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ことばの意味とはなにか ―  象徴記号としての言語の創造性 

吉田光演  

 

ことばの役 割  

 ことば，つまり言語にはどんな特徴があるのでしょう？言語は日常生活にと

って不可欠のもので，ふだんはそのような問いを発することはありません。し

かし，ありふれた出来事の中に謎が隠れていることは科学的発見ではよくある

ことです。実際，人類が進化の過程で言語をいかに獲得したか，言語がヒトの

脳にいかに組み込まれているかということは現代科学の謎の一つなのです。  

 

Ⅱ－（ ）－１  言 語 とコミュニケーション  

 「言語ってなに？」と聞かれればどう答えますか？「人間は言語で他者と意

思疎通する。だから，言語はコミュニケーションのための道具だ。」―この考え

方を「言語＝コミュニケーション道具」説と呼びましょう。この説は一見かな

り説得的です。言語がコミュニケーション手段としての役割を果たしているの

は確かです。しかし，「言語＝コミュニケーション道具」説には，①どんな動物

も，言語以外の独自の方法でコミュニケーションを行っている，②言語にはコ

ミュニケーションでは説明できない特徴がある―という問題があります。そこ

で最初に，コミュニケーションのしくみを探ってみましょう。  

 

図１ コミュニケーション・モデル  

            

                     

 

 

記号  ＝  ｛記号表現（表現）＋記号内容（意味）｝ 

 

図１は単純なコミュニケーションのモデルですが，これによればコミュニケ

ーションは，「あるコンテクストの中で，送り手と受け手が記号表現を媒介とし

て意図（記号内容）を伝える」ことと定義できます。記号とは，ある表現が別

のものを代理する（意味する）ものであり，記号表現（表現）と記号内容（意

送り手  記号表現 受け手記号内容  記号内容  

コンテクスト

コード化  （コード）        コード解読 
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味）からできています。たとえば，「ネコ (neko)」という音が記号表現，猫とい

う対象（あるいは概念）が記号内容に対応します。スイスの言語学者で，近代

言語学の創始者といわれるＦ・ソシュール (1857-1913)は，「一般言語学講義」

(1910-11)の中で，記号表現をシニフィアン（意味するもの），記号内容をシニ

フィエ（意味されるもの）と呼び，言語においては両者が紙の表裏のように一

体になっていることを明らかにしました。コミュニケーションは，送り手と受

け手の個体（最低限２人／２つ）によって成立します。送り手と受け手は，共

通する記号の体系（コード）を用いて，コード化（記号内容→記号表現への変

換）とコード解読（記号表現→記号内容への変換）を行う必要があります。日

本語や英語はもちろん，身振りやジェスチャーなどの非言語記号や，モールス

信号や交通信号のような人工記号もコードの一種といえます。  

コミュニケーションをこのように定義すると，ミツバチやアリ，鳥，ネコな

ど，多くの動物がコミュニケーションを行っていることになります。アリはフ

ェロモンの匂いで臭覚コミュニケーションを行い，ホタルは光の点滅によって

視覚コミュニケーションを，ネコは頭をこすりあって触覚コミュニケーション

を行います。鳥のさえずりにも複雑なパターンがあり，求愛を目的としたコミ

ュニケーションを行います。ミツバチのダンスも有名です。ミツバチは蜜を見

つけると巣に戻って，蜜がどこにあるかを他のミツバチに知らせます。エサが

近いと，時計回りと反時計周りを繰り返す円舞を踊り，エサ場が遠いときは，

８の字に回る尻振りダンスを踊る。８の字の円がクロスする直線部分と地面に

垂直線を下ろした角度がエサ場の方向を表します。このダンスによって，エサ

の情報（エサ場の距離と方角）を伝達します。類人猿はさらに高度なコミュニ

ケーションを行います。特に，チンパンジーによく似たボノボという類人猿は，

知能が高く，人間が教えてやると，図形によって人間とコミュニケーションす

ることも可能です。ジョージア州立大学言語研究センターで育てられたボノボ

のカンジは，言語を理解する天才ボノボとして一躍有名になりました。  

おいしいものはどこか，敵はどこか，なかよくしよう  ―  複数の個体が集ま

って社会を作る動物なら，情報交換のために動物固有の記号の交換，つまりコ

ミュニケーションを行っています。動物に人間の言語が理解できないように，

それらのコードが人間には理解できないだけなのです。したがって，「言語＝コ

ミュニケーション道具」説は，言語を特徴づけるには不十分なのです。  

 

コミュニケーションにおけるコンテクストの役 割  
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人間以外の動物がコミュニケーションを行っているとしても，それはエサの

