　しかし，ウォーフの名誉のために言ってお

けば，彼はこの議論でホピ族の宇宙像（形而

上学）を見下したのではないようだ。彼は，

「（ホピ族の形而上学が仮に神秘的であるとす

れば）我々の形而上学も同じように神秘的な

ものなのだ」と述べて，双方の文化の相対性

を先入観に囚われない形で論じている。

　この言語相対性理論を極端な形で表現すれ

ば，「異なる言語を母語とする人たちはお互

いに理解し合うことができない」ということ

になる。これは，国際理解をもとめ，戦争や

争いをさけようという立場からはとても困っ

た考え方である。実際ヴァイスゲルバー

（L．Weisgerber）とその一派のようなドイツ

の言語学者たちは，ウォーフと同時代に言語

相対性理論的な立場から「ゲルマン民族至上

主義」を唱えた。さらに，人種主義にすり換

える形でナチスの犯罪に積極的に荷担して

いったのである。

　実は，日本の言語学・国語学も，国家主義

讃美・戦争協力という点では，山田孝雄の例

で知られるように大変であった。そういうこ

とに触れずに，よその世界の事だけにふれる

のは片手落ちだと思う。田中克彦の仕事が指

摘するように，ことばについての「学問」も，

ドイツや日本に限らず，アメリカでもフラン

スでも，それ以外の国でも，国家主義的な争

いの陰で利用されてきた。言語・文化の正統

性を主張し，それを裏づけに国家。民族の正

統性を主張する。争いを有利に進めるために

言語という手段をあらゆる所で利用する。敵

対する側の文化・民族をおとしめる。そのよ

うな愚行にことばについての「学問」が荷担

してきたことは人間の歴史を通じての事実な

のである。

　こういうことは，ことばの問題と民族・文

化の問題が混同され続けてきた歴史と，言わ

ば，「コインの裏表」をなしているのだろう。

更には，言葉の問題と民族・文化の問題が混

同されやすいということが，人間の歴史に暗

い影を落としてきたとも言える。

　「異なる言語を母語とする人たちはお互い

に理解し合うことができない」という命題

は，もっともらしく思われて，しかし，今日

の私たちの社会が求めるものとは全く対立す

るものである。現代社会においては，「相互の

文化の独自性を尊重しつつ，しかしその理解

を進めること」にこそ目標が置かれる。これ

は私たちが苦い歴史から学ぶ教訓である。

　別の観点からみれば，日本の社会が，英語

などの西洋言語を用いて「西洋文化を理解」

したり，日本語が普及して，海外で「日本文
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化が理解」されたりすることの深まりは，ま

だまだ不十分とはいえ，この十年でみても目

を見張るものがある。または，私たち日本の

社会は，外国語を相当程度に駆使して，それ

ぞれの言語の伝えてくれる「文化」というも

のを吸収してきた（おそらく古代社会におい

ては朝鮮語，そしてそれ以降は，中国語，オ

ランダ語，ドイツ語やフランス語など）。

　今日，この日本という社会が国際情勢の中

でもまれているのも，そういう歴史の積み重

ねの連続の上のことである。私たちが，私た

ち以外のさまざまな文化・社会の持つものを

吸収してきた歴史を否定して，異なる言語の

文化は理解できないと言い切ってしまうとし

たら，そういう議論をする人たちの「理屈」

というのは，何かの思い上がりの上に成り

立っているに違いない。

　ついでに言うと，このような議論をする場

合に，注意をはらわなくてはならないのは，

むしろ私たち自身の問題である。わざわざ遠

い国の例を引き合いに出さなくても，私たち

の社会，日本という国は，さまざまな言語や

文化，そして民族にからむ問題を抱えてい

る。

　例えば，日本人社会は，少なくとも東日本

においては先住民族であったアイヌ民族を社

会の隅に追いやり，「アイヌ語・アイヌ文化」

を無視し，破壊しつくしてきた。また，かっ

ての戦争とそれを準備する時期に，大規模

に，強制的，かっ，組織的に，朝鮮半島の人

たちなどを，この日本列島に連れてきた歴史

がある。そして，その人たちを襲撃して殺し

たり，強制労働で殺したり，現在もまだ，社

会のなかで様々にひどい差別を加えてきてい

る。例えば，私たちの国の政治は，強制連行

されてきた人たちの二世・三世が，公立学校

の教員に採用されることすら拒否し続けてい

る。この人たちが「外国人」として丸本に住

んでいるのは，そもそもは日本の政治の責任

であるのにもかかわらず，である。

　私たちの国の政府は，「日本は単一民族社

会である」と言い，古くから現在に至るまで，

この土地に住んでいる，または移り住んで来

た，そして移り住んでくる「日本固有」では

ないとされる民族・文化・社会の存在を無視

してきた。それらの人たちが，自分たちの文

化や社会や，そしてことばを維持してゆこう

という，なみなみならぬ営為には，これっ

ぼっちの理解すら示そうとしていない。例え

ばアイヌ民族のことを「土人」と呼び，強引

な「同化」政策を進めてきたりした。

　朝鮮半島だけではなく東南アジアなどの近

隣諸国の「言語・文化」を軽視している日本

人。そういう地域に出かけていって，その地

域・社会・文化・生活環境を破滅することに

ばかり精力を費やしている日本人。ことばと

文化の交流の可能性を語ろうとする私たち

は，こういう身近な現実に対して，もっと目

を向ける必要がある。私たちには，日本とい

うこの国の主権者として，政府や日本人社会

のなすことに責任がある。

2．1．2．3．言語　vs思考

　言語相対理論についてのペンの定式化，

（2．1。2．2．a）はそのままでは理解しにくかっ

たのかもしれない。しかし，この定式化の中

には，オルストンの仕方とは違った形での

「意味の観念理論」についての批判の糸ロが

ある。ペンによると言語相対理論は更に，強

い仮説と弱い仮説に分けられる。それらは定

式化すると，強い仮説は（2．1．2．3．a），弱い

仮説は（2．1．2．3．b）ということになる。

2．1．2．3．a）

2．1．2．3．b）

言語は思考を決定する

…………ｭい仮説

言語は思考に影響をおよぼす

…………繧｢仮説
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　これらの表現では，「言語」と「思考」との

