
意味と意図
—関口浩喜氏の批評に答えて—

飯田 隆

1 はじめに

本誌第二十五号（二〇一七）に掲載された拙著『規則と意味のパラドック

ス』の書評に関して、まずは、書評の労を取って頂いた関口浩喜氏に深く感謝

する。そこには、拙著についての適切な紹介とともに、率直な疑問ならびに

批判が提示されていて、著者としてもいろいろと考え直すきっかけとなった。

実際のところ、今回の本は、二〇〇四年にＮＨＫ出版から「シリーズ・哲

学のエッセンス」の一冊として出版された『クリプキ』の内容をそのまま収

録し、それに新しく二つの章を書き加えて成ったものである。旧著は、クリ

プキの『ウィトゲンシュタインのパラドックス』で提示されたパラドックス

が、そもそもパラドックスであるのはなぜかを、できるだけ丁寧に解説する

ことを主眼としており、何がその解決となるかについては、自身の用いるこ

とばの意味を疑うことは、ひとは自身が何を意図しているのか知らないとい

う結論につながることがヒントとなると言うにとどまっている（拙著、一〇

八–一一二頁）。他方、新しく書き加えた部分では、その解決が具体的にどの

ようなものとなろうとも、自身の意図についての知識ということに訴える解

決法には一般的な困難があるという議論に対して、どのように答えられるか

を探った。

このように十年以上の間隔を置いて書かれた二つの部分からできているた

めに、本書から完全に抜け落ちてしまったことがある。それは、話し手の自

身の意図の知識に訴えるパラドックスの解決法が、具体的にはどのようなも

のになるのかについての考察である。とりわけ、二つの点が、問題になる。第

一に、ことばの意味の知識と自身の意図の知識とは、正確に言って、どのよ

うな関係に立つのだろうか。第二に、ひとは自身の意図を、自身の行動の観

察や「内観」といった証拠によらない仕方で知っていると言う（拙著、一五

三–一五四頁）が、そのような仕方での「一人称特権」を認めることと、言語

が人から人へと受け継がれて社会のなかで通用する公共的なものであること

とは、どう両立するのだろうか。

関口氏の疑問と批判も、主にこの二点をめぐっている。したがって、以下

では、そのそれぞれについて、私が現在どう考えるかを述べることにしたい。
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2 意味することと意図すること

