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摘要
According to Searle’s theory of metaphor from the pragmatic standpoint, metaphorical expressions do
not postulate any semantical change as the condition of their possibility. He thinks that the meaning of
metaphorical assertion is the intentional product of speaker, and it can be utterly different from its
literal meaning, but only that through such a literal meaning it can be transmitted to hearer. According
to Searle every metaphorical assertion needs not to be an assertion about ‘similarity’. The cognition of
similarity between source of metaphor and its target is necessary only in the process of production and
understanding of metaphorical expressions, and it does not concern their semantic element. Although
Searle gave the conception of similarity important role for the functioning of metaphor, he
distinguished the concepts and roles of analogy from those of similarity in the theory of figurative
expressions. While the cognition of similarity does an important role especially in the theory of the
simile type of trope, in the case of metaphorical expression the cognition of analogical relation is
important. In our investigation we have emphasized the importance of Searle’s truth -conditional
analysis of figurative expressions. According to him, every utterance as ‘metaphor’ contains its own
truth-condition, and therefore we cannot say that metaphorical sentences are quite arbitrary. And any
metaphorical expression cannot be transformed into a completely corresponding ‘literal’ expression.
Because the semantic content which emerges within the hearer’s mind could not be reproduced without
some metaphorical expression. As the result of our investigation we can point out that the semantical
content of metaphorical expression cannot be changed into a simile type of expression without losing
any semantical content, and the cognition of ‘analogical’ relationship takes essential part in the
production of metaphor.
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1. 直喩と隠喩はどこが違うのか
われわれは下記のような三つの群の表現を与えられた場合、それぞれの群の表現の特徴をど
のように規定するだろうか。
A群
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アキレウスはライオンだ。
アキレウスは狼だ。
アキレウスは豚だ。
アキレウスは兔だ。
アキレウスはゴキブリだ。
B群
アキレウスはライオンのように勇敢な人だ。
アキレウスは狼のように凶暴な人だ。
アキレウスは豚のように汚い人だ。
アキレウスは兔のように臆病な人だ。
アキレウスはゴキブリのように生命力が強い。
C群
アキレウスは勇敢だ。
アキレウスは凶暴だ。
アキレウスは汚い。
アキレウスは臆病だ。
アキレウスは生命力が強い。

これら三群の発話は言語伝達の種類として、どのように違うのか。また 相互にどのように関
係するのだろうか。
一般的に言って、次のように解釈することができるだろう。すなわち;
C 群は「文字通り」に、アキレウスの様々な性格について語っている。
B 群はアキレウスを様々な動物に喩えながら、アキレウスの性格について語っている。所
謂、直喩(simile)である。
A 群は、B 群と比較して、隠喩（metaphor、メタファー）であると考える。
われわれは直喩と「隠喩」(メタファー)を、なぜ、このように区別して理解するのだろうか。
おそらく、われわれが使う国語の教科書では、大抵は直喩を次のように定義しているからで
あろう。
・直喩とは修辞法の一つであり、
「ようだ」、
「ごとし」などの語を用いて、二つの事物を直
接的に比較して示すものである。 1
・隠喩（メタファー）とは、比喩 的修辞法(trope)の一つであり、「〜のようだ」「〜のごと
し」などの形を用いず、そのものの特徴を他のもので 直接表現する方法である。
つまり、伝統的修辞学では、隠喩を直喩の凝縮した型と見なし てきた。さらに、メタファー
論上の代替説や比較説などでは、次のように説明する。＜メタファーには、それと対応する文
字通りの表現が存在する。もしくは、メタファーはそれぞれの表現を、
「〜の ような」という表
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現を使う直喩へと変換することによって解釈される ＞と。
以上のように解釈すれば、上の三群の表現は、同じ意味を表していることになる。それでは、
そもそも、文字通りに表現できるならば、なぜメタファーを用いる必要があるのだろうか。 わ
れわれのメタファーに関する探究に於いては、この問いは、最も根本的なものである。 われわ
れの見解では、メタファー的表現は直喩的表現などの非メタファー的表現に還元できない意味
内容を含んでおり、従って、 メタファー(隠喩)は直喩によって言い換えることができない もの
である。
そこで、本論文では、言語行為論(Speech Act Theory)を発展させたアメリカの哲学者ジョン・
サールによって、語用論的観点から展開されたメタファー論を手がかりに、直喩とメタファー
(隠喩)の関係を考察し、果たして＜メタファーによって表現された意味には、直喩では表現さ
れない内容が含まれているか＞を検討することにしたい。

２

メタファーに関するジョン・サールの問題設定

ジョン・サールは下記の問い

2

を自覚し、語用論的立場からメタファーについて考察した。

すなわち;
(1)

メタファーとは何か。

(2)

メタファーは、「文字通り」の発話やメタファー以外の比喩的発話とはどう違う
のか。

(3)

どうして言いたいことを正確かつ文字通りに言わずにメタファーを用いたりす
るのか。

(4)

