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Ⅰ．記号とは何か―情報との違い
　近年、記号論（semiotics）という名の学問が、世界的に注
目されている。これは、一言でいえば、われわれ人間がいろ
いろ知ったり伝えたりする情報（information）は、実際には記
号（sign）というレベルで機能しているものである。故に情報に
立脚する文系的学問は、すべて基本的には記号論を基礎に
構築されるべきことを主張するものである。
　観光（ツーリズム）関係では、アメリカの著名な論者、マキャー
ネル（文献M1）が記号論立脚的ツーリズム理論を本格的に提
示して以来、世界的に注目されるものとなっている。同じくアメ
リカのツーリズム論者、カラー（文献 C4）は、すでに1990 年に、
記号現象やそれに立脚する記号メカニズムは、いかなる文化
や社会でも確固として遍在し、かつ中核的地位を占めるもので
あるから、記号論を無視した現在社会に関する研究や評論は、
どのようなものであれ、有効性をもたないと論じている。
　では、記号とは何か。交通信号を例にとると、「赤信号」
のとき、信号ルールを知っている人は、これを「停止信号」と
いう意味（meaning）のものとして理解し、停止行動をする。こ
の「赤信号＝停止信号」という意味で理解するのが記号であ
る。これを単に「赤色のもの」と知覚するのは、情報である。
情報は事実そのものをいうが、記号は、情報がもつ意味をいう。
　記号とは何かについて記号論専門学者では、「記号とは曖
昧な形で濫用してはならない『学術用語』である」という声
があるが（S1,1 頁）、本稿筆者としては記号は、何よりもまず「サ
イン（sign）」 としてとらえられ、理解されるべきものと考える。
　記号は、実体でみると、上記のような信号以外に、言葉、
イラスト、音、匂い、動作、物の形、イメージ、風味など多く
のものがあるが、その意味は人間によって決められる。有名な
記号論入門書の著者、チャンドラーは、「これらのものは、本
来は、（記号としての）意味を持たない。これらのものに人間が
（記号としての）意味を持たせるときにはじめて記号になる」と定
義している（文献 C1, p.1；カッコ内は大橋のもの、以下同様）。
この際肝要なことは、上記の交通信号の場合にはっきりみら

れるように、人間は記号に基づき行動することである。言葉や
イラスト、音、ジェスチャーなどにしても、それを見たり聞いたり
した人は、それにはこうした意味があると認識し、所要の行動
をとる。このことをヘルシンキ大学のピィエタリネンは、「記号の
意味とは、一定の状況のもとで一定の方法で示される行動習
慣（habit of acting）である」と規定している（文献 P, p.4）。人間は、
単なる情報ではなく、その意味、すなわち記号に基づいて行
動する。
観光関係でみると、観光目的地となるのは、観光客がそこ

を訪れ観光したいと希望する所であるが、そこを観光したい
と思うのは、単にその土地の情報によってではない。その土
地が観光するに値する意味を持つものと認識するからである。
故に人々のこうした観光行動を、単に観光関係の情報に基づ
くと考えるだけのものは、全く妥当性がない。これは、少なくと
も赤色の交通信号を見て単に「赤色」と知覚するだけという
レベルのものである。すなわち観光客は、こうした単なる「赤
色」という情報ではなく、その意味すなわち記号というレベル
で、つまりそれが停止信号であるのか、前進可能信号である
かというレベルで行動しているのである。記号論的理解なくし
て、観光は論じられない。
　では、人間はいかにしてこのように記号について意味がある
ものとして知覚できるようになるのか。それは、人間が、家族
をはじめ、種 な々人間社会のなかで生まれ、育つからである。
人間は、こうした共同生活のなかで、単に意思の伝達手段と
して言葉を知るだけではなく、言葉や出来事の背後にあるもの
の意味や、広く見たり聞いたりすることの意味を知るように育ち、
言葉や出来事の意味を知るようになる。
　それ故例えば、発煙状態だけを見て、火事があることを知
るようになる。これは発煙状態が火事を意味する記号として機
能しているからである。これからもわかるように、記号には、あ
る事柄の兆しや写真のようなもの（イコン（icon）：類像）、一部（イ
ンデックス（index）：指標）だけのもの、あるいは象徴的なもの（シ
ンボル（symbol） ）もある。言葉にしても、例えば「寒い」とい
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う言葉（記号）を聞いて、窓を閉めるような行為を導くこともある。
　記号論は、記号のもつこうした意味、働きを研究しようとす
るものである。その基礎を作ったのは、世界的に一般的な
見方によると、スイスのソシュール（Ferdinand de Saussure, 1857-

