
は し が き

人がことばをもっていることはほかの動物と明確に区別される

特徴であるといわれる。コミュニケーションという行為は他の動

物もいろいろな手段を用いて行っているが，ことばによるコミュ

ニケーションが動物のコミュニケーションと決定的に異なること

がある。それは，人は自分の思っていることを伝えることができ

るだけでなく，自分以外の人が考えていること，言ったことを第

三者に伝えることもできるメタ表象能力を有しているという点で

ある。

ただ，人は思っていることをすべてことばにして伝えることが

できるかといえば，そうではない。まず，頭のなかにあるひとつ

ひとつの概念に対応することばの数は限られているということを

思い起こさなければならない。たとえば，日本語では�兄�と

�弟�，�姉�と�妹�がはっきり区別されるが，英語ではひとつの

語としては ‘brother’ と ‘sister’ しかない。他方，英語の ‘sibl-

ing’ は男女の区別なく�きょうだい�を指すが，それに相当する

日本語はない。つまり，�兄／弟��姉／妹�という概念は英米人

にもあるが，それに相当する語をもっていないのである。また，

�（男・女に関係ない）きょうだい�を表す概念は日本人にもあるが，

対応する語に欠けているのである。

また，仮に思っていることに相当する概念を表す語があったと

しても，その語について私たちが抱いている意味や連想はほかの

人たちが抱くものと一致するという保証はまったくない。まして

v
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第1章

コミュニケーションモデル

だろう。
1

つまり，言語表現としてことばのなかに表出されている意味と

それを起点として推論される発話者の意図は別個のものであると

考えるのが妥当である。そしてその意味や意図を探るには聞き手

の立場からの記述が有効かつ妥当であると考えられるのである。

発話の産出という観点からの記述ももちろん可能であるが，その

発話の意味，意図を唯一的に決定するのは解釈者としての聞き手

であるからである。

語用論はそういった聞き手指向の立場をとる。また，コミュニ

ケーションということではもう一つ重要な側面がある。非言語コ

ミュニケーション（non-verbalcommunication）である。卑近な

例はうなずくことで同意を表したり，ジェスチャーを使って�こ

ちらに来い�とか�静かに�といったことばによる発話と同等の

情報を伝達することである。

ここで注意すべきは視覚や聴覚といった感覚からえられた情報

がすべて同様に働くわけではないということである。たとえば，

カレンが，ジョンの赤いフォルクスワーゲンが恋のライバルであ

るメアリーの家の前に止まっていたのを見たとしよう。この情報

と�ジョンの車がメアリーの家の前に止まっていたよ�とジェー

ンに言われた場合を比較してみよう。

自分の目で見た情報からは，たとえば次のようなことが思い浮

かぶかもしれない。

4

1
本章1.8.3節(44)のストラテジー参照。
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xi

や言い表そうとすることが文の形になると，思っていることとこ

とばとなって伝わることとはますます乖離していく可能性が高く

なることが容易に想像できる。しかしながら，私たちはさほど苦

労することなく，スムーズにコミュニケーションを行っていると

いう事実がある。限られたことばからどのようにして話し手の意

図的意味にたどりつくことができるのか，それが本書の出発点で

あり，その説明が本書の目標である。

本書は 5 章からなっている。第 1 章はコミュニケーションを

説明するための道具立てとしてどのようなモデルを考えることが

できるかを概観する。第 2 章では文字化されている言語表現の

意味から字義どおりの言語表現に直接依拠しない意味までを考え

る。第 3 章ではメタ表象現象がどのような形でことばに反映さ