メタファーとしての発話はどのように機能するのか。

彼は、この中でも、主に「メタファーはどのように機能するのか」について取り組んだ とい
える。というのも、彼にとって、これらの問いの中でも、
「メタファーの機能」に関する問題こ
そが、一番根本的な問題であるからである。サールによれば、言語とコミュニケーションに関
するいかなる理論でも、上のような一連の問いは避けられない。サールのメタファーに関する
考察は、あくまでも言葉を伝達手段とする人間社会への視点が基盤となっており、メタファー
論で彼が扱う問いも、人と人が言語を用いてコミュニケーションをする際に必ず起こる問題で
あると言える。そのため、人と人との間に於いて、言語表現がどのように機能するかを理解す
ることこそが、全ての問題の基本となる。端的に言えば、サールは、特に言語コミュニケーシ
ョンにおける、話し手と聞き手のやりとりに注目した と言えよう。
例えば、話し手が「アキレウスはライオンだ」とか「アキレウスは豚だ」という時、聞き手
はそれをどのように受け止め、またどのように解釈するの かを考えてみよう。聞き手は、話し
手が文字通りに話しているのではなく、メタファーで話し ていると思うだろう。だが、話し手
が何を意味しているのかに関しては、理解することは難しい。つまり、ポイントは、ここにあ
る。サールによれば、メタファーにおいては、文は単に文字通りの意味を表現するように使用
されているのではなく、話し手がメタファーを使うことで、それとは何らかの別の事柄を意味
していることが重要なのである。その意味で、サールのメタファー論においては、＜メタファ
ーとしての発話はいかに機能するか＞という問いが中心的な問いとなっている。
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メタファーがどのように機能するかを説明するという問題は、話し手の意味と文や語の意
味とがどのようにして別個のものとなるかを説明するという一般的な問題の、一つの特殊
事例である。すなわち、あることを言って別のことを意味することがどうして可能なのか、
という問題の特殊事例なのである。話し 手も聞き手も発せられた言葉の意味が話し手の意
味していることを正確かつ文字通りに表現してはいないと知っているにもかかわらず、話
し手が自分の意味していることを伝えることに成功するのは、いかにしてで 、あるのか。
話し手の発話意味と文字通りの文の意味との間に断絶がある例としては、他に皮肉 や間接
的言語行為が挙げられる。どの場合にも、話し手が意味していることと文が意味している
こととは同一ではない。だがそれでも、話し手の意味していることは、様々な仕方で文の
意味に依存しているのである。 3
つまり、サールに従えば、メタファーとは「あることを言って別のことを意味する」という
特殊事例の一つである。ここで言う特殊事例と いうのは、文が文字通りに何かを意味するので
はなく、文字通りの意味とは別の何かを意味することを いう。この種の発話には、メタファー
としての発話以外にも、皮肉や間接的言語行為もある。すなわち、話し手が文字通りに「ある
こと」を言って、メタファーとして「別のこと」を意味することである。
例えば、ある人を「お前は豚だ」と言った場合、この発話は、その文や語の意味とは違うこ
とを意味していることが明らかである。なぜならば、人間は人間である限りにおいては「豚」
にはならない。そのため、話し手は、
「お前は豚だ」と言って「別のこと」を 意味しているとす
ぐわかる。しかし、話し手は一体何を意味しているのかを理解することが難しくなる。
聞き手の側では、話し手が、なぜ、自分の言いたいことを直接言わず、メタファーとして話
しているのだろうか、と自問しなければならない。それにもかかわらず、話し手は意味伝達に
成功することができるのはなぜなのか。それは、聞き手の側から言えば、
「お前は豚だ」という
発話の意味理解において、聞き手は「文や語の意味」以外に「話し手の意味」、所謂「話し手の
発話意味」を考慮しなければならない と感じ、その「話し手の発話意味」を理解しようとする
からである。
要するに、サールが言うメタファーとは「話し手の発話意味」が「文や語の意味」 とは異な
る場合を言う。そして、メタファーとしての意味とは、その場合の「話し手の発話意味」のこ
とをいう。すなわち、メタファーの問題は、「話し手の発話意味」と「文や語の意味」、そして
それら両者の関係にかかわる問題である。それではここで、
「話し手の意味」はいかにして「文
や語の意味」とは異なり、そして、両者はどのように関係するのかを考えてみよう。
代替説や比較説及び相互作用説

4

では、メタファーとしての意味を、発話された文や表現の

中に位置づけた。その結果、文の意味 は「文字通りの意味」と「メタファーとしての意味」の
二種類があると想定された。例えば、「 アキレウスはライオンだ」という文の中では、「ライオ
ン」はメタファーとしての意味で用いられていると考えられる。 つまり、ある一つの文に は 、
「アキレウスはライオンだ」という「メタファーとしての意味」と「 アキレウスは勇敢だ」と
いう「文字通りの意味」の二通りの意味が生じることになる。
しかし、サールはこのような考え方が根本的に間違えている と指摘する。なぜならば「文や
語にはそれらが持っている意味しかない」 からである。文や語のメタファーとしての意味はど
のように生じるのかと言えば、発話者が、ある文や語を発話して、それとは別のことを意味す
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る場合に生じる。例えば、
「アキレウスはライオンだ」という事例においては、話し手 はあくま
でも「アキレウスはライオンだ」という文字通りの意味で表現しているのだが、しかしメタフ
ァーとしては「アキレウスは勇敢だ」ということを意味している。サールの理論の鍵となる視
点は、＜文や語とはそれらが持っている意味しか表すことができない ＞ということである。だ
が、当の文や語は文字通りに意味していること以外 に別のことを意味することができる。なぜ
かと言えば、人間が当の文や語を使って新しい意味を創るからである。つまり、メタファーと
しての発話意味とは、発話者がその都度の自分の目的のために作った新しい意味である。仮に、
当の文が文字通りには無意味な文だとしても、発話者がそれを発話することによって、何ごと
かをメタファーとして意味することができる。
つまり、メタファーとしての発話においては、文字通りの発話の場合とは違って、
「話し手の
発話意味」と「語意味もしくは文意味」の二種類 の意味があることになる。そこで、話し手が、
文字通りにあることを言って、メタファーとして別のことを意味することができるのに は、以
下のような原理 5 が必要なのである。
(1)