意味と意図との関係ということでまず思い出されるのは、「意味」（一九五

七）に始まるグライスの一連の論考だろう。グライスは意味を大きく自然的

意味と非自然的意味とに分類し、言語の使用において問題になる意味は後者

に属すると論じたうえで、さらにその中に、話者意味（speaker meaning）と

文意味（sentence meaning）とを区別する。話者意味は「話者 SがAと発話

することで pということを意味する」といった言い方に現れる「意味」であ

り、グライスは、こうした言い方における「意味」を、話者 S が Aと発話

することに関連してもつ意図によって定義することを試みた。この試みが成

功しているかどうかはともかく、クリプキの『ウィトゲンシュタインのパラ

ドックス』で問題となっている意味の概念は、話者意味ではなく文意味の方

である。

話者意味で問題となっているのは、ある特定の機会にひと Sがある言葉 A

を発することで何かを意味するという、個別の事例である。こうした事例に

おいて、S が「意味する」ことは、Aという言葉のもつ「言語的意味」と一

致する必要はない。皮肉がいい例である。知り合いが描いた絵を見せられた

後、別の知り合いに会って S が「さっき誰それの絵を見せてもらったけれど

も素晴らしい出来だった」と言ったとしよう。しかし、Sの口調や表情から、

Sが皮肉を言っていると容易に推測される場合、「素晴らしい」は、それがも

つ「言語的意味」とは正反対の意味で使われている。グライスの言う文意味

は、この言語的意味に対応する。文よりも小さな単位も言語的意味をもつの

で、「文意味」という名称は適切ではない。そのせいか、グライスは、一方

で、ことばの話者意味が、そのことばが使われる特定の機会に相対化される

ものとして「機会意味（occasional meaning）」と言い換え、他方、ことばの

言語的意味を、「無時間的意味（timeless meaning）」とも言い換える。かれ

は、文意味もしくは無時間的意味を、話者意味あるいは機会意味から構成し

ようというプログラムをもっていたが、そうした構成は不可能であると考え

る言語哲学者は多い。いずれにせよ、この点は、ここで論じる必要はない。

「素晴らしい」の特定の発話に、その正反対の意味をもたせるのが、その

発話者であることはわかりやすいが、「素晴らしい」ということばが、素晴ら

しいという意味をもつことも、ことばが自動的にすることではなく、発話者

に依存しているということは案外見過ごされやすい。話者意味（機会意味）

であれ、文意味（無時間的意味）であれ、ことばが意味をもつのは、そのこ

とばの使い手がすることに依存している。

次のような例を考えよう。

(i) あるひと S1は、自分のキーボードが壊れていて「＋」のキーが反応し

ないので、そのとき書いている原稿に限って、「＋」の代わりに「＊」

で足し算を意味することにした。このとき、S1がもつ意図は、(a) キー
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ボードが壊れているという非常事態のもとでの現在の行為へのもので

あり、(b)「＊」という記号タイプに関するものではなく、この事態の

もとで使われる「＊」のトークンについてのものである。

(ii) 別のひと S2は、あるとき、「＋」という記号にまつわる個人的連想のた

めに、今後この記号をいっさい使わず、足し算を表すには「＊」を使お

うと決めた。このとき S2がもつ意図は、(a) 今後、さまざまな状況で、

不定回繰り返されうる行為へのものであり、(b)「＊」の特定のトーク

ンについてのものであるよりは、タイプとしての「＊」についてのもの

である。

(i)は、話者意味もしくは機会意味の事例であり、(ii)は、文意味もしくは無

時間的意味の事例である。どちらにも話者の意図の存在は不可欠である。(i)