関係が注目されているが，これは意味の観念

理論とのかかわりでいえば，「言語表現」と

「観念」に置き換えてかまわない。思考とは，

または，思考を組み立てているそれぞれの

「概念」とは，言語と独立してあり得るもの

か。それとも言語なしには思考はあり得ない

のか。そういう議論である。確かに，言語は

知的生物である人間を特徴づけるものであ

り，言語なしには今日の段階の入間の文化と

いうものはありえなかっただろう。しかし，

だからといって，言語なしには思考はあり得

ないというのには問題がある。

　例えば，スーパーマーケットへ行ってみれ

ばわかりやすい。存問の概念の体系というの

は，様々な対象をさまざまな目的に応じて整

理する。AというスーパーマーケットとBと

いうスーパーマーケットに行って較べてみれ

ば，それぞれに特色のある整理のしかたで商

品が並べられているだろう。例えば，合成洗

剤は毒性が強く，環境を汚染するというの

で，私の家では洗濯にセッケンを使ってい

る。あるスーパーマーケットに洗濯用の粉

セッケンを捜しにいったところ，自然食売場

に置いてあった。別のスーーパーマーケットで

は洗剤売場においてあった。この二つのスーー

パーマーケットは粉セッケンについて，それ

ぞれに独自の考え方をしているのだ。

　しかし，これらの独自の考え方をしている

ふたつのスーパーマーケットで，使われてい

る言語が異なるものであるなどと考えるのは

おかしい。自然食売場においてある粉セッケ

ンは，その無毒性，環境保護的な性質に注目

されているのだろう。洗剤売場においてある

粉セッケンは，そういう意味ではただの汚れ

を落とす薬剤とみなされているのだろう。し

かし，いずれにしても，この粉セッケンは

「粉セッケン」と呼ばれている。人間の概念体

系は，「粉セッケン」という言語上のレッテル

とは独立に，粉セッケンという物を様々に性

格づけ，整理しているのである。

　脳の障害で言語を失った人が思考を持たな

いわけではない。囲碁などの思考や推理・推

論を伴う日常の生活を言語なしに営んでいる

という。自動車の運転など，人間の様々な局

面での活動には，交通信号などの，なんらか

の非言語的記号体系に強く依存しているのだ

が，言語が直接伴う必要がないことも多い。

そしてその場合，行動は非言語的な信号体系

によって適切に制御されているに違いない。

　現代の大脳生理学の研究は，言語を支配す

る領域と，概念などを支配する領域が異なる

位置を占めていることを明らかにしている。

そして，大脳の言語野が脳硬塞などで失わ

れ，ことばを全く失っているのに将棋を指せ

る，音楽が演奏できるなど，興味深い症例が

報告されているようだ。

　更に，フロイト流の心理学を引き合いに出

すまでもなく，人間の精神活動には言語では

とても捉え尽くすことのできない奥深い領域

があるようだ。それら，諸々の複雑きわまり

ない事柄の大部分を切り捨ててしまって，言

語と思考をあたかも同一のように考えるの

は，明らかに間違いだろう。この間違いこそ

が，物事を性急に理屈づけようとする場合に

人間の陥りやすい落し穴であった。

　しかし，相変わらずこの落し穴に引っ掛

かっている言語学者・哲学者などがいて，今

日なお多く影響力を持っていることを，残念

ながら指摘しておかなくてはならない。

　言語相対性理論の弱い仮説（2．1．2．3．b）

で主張されるように，言語は確かに思考に影

響をおよぼすだろう。例えば，日本の普通の

大学生は，普通，六年以上も英語という外国

語を勉強している。それでも，なかなかその

実力という点から見れば貧弱で，思想をあや

つる道具としてはなかなか使いこなせない。

そういう実情は，日本語と英語という二つの

言語の橋渡しの難しさということにも原因が

あるのだろう。日本語と英語の間の言語とし
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ての様々な成り立ちの違いは相当に大きく，