話し手は自分の言っていることとは異なった何かを意味すること が可能である。

(2)

話し手のその意図が聞き手にも知られていて、話し手が意味していることを 聞き手も
理解できる。

つまり、このようにメタファーとしての意味とは、話し手と聞き手の間の協同作用によって
成り立つものである。そして、＜話し手がメタファーとしての発話を形作り、聞き手はその意
味を理解する＞ことで機能する。すなわち、メタファーとしての意味とは、人間によって作り
上げられた、文や語が持つ「文字通りの意味」とは別の意味を言い表す過程である。別の意味
とは、
「発話者の意図した意味」のことであり、当の発話を聞いた時、聞き手は大抵の場合、話
し手が意図している意味を推測できる。例えば、話し手は「お前は豚だ」と言った場合に、聞
き手は当の発話が文字通りにその人のことを「豚」と言っているのではなく、当の文とは別の
ことを言っていることが分かる。つまり、聞き手は、話し手がメタファーで話している という
ことを理解する。
サールによれば、メタファーとして の意味構成と理解の過程は、まず「話し手がメタファー
としての発話を形作ること」を可能にし、次に「聞き手が話し手の意図している意味を理解す
ること」を可能にするような一連の原理が存在することを求める。その原理とは、まず「メタ
ファーとしての発話」を「話し手の意味」が「文の文字通りの意味」と は異なる他の種類の発
話から明瞭に区別できなければならない。次に、
「メタファーとしての発話」が「文の文字通り
の発話」とはどのように異なるかを説明できなければならない という。
つまり、サールの考えに従えば、所謂 ＜メタファーとしての意味＞とは、発話された文や表
現の中に存在するようなものではなく、 ＜当の発話された文や表現によって、話し手が作り上
げた意味＞である。とはいえ、メタファーとしての発話意味は、あくまでも、発話された文の
文字通りの表現を通してのみ存在する意味である。そのため、メタファーとしての発話意味が
どのように機能するかを理解するためには、まず、文字通りの発話意味がどのように機能して
いるのかを把握することに懸かっている。

３

文字通りの発話の原理
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「文字通りの発話」の原理にまつわる検討は、サールにおいては、その原理そのものを完全
に理解しようとしたのではなく、あくまでも「メタファーとしての発話」と比較するために不
可欠な条件として考察した限りでの、限定的なものである。
なぜ「文字通りの発話」の特徴について論じる必要があるのかと言えば、その理由 は以下の
ように考えられる。
まず、そもそも＜文字通りの発話はどのように機能するか ＞について明確に把握しない と 、
「話し手の発話意味」と「文や語の意味」が異なる場合に、混乱に陥 りやすいからである。
次に、発話者の意図とは別に、
「文字通りの意味」と「メタファーとしての意味」の二種類が
ある、という見解に対してどう対処するかという問題がある。
サールは、＜文や語にはそれらが持っている意味しかな い、それ以外の意味は、発話された
当の文や表現を使って、話し手が作り上げたもの である＞と考えた。しかしそこで注意すべき
は、
「メタファーとしての発話」、
「皮肉としての発話」、
「間接的言語行為としての発話」などの
ように＜話し手が意味していること＞は、＜文が意味していること＞とは異なるものの、＜話
し手が意味していること＞とは、さまざまな仕方で「文の意味」に依存すると考えている点で
ある。そのため、「メタファーとしての発話」の機能について論ずる前に、「文字通りの発話の
機能」について把握しておくことが非常に重要 になってくる。
たとえば、ある人が次のように言った としよう。 6
(1)

Sally is tall. （サリーは背が高い。）

(2)

The cat is on the mat. （その猫はそのマットの上にいる。）

(3)

It’s getting hot in here. （ここはだんだん暑くなってきた。）

サールによれば、これらの例文に関して、以下のように言うことができるという。 7
・

文の文字通りの意味は、この文の真理条件の、少なくとも部分的に、つまり真理条件
の集合のある部分を決定している。 [つまり、文脈依存的な要素があるから、文全体
の真理値を全体ではないとしても、その部分の真理値を決定しているということであ
る]

・

文はただ、＜個々の文脈に関係する[相対的]真理条件の限定的集合＞(a definite set of
truth conditions relative to a particular context)を決定するのみである。

・

文は、 「文の意味論的構造の中に明示的には現れていない仮定群を背景にして初め
て、真理条件の集合を決定する」(.., only determine a set of truth conditions against a
background of assumptions that are not explicitly realized in the semantic structure of the
sentence)。

