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１ 意味



文の意味と発話の意味

発話の意味

話し手の意味

語用論

コンテクスト依存的

言語的

文の意味

言語上の意味

人 意味論

コンテクスト独立的

伝達的

非言語的 → 水面下の氷山、これを取り込みたい。

意味 人以外

自然的：（伝達的）意図がないコミュニケーション

4



人のコミュニケーション：伝達

狭い意味のコミュニケーションは、化学系の体系ではなく、視覚系の体系と聴覚

系の体系を指す。人のコミュニケーションには、以下の特徴がある。

（１）刺激独立性： 視聴覚のような刺激を超えて、伝達できる

（２）超越性： 時空を超えられる。

（３）無限性： 離散的無限性 ； 語順によって無限に変化する。

言語的コミュニケーション： 符号化のみでなく推論をする。

非言語的コミュニケーション： → 最終的に、これを取り込みたい。

意図・意志 快不快 愛憎 共感 感情移入

発声 表情 身振り 姿勢 対人距離 対人接触

意図と推論：

→ 「推論」は、詞だけに限って使うつもりか？そうであろう。 5



話し手の意味と情報伝達

偶発的 オックスブリッジ訛り

呼吸 筋反応 表情 身振り 姿勢…

情報伝達 意図隠蔽 欠伸 空のグラス 仄めかし 間接表現 尺度含意

(covert) これは話し手の意味には属さない。だから、本書の

範囲にない。しかし、解決の道は示唆する。

意図的

情報的意図：なにかを伝えようとする意図

意図明示

(overt) 伝達的意図：情報的意図を気づかせようという意図

顕示推論的伝達

働きかけ（喚態 命令 願望 発問 文末語彙）

確信度表現（断定 認定 推定 伝聞 引用）

発声 表情 身振り 姿勢 対人距離・接触
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２ 語用論の本質と目的



文の意味と話し手の意味のギャップ

文 ： 音韻的・統語的・意味的構造をもった抽象的な存在である。

文の意味は、ごく少ない例外を除いては、断片的で不完全であり、命題

にはなっていない。真偽を判断できるものを命題と呼ぶ。ほとんどの文

を本当の命題にするためには、聞き手がコンテクストに照らして補いを

つけたり、肉づけをしたりしなければならない。

発話： 具体的な存在で、言語的特徴と非言語的特徴をもつ。

話し手の意味とは、話し手が特定の場面で、その文（または、語や句）

を発話することで伝達しようと意図しているあらゆることを指す。

この差は、言語構造と言語使用の差といってもよい。

聞き手というものは、発話を瞬時に解釈するものである。

ここで、発話のある側面は、

明示的： 表明され、断言され、あるいは言われたことの一部である。

他の側面は、

非明示的： それとなく伝えられ、示唆され、暗示されたことの一部である。



明示的内容

聞き手は、発話を手がかりに話し手の意味を見つけ出さなければならない。

→ 発話だけに限らない。文章の読み手の文章に対する関係も同様だ。

John wrote a letter. 語の一義化

The student told the teachers they needed more holidays. 指示的対象同定

Everyone came to the party. 量化詞の範囲

Sue lives near the airport. 漠然とした表現解釈

Bill’s face is square. 近似表現解釈

You will be there tomorrow. 発話行為の種類決定
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非明示的内容

Mrs. Thathcher;   I always treat other people’s  money as if it were my own.

ケチって/ぱっぱと

Some of  my neighbors are friendly. 尺度含意

Peter:  Have you read Chomsky’s  books? 直接的返答

Mary:  I don’t read difficult books. ほのめかし

It’s getting dark. 間接発話行為

Jane is a saint. 隠喩、アイロニー

→ 以上は、さらに分析する必要がある。（後述）

10



コンテクストの本質と役割：認識系
コンテクスト： その認知的定義

発話を解釈するために推論の前提となる心的に表示された複数の想定。

心理的構築物。

（１）物理的環境または状況 → フレーム（場）

（２）発話に先行する文章（テクスト）や会話（談話） → プロセス（機）

（３）話し手・聞き手の言表水準： 語・句・文 → 言語認知野

文化的知識・科学的知識などの百科事典的知識や常識的想定

聞き手が想起できる独特な情報（聞き手の能力や選好）

聞き手のコンテクストの選択は、解釈の過程に変化をもたらす。コンテクストの

選択は、コミュニケーションのレベルではなく、認知のレベルで起こっている。

厄介なフレーム問題の１つである。→ 邪な意図や感情も認知レベルにある。

聞き手の課題は、多くの可能な解釈からコンテクストと明示的意味と非明示的意

味の組合せを選択し、話し手の意味についての仮説をたてることだ。語用論の仕

事は、それがどのように行われるかを説明することだ。

認知的アプローチでは、コンテクストの選択こそが、真の語用論の課題であると

みなす。→ 話し手・聞き手の、感情の品定めや察しも含めたい。



語用論の研究対象

（１） もっとも広い対象

情報の偶発的伝播

情報の意図的伝達

（２） 限定的対象

意図を隠蔽した情報伝達

意図を明示した情報伝達

（３） もっとも狭い対象

意図を明示した情報伝達のみ：話し手の意味を見つけられることだけ

グライスは一連の伝達原理（協調の原理、量・質・関係性・様態の公理）を提唱

した。これらの原理は、意図的伝達よりも広い範囲、つまり意図的で協調的な行

動一般の中に共通してあてはまる。

ここでは、語用論を意図を明示した情報伝達を研究対象とする。そして、発話の

理解というときは、明らかに意図された解釈、つまり話し手の意味を突きとめる

ことを指すことにする。→ 「辞」も考慮にいれると、対象は（１）になる。
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３ グライスの語用論