私たちは，日本語の枠組を簡単には踏み越え

ることができないようだ。

　更に言うならば，言語がなかったら，ここ

で議論をする，つまり本を読んだり，書いた

りすることは私にとって不可能だろう。しか

し，それでも，言語と思考，または概念をあ

まり直接に結びつけてしまうと，言語相対性

理論の強い仮説の落し穴におちる危険があ

る。そして，議論としても，オルストンの指

摘するような矛盾にぶつかってしまう。

2．筆．3　行動主義的な意味論

　行動主義的な意味論というのはもちろん，

ワトソン等に代表される行動主義的心理学の

流れをくむ議論である。ブルームフィールド

（L．Bloomfield）1935等による議論は一般に

行動主義的な言語理解と言われる。オルスト

ンは，これらの議論をヂ行動主義心理学者の

考えを，その複雑性などいっさいを無視し

て，そっくりそのまま借用する」ものと決め

つけている。ブルームフィールドによれば，

「意味」は（2．1．3．a）のように定義される。

2．1。3．a）「ある言語形の意味」とは，「話

　　　　　し手にその語を話させるように

　　　　　仕向けた状況であり，また，そ

　　　　　の語が聞き手に引き起こす反応

　　　　　の状況」である。

例えば，「一人ぼっちのジルがリンゴを見

る，ジルはリンゴを取って食べる」という

関係は，刺戟（S）と反応（R）の連続と考

えられる。ジルがリンゴを取って食べると

いう反応（R）を引き起こす刺戟（S）だと

いうことである。

2．1．3．b）

　　　　膿リンゴH識盟1劃

　ところで，ここに更に条件を付け加える。

ジルのほかにもう一人の人物，ジャックが登

場する。ジルはリンゴを食べたいのだけれ

ど，背が低くてリンゴに手が届かない。

「ジャックとジルがいる。ジルは空腹である。

見るとリンゴが木になっている。しかし，リ

ンゴのなっている枝は高くて彼女には届かな

い。彼女は喉頭と舌と両唇とで音を出す。

ジャックはリンゴを取り，ジルに渡す。ジル

はリンゴを食べる」というようなことが起る

だろう。この一連の出来事では，「彼女は喉頭

と舌と両唇とで音を出す」というところで言

語が絡んでくる。この場合の言語はジルが

『リンゴを見る』という刺戟を受けた時に

ジャックに『リンゴを取り，ジルに渡す』と

いう反応をさせる力があるとブルームフィー

ルドは考えた。（2．1．3．c）に示されるように，

言語の意味とは実際の刺戟と反応にとってか

わる代用としての働きである，とブルーム

フィールドは考えたのである。

　2．1．3．c）

　S　　→ r／s

（言語による代用反応／代用刺戟）

1蓉矧

→　　R

ジャックが

リンゴを

取　っ　て

ジ　ル　に

や　　　る
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　言語の意味をブルームフィールドのように

刺戟と反応の関数のように考える議論もま

た，「意味の観念理論」と同様な反論に出合

う。ある言語表現をロにする場合の刺戟とな

るそれぞれの状況，またその言語表現を耳に

した場合のそれぞれの状況は千差万別である

はずだ。そして，それらを余すことなくその

言語表現の意味として考えることはできな

い。例えば，「リンゴ」という表現を口にする

状況が「悲しい場面」である場合も，「楽しい

場面」である場合もある。この「楽しい」と

「悲しい」という矛盾する場面をつきまぜて，

同一の意味として扱うことになれば，そうい

う議論はデタラメになり，役に立たない。

　この「行動主義的」な考え方は，オルスト

ンの指摘する問題点の他に，ことばの本質に

関する問題点を抱えている。例えば，単語と

いうのは，そのそれぞれが意味をもっている

のだが，それらの意味は組み合わされてより

大きな単位になり，文にまで組み上げられ

る。このことは言語表現の意味の問題の重要

な側面である。また，様々な，単語や複合表

現が互いに「同義」だとか「反義」，「包摂」

などの関係にある，ということもまたことば

の意味についての興味深い問題である。しか

し，「行動主義的」な刺戟と反応の関係の理論

では，このような問題を処理することは難し

いだろう。

　しかし，このブルームフィールドの議論で

は，言語表現を取り巻く状況，刺戟，反応と

いった因果関係にまで関心が向けられてい

る。文化・社会，現実の中に埋め込まれた人

間と言語の実際を解明しようという方向性を

備えている。この点で，「文」などの言語表現

そのものを超えた視点を打ちだしている点は

評価されるべきだろう。私たちは，言語を用

いて，実際に刺戟に対して反応しながら社

会・文化的，知的生活の総体を形作っている

のだから。

　しかし，具体的な私たちの現実は，さまざ

まな複雑な問題が関与してきて，単純な刺戟

と反応のモデルではどうしても把握し切れな

い。例えば，社会制度における言語運用の規

則性の問題話し手の意図と，その意図につ

いての聞き手の理解の問題コミュニケイ

ションにおける認知的なプロセス，話し手や

聞き手の知的状態がどのように変化して，ど

のように全体のコミュニケイションに影響し

てゆくかという問題，などのことがらを刺戟

と反応という図式で処理してゆくことはとて

も難しいことだろう。

2．薯．4言語行為の理論

　おおまかに言うと，ここで検討する「言語

行為の理論」では，言語の意味を「人間が主

体的に何かを成し遂げようとしてする行為」

であると理解する。「行動主義的な意味の理

論」では，意味は刺戟から反応への関数とし

て考えられていた。この「言語行為の理論」

では，意味は，人間の行動への意志から言語

表現そして，その社会制度内での効果への

関数として考えられている。ヴィットゲン

シュタインは，彼の後期の哲学で，言語の意

味をそれぞれの「ことばの用いられ方」であ

ると考えた。ことばの意味を「生活様式その

もの」またはr言語ゲーム」としてとらえよ

うとしたのである。この考え方を基礎に，

オースチン（」．LAustiむ）やグライス（H．　P。

Grice），サール（JR．Searle）等によって展開

されてきたのがこの言語行為の理論である。

この理論では，言語表現の意味とは，社会制

度の中でのその言語表現の用法だと考えられ

る。そして，その用法は，話し手の意図と，

社会慣習としての規則性に則ったものだとさ

れる。

2．電．4．1．　コミュニケイションの行為

言語を用いてコミュニケイションする行為
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＝言語行為には以下のように数多くのものが

あげられる。

2。1．4．1．a）約束の行為，非難の行為，報

　　　　　　告の行為，説得の行為，命令

　　　　　　の行為，依頼する行為，脅す

　　　　　　行為，等々

　例えば，約束の言語行為は，（2．1．4．！．b）

のような文の発話によって実行される。

2．1，4．1．b）明日，動物園へ連れていって

　　　　　　あげるよ，約束しよう，指切

　　　　　　りげんまん。

　サール1969の「言語行為，言語哲学への試

論」の議論に従って，この（2．エ．41．b）の文

の発話によって実行される約束の言語行持が

実行される実際を追いかけてみる。この文が

お父さんm話し手の，子供篇聞き手に対する

約束でありうるための条件がいくつかあげら

れる。

条件1）日本語における普通のコミュニケ

　　　　イションの条件が整っている。

条件2）話し手は（2．1．4．1．b）の発話に

　　　　よって「明日，聞き手を動物園へ

　　　　連れていってあげる」という命題

　　　　を表現する。

条件3）「明日，聞き手を動物園へっれて

　　　　いってあげる」という命題は話し

　　　　手の将来の行為であり，話し手は

　　　　この将来の行為について述べてい

　　　　る。

条件4）聞き手は，話し手が明日，聞き手

　　　　を動物園へ連れていくことを望ん

　　　　でいるし，そのように話し手は理

　　　　解している。

条件5）話し手が明日，聞き手を動物園へ

　　　　連れていくことは，話し手にとつ

　　　　ても聞き手にとっても，将来の行

　　　　動として了解されていることでは

　　　　ない。

条件6）話し手がこの発言によって意図し

　　　　ているのは，聞き手を動物園へ連

　　　　れていくことを意図することにっ

　　　　いての責任を負うことである。

条件7）話し手が意図しているのは，この

　　　　発言によって，聞き手を動物園へ

　　　　連れていく義務を負うことになる

　　　　ことである。

条件8）話し手が意図している（i－1）の

　　　　は，この発言によって，聞き手を

　　　　動物園へ連れていく義務を負うこ

　　　　とになることを，話し手に理解さ

　　　　せようとすること。話し手が更に

　　　　意図している（i－2）のは，この理

　　　　解させようとする意図（i暖）を聞

　　　　き手が理解することによって，自

　　　　分が聞き手を動物園へ連れていく

　　　　義務を負うということを理解させ

　　　　ようとすることである。更に，話

　　　　し手は，この意図（i－1）を理解す

　　　　るのは，発話（2．1。4．1．b）につい

　　　　ての言語的な理解に基づくもので

　　　　あることを意図している。

条件9）話し手が誠意をもって文（2．1．4．1．

　　　　b）を発話する場合にのみ（条件

　　　　1）から（条件8）までが成り立

　　　　っ，というのがこの言語の意味論

　　　　的な規則である。

　サールは，これらの条件が整った場合にの

み，発話（2．1．4．1．b）による話し手から聞き

手への約束の行為が実行されるのだと考え

た。ここでの議論の特徴は，ある発話が約束

という行為として成り立っため，またはその

ように認められるための条件を明らかにしょ

うとするところにある。コミュニケイション

の成立のためには，当事者たちの義務関係，
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話し手の意図，その意図を聞き手が理解する