1913）、アメリカのパース（Charles Sanders Peirce, 1939-1914）、および、
ロシア生まれでフランス育ちのグレマス（Algirdas Julien Greimas, 

1917-1992）の 3 人である（詳しくはΩ4）。もっとも記号論が世界
的に一般に知られるようになったのは、1960 年代以降である。
しかし最近になって、記号論が他の学問と同様の自立した
学問たりうるかどうかなどをめぐって、種々批判的見解がおき
ている。例えば上記で一言したチャンドラーは、記号論では、
（通常の記号論にみられるように）当該記号がどのような意味をもつ
かだけではなく、何故（why）そのような意味をもつかをも究明
する必要がある、と批判している（C2, p.7）。
こうした「記号論批判」の上にたって、今日の資本主義体

制批判を目指す「批判的記号論（critical semiotics）」といわれ
るものが生起している。そのまとまった書には、カナダ・オンタ
リオ大学のジェノスコによる2016 年の著（文献 G1）がある。そ
れによると、記号には記号力（semiotic power；sign-activity）があ
り、記号は今日では、単なる情報の一種というだけのものでは
なく、何よりも人々の情動を動かす（affect）ものであって、（そ
れぞれの記号がもつ）意味は“イデオロギー的なもの（ideological）”
になっていると規定される。
こうした「批判的記号論」では、現在の社会について、

それは「資本（企業）が記号操縦者（semiotic operator）になっ
ているところの、『記号資本主義（semiocapitalism）』というべき
ものになっている」という主張が土台になっている。従って「記
号論的資本（semiotic capital）」という言葉まで生まれている（G1, 

pp.1,90,172）。
この点に関し例えばフランスの有名な論者、ボードリヤール

は、マルクスの『資本論』の土台的概念である「価値（交
換価値）」は市場で成立するものであるから、まず「記号」の
担い手として登場するものである。故にそれはさしあたり「記
号的交換価値（sign exchange value）」としてとらえられる必要が
あると論じている（cited in G1,p.60）。
「記号資本主義」的現象は、現在の日本社会でいえば、
例えば、球場などの「命名権」売買により当該企業（あるい
は商品）のブランド（記号）が球場名となるところにみられる。こ
れは、一般的には「浮遊する記号（floating signifier）」とよば
れるが、今や記号が、当該記号対象物である企業（や商品）
自体から離れて自立し、企業全体（あるいは社会）を直接動か
す重要な手段（資本の操縦手段）となっていることを示している。
さらにフェミニズム進展の立場から記号論研究の有用性を

論じているものもある。例えば夫婦の姓について、欧米では
夫婦旧姓の並列表記のものが結構あるが（ampersand problem）、
こうしたものでは、記号論的にも姓（広くは言葉）の上における
旧来の男性本位制の変革に大いに有用と論じられている（文

献 G2）。
ただしこうした「批判的記号論」の根本的土台となってい

るものは、ソシュールはじめ上記 3者の記号理論である。次
にその大要を管見する。ただし本稿は、内容において他の拙
稿と重複しているところがある（例えばΩ2～ 6）。本稿はあくまで
も本誌『観光フォーラム』のためのものである。また、参照文
献は末尾に一括して記載し、典拠個所は文献記号により本文
中で示した。