獲得や敵の威嚇など，本能行動に限定されている。一方，言語にはその場限り

の 目 的 で はな く ， 人 生の 意 義 や 平和 な ど の 高度 な 内 容 が伝 え ら れ るで は な い

か？そのような疑問が生じるのは当然です。そこで，言語の定義を「言語は高

度な内容を伝達するコミュニケーションの道具だ」と修正してみてはどうでし

ょう？しかし，この修正案にも問題があります。そもそも，コミュニケーショ

ンを目的とするとき，動物のコミュニケーションが低レベルで，人間のコミュ

ニケーションが高度であると区別することは困難です。コミュニケーションで

は，送り手―受け手の意思疎通がポイントであり，効率のよい伝達が求められ

ます。図１の説明では，記号に焦点を当てましたが，送り手と受け手を取り巻

くコンテクスト（状況，その場にある物，背景知識）も，意思疎通のための重

要な役割を担っています。エサの捕獲や求愛行動などの動物のコミュニケーシ

ョンは，目の前の動物が敵か味方か，知覚された物がエサかどうかといったぐ

あいに，その場その場の状況と深く関係しています。多くの動物の求愛行動は，

春などの特定の時期に限定されています。また，ネコや犬などのペットと，飼

い主の人間の間で，スキンシップを通じて心が通じ合う（意思疎通する）共感

が得られることがありますが，これも純粋な記号の伝達というより，コンテク

スト・状況の共有によって可能になるといえます。  

私たちは，小説や論文など，書かれたテクストを文字情報，つまり言語とし

て重視しがちです。しかし，文字・音声情報と同等に，それを取り巻くコンテ

クストが意思疎通を支えていることも見逃せません。たとえば，会話では送り

手と受け手が同じ場にいて，目の前にある空間，モノなどの視覚情報や，時間

情報など，多くのコンテクストを共有しています。こうした対面的コミュニケ

ーションでは，記号＝言語の表現量は少なくてもかまいません。２人で道を歩

いていてすぐ後ろから自転車が来たとき，「危ない！」と一言で注意せず，「後

方から自転車が近づいてきた。横に寄らないと，きみは自転車にぶつかってし

まうだろう。」などと正確に伝えるでしょうか？「コーヒーを入れてもってきて

くれる？」という要求は，「コーヒー」という単語（一語文）で済み，同じ「コ

ーヒー」という発話で，「コーヒーはそこに置いてあるから飲んで」と申し出を

することもできます（相手＝コンテクストによりけりですが）。  

「目は口ほどに物を言う」ということわざがありますが，顔の表情，声の調

子，しぐさや手振り，相手との距離などの非言語的な表現要素がコンテクスト

と関わっています。コミュニケーション状況を考慮しますと，およそコンテク
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ストを無視した記号伝達の分析は不十分なのです。つまり，言語（記号）は万

能ではなく，「記号は，コンテクストに埋め込まれてはじめて円滑なコミュニケ

ーションを可能にする」のです。コンテクストは人間，動物に関係なく重要で

す。大切なことは，自分の気持ちを伝え理解させたいという意図と，相手を理

解しようとする共感であり，コンテクストはこれらを具体化する共通基盤を形

成します。つまり，意思疎通する＝通じ合うという観点からみれば，言語がそ

れ自体で高度なコミュニケーションを実現するのでなく，言語は通じ合うため

のさまざまの手段の中の一つの要素にすぎないといえるでしょう。  

 

交話的コミュニケーション 

出会ったときや別れのあいさつ，握手，お辞儀などの行動も，意味（記号

内容）は少ないですが，共通コンテクストを作り出すための重要な儀式で，

「交話的 (phat ic )コミュニケーション」と呼ばれています。  

 

 

現 場 指 示 から独 立 した言 語  

では，人間の言語において高度な内容の表現を可能にしているものはなんで

しょう？上に述べた内容とは逆になりますが，コミュニケーションでのコンテ

クストの重要性とは逆に，言語はコンテクストを離れた内容を表現しうるとい

う特徴があります。人間の言語は，しぐさや鳴き声とは違って，色々なことを

表せます。「昨日見た映画には感動した」とか，「 30 年後の地球のことを想像す

ると心配だ」といったように，時空を超えたことがらを言語で表現することが

できます。また，自宅の部屋で机に向って日記をつけているときは，コミュニ

ケーションの受け手さえいません。つまり，人間の言語は，「今」と「ここ」に

縛られない世界を表現することができるのです。これは，「現場指示からの独立」

と呼べるでしょう。現場指示というのは，実際に発話文脈に存在する人，モノ，

場所を指し示すことです。もちろん言語は，コンテクストと結びついて，現場

指示を行うことができます。しかしそれ以上に，現場にないモノや出来事を描

写することができる特徴をもっています。確かに，ミツバチのダンスもその場

にないエサの情報を表し，その意味で現場指示から独立していますが，それは

エサ場と巣の直接的な空間関係を超えることはできません（「あそこの花の蜜は

３日後がうまそうだから３日後に行こう」といった内容をダンスで伝えること

はできない）。道具を使いこなす知性をもったチンパンジーやボノボについては
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よくわかっていませんが，過去の出来事や未来を表す表現力はもっていないと

いわれています。他方，人間の言語にはそんな制約はありません。送り手と聞

き手の間の共通コンテクストがない（電話やメールなどの）非対面コミュニケ

ーションでも，言語によって状況を表現し，伝えることができます。  

 

Ⅱ－（ ）－２  記 号 としての言 語  

人間は，言語によってコミュニケーションの場（コンテクスト）に束縛され

ずに自由に考えを表現できます。これは，言語をコミュニケーションの道具と

して見る立場からは説明できません。むしろ，記号としての言語の形式的特徴

を分析することによってはじめて見えてくるのです。そこで，Ｃ・パースの分

類を参考にして記号の種類を分類しましょう。  

 (1)  類像記号（アイコン： icon）  

   (^o^)   :-)   :-(    一 二 三 Ⅰ  Ⅱ Ⅲ  
類像記号は，コンピュータ用語のアイコンも含みますが，より広い概念です。

記号表現と記号内容の間の関係が類似している，動機づけ（相似関係）がある

ものです。たとえば，地図と現場，絵と対象，ジェスチャーによる模写など，

記号表現（絵）を見れば，指し示す内容が理解できるものです。視覚記号がほ

とんどですが，音声記号でも擬音語・擬態語は類像記号の一種と考えられます

（鳥の「カッコー」は鳴き声に由来。英語では cuckoo，ドイツ語では Kuckuck）。

メールに使う絵文字なども類像記号ですが，面白いことに日本語と英語のフェ

ースマークは方向が異なっています（タテに見るかヨコに見るか）。表意文字も

元来，類像記号として成立したもので，漢字の由来もほとんどが類像的です。

数を表す漢字の「一，ニ，三」とローマ数字の「Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ」がヨコとタテの