こと，そして，言語的な理解というものが決

定的な役割を演じている，というのである。

ここで，「意図」にかかわる条項は，ズィフ

（P．Ziff）の考えに負うところが大きい。特

に，（条件8）の項目が注目に値する。自分の

意図を相手に理解させる。そしてその，自分

の意図を相手に理解させることによって，更

に自分の言語行為全体を成立させよう，・相手

に理解させよう，と意図することが，言語コ

ミュニケイションの本質をなしている。その

ようにサールは考えている。

2．1．瑠．2．　戦略的行為

　情報伝達が成立するというのは，話し手と

聞き手の問に何らかの了解が生まれたり，責

任関係が生まれる，聞き手の立場，認知的環

境に変化が起きる，そのような効果が生じる

ということである。しかし，例えば，何らか

の話し手のもくろむ効果が生じる場合に，話

し手の意図が聞き手に対して隠されていると

する。そして，聞き手が話し手の意図を理解

した上でこの効果が生じるということが意図

されていないとする。そのような事例は，言

語によるコミュニケイションについての議論

にはなじまないものだ。

　例えば，人をだまして熱中させたり，話し

手の意図の明確な理解ということのないまま

に，聞き手の気分・考え方・思想にさまざま

な形で，介入することがある。こういうやり

方は，言語によるコミュニケイションではな

く，操作・誘導（manipulat沁n）である。掛

け声をかけて気分を変える，変えさせる。雑

用ばかりさせられている女性労働者を「オ

フィスレディ」などと呼んでウキウキと働く

気分にさせる。若者や老人の心理的な弱みに

つけこんで聞き手の神経を揺さぶり，洗脳す

る，うさん臭い品物を法外な値段で売りつけ

る。このような類のことは世の中にいくらも

ある。

　また，相互にとって了解事項である慣行

（言語慣習を含む）を無視し，その枠を乗り越

えて行動が行われ，その結果，何らかの効果

が発生するならば，それは喧曄・争いであ

る。ハーバーマス（」．Habermas）の用語を借

りるならば，それは戦略的行為ということに

なる。この十数年の日本という国の国会，そ

してその制度を運用してきた人たちというの

は，非常に野蛮であって，強行採決などとい

うことが繰り返し行われてきた。互いに了解

しあっている慣習を無視して，また互いの意

図の了解などということは全く顧みられず

に，「ウオーッ」などという怒号があがると，

そこで大切なことが「議決される」というこ

とにしてきたのだ。「『議決される』というこ

とにしてきた」というのは，このような，相

互間の慣行，意図の了解というものを欠いた

「ウオーッ」が，「議決する」という言語行為

をなすということはこの国の公式の慣習では

本来はありえないからだ。たとえ，この「ウ

オーッ」という怒号のなかに「採決します」，

「賛成」などという言語表現が入っていたと

しても，それはことばによるコミュニケイ

ション，言語行為ではない。そういうことに

ついて，知性は，喧嘩・争い，暴力の行使と

みなす。

　このよ』うな操作・誘導・暴力の行使は，言

語的な手段によらなくても，いたる所で行わ

れている。作業能率を上げる目的で仕事場の

壁の色が塗り変えられ，「音楽」というものが

鳴らされること。自白を強要するための暴

力・狭く暗い部屋に監禁すること。議事録の

改暫。などなど，数え上げればきりがない。

こんな場合には，行為を受ける側がその効果

を生み出すための手段について何らかの理解

をすることはむしろ望まれない。話し手や，

行為の仕掛け人の意図を聞き手や行為の受け

手が明確に理解することは，かえって逆効果

になってしまう。このような意味でも，操
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作・誘導などの問題は言語によるコミュニケ

イションとは全く質の違うものとして扱うの

が妥当である。

2．1．4．3　「言語行為の理論」の問題点

　「言語行為の理論」の枠組では，言語行為を

成功させるための要素として以下のことが考

えられる。

行為のなされるべき必然性のある状況

行為の成立するたあの発話者の意図

話し手の誠実さ，等の諸条件・諸慣習

行為に関する発話者の意図の関与

等々

　この言語行為の理論の枠組では，人間の生

きてゆくための仕組である制度（institu－

ti◎R）としての社会の中で成り立つことばの

「意味」が考察されている。

　私たちの言語を用いた生活において，この

「言語行為の理論」で指摘されるような意味

での「意味」の側面があることを強調するこ

とは，非常に大切なことだ。もし私たちが，

言語を使って生きている私たち人聞の暮ら

し，その生活の場での私たちとことばとの関

り合いに目を向けようとするならば，このよ

うな視点を欠かすことはできない。

　「言語行為としての意味」がことばの意味

として重要であることをこれまでの議論で確

認してきた。しかし，それにもかかわらず，

言語表現が持つ「意味」というのは「言語行

為としての意味」であると言い切ってしまう

ことには問題がある。私たちは，こ：とばにつ

いて語るとき，「言語行為としての意味」を議

論の対象とすることももちろんである。しか

し，一つ一つの語や複合表現そして文・命

題について語るその場合には，「言語行為」と

いうことをあまり考慮せずに，さまざまな言

語表現そのものの意味を話題にすることもある。

　このような，さまざまな言語表現そのもの

の意味のそれぞれについて，「言語行為」とい

う観点から説明し尽くすというのは無理があ

る。ことばの意味を考えるとき，たいていの

場合，「ことばそのものの意味」を問題にせざ

るをえない。

　先に触れたサール流の議論においても，言

語行為が成り立っために，「命題を表現する」

ということ（条件2），更に「言語行為が言語

的な理解に基づく」ということ（条件8）が

あげられている。言語行為としての意味が成

り立つことの条件として，やはり「言語表現

そのもの」の意味というようなものを考慮に

入れなくてはならない。「言語行為」としての

意味を含めた，「意味の構図」はおよそ図（2．

1．4．3．a）のように考えられる。

2．1．4．3．a）

言語表現 　　言語行為と
→　　しての意味

↑

→
↑

言語行為と

しての意味

ことばの意味

の　規　則

言語行為

の規則

　つまり，ここでは言語表現そのものの意味

は言語行為としての意味を解釈ずる場合の入

力として考えられる。

2．2．　意味の全体橡

　前章で議論したように，「言語表現そのも

のの意味」は「言語行為としての意味」を解

釈するプロセスへの入力であるだろう。しか

し，依然として「言語表現そのものの意味」

とは何か，ということについての答えは出て

いない。ここでは，「ことばの意味」につい

て，最初に，多世界意味論，または内包論理

学ともいわれている，意味についての考え方
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に基づいて議論する。この考え方はモンタ