Ⅱ．ソシュール説とパース説―その後の展開も含めて
　まずソシュールは、人間の記号現象の問題は、記号そのも
の（上記の例では赤信号）と、その記号の意味するもの（上記の
例では停止信号という意味） との関係に尽きるとして、前者の記号
そのものを「シグニファイアー（signifier：これは日本でもフランス語で

signifiant（シニフィアン）とよばれることがある）」と名づけ、後者の
記号が意味するものを「シグニファイド（signified：フランス語では

signifié（シニフィエ）とよばれる）」と名づけて、両者の関係について、
言語を中心に究明を行った。ソシュールの説は通常、記号論
の2要素説といわれる。
　この場合、上記の「赤信号＝停止信号」の例でみると、
赤信号が停止信号とされているのは全く人為的なものであっ
て、赤色の信号すなわちシグニファイアーと、停止を命じるそ
の意味、すなわちシグニファイドとの関係はもともと恣意的なも
の（arbitrary）であると、ソシュールは特色づけている。
  パースは、ソシュールとほぼ同じ時期に所説を形成させた。
しかしパースとソシュールは、アメリカとスイスにあって、お互い
の研究を全く知らない状況で、理論形成を図ったものであった
から、同じような事柄を示す用語が別のものとなっている。ま
たパースは、ソシュールと異なって、記号現象は3要素から成
るものと主張した。
すなわち、記号そのもの（ソシュール説ではシグニファイアーといわ

れているもの）は「レプレゼンテイメン（representamen）」、記号の
受け手で表象されるもの（ソシュール説ではシグニファイドといわれて
いるもの）は「インタープレタント（interpretant）」と名づけている。
それ以外に、その記号が示す実在のものがあることを記号現
象の不可分の1要素とし、それを「オブジェクト（object）」と
よぶものとしている。
ただしパースは、これらの記号現象の3要素には順位（hier-

archy）があるとし、レプレゼンテイメンが第 1次性（firstness）、オ
ブジェクトが第 2 次性（secondness）、インタープレタントが第 3
次性（thirdness）にあるとしている。これからみるとパース説では、
記号現象としては、まず記号そのものがあり、次にその実体を
なすオブジェクトがあり、最後に記号受け手においてどのような
意味のものとして知覚されるかがある、という順序にあるものと
解される。
パースのこの3要素説について、その後イギリスの記号論者、

ミンガースとウィルコックスは、2014 年連名の論文（文献M4）で、
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図 1のような三角形で表わされるとしている（以下原著の図におけ
る用語は原語で示す）。この図で注目されることは、インタープレタン
トとオブジェクトとの関係が推定的なもの（imputed）とされ、図
では点線で示されるとされていることである。

representamen

object interpretant

図１：ミンガース／ウィルコックスによる

　　　　　パース記号論三角形（出所：M4, p.13）

これは次のことを、すなわち、記号の受け手が当該記号に
より表象するものは、それの実在のものとの関係が確定的では
ないことを意味する。記号の最終的効果は、いうまでもなく、
受け手における表象のいかんにより決まるが、それは、実在の
ものとは確定的な関係にはないというのである。
これは理論史的には、ソシュールが指摘したところの、シグ
ニファイアーとシグニファイドとの間にはもともと恣意的な関係し
かないという考えに照応したものである。この点に関連しミン
ガース／ウィルコックスは、「情報は客観的なもので、真実なも
の（true）であるが、記号が示す意味は主観的なもので、時
には虚偽のもの（false）もある」と書いている（M4, p.11）。
この点は、パース説に立脚し、それは社会的規模におけ
る協働の場（協働システム、例えば個々の作業場）のとらえ方にも
適用されうるものとして、それを「組織記号論（organizational 