では、「＊」のこのトークンで足し算を表そうという、たぶんその時限りの S1

の意図があることによって、「＊」のそのトークンは足し算を意味する。他

方、(ii)では、タイプ「＊」で足し算を表すという一般的な意図を S2 がもつ

ことによって、「＊」のさまざまなトークンは足し算を意味することになる。

(ii)の場合は、ある記号について、それに何を意味させるかという意図が、

ある時に明示的に形成されたという点で、特殊な場合である。むしろ一般的

なのは、次のような場合である。

(iii) S3 は、足し算を表すのに「＋」を使ってきたし、そうとはっきり心の

中で思ったりしたことはないが、これからも使うつもりである。タイプ

「＋」で足し算を表すという一般的な意図を S3 がもっていることを疑

う理由はない。

この場合、S3 は、

(1) 「＋」が足し算を意味するように「＋」を使う

という意図をもっている。この意図は、タイプ「＋」についてのものであり、

一時的なものではなく、この先の期間にもわたるものである。よって、ここで

の「意味する」は、グライスの言い方では、話者意味（機会意味）ではなく、

文意味（無時間的意味）の方である。文意味が真理条件によって与えられる

と考えるならば、文よりも小さな単位の無時間的意味は、それが現れる文の

真理条件への寄与と考えられ、述語ならばその充足条件、名前であるならば

その指示が成功するための条件と考えることができよう 1。こうした条件—

真理条件、充足条件、指示の成功のための条件—をひっくるめて、「正しい適

用のための条件」という意味で「適用条件」と呼ぼう。そうすると、(1)は、

(2) 任意の数 x、y について、Aが xを指示し、Bが y を指示す

るならば、「A＋ B」は x+ yを指示するということが、その適用

条件となるように、「＋」を使う
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と書き換えられる。

「＋」を使うひとの誰もが、こうした意図を、このような仕方で明示的に

表現できる必要はない。実際のところ、まずほとんどのひとにとって、こう

した表現は不可能だろう。しかし、(1)のように自身の意図を表現すること

は、多くのひとにとって可能だろう。そして、(2)は、「指示」という概念と

量化の装置の使用によって、(1)の言うことに、意味論という理論の中での表

現を与えただけのことである。

そうすると、関口氏が「よくわからない」と言われた、拙著中の表現「こ

の記号で足し算を私が意味すると意図している」（関口氏書評一五〇頁、拙著

一五四頁）は、

(3) 任意の x、yについて、Aが xを指示し、Bが yを指示するな

らば、「A + B」は x+ yを指示するということが、記号「＋」の

適用条件となるように、「＋」を使うことを、私は意図している

ということだと説明できる。

何かを言うためにことばを使うとき、こうした意図は必ず発動されている。

ことばは、それを使うひとと独立に意味をもつわけではない。あることを言

うひとは、そのときに使われたことばの各々に関して、それがある意味をも

つ、つまり、ある適用条件をもつことを意図している。

この意図は、タイプとしてのことばを対象とする一般的なものである。(3)

におけるような意図は、「＋」のある特定のトークンに対するものではなく、

タイプとしての「＋」に対するものである。したがって、ある具体的な状況

で、「＋」を使うとき、話者は自分のもっている一般的意図を個別の場合に適

用しなければならない。規則適用のパラドックスが出て来るのは、ここであ

る。話者がもつ自身の意図についての知識は、意味の懐疑論を斥けるだけの

力をもつが、こちらのパラドックスに対しては無力のようにみえる。これに

どう対処するかを論じたのが、拙著の一五八頁から始まる部分である。

3 個人の意味理解と言語の社会性

拙著に対する関口氏の批評のもうひとつの論点は、そこで私が採用してい

る、意味についての話者の意図に訴えて意味の懐疑論を斥けるという路線は、

言語の社会性を認めることによって、意味の懐疑論を復活させることになる

のではないかという点である。もしも関口氏の疑念が正しいようなことがあ

れば、著者としては、これ以上にゆゆしいことはないので、ここは防戦に努

めさせてもらう。

こうした疑念が出てきたのが、「意味する」と「意図する」との関係が明瞭

でなかったためであることははっきりしている。関口氏は、次のように書い

ておられる（一五一頁）。
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〔「意味（する）」と「意図（する）」とのあいだの〕相違とは、