違いはあるものの，直線の数の増加によって類像的に数を表していることも面

白い現象です。どちらも，４以上は「四」「Ⅳ」と類像的ではなくなってしまい

ます（鈴木孝夫『教養としての言語学』，岩波書店， 1996 年）。  

 (2) 指標記号  (インデックス： index)  

灰色雲→雨  煙→火   温度計→気温  人の発熱→病気  

ホワイトハウス→アメリカ大統領 ドアをノック→来客  

記号表現が隣接的に記号内容を指し示しているもの，何かのきざしやあらわ

れ（原因と結果の因果関係など）というように，間接的なつながりをもってい

るものです。風向きを示す風見鶏も指標記号の一種です。  
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(3)  象徴記号  (シンボル： symbol)  

  ○i     天秤  →正義  

記号表現と記号内容の結びつきが希薄であるもの，動機づけが少なく，記号

表現と記号内容の関係づけが社会的な約束，慣習に基づくものを「象徴記号」

と呼びます。ハートマークが心を指すことは常識的ですが，心や心臓と同じ形

をしているわけではありません。〒マーク（日本でのみ郵便）や ○i （インフォ

メーション）が通じない地域はたくさんあるでしょう。左から４番目の記号は

「平和」を意味するピースマークです。これは元々平和の象徴であった「ハト」

の足を類像的にアイコン化したものですが，ハトの足であることは次第に忘れ

られ，単なる約束事になってしまいました。つまり，「ハト」（象徴）→平和→

（類像）→足→（象徴）→平和という変化をたどったわけです。 

音声言語としての人間の言語は，類像，指標，象徴のどれにあたるでしょう

か？もうおわかりでしょうが，言語は基本的に象徴記号といえます。確かに，

漢字などの表意文字は類像的ですが，言語は，発生的にも本質的にも音声言語

が一次的なもので，文字は二次的な記号です（文字のない言語もあり，子供は

音声言語をまず獲得する）。言語の記号表現には（「カッコー」などの例外を除

けば），記号内容を決定する理由はありません。たとえば，日本語の「やま」，

英語の mounta in，中国語の shān，ドイツ語の Berg という音声（記号表現）を

比べると，これらの記号表現の音声的性質は違いますが，どれも同じ記号内容，

つまり「山」という具体的対象や概念を意味しています。  

 

図２                                                     

  やま (yama)  mountain        shān        Berg      記号表現  

 

                                                        記号内容 

 

外国語を比較すると，音と意味の結びつきが個々の言語での約束ごとで，必然

的なものではないことがわかります。これをソシュールは「記号の恣意性」と呼

びました。恣意的というのは悪い意味でなく，約束ごとで多種多様に作っていけ

るからこそ，新しい単語，新しい表現を創造的に作り出すことができるわけです。

意味するものと，意味されるモノの間の関係が自由な約束によって結びつくもの

が象徴記号であり，記号としての生産性・創造性を含んでいるのです。  
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Ⅱ－（ ）－３  言 語 の創 造 性  ―  文 の無 限 生 成  

 言語によって現場指示から独立した自由な表現が可能になったのは，言語が象

徴記号であったからです。しかし，それだけではありません。交通信号も象徴記

号ですが，ほかの色を足してもせいぜい 12色です。黄土色や水色など中間色を増

やすと，記号としての弁別力が落ちます。決定的なことは，記号表現を組み合わ

せて，より大きな記号表現を作れるかどうかです。信号標識の赤・青・黄を組み

合わせて別の意味を作り出すことはできません（記号表現と記号内容が固定）。

一方，言語音では，それぞれの音に意味は付着していないかわりに，自由に組み

合わせられます。たとえば，「ア」「イ」「カ」の３つから，「アカイ（赤い）」

「アイカ（愛か，哀歌）」「アイ（愛，藍，合い）」「アカ（赤，垢）」「カイ

（会，貝）」「イカ（以下，烏賊）」「イ（胃）」「カ（蚊）」―などの記号表

現（単語や句）が作れます。さらに，単語や句にとどまらず，文に拡大すると，

言語が作りだす文の数には限りがありません。たとえば，落語の「風が吹けば桶

屋」式の話を全部つなげて，「風が吹くと砂が飛んで，砂が飛ぶと砂粒が目に

入り・・・」と一文にすると，かなり長い文ができます。日本語の「―と思った」

や，英語の接続詞  and  や， sa id  tha t ,  th ink(s)  that…のような動詞と接続詞によっ

て，文をつなぐ，または埋め込むと，同様に長い文章を次々と作り出せます。単

語や語句を組み合わせて，文を作っていくしくみが文法規則ですが，文法規則に

よる単語・文の組み合わせには，「重文や複文の組み合わせは４つまで」といっ

た上限はありません（記憶量の限界はあって，それを暗誦するのは困難でしょう

が）。かりに世界最長の文Ｘを作ったところで，その文Ｘに，「Ｘと，Ａ氏は言

った」と付け加えて文を別の文の中に埋め込むだけで，また長い文ができてしま

います。自然数Ｎに１を加えたＮ＋１も自然数であるのと似たようなものです。

つまり，組み合わせが無限に可能であるということが言語の特徴です。  

言語学者 N・チョムスキーは，無限の文を作り出す文法を「生成文法」と名づ

け，言語の文は，単純な句を繰り返し組み立てていく普遍的な生成の規則によっ

て成り立っており，人間の子供はその規則を生まれながらにして脳内に組み込ん

でいるのだと主張しました。このようにとらえると，「言語は現場指示から独立

した出来事を表現しうる象徴記号であり，その単語から作る文は無限に生成でき

る」という言語の特徴を導き出すことができます。図形コミュニケーションでは

天才的な能力を発揮する類人猿のボノボも，多くの図形を記憶して，使用できる

ようですが，図形の組み合わせについては３語程度だと言われていて（ I  +  ea t  +  

banana  ＝「ボク・バナナ・タベル」のような文），文の繰り返しを可能にする
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接続詞を使いこなして，４語や５語の文を作り出すことは困難です。これは，３