れているのかを日本語にも言及しながら説明を試みる。第 4 章

はメタファーなどのいわゆる修辞表現を取り上げ，実際に言われ

ていることと話し手の意図的意味がどのようにずれているのかを

実例をみながら解説する。第 5 章は話し手を書き手に置き換え

て，文字データとしてのテクストから書き手の�心�に迫ろうと

するものである。

具象化されたことばを読み解き，話し手，書き手の�心�に迫

ろうとする意図を本書から汲み取り，それをきっかけとして少し

でも認知語用論に興味を抱いていただければ筆者のこれ以上の喜

びはない。読者諸氏の御叱正を賜りたい。

ここに，曲がりなりにも本書を刊行することができたのはひと

えに開拓社編集部の川田賢氏に負うところが大きい。氏からはこ

vi

た言語現象の記述をもくろむ学問分野である。

さきほどは文あるいは発話の意味と話し手の意図を厳密に区別

せず用いたが，この二つは区別しなければならない。たとえば，

次の(1)を考えてみよう。

(1)ゴキブリだ！

この発話の意味として考えられるのは次のようなものであるかも

しれない。

(2)a.ゴキブリがいた。

b.（探していた）ゴキブリを見つけた。

c.（うれしい）ゴキブリがいた。（これで実験ができる）

d.（コウロギではなくて）ゴキブリだ。

同じ(2a)でも相手に助けを求める場合や相手に警告を発する場

合が考えられる。また，(2b)では捕まえようとして逃げられた

ゴキブリを見つけたところとか殺虫剤で弱ったゴキブリが台所の

陰から出てきたところなどが想像できよう。また，(2c)は実験

研究用のゴキブリを探していたところにやっと発見した場合のう

れしさがみてとれるし，(2d)ではコウロギとゴキブリを識別す

るときの発話となろう。

また，(2b)から(2c)ではそれぞれ［ゴキブリがいた］という

情報を伝達する点で共通しているが，(2a)の場合はその発話が

助けを呼ぶものか警告を発しているのか断定できない。ただ，聞

き手の立場からはおそらく唯一的に同定することは可能である。

言い換えれば，ある特定の状況のなかにいる聞き手にとっては最

初に浮かんだ解釈をとることになるであろうことは経験上いえる

第1章コミュニケーションモデル3

1.1.はじめに

ことばは人間に固有のもので他の動物と区別する特徴とされ，

音声という物理的な形や文字という形態で具体化される。音とい

うコミュニケーションの手段は人間だけに留まらず他の動物の世

界にも広く見いだすことができるが，それは複雑な体系化された

記号となっていない点でことばと峻別される。

ことばはいろいろな目的のために使用されるが，それがなんら

かの情報を伝えるものであれ，アドバイスを与えるものであれ，

悲しい気持ちを吐露する場合であれ，はたまた差し迫った危険を

警告するものであれ，言語記号となった文ないし発話には一般的

に�意味�と呼ばれるものが備わっている。あるいは，付随して

いるというべきかもしれない。その�意味�を聞き手がどうとら

えるかでコミュニケーションが成功するか否かが決定する。

ことばには話し手の立場からの言語産出のプロセスと聞き手の

立場からの言語解読のプロセスとがある。たとえば，話し手が

�ゴキブリ！�と発したとき，その意図は警告，新情報の伝達，発

見，確認，等々もろもろの意図をもっていた可能性がある。他方，

ある状況下でそれを聞いた聞き手はその発話を話し手の意図どお

りの意味に解釈することももちろんあるが，その意図とは異なる

意味にとることも考えられる。ゴキブリに対して本能的に嫌悪感

をもつ人にとっては発話者がどのような意図で発話しようともそ

の発話と同時に自己防御の体勢をとってしまうであろう。

言語学の最終的な目標は話し手，聞き手の両者の立場からの網

羅的な言語記述であろうが，まずはそれぞれの立場に立脚した説

明が必要となる。その観点からいうと語用論は聞き手の側に立っ

2

42
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や言い表そうとすることが文の形になると，思っていることとこ