〈自分が何を意図しているかについては自分が「権威」である〉の

に対し、〈自分が何を意味しているかについては自分が「権威」で

あるわけではない〉という、意図と意味とのあいだの非対称性で

ある。実際、氏が「自身の意図について本人がもつ特権性」（一

五七頁）という表現を用いるとき、氏はこのような非対称性を示

唆しているように思える。

前節のような仕方で、意味についての意図を考えるならば、ここで問題と

なる「意味」は、話者意味ではなく、文意味あるいは無時間的意味であるか

ら、そこで「意味する」の主語になるのは、言語表現である。したがって、こ

この「自分が何を意味しているか」は、おそろしくまわりくどい言い方にな

るが、「表現 E が何を意味するように E を使おうと自分が意図しているか」

と言い直されるべきである。つまり、この種類の意味は意図の一部だという

ことになり、それゆえ、ここには関口氏が思われたような非対称性はない 2。

ここでの氏の言い方を借りれば、自分が何を意図しているかについては自分

が「権威」であるから、自分が何を意味しているかについても自分が「権威」

なのである。

ここで言われているような「権威」の内実は、ひとが自身の意図を表明す

るとき、他のひとは、特別の理由がない限り、それを真として受け入れるべ

きだということである。言語表現の意味についての意図も、それは、その表

現をどのように使おうとするかという意図であるから、本人によるその表明

もまた、特別の理由がない限り、真として受け入れられるべきである。特別

の理由がある場合とは、どのような場合かが、当然問題になる。それは基本

的に、当人が自身の意図について嘘を言っていると考える根拠がある場合で

ある。

これは二つの場合に分けられる。ひとつは、そのひとが、問題となってい

る表現を、自分が表明したのとは違う仕方で使うことを意図している場合で

あり、もうひとつは、問題の表現を自分がどう使おうとするかについて明確

な意図をもたないにもかかわらず、そのような意図があるかのように装って

いる場合である。

しかしながら、懐疑的議論との関連でいちばん問題となるのは、ひととは

ちがう意味をことばに結びつけている話者の場合である。いまあるひとが、

自分は「＋」で足し算を意味していると言い、前節の (2)によって表される

意図をもっていると言ったとしよう。しかし、S が実際に「＋」を使ってい

るのを見ると、S は「＋」でプラスではなくクワスを意味しているとしか思

えないとする。この場合、Sによる、「＋」の意味についての自身の意図の表

明はまちがっていて、S は自身が「＋」で何を意味しているかを知っていな

いということになるだろうか。

そうはならないと私は考える。S は、自分が「＋」で何を意味しているの
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かを十分よく知っている。ただ、Sは「＋」で他のひとたちとは違う関数、つ

まり、クワス関数を意味しているだけである。でも、S は (2)によって、自

分は「＋」でプラス関数を表すと言っているのではないだろうか。いや、そ

んなことはない。S によって言われた (2)において、「x+ y」に現れる「+」

は、プラス関数ではなく、クワス関数を表す記号だと解釈されるべきだから

である。このことは、Sが実際に「＋」を使う仕方から分かる。つまり、Sの

意図は、本人にしかわからないような私秘的なものではない。

この場合、S のまわりの人たちは、S の「＋」の使い方、また、そのよう

な結果を招く「＋」の解釈は「おかしい」、「普通じゃない」、あるいは「まち

がっている」とさえ言うことはできるが、「＋」をそのように使うことを意図

しているという Sの主張が誤りであるとは言えない。よって、Sが、「＋」の

意味についての自分の意図を誤解しているとも言えない。だが、懐疑的解決

はまさに、このように言う（拙著、一〇四頁）。それゆえ、懐疑的解決を私は

取らないし、S に、「『＋』をきみはプラスと解釈しているのではなくて、ク

ワスと解釈しているのだから、きみは自分が何を意味しているか知らないん

だよ」と言うことはできないと考える 3。

だが、もちろん、Sが自身の用語法に固執する限り、Sは他の人々とコミュ

ニケーションを取るのに困難を感じるだろう。クリプキが詳しく論じている

ように（そして、拙著がそれに輪をかけて詳しく論じたように）「＋」の普通

でない解釈は、他の多くのことばにまで波及するからである。よって、Sが、

「＋」についての自分の解釈を捨てて、他のひとびとの「＋」の使い方に従う

ようになることは、十分にありそうなことである（もともと S が「＋」のク

ワス解釈を取るということ自体、ほとんどありそうにないことであるから、

ここでありそうかありそうでないかを問題にするのは、いくらか滑稽だが）。

このとき、「＋」の意味についての Sの意図は、以前とは違ったものになる。

それは、その意図の表明が、以前と同じく、(2)という文を用いて行われたと

しても、そうである。「＋」の使用の変化から、まわりのひとは、(2)のなか

で引用符の中に現れていない「＋」は、もはやクワス関数を表すのではなく、

プラス関数を表すことを知るだろう。

このように、ことばの意味についての個人がもつ意図は、その個人のまわ

りの社会からの影響によって、捨てられたり変化したりする。そもそもひと

が、こうした意図をもつようになること自体、まわりの人からの影響による。

人間は言語能力をもって生まれてくるとしても、野生児や孤立児といった例

が示しているように、他人からのことばに接する機会をもたなければ、言語

を獲得することはできない。言語獲得の過程が具体的にどのようなものであ

るかについては、言語学的探究によるしかないが、その過程のなかで形成さ

れるこどもの意図が、おとなの意図と同じになるという保証はない。しかし、

こどもとおとなのあいだの、さまざまなレベルの共通性—どちらも人間であ

ること、同じ社会のなかで同じような事物に囲まれて暮らしていること、親
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のような特定のおとなと生活をともにしてこどもが育つこと—によって、同