歳児くらいの幼児が独り言などで長々としゃべり続けることと好対照です。こう

した事実から，無限生成を可能にする言語は，ヒトが種として獲得した本能的な

能力の一つであると考えられています。  

 

Ⅱ－（ ）－４  言 語 の意 味  

以上の考察で，言語とは，音と意味からなる象徴記号であり，語の組み合わ

せが無限で，現場指示から独立しており，人類の祖先が進化の過程で獲得した

本能的能力である―という見方が得られました。むろん，これは一つの仮説で，

観察や実験によって検証されなければなりません。さらにもう一歩進めて，言

語の「意味」とはなにかについて考えてみましょう（ここでは，記号表現とし

ての音声については触れません）。  

意味とはなにかについては，難しい哲学的な議論がなされてきました。大別

すると，実在的立場（意味の対象は実際に存在する事物である）と，観念的立

場（意味の対象は心の中にあるイメージ・概念である）という２つの説があり

ます。実在的観点に立てば，「ネコ」はその場にいる動物の猫を指す，あるいは

猫の集まり（集合）を指すことになり，観念論的に考えると，「ネコ」は猫につ

いての心（脳）の中の表象であるということになります。  

(4)  「ネコ」 →（実際の）＜猫＞を指示する。  

(5)  「ネコ」   →（心の中のイメージの）＜猫＞と結びつく。  

この２つの対立は根深いものがあり，簡単には説明できませんが，言語の分析

ではどちらの方向も必要です。言語のもつ意味（機能）について，ドイツの言

語哲学者カール・ビューラーの図に基づいて考えてみましょう。  

                    

図３ 対象  出来事  

     

                                 

                          

               

 

 

言語のオルガノン・モデル（カール・ビューラー） 

  

アピール機能  

描写機能  

聞き手  話者   

 言語  

表出機能  
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「ネコ」が目の前の猫を指し示すようなばあい，語の「指示」作用と呼びます。

語が対象物を指示し，文が出来事を表す言語の機能を一般に，「描写機能」と呼

びます。たとえば，雨が降ってきて，話者が「雨が降っている」と言ったとし

ます。この文の発話は，現実世界の描写機能を表しています。文によって表さ

れた意味が，実際の出来事と一致していれば「真」，違っていれば「偽」になり

ます。つまり，描写機能は，意味の実在的な見方と一致しています。一方，「雨

がやんだら散歩したいなあ」と話し手が話せば，それは，話者の願望・感情を

表しています。これは言語の「表出機能」です。「あっ痛い！」といった痛みの

表現は，純粋な表出機能の表現といえます。願望や感情は観念的なものと考え

られますので，観念的な立場でうまく説明できます。しかし，「感情は話者の中

に実在するのだ」と考えると，実在論でも説明できるでしょう。また，「洗濯物

を取り込んで」と聞き手に言えば，それは聞き手への要求，「アピール機能」を

表します。要求は発話時のあとに聞き手によって実現されるべき事態ですから，

厳密にいえば，実在的なものではありません（真偽で判断できない）。いずれに

せよ，言語にはこのような３層の機能＝意味があることは確かでしょう。  

図３の描写機能がかかわる出来事は，「今」と「ここ」を越えた広がりをもち

ます。たとえば，「昨年は雨が少なかった」といった過去の出来事も描写できま

す。「家に帰って洗濯物を取り込もう」という発話は，「ここ」を超えた表出機

能といえます。小説は，虚構の世界を作り出して描写することができます。実

在論の見方を拡張して，「ある言語表現が真実なら，その表現が描写している対

象や出来事はどうなっているのか」を言語が表すのだと考えれば，実在的な意

味と観念的な意味の考え方は両立可能になるでしょう。  

 

意味論と語用論 

図３で，言語と対象・出来事の関係（描写機能）に限定して意味を扱う領

域を「意味論」と呼び，話者と聞き手，コンテクストを入れ，描写機能・

表種機能・アピール機能を扱う立場を「語用論」と呼びます。語用論は，

具体的な言語の意味を扱いますが，それだけ記述が複雑になります。  

 

Ⅱ－（ ）－５  結 び  

一見ありふれた言語を問い直すと，その背後に深い問題が広がっていること

が見えてくるでしょう。言語の意味とコミュニケーションの関係をいま一度整

理すると，次のように図式化することができると思われます。  
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図４  (a )                  (b)  

                 言語 

           コンテクスト 

 

言語による伝達は，言語（記号）とコンテクストからできています。言語とコ

ンテクストの関係は，海に浮かぶ氷山の先と海中に隠れた氷山の下部の関係の

ようです。リアルタイムの現場を共有する動物のコミュニケーションや会話で

は， (a )のように記号（言語）は氷山の一角にすぎず，水中の大きなコンテクス

トが意思疎通を支えています。一方，人間社会のように多くの人々がかかわる

社会では，(b)のように共有するコンテクストがごくわずかしかない場合があり

ます。初対面の相手，過去の出来事の記述，将来の計画の記述，物語などのテ

クストは，(b )の逆三角形のごとく，言語によってはじめて展開できるものです。

言語はこのように希薄なコンテクストの下でも，多くの情報を表現しうる記号

としての能力を備えています。言語記号の象徴性，単語と意味の自由な組み合

わせのメカニズム，現場に依存しない自立した思想の表現こそ人類が手にした

言語という武器の根源的な力であるといえるでしょう。  

身近なことばの意味論は，これからの発展が期待されます。文の意味を厳密

に単語の意味とその組み合わせから論理的に算出する形式意味論が 20 世紀か

ら現代にかけて発展しました。また，人間がモノを認識する認知の仕方が言語

表現の意味に反映されるという認知意味論も活発です。これらについては，「も

っと知りたい人のために」の文献を読んでください。  

 

♦♦もっと知りたい人のために♦♦  

・ N・チョムスキー（福井直樹他訳）『生成文法の企て』，岩波書店， 2003 年 .  