日常のコミュニケーション

日常のコミュニケーションでは、コードの符号化と復号化だけでなく、推論を伴

うモデルを考えないと、うまくいかない。例えば、次のような場合。

（１）言い間違い

聞き手は、補って解釈する。

（２）非文

聞き手は、非文を文法的な文に換えて解釈する。

（３）言いさし

言いさした後のセリフを補って解釈する。
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協調の原理：グライス

協調の原理：

会話における自分の貢献（＝発話）を、それが生ずる時点において、自分が

参加している話のやり取りの中で含意されている目的や方向性から要求され

るようなものにせよ。

話し手はどのようにこの原理に従っていると確認できるのか？そのためにグラ

イスいくつかの会話の公理をあげる。これらの公理に従えば、自動的に協調の

原理に従っていることになるとする。
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会話の公理：グライス

＜善意＞ ＜悪意＞

Ⅰ 量の公理 ： 過不足ない情報 隠蔽（隠す）

Ⅱ 質の公理 ： 真偽と根拠（上位の公理） 虚言（嘘つく）

Ⅲ 関係性の公理 ： 有意な発言 はぐらかし ・脅し

Ⅳ 様態の公理 ： 明快（上位の公理）

（１）曖昧性 明確・正鵠 あやふや

（２）両義性 明快・一義性 ふたまた

（３）冗長性 簡潔 だらだら

（４）順序性 語順・正順 順不同

→ 敬語法 丁寧体 ののしり

日本語の場合、「デス・マス」体と「デアル・ダ」体では、伝達内

容や意味が変わることがしばしばある。

→ ポール・グライスの腑分けは、

発話状況（意図・場・機）や言語野（認知効果）

を過不足なく繰り込んだとは云えない。悪意の伝達が取り込めていない。



グライスのアプローチに対する疑問

協調の原理と会話の公理の起源：

これだけに限定する根拠がはっきりしていない。

理論上の用語の曖昧さ：

理論というより、ヒント集のようである。

解釈手順の不明瞭さ：

語用論は聞き手がなぜある解釈を選び他を排除するのか説明できなければなら

ない。

理論の適用範囲：

正しい一義化や指示対象付与はコンテクストで決まるとみなし、話し手の意図

や伝達の原理を考慮に入れてない。

解釈過程の形式：

意識の推論過程は、無意識のうちに、瞬時におこっていることに反している。

理論的発展の可能性：

そこで、グライスの仮定のいくつかを放棄して、新たに推論的な分析を提案し

よう。
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４ 認知的関連性の原理



関連性の粗い定義

関連性とは、認知的な処理過程への入力となる

外的な刺激（知覚、発話、行動）

内的な表示（思考、記憶、推論から得られる結論）

がもつ潜在的な特性である。

人の認知システムは、知覚、記憶、推論とも、自分にとって潜在的に関連性の

ある情報を取り出すようにはたらく性質をもっている。

発話以外から得られる情報も、関連性をもちうる。

またある情報は、あるコンテクストでは関連性があるが、別のコンテクストでは

関連性がない場合もある。したがって、コンテクストにおける関連性という基本

的な概念を定義する必要がある。

関連性理論では、新情報（新たに提示された情報）がコンテクストと相互作

用し、認知効果をもつ場合に、そのコンテクストにおいて関連性があるとす

る。これが関連性理論の基本的な主張である。 19
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関連性に関する用語

認知： さまざまな想定をもっている状態

想定を増加・改善させたいという欲求

想定を増加・改善する場合の頭の働き

認知環境： 人が頭の中に浮かべることのできる想定の総和

認知効果： 認知環境を改善する作用

「関連性がある」 ＝ 「認知効果をもつ」

関連性理論は、認知、認知環境、認知効果に対して、

関連性原理Ⅰ

関連性原理Ⅱ

を提案する。
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関連性： 明示的意味・コンテクスト・認知効果