semiotics）」とよんでいるイギリス／オランダのスタムパー（Ronald 

K.Stamper）に代表される考え方では、さらに強く打ち出されて
いる。
スタムパーらの組織記号論は、現在、世界最先端の記号
理論と目されるものであるが（Ω 5）、パース説に立脚しつつ、
その一部について修正を行っているものである。すなわちスタ
ムパーらの組織記号論も、パース説と同様 3要素説にたつ。
ただし極めて強く注目されることは、パース説では記号の受け
手における表象をさすものは「インタープレタント」とよばれて
いるのに対し、スタムパーらの組織記号論では、「デフィニショ
ン（definition：定義すること）」と名づけられるものに変更されて
いることである。故にスタムパーらの組織記号論では、3要素
は、記号そのものを示す「レプレゼンテイメン」、実在の対象
物である「オブジェクト」、および、記号受け手における当該
記号の定義である「デフィニション」の3者ということになる（図
２参照）。

definition

representamen object

図２：スタムパーによる組織記号論三角形
　　　（出所：S2, p.xviii）

これは、スタムパーらの考える組織では、組織構成員は、
受け取る記号（例えば組織の職務規定や上司の指示など）につい
て、単に表象するのではなく、自ら「定義」を行って行動す
るものと措定されているためである。その際実在物（「オブジェク
ト」）との関係は、他の論者の場合と同様に、推定的なものと
されるから、記号内容の最終決定は、かなりの程度、記号の
受け手すなわち組織構成員によりなされるものとなる。つまり、
記号の実効性は、実際上は、パースが第 3次性として挙げた
「インタープレタント」において決まるもの、という考え方になる。
スタムパーらの組織記号論は、実は観光関係にもそのまま
応用されうる。というのは、観光客は受け取った記号を基に、
どのように観光するかについて「定義」をし、決定をするもの
であるからである。観光客は、受け取った情報を記号として
理解するが、さらにそれについて自ら「定義」を行うことが全
く肝要な点である。少なくとも真に有用な観光研究はここを出
発点にしなくてはならないし、「観光記号論」を土台としなくて
はならない。
パース説に戻ると、他方、その3要素説をなんらかの三角
形で図示することの是非が問題となっている。実は、この説
の提唱者パースは、こうした図示はしていない。そこで、前
記で一言したピィエタリネンのように、パースの叙述をみると、3
要素はあくまでも1つの線であって、それが 3つのものに枝別
れするものとなっている。かつ、「オブジェクト」では、対象物
である「オブジェクト」そのものと、その発信者（utterers：以下

「アッテラー」という）とが区別されている。また「インタープレタ
ント」では「インタープレタント」そのものと、「インタープレター」
とが区別されている、と指摘しているものがある（P, p.3）。
そこでピィエタリネンは、これらのことを考慮すると、結局、パー

ス説では記号関係は図 3のような二重線で示されるものであ
るとし、これを「二重のトライアド（double triad）」とよんでいる。
これは「記号―オブジェクト―インタープレタント」と、「記号
―アッテラー―インタープレター」とに分かれるが、前者は記
号の物的側面を示し、後者は人的側面を示していると理解さ
れる。この意味でいえば、パース説でも人的なものと物的なも
のとの協働という考えがあったとみられる。
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representamen（sign vehicle）
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object

utterer
interpretant

図 3：二重のトライアド
　　　（出所：P, p.3）

ちなみに、こうした人的なものと物的なものとの協働という考
えは、フランスのラトゥールやイギリスのローなどにより提起され
ている、いわゆる「アクターネットワーク理論」において強く主
張されているものである（詳しくはΩ1）。そのなかのローの論文の
なかには「物的記号論（material semiotics）」という用語もある。
これに対していえば、スタムパーらの組織記号論は「人的記
号論」といえるものである。パース説については以上とし、次に、
グレマス説を紹介する。