・

文字通りの発話についてのいかなる説明においても 「類似性」(similarity)の概念が決
定的な役割を演じる。

上の三つの例文に共通して見られることは、これら全ての 例文が断言(assertion)の文であり、
話し手がある真理条件の集合について真剣にかつ文字通りに語っている ということである。そ
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して、その文の意味は個々の文脈の中で決定される。さらに、文の意味は、 ＜文の中では非明
示的なままになっている背景知識＞によって決定される。
例えば、 (1)をわれわれは次のように理解するだろう。「サリーは背が高い」と言う時、当然
ながら「サリーの背が高い」ということを信じている。しかしながら、「サリーは A さんより
背が高いものの、全ての人より背が高い」とは思って いないし、信じてもいない。つまり、
「サ
リーは背が高い」という文は、正確には「サリーは A さんと比べると」という仮定文を背景に
して初めて、その文の意味が決定される。
すなわち、このような断言型の文は、部分的には、真理を語っていること は事実である。し
かし、その真理はある特定の文脈の中でのみ、そして、文の中では非明示的なままになってい
る一連の背景知識（仮定群）によって決定される ことが多い。
例えば、「その猫はそのマットの上にいる」という時、猫の居る場所について語っているが、
「その」という指示詞から、＜ある特定の猫がある特定の場所にいる＞ことが分かる。文の中
で用いられた指示詞のことを、サールは文の指標的要素 (indexical element)という。
「その猫」や
「そのマット」のように、＜指示詞で名詞を修飾した型＞を「文脈依存的な確定記述」
(contextually dependent definite descriptions)という。そして、猫とマットの関係について語る時、
空間配置から見れば、猫はマットの下ではなく、マットの上にいることが分かる。ここで、 わ
れわれは空間配置について語る際、いつも重力場に相対的 (relative、つまり関係的 )になること
を忘れてはいけない。
一般に次のように言うことができる。すなわち、ほとんどの場合、文はその意味論的内容
に現れてない仮定の集合に相対的に 、真理条件の集合を決定するに過ぎない。 8
たとえば、サリーはジョンより背が低いとしても、
「背が高い」と正しく記述されることもあ
り得る。それは、ジョンより背が低くても、メアリーより背が高いこともありうるからである。
身長の高低は相対的な関係であるから、誰に対して「背が高いか」という条件の部分に関して
は、その文の意味論的内容の一部ではないが、話し手と聞き手の両者に共有されなければなら
ない。
また、サールは「どんな一般名辞であっても、その文字通りの意味は、真理条件の 、或る集
合を決定することにより、対象間の類似性の基準をもまた決定する」 9 という。例えば、背の
高い婦人は全て背が高いということに関して類似し、四角いものは全て四角いということに関
して類似し、暑い部屋は全て暑いということに関して類似している、という。
だが、筆者の見解では、サールが提示したこれらの例の内、特に身長の高低と温度、ないし
は気温に関しては、
「類似性」という概念はふさわしくない と思われる。それらの事例は、類似
性の問題ではなく、先に述べたように相対的関係性の問題である。
「熱い」ということは、相対
的な属性であり、摂氏３０度の部屋は十分に暑いのであるが、しかし、摂氏４０度に比べれば、
温度としては＜熱く＞はない。結局、類似性の問題と言うよりも、同じカテゴリーに分類する
ことの問題なのである。暑い部屋は全て＜熱い＞ということに関して＜類似している＞という
より、温度は人間にとって、一定の程度を超すとみな同じく＜熱い＞というカテゴリーに入る
といった方が適当である。つまり、筆者の見解ではカテゴリー化の問題とみた方がよいものも、
サールのメタファー論に於いては、「類似性」という概念によって解釈されていると 思われる。
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さて、以上のような考察から、サールは文字通りの発話について、次のような三つの要点を
提案した。 10
（A）「話し手の発話意味」と「文字通りの意味」が一致する。
（B）文の意味は、文の意味論的内容に含まれていない背景的仮定の集合に相対的に 関連し
ながら真理条件を決定するに過ぎない。
（C）類似性の観念は本質的に重要な役割を果たす。
これらの要点の中で、筆者は、（A）と（B）は、リチャーズ

11

の＜文脈の原理＞と一致する

という視点から、賛成する立場をとる。だが、要点（ C）に関しては、どちらかと言えば、批
判的な立場である。筆者は、それは、類似性の問題ではなく、＜カテゴリー化＞の問題と考え
たい。アリストテレスのメタファーの定義から、リチャーズ、ブラック、そしてサール至るま
で、メタファーと類似性の関係について様々な視点から様々な見解が提案されて来たものの、
ほとんどの論者は類似性と類比関係を混同していると筆者は考える。その意味で、筆者は、
「類
似性」の概念と「類比関係」の定義を明確にし、かつはっきりと区別する必要があると考える。
以上のような注意点を前提にして考えると、結局、サールのメタファー理論でも＜類似性＞
は、ある意味ではその基盤の役割を果たしていることになる。しかしながら、サールの見解が
比較説や相互作用説とは異なる点は、 彼によれば「類似性はメタファーの産出と理解に関わる
のであって、その意味に関わるものではない」 12 という点である。
そもそも、なぜわざわざサールは、類似性はメタファーの「意味」にかかわる ものではない
と念を押しているのだろうか。というの も、メタファーとしての言明を類似性についての言明
であると見なしている学者達 (サール以外の )にとっては、メタファーによる言明の意味は 、結
局は、類似性についての明示的な言明によって与えられることになるからである。しかし、こ
のような立場と違って、サールは「メタファーによる断言は必ずしも類似性についての断言で
ある必要はない」 13 と主張した。