認知効果： ある情報が、その聞き手にとって関連性をもつのは、次の３つの場

合である。

（１）コンテクスト的想定が間違っていたとわかり、その想定を放棄する場合

（２）確信が持てなかったコンテクスト的想定が確信となる場合

（３）そのコンテクスト的想定がコンテクスト的含意を引き出す場合

「コンテクスト（的想定）」とは、聞き手の頭の中にあって、発話解釈に際し

て推論の前提となる想定のことである。

「コンテクスト的含意」とは、聞き手のコンテクストだけからも、また相手の

発話だけからも得られず、コンテクストと相手の発話の両方を前提とした推論

から初めて得られる想定のことである。

→ 次は（１）～（３）のどの場合か？

発話の新情報そのものが、新しい認知効果を生じる場合

状況変化という新情報が、認知効果を生じる／生じない場合

→ 悪意ある意図がある場合、例えば、情報隠蔽や情報歪曲や恫喝などがとも

なう場合も取り込みたい。 21



関連性理論のコミュニケーションに関する想定
（１）すべての発話には、復号化された文の意味と矛盾しない、言語的に可能な

解釈が数多くある。

（２）しかし、具体的な状況下では、これらすべての解釈が同時に接近可能（等

しく聞き手の頭に浮かぶ）わけではない。

（３）聞き手は、それらの解釈の妥当性を評価し、話し手の意味の解釈として受

け入れるか排除するかを決める、単一の非常に一般的な基準をもっている。

（４）この基準は、１つの解釈（または２，３のそれに酷似した解釈）を選び、

それ以外の解釈を排除するほど十分に強いものなので、聞き手は、その基

準に合致する最初に浮かんだ解釈こそが、選ぶべき最終的な解釈であると

みなしてよい。

発話の解釈とは、明らかに意図された解釈、つまり話し手の意味を指す。解釈と

いう用語を、明示的意味、非明示的意味、コンテクストまでも含む、幅広い意味

で用いる。

語用論の目的は、どのように聞き手が、話し手の意味を理解するのか、また誤解

をするのかを説明することにある。誤解は、解釈を選択する基準が、正しい解釈、

つまり話し手が伝えようと意図した解釈を、常に選び出すとは限らないというこ

とを示している。コミュニケーションには誤解が起きる。

ここでは、単に聞き手が正しいとみなしてよい解釈を選び出す基準を見ていくこと

にする。
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認知効果の例（１）

事例１

１（おそらく）バスに乗れるだろう。 コンテクスト的想定

２ バスに乗れたら、授業に間に合うだろう。 コンテクスト的想定

３ バスに乗れなかったら、授業に間に合わないだろう。コンテクスト的想定

バスがやってきた。 コンテクスト

４ バスに乗れる。 新情報

５ 授業に間に合うだろう。 コンテクスト的含意

４の情報は１の想定を確定化し（強化する証拠を与え）さらに２と結びついて

５のコンテクスト的含意を引き出す。

事例２

バスが出て行ってしまった。 新コンテクスト

６ バスに乗れなかった。 新情報

新情報は６は、１のコンテクスト的想定と矛盾する。弱い想定１は放棄される。

また、６は想定３と結びついてコンテクスト的含意７を引き出す。

７ 授業に間に合わないだろう。 コンテクスト的含意



認知効果の例（２）

関連性をもたないコンテクストの場合：

事例１

８ 木から枯れ葉が舞い落ちてきた。

事例２

９ 「あなたの名前は、デｲアドリ・ウィルソンです。」（学生）

→ それがどうした。

事例３

１０ 「あなたの名前は、デｲアドリ・ウィルソンではありません。」(学生）

→ いったい何をいっているんだ。馬鹿、言ってんじゃないよ。
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関連性原理Ⅰ：認知的関連性の原理
関連性原理Ⅰ： 認知的関連性の原理