Ⅲ�．グレマス説をめぐって―2要素説と3要素説との関連
を中心に

グレマス説は、社会の記号的関係の基盤となっているもの
は2つの対照的要素関係（two pairs of opposite elements）、すな
わち「ホモロゲーション（homologation）」にあると考え、それを
根本的前提とするところに特色がある。それは一般的にいえ
ば図 4のようなものである。すなわち、ある事柄（例えば事柄〔A〕）

の記号的認知は、それと対抗（contrariety）の関係にあるもの（例
えば〔B〕）、それに含意される（implication）関係にあるもの（こ
の例では〔－A〕）、および、それと矛盾（contradictory）の関係に
あるもの（この例では〔－B〕）の4者を立脚点にする。通常、「グ
レマスの四角形説」といわれる。

〔A〕

〔－A〕

〔B〕

〔－B〕
注 :1）　　　　は対抗関係
2）　　　　は矛盾関係
3）　　　　は含意関係

図 4：グレマスの記号論四角形
　　　（出所：M2, p.13による）

これは、現実における2極対立的な矛盾を図示的に解明
するに適している。例えば今日盛んなマスツーリズムは、一方

における大量ツーリズムの実現と、その基礎になっている個別
ツーリストの費用低下というメリット面があるとともに、他方では、
ツーリスト大量化によるツーリズム関係地における自然的および
社会的な環境悪化と、ツーリズムのパッケージ化によるツーリス
トにおける個性喪失というデメリット面があるといわれているが、
これを「グレマスの四角形説」で示すと図 5のようになる（詳し
くはΩ3参照）。

ツーリスト大量化

費用低下

環境悪化

個性喪失
図 5：マスツーリズムの四角形
　　　（本稿筆者作成）

ただしグレマス説は、一部記号論者では無視されているこ
とがある。例えば前記のマキャーネルの著（文献M1）では、出
典記号理論としてソシュール説とパース説だけが挙げられ、グ
レマス説は全く無視されている。
一方、グレマス説に対しては、既述で一言した「アクターネッ

トワーク理論」のラトゥールのように「アクターネットワーク理論は、
半分はガーフィンケルの所論、半分はグレマスの所論に負うも
のである」と高く評価しているものもあるし、アメリカのマーケティ
ング論者のように、企業のマーケティング活動について「グレ
マスの四角形説」を使って分析しているものもある（詳しくはΩ 2）。
さらに、グレマス説の本質的意義や有用性は、まだ完全に
は論じ尽くされていないという見解もある。例えば近年でもア
メリカ・オークランド大学のコルソは、この四角形説に対して、
著名な論者たちが種 な々目的で批判を展開しているが、しかし
「プラグマティック的な用具的説明を超えて、この四角形説が
真に目的とするところを充分に論証したものは、まだほとんどな
い」と論じている（C3, p.74）。
グレマス説は記号現象を四角形的形態で示すものである
が、その基礎をなすものは2極対立性であって、根本的には
2要素説である。この場合グレマス説を否定する論者たちが
その代わりとするものは、パース説であって、それは3要素説
である。従ってグレマス説とパース説との対抗は、2要素説と
3要素説との対抗という側面があるが、この対抗は、すでにソ
シュール説とパース説との間にあったものである。以下ここでは、
この点に焦点をおいて、現時点における状況について一言し
ておきたい。
この点について結論的にいうと、現在の多くの記号論説で
はソシュール説とパース説とのいわば一体化が進んでおり、対
抗関係にあるとは考えられていない。例えば前記で一言した
マキャーネル説でみると、根拠とすべき記号理論にはソシュー
ル説とパース説とがあると明示されたうえで、記号現象は（以
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下記号論用語は原語のまま示す）、signifier、signified、referent
の3要素があるとされている。前 2者はソシュール説のままで
あり、最後の referentは、パース説で objectとされているものを、
（その間に発表された）オクデン／リチャーヅ（文献 O）の説に依拠
し、referentに変更しているものである（M1, p.118）。
これと似た提議は、アメリカの法学者ビーベがアメリカ商標
法の解明について記号論を駆使して行っているものにもみられ
る。そこではパース説が出典記号理論とされているが、その
際記号論 3要素は、用語上では、あくまでも次のようにカッコ
付きで表示されるものとされている。すなわち、“representamen
（signifier）”、“object（referent）”、“interpretant（signified）”
である（文献 B, p.637）。
この場合“object（referent）” という表現については、厳密
にいうと、objectと referentとでは考え方において原理的な違
いがある。すなわち objectは、実在物が客観的に（人間の意
識・認識とは別に）存在するという考えにたつが、これを refer-
entという場合には、記号と同レベルのもの、すなわち signifier
とsignifiedと同次元のものであって、signifierの単なる参照
先（refer for）という位置づけになる。しかしパース説でも結局、
objectは記号の照会先という意味で使用されているといわれる
ので（G3, p.5）、ここでは“object（referent）”という表現も了と
される。ちなみにマキャーネルは、referentを「今 1つ（第 3）
の記号（another sign）」（M1, p.118）とよんでいる。
故に現在、世界的に一般通例的に妥当する記号理論は、
前掲のジェノスコの見解を斟酌して考えても（G1, p.168）、パー
ス記号論 3要素説であり、その場合 3要素として挙げられる
ものは signifier、signified、referent（or object）という名称の
ものであるといっていい。
この場合、さらにグレマス説も斟酌して考えるとどのようにな
るかという問題がある。この場合も含めて、すなわち（グレマス
説を含めた）2 要素説と3要素説との関連についても、本稿筆
者としては、それは問題の状況・局面のいかんにより有効性・
妥当性が異なるだけのものである。例えば幾何学では1つの
線の確定には2点で足りるが、1つの面の確定には3点が必
要である。これと基本的には同様と理解すればいいものと考え
る。