・橋元良明（編著）『コミュニケーション学への招待』，大修館書店， 1997 年 .  

・加賀野井秀一『 20 世紀言語学入門』，講談社現代新書， 1995 年 .  

・S・ピンカー（椋田直子訳）『言語を生み出す本能』（上・下），NHK ブックス，

1995 年 .  

・鈴木孝夫『教養としての言語学』，岩波書店， 1996 年 .  

・吉田光演  他（共著）『現代ドイツ言語学入門』，大修館書店， 2001 年 .  
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Ⅱ‐( )


ことばの意味とはなにか ― 象徴記号としての言語の創造性


吉田光演


ことばの役割


　ことば，つまり言語にはどんな特徴があるのでしょう？言語は日常生活にとって不可欠のもので，ふだんはそのような問いを発することはありません。しかし，ありふれた出来事の中に謎が隠れていることは科学的発見ではよくあることです。実際，人類が進化の過程で言語をいかに獲得したか，言語がヒトの脳にいかに組み込まれているかということは現代科学の謎の一つなのです。


Ⅱ－（　）－１　　言語とコミュニケーション　


　「言語ってなに？」と聞かれればどう答えますか？「人間は言語で他者と意思疎通する。だから，言語はコミュニケーションのための道具だ。」―この考え方を「言語＝コミュニケーション道具」説と呼びましょう。この説は一見かなり説得的です。言語がコミュニケーション手段としての役割を果たしているのは確かです。しかし，「言語＝コミュニケーション道具」説には，①どんな動物も，言語以外の独自の方法でコミュニケーションを行っている，②言語にはコミュニケーションでは説明できない特徴がある―という問題があります。そこで最初に，コミュニケーションのしくみを探ってみましょう。


図１　コミュニケーション・モデル


　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　   　　　　　  


記号　＝　｛記号表現（表現）＋記号内容（意味）｝


図１は単純なコミュニケーションのモデルですが，これによればコミュニケーションは，「あるコンテクストの中で，送り手と受け手が記号表現を媒介として意図（記号内容）を伝える」ことと定義できます。記号とは，ある表現が別のものを代理する（意味する）ものであり，記号表現（表現）と記号内容（意味）からできています。たとえば，「ネコ(neko)」という音が記号表現，猫という対象（あるいは概念）が記号内容に対応します。スイスの言語学者で，近代言語学の創始者といわれるＦ・ソシュール(1857-1913)は，「一般言語学講義」(1910-11)の中で，記号表現をシニフィアン（意味するもの），記号内容をシニフィエ（意味されるもの）と呼び，言語においては両者が紙の表裏のように一体になっていることを明らかにしました。コミュニケーションは，送り手と受け手の個体（最低限２人／２つ）によって成立します。送り手と受け手は，共通する記号の体系（コード）を用いて，コード化（記号内容→記号表現への変換）とコード解読（記号表現→記号内容への変換）を行う必要があります。日本語や英語はもちろん，身振りやジェスチャーなどの非言語記号や，モールス信号や交通信号のような人工記号もコードの一種といえます。


コミュニケーションをこのように定義すると，ミツバチやアリ，鳥，ネコなど，多くの動物がコミュニケーションを行っていることになります。アリはフェロモンの匂いで臭覚コミュニケーションを行い，ホタルは光の点滅によって視覚コミュニケーションを，ネコは頭をこすりあって触覚コミュニケーションを行います。鳥のさえずりにも複雑なパターンがあり，求愛を目的としたコミュニケーションを行います。ミツバチのダンスも有名です。ミツバチは蜜を見つけると巣に戻って，蜜がどこにあるかを他のミツバチに知らせます。エサが近いと，時計回りと反時計周りを繰り返す円舞を踊り，エサ場が遠いときは，８の字に回る尻振りダンスを踊る。８の字の円がクロスする直線部分と地面に垂直線を下ろした角度がエサ場の方向を表します。このダンスによって，エサの情報（エサ場の距離と方角）を伝達します。類人猿はさらに高度なコミュニケーションを行います。特に，チンパンジーによく似たボノボという類人猿は，知能が高く，人間が教えてやると，図形によって人間とコミュニケーションすることも可能です。ジョージア州立大学言語研究センターで育てられたボノボのカンジは，言語を理解する天才ボノボとして一躍有名になりました。

おいしいものはどこか，敵はどこか，なかよくしよう ― 複数の個体が集まって社会を作る動物なら，情報交換のために動物固有の記号の交換，つまりコミュニケーションを行っています。動物に人間の言語が理解できないように，それらのコードが人間には理解できないだけなのです。したがって，「言語＝コミュニケーション道具」説は，言語を特徴づけるには不十分なのです。


コミュニケーションにおけるコンテクストの役割


人間以外の動物がコミュニケーションを行っているとしても，それはエサの獲得や敵の威嚇など，本能行動に限定されている。一方，言語にはその場限りの目的ではなく，人生の意義や平和などの高度な内容が伝えられるではないか？そのような疑問が生じるのは当然です。そこで，言語の定義を「言語は高度な内容を伝達するコミュニケーションの道具だ」と修正してみてはどうでしょう？しかし，この修正案にも問題があります。そもそも，コミュニケーションを目的とするとき，動物のコミュニケーションが低レベルで，人間のコミュニケーションが高度であると区別することは困難です。コミュニケーションでは，送り手―受け手の意思疎通がポイントであり，効率のよい伝達が求められます。図１の説明では，記号に焦点を当てましたが，送り手と受け手を取り巻くコンテクスト（状況，その場にある物，背景知識）も，意思疎通のための重要な役割を担っています。エサの捕獲や求愛行動などの動物のコミュニケーションは，目の前の動物が敵か味方か，知覚された物がエサかどうかといったぐあいに，その場その場の状況と深く関係しています。多くの動物の求愛行動は，春などの特定の時期に限定されています。また，ネコや犬などのペットと，飼い主の人間の間で，スキンシップを通じて心が通じ合う（意思疎通する）共感が得られることがありますが，これも純粋な記号の伝達というより，コンテクスト・状況の共有によって可能になるといえます。