ギュー（R．M◎撹ague）が，その基礎づけに大

きな役割を果したので，モンタギュー文法と

も呼ばれている。さらに意味の三角形の議論

を再考する意味で，ヘーガー（K．Heger）と

バルディンガー　（K．Ba亙dinger）の意味の台

形といわれる議論に触れながら，私なりの考

えも交えて議論したい。

2．2．1　多世界意味論

　「指示の意味論」が生みだしてしまうナン

センスとして2．1．1で紹介した例をもう一度

観察してみる。

2．2．1．a）　「土井たか子」，「社会党の委員

　　　　　長」，「あの派手な洋服のオバサ

　　　　　ン」の三つの表現は意味が同じ

　　　　　である

　この例では，三つの表現はその指示対象が

同一であるから，それで言語表現としての意

味も同一である，ということが主張される。

これは奇妙な議論であった。ここで，この三

つの表現の指示対象が同一であるのは，「た

またま」のことであり，「偶然」の一致だから

だ。この偶然の一致を，いつも必ず一致する

かのように議論するから，おかしな結論に

なってしまう。

　例えば，「土井たか子」，「社会党の委員長」

の二つの表現は，1990年の10月現在では同一

人物を指示するが，1986年9月16日以前の現

実世界では，明らかに異なる人物を指示して

いた。言語表現の指示対象は，それが解釈さ

れる場（時間・空間）を設定しなければ確定

できない。

2．2．1．b）「私」という表現の意味は，ある

　　　　　時は土井たか子であり，ある時

　　　　　はオルストンであり，その他，

故に

2．2．1．c）

その時々の話し手である人物を

意味する。

「私」という表現は日本語の話

し手全員を意味する。

というおかしな議論についても同様の見直し

ができる。この議論では，前件に「ある時

は」，または「その時々の」という，それぞれ

の「私」という表現の解釈される条件につい

ての指示がある。しかし，それにもかかわら

ず，「故に」で結ばれた結論ではその条件が無

視されている。次のように結論を変更すれ

ば，この議論はおかしくなくなるQ

2．2．1．d）　「私」という表現はそれぞれの

　　　　　解釈でのこの「私」という表現

　　　　　の話し手を意味する。

　前の例と違って，この場合には，言語表現

が解釈される条件として，時間の設定より

も，むしろ，「コミュニケイションの場におい

て誰が話し手であるか」という問題がより重

要な役割を果たしている。

　時間的要素・コミュニケイションの場にお

ける役割の配置などに関して，言語表現が解

釈されるそれぞれの場を考慮に入れて見直し

してみると，「指示の意味論」というのは必ず

しもあまりに素朴で役に立たない議論という

ことではなくなってくる。また，ナンセンス

な議論も導かれない。「指示の意味論」を，そ

のように見直したものを，ここでは「多世界

意味論」としておく。この立場は，モンタ

ギューユ974のほか，クレスウェル（MJ．Cres－

sweU）1973，ルイス（D．Lewis）1972などに

代表される。

　言語表現が解釈される場を，ある世界（w）

と考え，その世界とは対象（eG，　e、，．．。
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e。，．．．）が集まっている集合であるとする。

その世界にはまた，時間に対してインデック

スがつけられている。つまり，任意の時間に

対して，それぞれの時間に対応する世界が設

定可能であることになる。更に，それらのイ

ンデックスのなかには，その言語表現が解釈

される世界を示すインデックス（e）もあるは

ずだ。そのインデックスがついた世界は普通

の場合は現実世界である。

　また，話し手がだれで聞き手が誰であると

いう「コミュニケイションの場における役割

設定」が割り振られていなくてはならない。

例えば，e。は話し手，　e1は聞き手であるとす

る。これらの世界のたくさん集まったもの

を，言語表現を解釈するためのコンテキスト

（C）とする。コンテキストは世界の集合であ

る。あるコンテキストにおいては，話し手，

聞き手は，それぞれの世界で同一対象を指示

している。コンテキストは更に集まって総体

（U）をなしていると言ってよい。

　（2．2．1．e）はそんな世界の成り立ちを図式

化している。対象（e）につけた，下つき数字

は，世界の間での対象の同一性を表してい

る。w2やw4におけるように，一つの連続性

にのっている対象が欠けている場合もあれ

ば，w5のように話し手が存在しない世界も

ありうる。

2．2．1．e）世界の成り立ち

　一つのコンテキストでは，それぞれの世界

の対象の間の同一性が明確でなくては，世界

の間の関係はわからない。だから，固有名

「土井たか子」は，同一対象を指示していると

考えるのが妥当である。例えば，e1が「土井

たか子」の指示対象と設定することもでき

る。図式（2．2．Lf）は，「土井たか子」の指示

対象であるe1に下線を引いて，このコンテキ

ストの構成を視覚的に提示したものだ。「私」

という表現そして，「土井たか子」という固

有名の場合，これらの表現の指示対象はそれ

ぞれの世界において決定済みであるというよ

うな考えをとっている。これは「私」や固有

名という直接指示的（indexical）な表現の特

殊性を反映しているのである。

2．2．1．f）私＝土井たか子

W。＝｛el

w1欝｛el

W2讐｛el

W3＝｛el

W4；｛el

w5＝｛

e2，　e3，

e2，　e3，

e2，　e3，

e2，　e3，

e2，　e3，

e2，　e3，

e4

e弓

e4

e4

e4

e5，　e6，

e5，　e6，

　　e6，

e5，　e6，

　　e6，

e5，　e6，

e7，．．．｝

e7，．．．｝

e7，　｝

e7，．．．｝

e7，．．．｝

e7，．．．｝

　同様にして，「社会党の委員長」の指示対象

も決定できる。「社会党の委員長」の指示対象

は（2．2．1．g）の下線部である。

Wo＝｛e1，　e2，　e3，　eξ，　e§，　e6，　e7，＿｝

W1＝｛e1，e2，e3，e4，e5，e6，e了，＿｝

W2＝｛e圭，e2，e3，e4，　e6，e7，＿｝

W3＝｛e1，娩，e3，e4，e5，e6，e7，＿｝

W‘＝｛e1，e2，e3，　　e6，e7，＿｝

W5＝｛　e2，e3，e4，e5，e6，e7，＿．｝

C

u

2．2．1．g）　社会党の委員長

w。＝｛e1，

wF｛e1，

w2＝｛e1，

w3竺｛e1，

w4＝｛ei，

w5＝｛

e、，e3，　e、，　e5，　e6，　e，，＿｝

e2，　e3，　e、，　e5，　e，，　e，，＿｝

e・，e・，皇，　e・，　e・，＿｝

e・，e・，黛，　e・，　e・，　e・，＿｝

e・，e・，　　　墜，　e・，＿｝

e、，e、，　e、，　e，，　e6，　e，，＿｝
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　すると，1990年秋の現実の世界w。では