人の認知は、関連性を最大にするように働く性格をもつ。

これがあらゆる種類の偶発的情報伝播と意図的情報伝達の双方を支配している原

理である。これは意図を隠した伝達の説明にも当てはまる。

これまでは、ある情報があるコンテクストにおいて認知効果をもつ場合に関連性

があり、その認知効果が高ければ高いほど、関連性は増すと主張してきた。

余分にかかる処理コストは関連性を低くする。処理コストの概念は心理的なもの

である。つまり、情報を処理する際に必要とされる労力のことである。

処理コストに影響を与える要因：

最近使われたか？

頻繁に使われるか？

言語的に複雑か？

論理的に複雑か？

個人にとっての関連性：

他の条件が同じであれば、（ある情報を処理する人にとってその情報の）認知

効果が高ければ高いほど（その時点でその人にとっての）関連性は増す。

処理コストが低ければ低いほど関連性は増す。



26

５ 伝達的関連性の原理



適な関連性の当然視（a）／（b）

誰かになにかを伝えようとする行動（発話をすること）は、その発話が関連性

をもっているのではないかと、自動的に相手に期待させる。つまり、発話をす

るということは、それ自身が関連性を持つことを当然視する行動なのだ。

伝達的関連性の原理：

発話（またはほかの顕示的刺激）は、関連性の当然視（presumption of 

relevance）を生み出す。

最適な関連性の当然視：

（a）その発話は、聞き手が少なくとも処理するに値するだけの関連性をもっ

ている。

（b）その発話は、話し手の能力と選択が許す範囲内においてもっとも高い関

連性をもつ。

交感的コミュニケーション（phatic communication）の例：

いい天気ですね。（交感的）

上着に火がついてますよ。（反例、非交感的）
27



関連性原理Ⅱ：伝達的関連性の原理

関連性理論による解釈の手順：

処理コストが最小になるような道をたどりながら、認知効果を計算する。

（a） 解釈（指示対象付与や一義化、コンテクストの選択など）を、接近可

能な順序で吟味し、

（b） 予測された関連性のレベルまで達したら（まだは達しなかったら）解

釈を打ち切る。

関連性原理Ⅱ：伝達的関連性の原理（最終版）

すべての発話（または他の顕示的刺激）は、それ自身が最適の関連性を持つ

ことを当然視している旨を伝達している。

関連性の伝達原理： カーストン（関連性原理Ⅱの言い換え）

意図明示的なあらゆる行為は、その行為が最適な関連性をもつ見込みがある

ことを伝達している。つまり、意図明示的な行為は、少なくとも聞き手の注

意に見合うだけの関連性があり、さらに、伝達者の能力、個人的な目的、好

みと両立する範囲内で最大の関連性がある、という見込みを伝達しているの

である。
28



発達段階の説明

これまで、聞き手の最適の関連性の期待は決して裏切られないとした、単純化し

た仮定に基づいて議論してきた。しかし、期待が裏切られることもある。

話し手が常に自分の発話を最適の関連性があるものにする能力を持っているとは

限らないからである。しかし、通常、聞き手はこうした事態に対応することがで

きる。

また、話し手は常に好意的であるとは限らない。迷わせたり騙したりすることが

ある。例えば、嘘。このとき聞き手は、話し手が最適の関連性があるかのように

みせかけたと考える理由が十分わかる解釈を選ぶ。

発達段階をスペルベルは、

素朴な楽天主義 ： 話し手の能力と選択に何の疑問ももたない

用心深い楽天主義： 話し手の能力だけに疑問をもつ

透徹した楽天主義： 話し手の選択にも疑問を抱いて接する

にわける。これは「心の理論」の発達の解釈と合致する。
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30

６ 語用論と関連性



グライスの語用論との比較
関連性理論では、「協調の原理」や「会話の公理」はまったく必要がないと考え

る。

伝達性関連性の原理から導かれることは、グライスの協調の原理から導かれるこ

とよりも弱いものである。

関連性理論には公理がないので、公理の違反もない。最適の関連性が明確に定義

されて強力な力を発揮するので、話し手の意味に関しては最大の１つの仮説が得

られるのみで、他の仮説は排除される。

関連性理論による解釈の手順は、解釈のすべての側面、つまり明示的内容・非明

示的内容・コンテクストのすべてに適用されるものである。

さらに、関連性理論による解釈の手順は、断片的な発話や、非言語的なコミュニ

ケーション（これには意図したメッセージが符号化されていない）についても、

完全で文法的な文の形をとった発話と同様に適用される。

関連性理論による解釈の手順は、発話解釈の際に、自動的かつ無意識に行われる。

関連性理論にしたがえば、文の意味と接近可能な一連のコンテクスト的想定から、

ここで示した解釈の手順に沿って、語用論の（認知的）モジュールが自動的に解

釈を推論すると想定できる。 31



関連性理論から導かれること

話し手の意味を見つける際に、聞き手が答えなくてはならない疑問点：

（a）話し手は何を明示的に伝えようと意図していたのか？

（b）話し手は何を非明示的に伝えようと意図していたのか？

（c）適切なコンテクスト（コンテクスト的想定の集合）はどういったものか？

最適の関連性を目指す話し手は、発話をする際に少なくとも次の２つのことを行

わなければならない。

聞き手がその発話は処理するに値すると感じるような認知効果を達成する。

それらの認知効果を達成する際に、聞き手に余分な処理コストをかけない。

最適の関連性の当然視（b）「発話は、話し手の能力と選択が許す範囲内において

もっとも高い関連性をもつ」から得られる結論：

（１）関連性原理に合致する最初の解釈が、最終的解釈である。

指示対象付与、一義化、コンテクストと非明示的意味

（２）余分な処理コストは、付加的な（別の）認知効果で補われる。
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初の解釈が 終的解釈である

指示対象付与：

バラク・オバマは詐欺師だ。

と書いたプラカードをもってホワイトハウスのまえをうろうろしていた男。

裁判で近所の雑貨屋の店主がバラク・オバマなのだと主張したが、裁判で敗れ

た。少ない処理コストで最初に思いつく解釈が、聞き手や読み手の最終的な解

釈になっている。

一義化：

In scene 10, when the police arrive, the criminal makes a bolt for the door.