じ意図をもつようになることは、おおいにありそうなことである。あること

ばについて、こどもが「ふつうではない」意味の意図を形成してしまったと

しても、そのことばを使って行くうちに、こどもはそのことに気付いて自分

のもっていた意図を変化させて、おとなに合わせようとするだろう。

このように、意味についての意図が、社会のなかで形成され、社会からの

影響を受けて変化することと、ひとが自分のことばの意味についての「権威」

であることとは、別に矛盾したり、対立したりするものではない。こどもで

さえ、自分の言葉が何を意味するかに関しては「権威」なのである。だが、そ

のことは、自分の言葉が自分の意図通りに他人に理解されることを保証する

ものではない。

前節で定式化したような、ことばの意味についての意図は、話者がそのこ

とばをどのように使うかについての意図である。それは、他人のことばの意

味の理解については何も言っていない。ことばを自分がどう使うかではなく、

他人のことばをどう受け取るかについての意図が必要になるのではないだろ

うか。

そうした意図は必要ないと私は考える。他人のことばを聞くとき、多くの

場合、われわれは、その他人も、使われた言葉の意味に関して、私がもって

いるのと同様の意図をもっているだろうと推測する。そして、こうした推測

がおおむね正しいことは、ひとが他人からことばを学ぶこと、また、そのよ

うに学ぶことを可能としている、さまざまな「偶然的」事実、たとえば、ひ

とが他人と共通の世界の中にいること、人々の振舞がたがいに似通っている

ことなどに根拠づけられている。

もちろん、こうした推測が裏切られることはある。私自身が経験した例を

あげよう。むかし私が熊本で教師生活を始めてまもなくの頃、ある学生に「先

生、きのうスリッパで街を歩かれていましたね」と言われたことがある。こ

れを聞いて私の心に浮かんだのは、病院や学校に備えているようなスリッパ

を履いて街を歩いている私の姿で、スリッパで街を歩いたことなどないと私

は学生に抗弁した。話をしているうちにわかったのは、この学生の出身地で

は、「スリッパ」は、私がイメージしたような室内履きだけでなく、サンダル

も含まれるということだった。この事実の発見は、新鮮な体験だった。私か

ら見ると、この学生は、スリッパでないものを「スリッパ」と呼ぶ点で理不尽

としか思えないが、逆に学生から見ると、私は、スリッパであるものを「ス

リッパ」と呼ばない点で理不尽だということになる。

この場合は、どの範囲のものを「スリッパ」と呼ぶかについての違いでしか

ないから、同一のことばをどのように使うかについての意図が互いに異なっ

ていても、その違いさえ双方に明らかであれば、相手の言うことを理解する

のにたいした困難はない。だが、もっと根本的な違いが明らかになる場合だっ

てないとは限らない。これまでことば遣いが自分とちがうようにはまったく
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思っていなかった友人が、じつはこれまで「＋」でプラスではなくクワスを

意味していたことがわかるということさえ、論理的にはありえないことでは

ない。他人のことばが何を意味するかは、結局のところ、帰納の問題だから

である。それに対して、自分の場合には、こうしたことはありえない。自分

のことばの意味を知ることは、自分の意図を知ることであり、それは、帰納

による知識のような、証拠に基づく知識ではないからである。

当然、この逆の場合も論理的にはありうる。これまで自分がこういう意味

だとして使ってきたことばを、自分以外のひとはぜんぜんちがった意味で使っ

てきたということを発見するような場合である。こうした場合でも、私は、

他のひととはちがった意味で、そのことばを使ってきただけのことであって、

自分がそのことばに与えた意味を知らないで使ってきたことにはならない。

意味の懐疑論はここでも生じないのである。

註

1．『ウィトゲンシュタインのパラドックス』で、クリプキは、「パラドック

ス」の懐疑的解決のためには、文の意味を真理条件と同一視はできないと論

じているが、話者の意図による「パラドックス」の解決を図る立場からは、こ

うしたクリプキの議論は無視してよい。

2. 関口氏が引いている表現「自身の意図について本人がもつ特権性」で、

私は氏が言うような非対称性を示唆したつもりはない。氏がなぜそう思われ

たのか理解に苦しむ。

3. 関口氏書評の一五一頁下段の最後の段落に関して言えば、(1) 「懐疑的

解決の要点」を私は肯定しているのではなく否定している、(2)「この『要点』

で用いられている論法が、『自分の意図』について適用されないという保証」

は、ひとが自身の意図に関してもつ特権性にある。
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