私たちは，小説や論文など，書かれたテクストを文字情報，つまり言語として重視しがちです。しかし，文字・音声情報と同等に，それを取り巻くコンテクストが意思疎通を支えていることも見逃せません。たとえば，会話では送り手と受け手が同じ場にいて，目の前にある空間，モノなどの視覚情報や，時間情報など，多くのコンテクストを共有しています。こうした対面的コミュニケーションでは，記号＝言語の表現量は少なくてもかまいません。２人で道を歩いていてすぐ後ろから自転車が来たとき，「危ない！」と一言で注意せず，「後方から自転車が近づいてきた。横に寄らないと，きみは自転車にぶつかってしまうだろう。」などと正確に伝えるでしょうか？「コーヒーを入れてもってきてくれる？」という要求は，「コーヒー」という単語（一語文）で済み，同じ「コーヒー」という発話で，「コーヒーはそこに置いてあるから飲んで」と申し出をすることもできます（相手＝コンテクストによりけりですが）。


「目は口ほどに物を言う」ということわざがありますが，顔の表情，声の調子，しぐさや手振り，相手との距離などの非言語的な表現要素がコンテクストと関わっています。コミュニケーション状況を考慮しますと，およそコンテクストを無視した記号伝達の分析は不十分なのです。つまり，言語（記号）は万能ではなく，「記号は，コンテクストに埋め込まれてはじめて円滑なコミュニケーションを可能にする」のです。コンテクストは人間，動物に関係なく重要です。大切なことは，自分の気持ちを伝え理解させたいという意図と，相手を理解しようとする共感であり，コンテクストはこれらを具体化する共通基盤を形成します。つまり，意思疎通する＝通じ合うという観点からみれば，言語がそれ自体で高度なコミュニケーションを実現するのでなく，言語は通じ合うためのさまざまの手段の中の一つの要素にすぎないといえるでしょう。




交話的コミュニケーション


出会ったときや別れのあいさつ，握手，お辞儀などの行動も，意味（記号内容）は少ないですが，共通コンテクストを作り出すための重要な儀式で，「交話的(phatic)コミュニケーション」と呼ばれています。


現場指示から独立した言語


では，人間の言語において高度な内容の表現を可能にしているものはなんでしょう？上に述べた内容とは逆になりますが，コミュニケーションでのコンテクストの重要性とは逆に，言語はコンテクストを離れた内容を表現しうるという特徴があります。人間の言語は，しぐさや鳴き声とは違って，色々なことを表せます。「昨日見た映画には感動した」とか，「30年後の地球のことを想像すると心配だ」といったように，時空を超えたことがらを言語で表現することができます。また，自宅の部屋で机に向って日記をつけているときは，コミュニケーションの受け手さえいません。つまり，人間の言語は，「今」と「ここ」に縛られない世界を表現することができるのです。これは，「現場指示からの独立」と呼べるでしょう。現場指示というのは，実際に発話文脈に存在する人，モノ，場所を指し示すことです。もちろん言語は，コンテクストと結びついて，現場指示を行うことができます。しかしそれ以上に，現場にないモノや出来事を描写することができる特徴をもっています。確かに，ミツバチのダンスもその場にないエサの情報を表し，その意味で現場指示から独立していますが，それはエサ場と巣の直接的な空間関係を超えることはできません（「あそこの花の蜜は３日後がうまそうだから３日後に行こう」といった内容をダンスで伝えることはできない）。道具を使いこなす知性をもったチンパンジーやボノボについてはよくわかっていませんが，過去の出来事や未来を表す表現力はもっていないといわれています。他方，人間の言語にはそんな制約はありません。送り手と聞き手の間の共通コンテクストがない（電話やメールなどの）非対面コミュニケーションでも，言語によって状況を表現し，伝えることができます。


Ⅱ－（　）－２　　記号としての言語


人間は，言語によってコミュニケーションの場（コンテクスト）に束縛されずに自由に考えを表現できます。これは，言語をコミュニケーションの道具として見る立場からは説明できません。むしろ，記号としての言語の形式的特徴を分析することによってはじめて見えてくるのです。そこで，Ｃ・パースの分類を参考にして記号の種類を分類しましょう。


 (1) 類像記号（アイコン：icon）



　
  (^o^)   :-)   :-(    一　二　三　Ⅰ  Ⅱ　Ⅲ

類像記号は，コンピュータ用語のアイコンも含みますが，より広い概念です。記号表現と記号内容の間の関係が類似している，動機づけ（相似関係）があるものです。たとえば，地図と現場，絵と対象，ジェスチャーによる模写など，記号表現（絵）を見れば，指し示す内容が理解できるものです。視覚記号がほとんどですが，音声記号でも擬音語・擬態語は類像記号の一種と考えられます（鳥の「カッコー」は鳴き声に由来。英語ではcuckoo，ドイツ語ではKuckuck）。メールに使う絵文字なども類像記号ですが，面白いことに日本語と英語のフェースマークは方向が異なっています（タテに見るかヨコに見るか）。表意文字も元来，類像記号として成立したもので，漢字の由来もほとんどが類像的です。数を表す漢字の「一，ニ，三」とローマ数字の「Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ」がヨコとタテの違いはあるものの，直線の数の増加によって類像的に数を表していることも面白い現象です。どちらも，４以上は「四」「Ⅳ」と類像的ではなくなってしまいます（鈴木孝夫『教養としての言語学』，岩波書店，1996年）。