Ⅳ．終りに―記号理論の拡張
　記号論の2要素説、3要素説、4要素説は、この世界や
社会をどのようにとらえるかについて最も根源的なところで考え
るものであるから、視点を高めて全社会的規模において構造
を考えることにも通じる。
　例えばグレマスの矛盾を根源とする四角形的枠組みは、社
会全体的レベルで考えると、今日の社会では、「資本対労働、
買い手対売り手」という2つの 2極対立関係として展開する
ことができる。ここで「記号理論の拡張」とよんでいるのはこ
うしたものである。こうした拡張はいうまでもなく3要素説でも

可能で、それには種々な形がありうる。例えば、既述で一言
したミンガースは現代社会の根本的構造を図 6のように示して
いる（M3, p.4.）。

personal

social material

図 6：現代社会の構造
　　　（出所：M3, p.3 ）

 これは、本稿筆者としては、personal（人的なもの）と mate-
rial（物的なもの）とがあるから、第 3のものを“social”とす
るのは不適当で、（人的なものと物的なものとの協働的なものである）
“cooperative”とするのが相当と考える。また、こうした三角形
的表示は、観光（ツーリズム）についても可能である。例えば
図 7のようなものが観光理論の1つの出発点になりうるものと
思う。

観光客
（tourists）

観光事業関係者
（tourism industries）

観光資源
（tourism resources）

図 7：現代観光業の構造
　　　（本稿筆者作成）

こうした点に立脚した、本稿筆者が意図するような「観光
記号論」は、世界的にもまだ充分には試みられていない。本
稿はその礎石たることを期するものである。ちなみに本稿筆者
の知るところ、近年では2014 年にオーストラリアのウォータート
ンとイギリスのワトソンとの共著で『ヘリテイジ・ツーリズムの記
号論』（文献W）が刊行されているが、一方、2017 年刊行のロー
マン／ネットのツーリズム教科書的書物（文献 L）には、少なくと
も目次でも索引でも、記号論という見出しは全くない。
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