４

「話し手の発話意味」と「文字通りの発話意味」が異なる事例

前節では、
「話し手の発話意味」が「文の文字通りの意味」と同一である事例について見て来
た。ここからは、
「話し手の発話意味」が「文の文字通りの意味」とは異なる事例について見て
みよう。次の言明を考えよう。
・ここはだんだん暑くなってきた。It’s getting hot in here.
たとえば、誰かが「ここはだんだん暑くなってきた」と言うとき、その発話を聞いた相手は、
どのような意味で読み取るであろうか。
サールは、この発話は、文字通りの発話「発話地が暑くなったことを伝えている」 と解釈し
ている。また、皮肉 (アイロニー )としての発話 、つまり「どんなに寒いか不平を言っている」
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とも解釈される。同時に、メタファーとしての発話、つまり「論争の最中に＜ののしり＞の言
葉が増えて来たことを評している」などがあると説明している。
筆者は、上記の例文を以下のように理解した。
一つの可能性として、もし、話し手が真面目で真剣に話す人なら、聞き手はその発話を聞い
た時、二人がいる場所がだんだん暑くなってきたと捉え、喜びの感情を表した発言である可能
性がある。つまり、もともとその時は冬で、部屋が寒かったので、エアコンをつけたか、もし
くは、ヒーターを付けたおかげで暑くなって来たことに感謝しているように も聞こえる。
上のような発話の文字通りの意味は、あくまでも、話し手が真面目な人間であるゆえに、 皮
肉も冗談も言わずに、真冬で、しかも、寒いところに暮らしている、という一連の仮定を背景
としてはじめて、真理条件が成立する。そして、その逆の状況であるならば、つまり、話し手
が真面目な人間であるかどうかは関係なく、真夏に「ここはだんだん 暑くなって来た」と言っ
たとしたら、その意味は少なくとも二つに分けられる。一つは、聞き手に＜窓を 開けてほしい
＞と訴えているのか、それとも＜窓を開けたい＞と自分の願望を伝えているのか、 これらの内
どちらであるかは不明瞭であるが、いずれにしても窓を開けたいと思っている。聞き手に窓を
開けるよう促している場合は、所謂、間接的言語行為としての発話に入る。もう一つは、何人
かの人が雑談をしている際に、途中から雰囲気が非常に緊張する状態になったことを、皮肉 を
こめて言っているとも解釈されうる。さらに、今行われている議論が如何に激しくなって来た
かを、メタファー的に言っているという可能性もある。
結局のところ、サールに従えば「メタファーとしての発話」や「皮肉としての発話」、そして
「間接的言語行為としての発話」には、二つの文が必要となる。ここでは、主に「メタファー
として発話された文」と、それに対応する「言い換え（ paraphrase）の文」について見て行く。
以下では、metaphor の省略として MET を使用し、paraphrase の省略として PAR を使用する

こととする。
（MET）ここはだんだん暑くなって来た。
（PAR）今行われている議論がどんどん激しくなって来た。
サールの説明では、
「言い換えの文」は「今行われている論争はののしりあいになってきてい
る」(The argument that is going on is becoming more vituperative[ののしる、罵倒するような])にな
っているが、筆者の解釈はサールと違って、暑さで＜議論の激しさ＞を表していると考えたい。
つまり、主張内容や主張の仕方自体がヒートアップして来たことを表現しているのであって、
その表現の目的自体が相手をののしるようなものになったとは言いきれないからである。 あく
までも、議論の仕方の変化を言っていると考えられる。いずれにしても、サールは自らの「言
い換えの文」は、そのまま「メタファーとしての発話意味」を表現しているのではない という。
しかしながら、ある意味では、
「言い換えの文は話し手が意味していること に近似している」と
いう。 14
というのも、それぞれの事例において、話し手のメタファーとしての主張が真となるのは、
それに対応する「言い換えの文」を用いた主張が真である時であり、かつその時に限る。
15
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この引用からわかることは、メタファーがどのように機能するかと言えば、
「メタファーとし
ての発話」と「言い換えの文」が同じ真理条件を決定する時に限る ということである。では、
全ての「メタファーとしての発話」には、同じ真理条件を決定するような「言い換えの文」が
存在するかと言えば、そうでもない。サールによれば、時には、
「メタファーとしての発話意味」
が明確であるにも関わらず、それに対応するような「言い換えの文」を定式化することに無力
を感じるという。つまり、適切な言い換えの文が考えつかない場合とか、様々な可能性があり、
限定できない場合があるのである。ということは、 メタファーは意味論的隙間を埋めるような
役割をも持つということである。つまり、
「言い換えの文」を作ることができたとして、その文
の意味内容と、話し手が言いたい内容やニュアンスとがずれていたり、不足があったりする場
合に、その「隙間」を埋めるために適切なメタファー表現を使うというのである。 だが、この
ような役割はメタファーの多くの役割の中の一つに過ぎない。それは絶対に、唯一の役割では
ないことに注意しよう。
一方、
「言い換えがいくらでもあって範囲が定まらない」場合もある。つまり、一つの「メタ
ファーとしての発話」が、いくつかの重層的な下位メタファーを包含する場合もある。
そして、上のような考察を経た結果、サールは「メタファーとしての発話」を主語―述語形
式から以下のように定式化した。 16
・