bolt：ドアに向かって走る／閂を下ろす

世界に関する信念や想定は、頭の中にある百科事典に蓄えられている。（仮定）

頻繁に使われるステロタイプ的な情報はまとまり（chunk）になっている。（仮定）

非常に頻繁に使われるので処理が容易である。（仮定）

→ スキーマ、フレーム、スクリプト

発話自体が、記憶にある情報の接近可能性を変えることが多い。

→ 記憶活性化拡散モデル 33



コンテクストと非明示的意味
コンテクストと非明示的意味：

ピーター：コーヒーはいかがですか？

メアリー：コーヒーを飲むと目が覚めます。

→ メアリーは起きていたくない。 ＜コンテクスト的想定＞

メアリーは目を覚まさせるものが欲しくない。 ＜コンテクスト的想定＞

メアリーはコーヒーがほしくない。 ＜コンテクスト的含意＞

→ メアリーは起きていたい。 ＜コンテクスト的想定＞

メアリーは目を覚まさせるものがほしい。 ＜コンテクスト的想定＞

メアリーはコーヒーがほしい。 ＜コンテクスト的含意＞

疑問と解答：

選択は、最適関連性の当然視（b）からなされる。2つの解釈が等しく接近可

能なとき、さらに訊くか、推論に頼る。

袋小路発話の解釈が必要なとき、新たな証拠によって解釈を変える。

文学的テクストを説明するとき、考慮すべき３点：

同じ作品でも、読者が変われば異なった関連性の期待をもって読む。

ほとんどの解釈は暫定的で、新たな証拠があれば解釈は変わる可能性がある。

文学的なテクストのもつ漠然とした伝達的効果を説明する必要がある。
34



明示的意味と暗示的意味（＝含意）の拡張

what is said ：言われたこと 表意・明意（expricature）

復号化された意味

グライス 指示対象付与 関連性理論

一義化

what is implicated：含意 推意・暗意（implicature）

関連性理論では、一般に、暗意とは、意図されたコンテクスト的含意である。

発話には、聞き手の関連性への期待を満たす十分な暗意がなければならない。

（１）発話の意図された暗意は、明意と適切なコンテクスト的想定から推論

されなければならない。

（２）期待した認知効果を引き出すために、符号化された文の意味に肉づけ

を行い、簡単に接近できるコンテクストと組み合わせ可能になるまで

拡充して明意を復元する権利を聞き手は持っている。

明示性の度合い：

復号化の相対的貢献が大きくなればなるほど、また語用論的な推論の相対的

貢献が大きくなればなるほど、明意の明示性は増す。（その逆もなりたつ）



明示的伝達と「言うこと」

グライスやふつうの哲学者は

言うこと（saying） 言われたこと（what is said）

含意（implicating） 含意されたこと（what is implied）

を区別する。

言われたことの構成要素：

文の意味（復号化された意味）

指示対象付与

一義化

アラン：今晩、私たちと一緒に夕食はどうですか？

リサ：いいえ、結構です。もう食べました。

聞き手は、「リサがその発話の行われた晩に夕食を食べた」と解釈するはず

だ。したがって、リサがいつ、何をたべたのかを理解するためには、指示対

象付与や一義化以外の別の語用論的な推論が必要になってくる。グライスは

これを排除してしまっている。

アランの百科事典的記載から、次のような接近できる想定が引き出される。

「人はふつう一晩に夕食を２回食べたいとは思わない。」 36



明示的伝達と関連性理論
グライスによる、「言われたこと」と「含意されたこと」の区別には疑問が生じ

る。

第１点は、グライスが提案した区別が、話し手が主張していることに関する聞き

手の直観と一致していないという点である。

第２点は、グライスの分析では、明示的な内容を復元する際に、語用論的な推論

によって、指示的対象付与と一義化だけが行われると考えているが、それ以外の

語用論的な推論を無視している。

そこで、明示的に伝達されたことの記述は明意と呼ぶ。関連性理論では、グライ

スの含意を暗意と呼ぶことにする。一般に、暗意とは意図されたコンテクスト的

含意のことであり、発話には聞き手の関連性への期待を満たすに十分な暗意がな

くてはならない。

このことから次の２つの結論がでる。

発話の意図された暗意は、明意と適切なコンテクスト的想定を合わせたものか

ら演繹（推論）されなければならない。

期待した認知効果を引き出すために、符号化された文の意味に肉づけを行い、

簡単に接近できるコンテクストと組合せが可能になるまで拡充して明意を復元

する、いわば権利を聞き手が持っている。



聞き手の解釈手順
潜在コンテクスト・明示的意味・認知効果の相互調整

聞き手の察し：

話し手の明示的意図（表意＝明意）

話し手の暗示的意図（推意＝暗意）→ 推意前提と推意帰結 強い/弱い

適切なコンテクスト選択

最適関連性の当然視から得られる結論：

（１）関連性原理に適合する最初の解釈が最終的解釈である。

（２）余分な処理コストは、別の認知効果で補われる。（間接性）

明意は、復号化と関連性原理に基づく推論で復元される。推論は関連性原理によ

る解釈の手順に沿って行われる。

（１）一義化（百科事典的知識、スキーマ、フレーム、スクリプト）

（２）飽和（空所充填）

（３）自由拡充（特定化、肉づけ）

（４）アドホック概念構築

コンテクストの暗示的意図 → 推意前提と推意帰結 ＆ 強い／弱い

間接的応答：余分な労力はかけても、新たな認知効果をもたらす

隠喩：

反復（再現的）表現：
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メタファー：隠喩

隠喩は、処理コストと認知効果の関係によって、その間接性を説明できる。つ

まり、余分な労力はかけるが、余分な認知効果をもたらすことがある。

（１） John is a lion.

Bill is a donkey.