とばとなって伝わることとはますます乖離していく可能性が高く

なることが容易に想像できる。しかしながら，私たちはさほど苦

労することなく，スムーズにコミュニケーションを行っていると

いう事実がある。限られたことばからどのようにして話し手の意

図的意味にたどりつくことができるのか，それが本書の出発点で

あり，その説明が本書の目標である。

本書は 5 章からなっている。第 1 章はコミュニケーションを

説明するための道具立てとしてどのようなモデルを考えることが

できるかを概観する。第 2 章では文字化されている言語表現の

意味から字義どおりの言語表現に直接依拠しない意味までを考え

る。第 3 章ではメタ表象現象がどのような形でことばに反映さ

れているのかを日本語にも言及しながら説明を試みる。第 4 章

はメタファーなどのいわゆる修辞表現を取り上げ，実際に言われ

ていることと話し手の意図的意味がどのようにずれているのかを

実例をみながら解説する。第 5 章は話し手を書き手に置き換え

て，文字データとしてのテクストから書き手の�心�に迫ろうと

するものである。

具象化されたことばを読み解き，話し手，書き手の�心�に迫

ろうとする意図を本書から汲み取り，それをきっかけとして少し

でも認知語用論に興味を抱いていただければ筆者のこれ以上の喜

びはない。読者諸氏の御叱正を賜りたい。

ここに，曲がりなりにも本書を刊行することができたのはひと

えに開拓社編集部の川田賢氏に負うところが大きい。氏からはこ
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た言語現象の記述をもくろむ学問分野である。

さきほどは文あるいは発話の意味と話し手の意図を厳密に区別

せず用いたが，この二つは区別しなければならない。たとえば，

次の(1)を考えてみよう。

(1)ゴキブリだ！

この発話の意味として考えられるのは次のようなものであるかも

しれない。

(2)a.ゴキブリがいた。

b.（探していた）ゴキブリを見つけた。

c.（うれしい）ゴキブリがいた。（これで実験ができる）

d.（コウロギではなくて）ゴキブリだ。

同じ(2a)でも相手に助けを求める場合や相手に警告を発する場

合が考えられる。また，(2b)では捕まえようとして逃げられた

ゴキブリを見つけたところとか殺虫剤で弱ったゴキブリが台所の

陰から出てきたところなどが想像できよう。また，(2c)は実験

研究用のゴキブリを探していたところにやっと発見した場合のう

れしさがみてとれるし，(2d)ではコウロギとゴキブリを識別す

るときの発話となろう。

また，(2b)から(2c)ではそれぞれ［ゴキブリがいた］という

情報を伝達する点で共通しているが，(2a)の場合はその発話が

助けを呼ぶものか警告を発しているのか断定できない。ただ，聞

き手の立場からはおそらく唯一的に同定することは可能である。

言い換えれば，ある特定の状況のなかにいる聞き手にとっては最

初に浮かんだ解釈をとることになるであろうことは経験上いえる

第1章コミュニケーションモデル3

1.1.はじめに

ことばは人間に固有のもので他の動物と区別する特徴とされ，

音声という物理的な形や文字という形態で具体化される。音とい

うコミュニケーションの手段は人間だけに留まらず他の動物の世

界にも広く見いだすことができるが，それは複雑な体系化された

記号となっていない点でことばと峻別される。

ことばはいろいろな目的のために使用されるが，それがなんら

かの情報を伝えるものであれ，アドバイスを与えるものであれ，

悲しい気持ちを吐露する場合であれ，はたまた差し迫った危険を

警告するものであれ，言語記号となった文ないし発話には一般的

に�意味�と呼ばれるものが備わっている。あるいは，付随して

いるというべきかもしれない。その�意味�を聞き手がどうとら

えるかでコミュニケーションが成功するか否かが決定する。

ことばには話し手の立場からの言語産出のプロセスと聞き手の

立場からの言語解読のプロセスとがある。たとえば，話し手が

�ゴキブリ！�と発したとき，その意図は警告，新情報の伝達，発

見，確認，等々もろもろの意図をもっていた可能性がある。他方，

ある状況下でそれを聞いた聞き手はその発話を話し手の意図どお

りの意味に解釈することももちろんあるが，その意図とは異なる

意味にとることも考えられる。ゴキブリに対して本能的に嫌悪感

をもつ人にとっては発話者がどのような意図で発話しようともそ

の発話と同時に自己防御の体勢をとってしまうであろう。

言語学の最終的な目標は話し手，聞き手の両者の立場からの網

羅的な言語記述であろうが，まずはそれぞれの立場に立脚した説

明が必要となる。その観点からいうと語用論は聞き手の側に立っ
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