話し手の発話した文――「S は P である」

・

メタファーとして意味した文――「S は R である」

すなわち、メタファーとは、話し手が「 S は P である」と発話し、それ(P)とは別のこと(R)、
つまりメタファーとして「S は R である」ということを意味する過程である。
例えば、私は「アキレウスはライオンである」と発話した場合、文字通りに「アキレウス」
という人が本当に「ライオン」であると話しているのではなく、それとは別のこと「 アキレウ
スという人は大変勇敢である」ことを意味する。つまり、聞き手に話し手が発した「 S は P で
ある」という文字通りの発話を通して、メタファーとしての発話意味「 S は R である」を理解
することが求められる。上の単純な主語―述語形式から分かるように、主語表現は変わらない
が、述語表現は変わっている。すなわち、サールに従えば「 P」と「R」は同じ主語を述語付け
ていることから、「 P」と「R」の間には何らかの結び付き があることが分かるという。したが
って、メタファーとは、直接「P」から「R」を推測し、思い出す過程であると言ってよい。サ
ールの定式化に於いて 「S」は主語表現であり、「 P」は述語表現である。では、「 P」と同じ く
述語表現の部分に対応する「R」は何を意味するのか。サールによれば、
「 R」は「P」によって
呼び起こされた、「P」と関連付けられた意味とその真理条件であるという。つまり、話し手の
側では、メタファーとは、「S」と「P」と「R」の三つの間の関係の特徴づけを、いくつかの特
定の原理によって提示することであるとも言える。
ここまでは、＜メタファーとしての意味＞が生成される過程の話であるが、しかし、メタフ
ァーの問題はここで終わるものではなく、その生成された意味 や、その真理条件を理解するこ
とこそが最も重要である。つまり、生成された意味と真理条件 が、聞き手にいかに正確かつ速
やかに理解されるかが大事である。つまり、ここからは聞き手の意味 理解の段階が始まる。
サールは、メタファーの意味理解の段階に当たっては、聞き手はメタファーの意味を理解す
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る際、少なくとも以下のような三つの段階を踏まえて行っていると考えた。 17
1. 聞き手は、ある発話を聞いた時、当の発話された文は 文字通りには意味を成さないこ
とに気づき、発話された文の意味と異なる、何か他の意味を探し求める。
2. たとえば、聞き手は、
「S は P だ」と聞いた時、R の可能な値(value)を見つけるために、
S は P に似ている（be like）と想定し、どの点において一番似ているかを探る。それに
は、P の顕著で、よく知られている独特の特徴を探せばいい。
3. S に戻り、R の可能な値(value)の多くの特質のうちからどれが、S のありそうな、ある
いは少なくとも可能な特徴であることを調べてみる。
たとえば、われわれは「アキレウスは豚だ」という発話を聞いた時、どう考えても人間は豚
になることはないと明確に分かっている。ただ形式的な文法の立場から言って、アキレウスを
豚で述語付けていることが分かる。そこで、聞き手は アキレウスが豚と何らかの点で似ている
と思うだろう。その時、われわれには豚に関する一連の特徴が呼び起こされる。そして、その
特徴の中で一番顕著な特徴として、太っている、もしくは、汚いなどをもって、 アキレウスに
そのような特徴があるかどうかを考えてみる。したがって、その際にわれわれは、名辞「S」(こ
の場合は「アキレウス」)は「P」(「豚」)によって呼び起こされ、「S は R」という新たな領域
を 創 り 出 す と い う の で は な く 、 む し ろ 様 々 な 述 語 の 可 能 性 (「 〜 は 太 っ て い る 」「 〜 は 汚 い 」 )
の中からこの場合にふさわしい述語 R に制限するといった方が適切だろう。
ここで、次のような疑問が生じる。そもそも、なぜ、話し手が言いたいことを直接言わずに、
遠回しの言い方を選んだのか。それにもかかわらず、話し手は「 S は P である」と言って「S
は R である」ことを意味し、さらに、聞き手にその意味を伝えることができるのはなぜか。
サールによれば、これらの問題を可能にするような 何らかの原理が存在しなければならない
という。その原理とは、
「文字通りの発話意味」を理解する時に役立つ知識 とは全く関係のない
別の種類の原理であるはずである。つまり、それとは別の次元の原理が働いている と言う。
その原理