（２） ジョンは勇敢だ。

ビルは間抜けだ。

（３） John is brave in the way a lion is brave.

ジョンにはライオンがもっているような勇敢さがある。

なぜ（２）のように言わないのか？（１）と（２）は、認知効果が明らかに異な

る。さらに言えば、（１）と（３）でも認知効果が異なる。
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反復＝再現的（echo）表現

（１） That was a stupid thing to do.

（２） That was a stupid , stupid thing to do.

とても愚かなことをしてしまった。

（２）では、反復によって余分な処理コストを聞き手にかけている。最適な関

連性の当然視から、話し手はより簡潔な言い方である（１）を用いて伝える以

上のことを（２）で伝えようとしたはずである。

一番自然な見方は（したがって、関連性理論による解釈の手順になじむ考え方

）は、話し手が問題の行動を（１）で伝えるよりも、もっと愚かな行動であっ

たとみなす解釈である。
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７ 明示的意味と非明示的意味



明示的伝達の本質：明示的伝達と復号化

ピーター：『関連性理論』読んだ?

メアリー： 難しい本は読まないわ。

メアリーは難しい本は読まない。

メアリーは『関連性理論』を読んでいない。

ピーター：ジェニーは授業に来るの？

メアリー：そうよ。

言語的に符号化されたものだけが明示的意味であり、推論によって復元され

たものはすべて非明示的意味である。

明示的意味と非明示的意味の区別は、復号化と推論の区別と完全に一致すも

のではない。つまり、復号化と推論の組合せから明示的に伝達されたことが

復元される。
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明示性の度合い

関連性理論では、明意を得るためには復号化と推論の両方が必要だと考える。

明示性の度合い：

復号化の相対的な貢献が大きくなればなるほど、また語用論的な推論の相対的

な貢献が小さくなればなるほど、明意の明示性は増す。（その逆も言える。）

Peter: Is Jenny is coming to the lecture?

Mary:  She is.

Mary:  Jenny is coming to the lecture.

→ 一義化（disambiguation）

飽和（saturarion）

自由拡充（free enrichment）

アドホック概念構築（ad hoc concept construction）
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明意

明意は（明示的な伝達）、復号化と関連性原理に基づく推論によって復元される。

その推論は、関連性理論による解釈の手順により行われる。

（０） 指示対象確定

（１） 曖昧性除去（一義化） 複数の意味から意図された意味を選択

（２） 飽和 指示対象特定のような空所補充

（３） 自由拡充 特定化、肉づけ

（４） アドホック概念構築 語レベルのその都度の復元

（５） 文副詞など 基礎的明意を発話行為動詞や命題態度動詞の

目的節によって文を作成
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曖昧性除去（disambiguation）

ある言語表現が2つないしそれ以上の意味をもつとき、曖昧であるという。

bank   銀行

土手

ギンコウ 銀行

銀鉱

吟行

太郎は自転車で逃げる犯人を追いかけた。



飽和（saturation）

次のような語は、直示的語彙あるいは指標的語彙と呼ばれる語類であり、本

来的にコンテクストがなければ同定できない。こうした表現が何を指すかを明

らかにするのが「飽和」である。

彼 あの人 今日 去年 ここ あそこ 固有名詞

彼はあの女が嫌いだ。

去年、鈴木と一緒にあそこへ行ったよ。

昨日は午後４時までここにいました。

大好きよ。 誰が何/誰を？

太郎は若すぎる。 何をするために？

新幹線の方が早いよ。 何が何のために？

麗子の絵は良いねえ。 麗子の描く/麗子を描いた/麗子所有の/…？



アドホック概念構築
（ad hoc concept construction）

アドホックとは、「その場その場の」といった意味である。

今日は飲むのをやめておこう。 アルコール

この塩焼き、生だぜ。 生焼け

花子の顔は正方形だ。 ほぼ正方形

熱海は東京の西南１００キロにある。 ほぼ西南大体100キロ

あの男はコウモリだ。 メタファー

あいつには脳味噌がないのだ。 誇張表現

諸手を挙げて賛成とは言えないなあ。 緩叙法

関連性理論では、英語の単語がアドホック概念を表していることを明らかにした

いときには、その単語を全部大文字で書き、かつ「＊」を右肩につけるのを慣例

にしている。

メタファーや誇張表現は、伝統的見方では「文彩」ないし「修辞的表現」と見ら

れてきたが、関連性理論では「ふつうの表現」となんら変わりがないとする。



自由拡充（free enrichment）

You are not going to die.

→ You are not going to die from that cut.

Mary hit Tom and he walked out on her.

→ causality.

I’ve eaten breakfast.

→ I’ve eaten breakfast this morning.