　(2)　指標記号 (インデックス：index)


灰色雲→雨　　煙→火　　温度計→気温　　人の発熱→病気　

ホワイトハウス→アメリカ大統領　ドアをノック→来客


記号表現が隣接的に記号内容を指し示しているもの，何かのきざしやあらわれ（原因と結果の因果関係など）というように，間接的なつながりをもっているものです。風向きを示す風見鶏も指標記号の一種です。


(3) 象徴記号 (シンボル：symbol)



　
　 eq \o\ac(○,i)　
　　 天秤　→正義

記号表現と記号内容の結びつきが希薄であるもの，動機づけが少なく，記号表現と記号内容の関係づけが社会的な約束，慣習に基づくものを「象徴記号」と呼びます。ハートマークが心を指すことは常識的ですが，心や心臓と同じ形をしているわけではありません。〒マーク（日本でのみ郵便）や eq \o\ac(○,i)（インフォメーション）が通じない地域はたくさんあるでしょう。左から４番目の記号は「平和」を意味するピースマークです。これは元々平和の象徴であった「ハト」の足を類像的にアイコン化したものですが，ハトの足であることは次第に忘れられ，単なる約束事になってしまいました。つまり，「ハト」（象徴）→平和→（類像）→足→（象徴）→平和という変化をたどったわけです。


音声言語としての人間の言語は，類像，指標，象徴のどれにあたるでしょうか？もうおわかりでしょうが，言語は基本的に象徴記号といえます。確かに，漢字などの表意文字は類像的ですが，言語は，発生的にも本質的にも音声言語が一次的なもので，文字は二次的な記号です（文字のない言語もあり，子供は音声言語をまず獲得する）。言語の記号表現には（「カッコー」などの例外を除けば），記号内容を決定する理由はありません。たとえば，日本語の「やま」，英語のmountain，中国語のshān，ドイツ語のBergという音声（記号表現）を比べると，これらの記号表現の音声的性質は違いますが，どれも同じ記号内容，つまり「山」という具体的対象や概念を意味しています。


図２　　　　　                                              

  やま(yama)　　mountain        shān 　　     Berg      記号表現 




                                                        記号内容


外国語を比較すると，音と意味の結びつきが個々の言語での約束ごとで，必然的なものではないことがわかります。これをソシュールは「記号の恣意性」と呼びました。恣意的というのは悪い意味でなく，約束ごとで多種多様に作っていけるからこそ，新しい単語，新しい表現を創造的に作り出すことができるわけです。意味するものと，意味されるモノの間の関係が自由な約束によって結びつくものが象徴記号であり，記号としての生産性・創造性を含んでいるのです。


Ⅱ－（　）－３　　言語の創造性　― 文の無限生成


 言語によって現場指示から独立した自由な表現が可能になったのは，言語が象徴記号であったからです。しかし，それだけではありません。交通信号も象徴記号ですが，ほかの色を足してもせいぜい12色です。黄土色や水色など中間色を増やすと，記号としての弁別力が落ちます。決定的なことは，記号表現を組み合わせて，より大きな記号表現を作れるかどうかです。信号標識の赤・青・黄を組み合わせて別の意味を作り出すことはできません（記号表現と記号内容が固定）。一方，言語音では，それぞれの音に意味は付着していないかわりに，自由に組み合わせられます。たとえば，「ア」「イ」「カ」の３つから，「アカイ（赤い）」「アイカ（愛か，哀歌）」「アイ（愛，藍，合い）」「アカ（赤，垢）」「カイ（会，貝）」「イカ（以下，烏賊）」「イ（胃）」「カ（蚊）」―などの記号表現（単語や句）が作れます。さらに，単語や句にとどまらず，文に拡大すると，言語が作りだす文の数には限りがありません。たとえば，落語の「風が吹けば桶屋」式の話を全部つなげて，「風が吹くと砂が飛んで，砂が飛ぶと砂粒が目に入り・・・」と一文にすると，かなり長い文ができます。日本語の「―と思った」や，英語の接続詞 and や，said that, think(s) that…のような動詞と接続詞によって，文をつなぐ，または埋め込むと，同様に長い文章を次々と作り出せます。単語や語句を組み合わせて，文を作っていくしくみが文法規則ですが，文法規則による単語・文の組み合わせには，「重文や複文の組み合わせは４つまで」といった上限はありません（記憶量の限界はあって，それを暗誦するのは困難でしょうが）。かりに世界最長の文Ｘを作ったところで，その文Ｘに，「Ｘと，Ａ氏は言った」と付け加えて文を別の文の中に埋め込むだけで，また長い文ができてしまいます。自然数Ｎに１を加えたＮ＋１も自然数であるのと似たようなものです。つまり，組み合わせが無限に可能であるということが言語の特徴です。


言語学者N・チョムスキーは，無限の文を作り出す文法を「生成文法」と名づけ，言語の文は，単純な句を繰り返し組み立てていく普遍的な生成の規則によって成り立っており，人間の子供はその規則を生まれながらにして脳内に組み込んでいるのだと主張しました。このようにとらえると，「言語は現場指示から独立した出来事を表現しうる象徴記号であり，その単語から作る文は無限に生成できる」という言語の特徴を導き出すことができます。図形コミュニケーションでは天才的な能力を発揮する類人猿のボノボも，多くの図形を記憶して，使用できるようですが，図形の組み合わせについては３語程度だと言われていて（I + eat + banana ＝「ボク・バナナ・タベル」のような文），文の繰り返しを可能にする接続詞を使いこなして，４語や５語の文を作り出すことは困難です。これは，３歳児くらいの幼児が独り言などで長々としゃべり続けることと好対照です。こうした事実から，無限生成を可能にする言語は，ヒトが種として獲得した本能的な能力の一つであると考えられています。