「土井たか子」と「社会党の委員長」は同一の

対象を指示する。多分，冬の現実の世界w1

においても同一対象を指示するけれど，しか

し，その他の世界では異なった対象を指示す

ることもある。そういうようなことが記述で

きる。

　（2．2。1．h）のような場合，　e1が私であり，

土井たか子であるというような設定をする

と，扱いに困って’しまうかのように思われ

る。しかし，このような問題は，（2．2．1．f）に

設定されるようなコンテキストと並列する，

例えばe4が土井たか子であるようなコンテ

キストを設定して，（2．2．1。f）とそれとの二

つのコンテキストの間の関係として扱うこと

ができる。私が土井たか子である場で，私が

土井たか子でない，そういう，現実と異なっ

た仮定をするのである。これは，現在のコン

テキストから，それと全然異なるコンテキス

トを想定するということに他ならない。

2．2．1。h）　もし私が土井たか子でなかっ

たら

　「派手な洋服を着た」というような述語表

現も，この枠組で処理できる。（2。2．1．i）に

おいて，「派手な洋服を着た」対象は，下線部

の指示対象という具合である。「社会党の委

員長」という表現が，たまたまそれぞれの世

界で一つの対象を指示するだけだったのが，

「派手な洋服を着た」ではそれぞれの世界で

複数の指示対象を持つことが可能である。し

かし，これは，政党の制度（委員長が一人で

あって，選挙で交代する）や，世界の構成員

のふるまい（服装の選択）のばらつきの問題

であって，言語表現の意味の問題とは直接関

与しないことである。

2．2。！．叢）派手な洋服を着ている

WO漏｛eh　e2，　e3

W1篇｛ebe2，e3

W2鳳｛e王，　e2，　e3

W3謹｛e1，　e2，　e3

W4篇｛e、，　e2，　e3

e哩

e4

e4

e4

e5，　e6，　e7，＿｝

e5，　e6，　e？，＿｝

　e6，　e7，．．．｝

e5，　e6，　e7，＿｝

　e6，　e7，＿｝

W5驚｛　e2，　e3，　e4，　e5，　e6，　e7，＿｝

　W3では全員が派手な洋服を着ていて，　W4

ではだれも派手な洋服を着ていないというこ

とがわかる。「派手な洋服を着ている」という

述語の意味は，コンテキストの中のそれぞれ

の世界における派手な洋服を着ている対象の

集合と言い表すことができる。

2。2．1．j） 土井たか子は派手な洋服を着て

いる

　表現（2．2．1。j）は，（2．2．1．　f）のe1が土井

たか子であるという設定では，W1，　W1，　W3で

はその世界の有り様を映し出している（真で

ある）。しかし，それ以外の世界についてはそ

の世界の有り様を映し出していない（偽であ

る）。W5の世界については土井たか子がいな

い世界だから，この場合は真でも偽でもない

というとらえかたもできる。多世界意味論で

は，それぞれの世界において，それぞれに，

真である，偽であるという分類ができること

が表現の「意味を扱う」ということになる。

　注目したいのは，（2．2．1。j）の文の意味が，

コンテキストにおける「土井たか子」の指示

対象を設定した（2．2．1．f）と「派手な洋服を

着ている」の指示対象を設定した（2．2．1．i）

の組み合わせによって決定されている点であ

る。原理的には，文の意味は，その構成要素

の意味記述の組み合わせによって，構成的

（com－pos顯◎Ra1）に決定されてゆく。この

原理を，意味論におけるフレーゲの原則とい
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うのだが，パッッィヒ（Patzig，　G．）によれ