「自由拡充」の「自由」は、「言語形式からの自由」を意味している。

「曖昧性除去」は、その語、つまり言語形式にいわば支配されている。「飽和」

は、直示的・指標的語が何を指すかを明らかにする過程であるから、その点で言

語形式に支配されている。「アドホック構築」は、「隠れている要素」を突き止

める過程だが、やはり言語形式に支配されている。

それに対して、「自由拡充」は言語形式に支配されないところに特徴がある。



語用論的操作と言語的制約：西山

語用論的プロセスＰが言語的制約のもとにあると言えるのは、次の2つの意味

においてである。

Ｐは言語的に義務づけられたプロセスである。すなわち、Ｐは、問題となっ

ている言語表現が使用されるあらゆるコンテクストにおいて、遂行されなけ

ればならない。もしＰを遂行しなければ、当の言語表現を含む文の発話は完

全な命題を表現しない。

Ｐを適用した結果、伝達される解釈の候補は、（ⅰ）言語体系によって与え

られる、もしくは、（ⅱ）論理形式（言語意味表示）に現れるコード化され

た概念と結びついた言語的・百科全書的知識によって与えられるのどちらか

である。

言語論的操作 義務的かどうか 解釈の幅に言語的制約があるか

曖昧性除去 YES                            YES

飽和 YES                            NO

アドホック概念構築 NO                             YES

自由拡充 NO                              NO



発展

「曖昧性除去」 「飽和」 「アドホック概念構築」 「自由拡充」

を合わせて、「発展」と呼ぶ。

発話 U によって伝達される想定は、もしそれが U によってコード化された言語

形式を発展させた想定の部分集合であれば、そしてその場合に限り、「発話によ

って表出された命題」であり、「発展によって表出された命題」（＝表出命題）

は明示的である。

表出命題は多くの場合明意になるが、そうでない場合もある。

彼はイギリス事情に詳しいね。

そうとも。彼はイギリス事情に詳しいよ。首都がロンドンであることさえ

知っているくらいだ。

→ 彼がイギリス事情に詳しいなどと考えるのは、まるで思い違いだ。

一般に、表出命題は意図明示的に伝達された場合にのみ、明意になる。意図明示

的に伝達された「表出命題」を「明意（explicature）」と呼ぶ。

非明示的に伝達される想定を「暗意（implicature）」と呼ぶ。



高次明意

高次明意とは

表出命題を

発話行為述語（「言う」「ささやく」「どなる」など）

命題態度述語（「残念に思う」「滑稽だと考える」「～と信じる」など）

を目的節として埋め込むことによりえられるものである。

彼はイギリス事情に詳しいね。

そうとも。彼はイギリス事情に詳しいよ。首都がロンドンであることさえ

知っているくらいだ。

→ 彼がイギリス事情に詳しいなどと考えるのは、まるで思い違いだ。



メタファーとアイロニー

メタファーとアイロニーは、伝統的には修辞的な語法という点で同類のものと

考えられてきた。グライスの理論でもそうである。グライスの枠組みでは、メ

タファー、アイロニー、誇張表現、緩叙法はいずれも話し手が「質の公理」す

なわち「真でないと自分が知っていることや、真であるという証拠をもたない

ことを言ってはならない」にあからさまに違反し、それによって「文字どおり

の意味」とは逆の意味を聞き手に伝達する過程と位置づけられた。修辞的な語

法は「振りをすること（pretence）」にその基盤をもつというのである。

関連性理論では、次のように別の解釈を行う。

What a lovely day for a picnic ! (a rainy day)

→

It is ridiculous to believe  that it’s a lovely day for a picnic.



転嫁（attibution）と反復（echoing）
アイロニーの例では、いろいろな考えが、It is ridiculous to believe that …とか、

「…と考えるのは滑稽である」などの「…」部分に埋め込まれている。そしてそ

の考えだけでなく、そうした考えをもつ人（対話相手、自分自身、第三者など）

を嗤うものである。つまり、ある考えをある人に帰する（attribute）ことがアイ

ロニーという言語行為の一部なのである。「帰すること（attribution）」に「転

嫁」という訳語を当てよう。

転嫁は文だけでなく、語や句のレベルでも起こる。斜体部が転嫁された要素であ

る。

You don’t  wear suspenders to hold your trousers up; you wear braces.

I’m not happy;  I’m  ecstatic.

Bill phoned his wife and told her that he was stuck in a traffic jam.

He was hoping that he would arrive home early.