Ⅱ－（　）－４　　言語の意味


以上の考察で，言語とは，音と意味からなる象徴記号であり，語の組み合わせが無限で，現場指示から独立しており，人類の祖先が進化の過程で獲得した本能的能力である―という見方が得られました。むろん，これは一つの仮説で，観察や実験によって検証されなければなりません。さらにもう一歩進めて，言語の「意味」とはなにかについて考えてみましょう（ここでは，記号表現としての音声については触れません）。


意味とはなにかについては，難しい哲学的な議論がなされてきました。大別すると，実在的立場（意味の対象は実際に存在する事物である）と，観念的立場（意味の対象は心の中にあるイメージ・概念である）という２つの説があります。実在的観点に立てば，「ネコ」はその場にいる動物の猫を指す，あるいは猫の集まり（集合）を指すことになり，観念論的に考えると，「ネコ」は猫についての心（脳）の中の表象であるということになります。


(4) 「ネコ」　→（実際の）＜猫＞を指示する。


(5) 「ネコ」  →（心の中のイメージの）＜猫＞と結びつく。


この２つの対立は根深いものがあり，簡単には説明できませんが，言語の分析ではどちらの方向も必要です。言語のもつ意味（機能）について，ドイツの言語哲学者カール・ビューラーの図に基づいて考えてみましょう。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図３


　　　　


                              　 


　　　　　　　　　　　　　　


言語のオルガノン・モデル（カール・ビューラー）


「ネコ」が目の前の猫を指し示すようなばあい，語の「指示」作用と呼びます。語が対象物を指示し，文が出来事を表す言語の機能を一般に，「描写機能」と呼びます。たとえば，雨が降ってきて，話者が「雨が降っている」と言ったとします。この文の発話は，現実世界の描写機能を表しています。文によって表された意味が，実際の出来事と一致していれば「真」，違っていれば「偽」になります。つまり，描写機能は，意味の実在的な見方と一致しています。一方，「雨がやんだら散歩したいなあ」と話し手が話せば，それは，話者の願望・感情を表しています。これは言語の「表出機能」です。「あっ痛い！」といった痛みの表現は，純粋な表出機能の表現といえます。願望や感情は観念的なものと考えられますので，観念的な立場でうまく説明できます。しかし，「感情は話者の中に実在するのだ」と考えると，実在論でも説明できるでしょう。また，「洗濯物を取り込んで」と聞き手に言えば，それは聞き手への要求，「アピール機能」を表します。要求は発話時のあとに聞き手によって実現されるべき事態ですから，厳密にいえば，実在的なものではありません（真偽で判断できない）。いずれにせよ，言語にはこのような３層の機能＝意味があることは確かでしょう。


図３の描写機能がかかわる出来事は，「今」と「ここ」を越えた広がりをもちます。たとえば，「昨年は雨が少なかった」といった過去の出来事も描写できます。「家に帰って洗濯物を取り込もう」という発話は，「ここ」を超えた表出機能といえます。小説は，虚構の世界を作り出して描写することができます。実在論の見方を拡張して，「ある言語表現が真実なら，その表現が描写している対象や出来事はどうなっているのか」を言語が表すのだと考えれば，実在的な意味と観念的な意味の考え方は両立可能になるでしょう。


意味論と語用論


図３で，言語と対象・出来事の関係（描写機能）に限定して意味を扱う領域を「意味論」と呼び，話者と聞き手，コンテクストを入れ，描写機能・表種機能・アピール機能を扱う立場を「語用論」と呼びます。語用論は，具体的な言語の意味を扱いますが，それだけ記述が複雑になります。


Ⅱ－（　）－５　　結び


一見ありふれた言語を問い直すと，その背後に深い問題が広がっていることが見えてくるでしょう。言語の意味とコミュニケーションの関係をいま一度整理すると，次のように図式化することができると思われます。


図４ (a)                 (b)


　               　言語


　　　　　　　　　　　コンテクスト


言語による伝達は，言語（記号）とコンテクストからできています。言語とコンテクストの関係は，海に浮かぶ氷山の先と海中に隠れた氷山の下部の関係のようです。リアルタイムの現場を共有する動物のコミュニケーションや会話では，(a)のように記号（言語）は氷山の一角にすぎず，水中の大きなコンテクストが意思疎通を支えています。一方，人間社会のように多くの人々がかかわる社会では，(b)のように共有するコンテクストがごくわずかしかない場合があります。初対面の相手，過去の出来事の記述，将来の計画の記述，物語などのテクストは，(b)の逆三角形のごとく，言語によってはじめて展開できるものです。言語はこのように希薄なコンテクストの下でも，多くの情報を表現しうる記号としての能力を備えています。言語記号の象徴性，単語と意味の自由な組み合わせのメカニズム，現場に依存しない自立した思想の表現こそ人類が手にした言語という武器の根源的な力であるといえるでしょう。


身近なことばの意味論は，これからの発展が期待されます。文の意味を厳密に単語の意味とその組み合わせから論理的に算出する形式意味論が20世紀から現代にかけて発展しました。また，人間がモノを認識する認知の仕方が言語表現の意味に反映されるという認知意味論も活発です。これらについては，「もっと知りたい人のために」の文献を読んでください。


♦♦もっと知りたい人のために♦♦

・N・チョムスキー（福井直樹他訳）『生成文法の企て』，岩波書店，2003年.


・橋元良明（編著）『コミュニケーション学への招待』，大修館書店，1997年.


・加賀野井秀一『20世紀言語学入門』，講談社現代新書，1995年.


・S・ピンカー（椋田直子訳）『言語を生み出す本能』（上・下），NHKブックス，1995年.


・鈴木孝夫『教養としての言語学』，岩波書店，1996年.


・吉田光演 他（共著）『現代ドイツ言語学入門』，大修館書店，2001年.
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