ば，フレーゲの著作のなかにそのことが直接

述べられているわけではない。

　文（2．2．1．j）の簡単な句構造記述は（2．2．

1．k）である。範躊文法的な考え方をとると

（2．2．L1）となる。

2．2．1．k）句構造記述

　　　　文
　　　／

　名　詞　句

「土井たか子」

動　詞　句

「派手な洋服を
　　　着ている」

2．2．2．1）範躊文法的記述

　　　文
　　／

固　有　名

「土井たか子」

文／固　有　名

「派手な洋服を
　　　着ている」

　「土井たか子」という表現を固有名の範躊

に属するものとして扱い，「派手な洋服を着

ている」を固有名を「文」という範疇の複合

表現に投射する，文／固有名の範躊に属する

ものとして扱う点が，範躊文法による記述が

単純な句構造記述と違う所である。（固有名

については文／（文／固有名）の歯垢を割り振

るのが一般的なテクニックなのだが，説明が

繁雑になるので，ここでは固有名としておく．◎）

2．2．1．m）　「土井たか子」は固有名の範躊

　　　　　に属する表現である

2．2．1．n）

2．2．1。o）

「派手な洋服を着た」は文／固有

名の論義に属する表現である

文／固有名は固有名の感応に属

する表現を文の範躊の複合表現

に投射する範躊である

　「土井たか子」は範躊文法においては固有

名の範躊を持つのだが，あるコンテキストの

中のそれぞれの世界の中であらかじめ決定さ

れている個体のタイプの意味をもつ。そし

て，この個体は一つのコンテキストのなかで

は同一性を保つ。およそ固有名は，意味論的

には個体であるという性格を持っている。一

方，「派手な洋服を着ている」という表現は範

躊文法においては，固有名である表現を文の

範躊に属する複合表現に投射する文／固有名

の範躊に属している。そしてその意味は，コ

ンテキストの中のそれぞれの世界における派

手な洋服を着ている個体の集合を指示するこ

とである。

　別の見方をすると，この文／固有名の両面

に属する「派手な洋服を着ている」という表

現は，それぞれの世界の中の個体について

「派手な洋服を着ている」という述語を当て

はめた場合に真であるのかどうか，それを決

定する。更に，文の範躊に属する複合表現の

意味とは真理値のタイプの意味である。

　文／固有名の範躊に属する表現を論ずるの

に，「投射する」という言い方を使うと，文／

固有名の範躊に属する表現の意味は，あるコ

ンテキストの中のそれぞれの世界において，

個体のタイプの意味を真理値のタイプの意味

に投射する，真理値／固体のタイプに属する

意味である。

2．2．1。p）　固有名の出品に属する表現は，

　　　　　意味論的には，あるコンテキス

　　　　　トの中のそれぞれの世界の中で

　　　　　あらかじめ決定されている個体

　　　　　のタイプの意味であると解釈さ
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2。2．1．q）

2．2。1．r）

れ，この個体はそのコンテキス

トの中では同一性を保つ。

文の範躊に属する複合表現は，

意味論的には，真理値のタイプ

の意味を持つ

文／固有名の範疇に属する表現

は，意味論的には，あるコンテ

キストの中のそれぞれの世界に

おいて，個体のタイプの意味を

真理値のタイプの意味に投射す

る真理値／個体のタイプの意味

を持つ

このように議論してくると，文（2．2．1．1）の

大まかな意味記述とは（2．2．1．s）のようなも

のとなる。

コンテキスト（2．2．1．のにおいて，下線部の

2。2．1。s）意味記述

　　　　　真　理　値

個体　真理値／個体

土井たか子 派手な洋服を
　　　　着ている

個体が派手な洋服を着ているとすると，意味

記述（2．2．1．s）に割り振られる真理値は，世

界Wo，　w1で［1］（；真），　w2，　w3，　w4で［0］

（灘偽），w5で［0］（＝偽），または［2］（＝

意味を持たない）である。

2．2畢1．t） 「土井たか子は派手な洋服を着

ている」の意味計算

W。讐｛e、，e，，e3，e4，e、，e6，e，，．．｝←［1］

W1＝｛e1，e，，　e3，e、，　e、，e6，　e，，．．｝←田

w、篇｛ebe2，e、，e、，e、，e6，e，，．．｝←［0］

w3竺｛eDe，，e3，e、，e、，e6，e7，＿｝←［0］

w、＝｛e1，e，，e3，　　e、，e，，．。｝←〔0］

w5篇｛　　e2，　e3，　e雀，　e5，　e6，　e7，。．｝←［0／2］

　（但し，e1＝土井たか子）

　文（2．2．Lj）は時間，その他のモダールな

要素について無標識の普通の平叙文である。

しかし，モダーールな要素まで考慮に入れる

と，この文は，現実の世界w⑪での真の値の

故に，このコンテキスト（2．2．1．t）において

真になる。言語表現には大抵のばあい，時間，

推測，話題となっている対象の範囲（世界の

広がり），話の現実性・仮想性・虚構性，など

の要素も絡んでくる。その場合，意味の解釈

においては，世界w。にのみ注目するだけで

はことがすまない。すでに述べたように，複

数の世界というだけではなく，複数のコンテ

キストにまたがることがらを考慮に入れなく

てはならなくなる。

　いずれにしても，このように，言語表現の

意味を多世界的に展開することによって，単

純な「指示の意味理論」に見られたような矛

盾を回避することができるようになる。

　多世界意味論では言語表現の意味はその構

成要素の意味記述の組み合わせによって，構

成的に決定される。そして，その意味の構造

は（2．2．1．s）のような樹型図で表現すること

が可能になる。更に，ここで記述される意味

の構造は，範躊文法で記述される文の言語表

現の構造と平行的な関係を持つ。

　ある意味では単純で，素朴なこのような意

味記述の枠組では，複雑な自然言語の意味を

記述できないのではないかという疑念もあ
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る。しかし，言語研究においては，音声や文

字を通して知覚できる言語の表層の構造と，

その言語を用いる主体としての人間の判断し

か観察する対象はありえない。いたずらに言

語の表層の構造とかけはなれた抽象的な構造

を想定し，その二つの構造を結びつける複雑

な機構について議論することは，科学として

の枠組を踏み外す危険をはらんでいる。

　他方，脳の研究がいくら進んでも，言語を

使用している人間の脳を実際に切り開いて実

験するとか，似たような手段で観察すると

か，そういう野蛮は今後の歴史にはあっては

ならない。しかし，それでも議論としては，

証明も，反論もできない形で，言語の構造を，

「考案」するという，禅問答のような形式は，

現代の科学では許されない。

　文法記述の枠組の単純さという点では，実

際チョムスキーの生成文法の流れなどで

も，言語表現の構造と変形の操作がずいぶん

整理され，理路整然としてきている。とは

いっても，その全体像を記述し尽くすという

のには程遠いほど，人間の言語が複雑で不可

解なものであることには変わりはない。一つ

一つの問題を確実に解明してゆくことによっ

てしか，言語研究の遠い目標は達成され得な

いだろう。そういう点でも，言語研究の抱え

る問題の大変さは，他の科学領域と異なるも

のではない。

　ここで述べてきた意味記述の枠組は，原理

的に非常に単純にできているため，現在一般

に考えられている記号主義的な計算機の処理

となじみやすいものだろう。他方，意味解釈

を，多世界的な対象の広がり（コンテキスト

の集まりとしての総体U）に依存しているた

ぬその対象の広がりを記憶し処理するのに

は，莫大な記憶容量と計算能力を必要とする

だろう。フレーム問題と言われているよう

に，ここで述べた記号処理の方法では，計算

：量が爆発的に増大してしまう。しかし，人間

の生活をかえりみれば，普段の生活でも，私

たちの行動の認知的な成り立ちはあきれるほ

ど複雑で，多量な情報を神経回路網の平行処

理において一瞬の内に消化し，大した過ちを

犯さないという離れ業を演じている。そんな

ことを考えると，人間の脳の記憶容量や，働

きの実際を現段階の計算機のそれと比較しよ

うという方が間違っているのだろう。

　意味解釈は，本来，巨大な記憶容量に収め

られた，人間の豊かな経験に，大いに依存し

てなされている。私自身の考えでは，言語そ

のものについての構造はなるべく単純に，そ

して人間の存在そのものの記述は，人間の経

験の豊かさに応じて，より豊かになされるべ

きである。そんな形の人間科学が望ましいの

だ。その意味でも，私は，この多世界意味論

について，言語表現の意味記述として基本的

には妥当なものであると考えている。

2．2．2意味の台形の議論

　指示の意味論を拡大した形の多世界意味論

では，言語表現の意味とは，「対象の広がり」

を様々に切り分ける役割であった。言語の意

味研究をする場合，言語表現による「対象の

広がり」の切り分け方は，言語表現の構造と

「対象の広がり」との二者の間の関数として，

それぞれの言語について経験的に決定するこ

とができる。「対象の広がり」におおいかぶさ

る観念とか概念とか，そういったものを先験

的な意味で介在させる必要は全くない。

　多世界意味論では，意味解釈を，多世界的

な「対象の広がり」に依存しているのだが，

その「対象の広がり」とは，人間の豊かな経

験の蓄積である。それは，いつでも取りだし

て即座に利用できるのであり，何らかの形で

整理されているに違いない。その整理の道具

立てが，概念なのだ。この意味での概念を私

たちは，関数的に扱うことができる。

　「観念の意味論」，特に「言語相対性理論」
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を批判した際に強調した点は，「言語表現の