18

には以下のようなものがある。つまり、P が与えられた時 R を算定するための様々

な原理のことである。
原理 1: P であるようなもの（things）は、定義によって R であり、R は P の顕著で典型的
な[定義上の]特徴の一つ（one of the salient defining characteristics）である。
たとえば、
「サムは巨人だ」というメタファーとしての発話は「サムは大きい」という文字通
りの意味を表すと捉えることができる。それは、巨人は定義によって大きい のであり、大きい
ことは巨人のある一つの典型的な特徴である。
原理 2: P であるようなものは、経験依存的に（元々「偶然的に」の意味 contingently）R で
ある。つまり特質 R は P であるものの、顕著でよく知られた特性（ property）である。
たとえば、「サムは豚だ」というメタファーとしての発話は 経験上、「サムは、不潔で、貪欲
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で、だらしないなど」の文字通りの意味を表していると解釈される。
原理 3: たとえ、話し手も聞き手も共に R は P に当てはまらないと知っていても、P である
ことは R であるとよく言われ信じられている。
たとえば、
「リチャードはゴリラだ」という発話においては、話し手も聞き手もゴリラという生
き物が本当は内気で臆病で繊細な動物だと知っていたとしても、
「リチャードは、気性が荒くて
怒りっぽく、すぐに暴力を振るう」などを意味するために発話することができる。
原理 4: P であることは、 R ではなく、R であることと似てもいないし、さらに、R とは信
じられてもない。しかし、われわれに P と R の間のあるつながりが確実に知覚されて、P
が特性 R と心の中で結びついているということが、文化的（ culturally）にもしくは本性的
（naturally）に規定されているのかはともかく、われわれの感性に関する事実である。
たとえば、
「サリーは氷の塊だ」
（Sally is a block of ice）、というメタファーとしての発話は「サ
リーは情に乏しくて、非常に冷たい人間である」と いう文字通りの意味を表していると聞き手
は解釈することができる。
原理５: P であることは、R であることに似ていないし、さらに R であることと信じられて
もないが、P である状態（condition）は R である状態と似ている。
たとえば、非常に勇敢に戦っている人に対して「ライオンになったね」と言った場合、話し手
が意味しているのは、当の人は本当に「ライオン」になったということではなく、敵と勇敢に
戦っている（状態）は、
「ライオン」が食物を狩る時 、他の動物に対して猛烈な攻撃をする状態
に似ていることを意味することが可能であろう。
原理６: P と R とは意味的に同一であるか、または類似している。しかし、通常は P の適用
が限られていて文字通りには S に適用されない場合がある。
サールに従えば、たとえば、
「腐る」(addle)という言葉は通常、野菜や卵とかが腐る場合にしか
使えないが、メタファーとして次のように言うことができる。
・

あの会議は腐っていた

「あの議会は腐っていた」とは、文字通りには「その会議はあまり意味がなかった」というこ
とを表している。また、
「彼の脳は腐っている」とは、文字通りには「頭が混乱している」とい
うことを表す。
このような事例には、他にもいろいろある。たとえば、＜彼は燃えている＞と われわれはよ
く言う。この場合、われわれは誰もが＜彼に火がついて炎が立っている＞と は理解はしない。
＜彼はあることに関して激しく気持ちが高まっている＞と理解するだろう。他にも、たとえば
われわれは＜君は、最近頭が冴えているね＞という場合がある。その時に、
「冴える」とは、も

サールの語用論的メタファー論について

339
339

ともと「空気が冴える」というように冷えることを意味していたが、しかし、 われわれは相手
の頭が冷え込んだとは理解しないだろう。それどころか、＜頭は冴える＞という表現には、い
かなる違和感もない。当たり前のように、＜最近、頭はよく働いている＞と理解する。このよ
うな言葉の使い方はわれわれの日常生活の中に山ほどある。
原理７: 原理 1～6 までの原理は独立したものではなく、つまり、この原理は、最も単純な
主語―述語形式のメタファーのみではなく、関係メタファーや、動詞や叙述形容詞を含む
メタファーなど別の構文上の統語論 的形式を持つメタファーの単純な事例にもふさわしい
ものである。
たとえば：
・

Sam devours books. サムは本を貪る（サムは熱心に本を読む）。

・

The ship ploughs the sea. その船は海を犂で耕す（船は波を切りながら海を進む）。

・

Washington was the father of his country. ワシントンは彼の国の父であった。

ここで言う関係メタファー とは、類比(アナロジー)関係に基づくメタファーの事例と見なし
てよい。例えば「サムは本を貪る」という事例においては＜ 食べ物：貪る＝本：読む＞という
類比(アナロジー)関係が存在する。つまり、ご飯 などの食べ物は食べるものであり、本は読む
ものである。つまり「ＳはＳ’とＰ-関係にある」から「ＳはＳ’とＲ-関係にある」へと進む
ことがある。
原理 8: メタファーについての私の説明では、換喩 (metonymy)や提喩(synecdoche)をメタフ
ァ ー の 特 殊 事 例 と 分 析 す る か 、 独 立 し た 文 彩 （ trope ） 18 と 分 析 し た い か は 、 用 語 法
（terminology）の問題となる。
つまり、サールの考えでは、これらメタファーについて論じた原理の全てが、換喩や提喩に
も当てはまる。従って、換喩と提喩はメタファーの一種類である。すなわち、メタファーや換
喩、提喩の全ては、意味変化を伴わない形式的な文彩である ということになる。つまり、その
ような文彩は、意味論的視点ではなく、話し手がその発話でもって語用論的にどのようなこと
をしたいのかを考察すれば、その本質的機能がわかるのである。
サールはこのように語用論の立場から、メタファーとしての発話に以上のように八つの原理
が働いていることを分析して見せた。そして、彼は、これらの原理を以下のような 二つのグル
ープに分けた。つまり、単純な主語―述語形式のメタファーには＜類似性＞原理が働き、その
ような単純な主語述語形式ではない、別の統語論的(syntactic)形式を持つメタファーには、＜類
比＞(アナロジー)関係が働くという。前者においては、聞き手はＳとＰの間の共通の特徴 を見
つける。そして後者においては、聞き手 はＳとＰの間の共通の関係を見つけるというのである。

５

まとめ

ここまで検討した結果、サールのメタファー理論の要点を以下のようにまとめることができ
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る。
・