意味」と「概念」との関係を注意深く論ずる

べきだということだった。言語の表現する意

味そのものは，人間の思考の世界，概念など

に何らかの影響を及ぼすことは確かなのだ

が，しかしその両者を混同したり，同一視す

べきではないのである。

　意味の多世界的な扱いにおいては，言語表

現の意味は，可能な世界設定のそれぞれにお

ける指示対象として理解された。言語表現が

理解される場面設定をそれぞれの場合におい

て適切に考慮すれぼ，「概念」のような，言語

表現と直接結びつけるのには無理のあるもの

を引きずり込む必要はなかった。世界と言語

表現との関係として意味を考えることができ

るのである。

　このように考えてくると，2．1章における

「概念の意味論」についての批判と，意味の多

世界的な扱いの議論とは整合的にかみ合って

ゆくことができそうである。

　「言語表現の意味」と「概念」との関係を，

記号論の立場でうまく整理しているのが，

ヘーガー！969やバルディンガー1965（英語版

1980）の「意味の台形」の考え方であると，

ヘルビヒ（G．H：elbig）1970は指摘している。

2．2．2．a）意味の台形

　　記号意解一意　味一概　　念
　（sense／s呈gn圭f圭e）　　　　（concept）　　　　　（concept）

　　　／

　記号素竺表現の抽象的な形式
　（mo塁eme）

　　／

言　語　表　現＝形式として認知される　　　現　　　　実

（pho難童cs縫bstance）購現　（難曲）

この図式では，記号意味とは，言語表現と不

可分な抽象的な形式だとされている。そし

て，更にその形式は概念を経由して現実とか

かわるということになっている。意味とは，

概念ではなく，その形式的な性質，差異と弁

別性であるというのが，ソシュール以来の構

造主義言語学の基本的な考え方である。その

考え方が，この図式にははっきりと表されて

いる。バルディンガーは

記号表現の意味というのは，記号の意味

的な対立関係に依存した性格のものであ

り，その関係は少なくとも一つ以上の概

念，または心的な対象をふくむ。

それに対して，概念は，一つ以上の記号

形式（sig磁iant）によって認識される

ものである。

それ故に，この双方を統一的に扱うこと

はできない。

（バルディンガー，1980，154ページ）

と述べている。そうすると，この図式におい

て用いられている「概念」とは，一つ一つの

記号に固有のものではない。ここでの「概創

は，個々の記号とは独立の性格を持ち，それ

は，私たち人間の現実に対する認識活動によ

り密接にかかわるものである。

　バルディンガーの主張を紹介したが，抽象

的な議論で，わかりにくかったかもしれな

い。バルディンガーの説を，簡単な例を使っ

て，もうすこし具体的に追いかけてみる。
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2．2．2．b）

2。2。2．c）
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A　＜　B

山蘭　い

｛筒　い

大　き　い

深　い

。

㊥

o

高　い 深　い ⑯ o 斡

A＜B A＜B o o o

垂　　直 垂　　直 9 ⑳ o

上　向　き 下　向　き o 8 ⑫

基準点 基準点 o o ④

位　　置 位　　置 o o o

o o o ④ ⑤

o ⑦ の ㊥ o

㊦ ② o ㊤ ㊦

何かの対象（A）が他の対象（B）よりも大き

いという関係概念（A＜B）は，人間がいろい

ろな場面で駆使しているものである。表（2．

2．2．b）に見られるように，この概念は，言語

表現としては，「高い」，「深い」，「広い」，「大

きい」，等，様々な表現に含まれている。これ

らの表現を用いる場合に，A＜Bという関係

がそれぞれ認識される。

　他方，表（2．2．2．c）に見られるように，例

えば，「高い」という言語表現の意味は，

（A＜B）というような概念の他に，垂直の座

標軸に，上向きの方向性にかかわるとか，判

断の基準点や対象のある位置についてなどの

概念が複合してでき上がっている。そして，

「高い」という記号表現が，「深い」という記

号表現と違った意味をもっている，つまり意

81

味的に弁別される，というのは，上向きの方

向にかかわるか，下向きの方向にかかわるか

というその観点においてである。

　ところで，この二つの言語表現の記号とし

ての意味の差異性を際立たすことを可能にす

るという意味では，上向きの方向，下向きの

方向という差異性が，現実のどのようなこと

がらと結びついているのかということは，実

際はどうでもよいことである。奇妙に聞こえ

るかもしれないが，上向きの方向が気持ちの

よさのことで，下向きの方向が気味の悪さの

ことであってもかまわない。この二つの記号

は異なった意味を伝えさえずればよいのであ

る。もっとも，この場合気持ちのよさと上

向きの方向ということがらが入れ替わったこ

とについては，記号と現実との関係において

はどこか他のところでッジッマをあわされな

くてはならない。同様に，「高い」，「深い」，

「広い」，「大きい」というような，A＜Bとい

う概念に関る言語表現を用いる場合，A＜B

という概念をA篇Bと入れ替えると，これら

の言語表現は全然使い物にならないように思

われる。しかし，そのように思われるのは見

かけ上のことである．私たち人間は，少なく

とも私たちが認知的な行動を取る場合には，

現実に対しての認知的な像をベースにしてい

る。A＜騒という概念はこの認知的な像を構

成する部分だから，そこの所でA＜8が

Am8のことであったりしたら，私たちの認

知的行動はおかしなことになってしまう。し

かし，言語表現は現実について，いずれにし

ても，なんらかの秩序だった切り分けを行う

ことができるのであり，そのことは言語表現

が言語表現であるための要件を充分に満たす

ものである。

　概念というのは，言語表現から解釈される

意味を組み上げる道具ではあるが，言語表現

の意味そのものとはなんら必然的な関係を持

つものではない。言語表現の意味そのもの

は，言語の持つ歴史に，そして言語の使用者
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にまつわる様々な条件に基礎をおく「慣習」

によって決定されている。

　他方，精神の認知的な行動を考える場合

は，現実を理解し，その現実に触れるために

人間は何らかの概念システムに頼っている。

だから，現実とのかかわりで人間が言語記号

を使ってどのような認知的活動をしているの

かを考察するのであれば，言語によるより

も，むしろ適切な概念による現実の切り分け

が重要になってくるだろう。

　ここの「意味の台形jの議論では，記号の

意味としての議論と，「概念」と現実との関係

についての議論を，別のものとして理解して

いる。そして，「概念」という概念を持ち込ま

なくてはならないのは，言語記号を使った人

間の現実を対象にした認知的な活動を考察す

る場合についてだけである。私の考えでは，

やはり，言語記号そのものを扱う議論の中核

に「概念」という概念はいらない。

　言語記号の意味論的な役割は意味を対立さ

せ，弁別可能にする，その機能にある。この

機能は，意味の多世界的な扱いにおける「言

語表現の真偽を振り分ける関数としての機能

的な役割」に対応するものなのだろう。
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                     On Language and Culture

                                             '                                               '            '

        -To Avpi'd Confusions in Discussing Language and Culture-

                           -•                 Part Two. System of Language Meaning

                             Yoshiharu Takeuchi

  Inpartoneofthispaper(inthepre- meaning,whilethecognitiveconcept
ceeding number of this bulletin), I concerns the classification of things in

have discussed, what is problematic human activities. One ought not to
                                        ignore such differences between theand confusing in discussing matters re-

garding language and cultures. two factors.
  This part two I will make a short ' In the concluding part of this study

surveyofsomerepresentativeideasre- (PartIIItoappearinthenextnumber),
gardingthemeaningoflanguageex- wecanobservelanguageandcultural
pressions:referentialtheory,idealistic problemsmoreclearlyonthebasisof
theory,behavioristictheoryandspeech thediscussioninthispresentwork.
act theory. Thereafter I will present

whatI understand as the system of '
language meaning.
  My idea is essentially based on the
framework of possible world semantics,

which was established by R. Montague.

Iwill also mention the relation between

language meaning, thought and reali-
ties etc, in which I have refferred to
the structuralistic concept of "meaning

trapezium" as proposed by K. Hegar
and K. Baldinger.

 My conclusion in part two is that
one can distinguish "cognitive concepts"

from "linguistic meaning". The linguis-

tic meaning works distinctively, that is

the reference of this expression should

be different from that of another,
because of thus and thus differnce in
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