メタファーとしての発話においては、各表現はその意味を変えないからこそ、メタフ
ァーとしての発話が成立しうる。

・

メタファーとしての発話意味は、話し手によって意図して、作られたものである。

・

メタファーとしての発話意味は、＜文字通りの意味＞とは異なるものの、＜文字通り
の意味＞を通してのみ、聞き手に伝わっていく。

・

メタファーによる断言は必ずしも類似性についての断言である必要はない。類似性は、
あくまでもメタファーの産出と理解に関わるものであり、意味に関わる要素ではない。

・

メタファーとしての発話には、決定されるべき真理条件が存在する。つまり、メタフ
ァーとは、恣意的なものではない。

・

メタファーとしての発話の意味理解に関して、聞き手は 八つの原理に基づいてその意
味を理解する。

・

メタファーは、文字通りの表現に言い換えることはできない。なぜならば、聞き手の
了解の中で生じる意味論的内容は、メタファーとしての発話を用いないと再生するこ
とができないからである。

以上の要点から分かるように、メタファーとしての発話は、確かに語や文の意味とは異なる
何かを意味する。しかし、サールによれば、それは語彙的要素の意味が変化することを指すの
ではなく、話し手が同じ語彙的要素の意味によって何か異なることを意味することを言う。
例えば、＜アキレウスは豚だ＞という発話において、当の文や語には、何の意味変化も生じ
ない。メタファーとしての発話意味として、たと えば＜アキレウスは汚いやつ＞もしくは＜太
ったやつ＞あるいは＜たくさんものを食べる＞などの意味が発生する。これらの意味 の中で、
なにがメタファーとしての発話意味として機能するのかと いうと、その可能なる述語の中から
一つ選び、言い換えの文を作った場合、その言い換えの文の真理条件とメタファー文とは、同
じ真理条件を有することになる。つまり、アキレウスという人物が太った人間であるならば、
＜太ったやつ＞という意味が、メタファーとしての発話意味として働く。なぜならば、メタフ
ァーとしての発話と言い換えの文の意味が同じ真理条件を 決定しているからである。
要するに、サールによれば、メタファーとしての発話意味とは そのつど発話者によって作ら
れるものであり、聞き手にその作られた意味内容が、サールが提案した一連の原理によって伝
わる。サールはそのような原理を極めて詳細に分析した。その意味では、サールの語用論説は
どちらかと言えば、主に聞き手の意味理解における了解の過程に注目したものである といえよ
う。

注

サールの語用論的メタファー論について
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simile と は 、 ある 単語を 導入 すると きに 使われ 、特 にそれ は、 詩や詩 的文 体の表 現に 於いて 、
説明的、あるいは例証的目的のために使用されるもので、実際には文飾のためにのみ使用され
る表現である。その表現の対象、ないしはシーンや行為などは、実際には表現者に与えられて
いるのであるのだが、＜〜のような＞ (as)という接続語によってはっきりと比較され、かつ通
常は結合されている。The Concise Oxford Dictionary of Current English , 5 th Edition, p.1188. Oxford
University Press. 1964,
Searle, 1979, pp.76-77, in: John R. Searle, Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech
Acts. Cambridge University Press, 1979. 邦訳:125 頁。邦訳は、ジョン・R・サール、
『表現と意味:
言語行為論研究』、山田友幸監訳、誠信書房。 なお訳文を引用する場合には、筆者の判断で適
宜訳語等を修正した。
Ibid., pp.76-77. 邦訳:125 頁。
代替説とは、メタファー表現は、直接的にそのものの属性を表現することの代わりとなってい
るに過ぎないというもので、比較説とは、メタファー表現で使用されている言語表現と その表
現によって指し示されている観念、ないしは表象とが比較対照されるという説。相互作用説と
は、メタファーの源泉(source)となっている観念と、メタファーのターゲットとなっている観
念との間に「相互作用」が成立するという 説である。これは、マックス・ブラックの立場が典
型的な例である。Black, Max, “Metaphor”. Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol.
55, 1955. 及び“More about metaphor”. Dialectica, Vol. 31, No.3-4, 1977 を参照のこと。メタファ
ー論の他の立場に関する簡単な解説は次のような文献に見られる。 William G. Lycan,
Philosophy of Language: A Contemporary Introduction. Routledge, 2000, pp.207-226.
Searle, 1979, p.78. 邦訳:127 頁。
Ibid., p.79. 邦訳: 128 頁。
Ibid., p.79-81. 邦訳:128-131 頁。
Ibid., p.80. 邦訳:130 頁。
Ibid., p.81. 邦訳:131 頁。
Ibid.
リチャーズの見解に関しては、次の文献を参照のこと。Richards, I.A., The Philosophy of Rhetoric.
Oxford University Press, 1936, (1965).
Searle, 1979, p.88. 邦訳:144 頁。
Ibid.
Ibid., p.82. 邦訳:133 頁。
Ibid.
Ibid., pp.83-84. 邦訳:136 頁。
Ibid., p.106. 邦訳: 172-174 頁。
Ibid., pp.107-112. 邦訳: 175-182 頁。
ここで言う、“trope”とは、修辞学で言う（意味変化を伴う）文彩のことを指している。

参考文献
Black M. “Metaphor”. Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 55, 1955.
Black M. “More about metaphor”. Dialectica, Vol. 31, No.3-4, 1977.
Lycan, William G. Philosophy of Language: A Contemporary Introduction. Routledge, 2000
Richards I.A. The Philosophy of Rhetoric. Oxford University Press, 1936, (1965).
Searle J. R. Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge University Press,
1979. 邦訳: ジョン・R・サール、
『表現と意味: 言語行為論研究』、山田友幸監訳、誠信書房、2006
年。