次は転嫁ではない。「反復」という「転嫁」の下位分類としての過程である。

太郎：ついにタバコをやめたぞ。

花子（喜んで）：タバコやめた。万歳！

（半信半疑で）：タバコやめた。本当に一本も吸わないの？

（軽蔑的に）：タバコやめた。その台詞、何遍聞いたことかしらね。



発話解釈の手順
聞き手は、発話の解釈を、具体的にどのような手順でおこなうのだろうか。要約

すれば次のようになる。

明意を得るための推論、つまり「発展」と、暗意を得るための推論を、接近可

能な順序でおこない（つまり、認知効果を計算する上の労力が最小になるよう

な道をたどり、

予測された関連性のレベルに達したら解釈を打ち切る。

発話解釈は決して言語形式 → 表出命題 → 基礎明意 → 高次明意 → 暗意の獲得

…という順序をたどるのではない。いわば「関連性を見出すごとに」によって解

釈が進むので、たとえば明意と暗意が同時に受け取られたり、基礎明意よりも先

に高次明意を処理することがあったり、解釈が明意とのあいだを行ったり来たり

する。これを相互並行調整と呼ぶ。

花子：テニスしない？ 太郎：雨が降っているよ。

太郎は「雨が降っている」ことを事実だと信じている。 高次明意

ある場所で雨が降っていれば、その場所でテニスをするのは不可能である。暗意された前提

今ある場所で雨が降ってるので、その場所でテニスをするのは不可能である。

暗意された結論 太郎の発話の表出命題（基礎明意でもある）

今、花子と太郎のいる場所（テニスコートを含む）で雨が降っている。 先に獲得されれば

花子と太郎は、今、テニスができない。 暗意にたどりつく。



亜人格性
発話解釈の過程は、分析的・再現的な述べ方である。

Ａ君：今日の飲み会出るかい？

Ｂ君：高校の時の恩師のお通夜なんだよ。

今夜はＢ君の高校時代の恩師のお通夜である。

恩師のお通夜と飲み会が重なった場合、人はお通夜を優先させる。

∴ Ｂ君は今日の飲み会には出ない。

この場合、Ａ君の上の推論は、当人には意識されない。Ａ君はＢ君の発話を聞い

た途端に「Ｂ君は飲み会にでない」という暗意を悟る。

人格的説明 ：人がある行動をおこなうとき、その行動を何らかの「理由」に基

づいて、意識的・自発的におこなった行為だと説明する。

亜人格的説明：人あるいはある１つの系が何らかの入力を「原因」として、自律

的・機械的・無意識的に、そしてきわめて迅速に対応した結果

起こったこととして説明する。

発話解釈は、無意識的・自律的かつ迅速に行われる。解釈の結果を後になって振

り返り、どうしてそういう結果が得られたかを分析・再現することは可能で、そ

れは、人格的行為である。しかし実際に解釈をおこなっているとき、その過程そ

のものは亜人格的である。



心の理論

関連性理論では、発話解釈能力を、「心の理論」というモジュールの一部をなす

サブモジュールだと考える。モジュールの特性は、認知の特定の領域に奉仕し、

他の能力と乖離（dissociation）を示すところにある。

生成文法のいう「言語能力」はモジュールである。

心の理論、そのサブ・モジュールとしての発話解釈過程、それをもつ特徴として

の相互並行調節などは、人の認知を究める上で重要な「窓口」を提供している。

これが、関連性理論の（他の語用論理論には見られない）優れた特徴である。



非明示的伝達の本質

修辞的表現（例えば、その場で新しくつくられた隠喩やアイロニー）や、ウィッ

ト、詩的文体、間接的な返答、または溜息によって、何が伝達されたかを具体的

に言葉で言い表すのは至難の業だ。詩などを別の言葉で言い換えると、何か本質

的なものが失われてしまうと考える詩人や批評家は多い。

真の詩では…そこで使われていることば以外を用いたのでは意味を表すのが不可

能になってしまう。違うことばを用いれば必ず意味まで変わってしまうのだ。

（A.C. Bradley, Oxford  lectures on Poetry, 1909)

詩というものは、何よりもまず、ことばを使って、ほかの表現では決して言い表

せない事柄を表現する手法だ。 （C. Day-Lewis,  Enjoying Poetry, 1947）

詩に何らかの意味が含まれているとしても（ふつうは含まれているが）、それを

明らかにしない方がいい。完璧に解釈しようとすると、詩を読む楽しみまで消え

てしまうから。 （A. E, Housman, The name and Nature of Poetry, 1933）

非の打ち所のない文体かどうかを確かめる絶対的な方法は、意味を損なわずに言

い換えが可能かどうかを確認することだ。

（S.T. Coleridge, Biogaphica Literaria, 1817）57



非明示的伝達と直感
隠喩（修辞的表現）：

ジェーンは天使だ。

ジェーンはとても優しくていい人だ。

ウィット：

わざわざ傘をもってこなくてよかったわ。（土砂降りの雨に遭って）

傘をもってこなかったことを後悔しているわ。

アイロニー：

君は本当に身のこなしが優雅だね。（すっ転んだのを目撃して）

君は本当に身のこなしが無様だね。

詩的文体、間接的な返答、溜息などによって、何が伝達されるのかを具体的にこ

とばで言い表すのは至難の業だ。パラフレーズは伝達内容を歪めることが多い。

グライスの非明示的伝達（含意）の前提：

含意とは話し手が信じていると聞き手が考えざるを得ない思考である。

含意は計算可能でなければならない。

含意は不確定である。 → どの解釈を選ぶのか明確な方法を提案してない。



関連性理論による非明示的伝達の分析

関連性理論の主張の中心は、聞き手は発話の明意・暗意・コンテクストを関連性

の期待が満たされるところまで調整する権利をもっているという点にある。この

過程は純粋に推論的である。

ピーター：今晩２人で外出できる？

メアリー：レポートを書かなければならないの。 間接的な返答をまつ漠然性。

比較的強い暗意がある。

もしレポートを書かなければならないのであれば、暗意された前提。

メアリーは外出できない。

メアリーがレポートを書かなければならないので、暗意された結論。

今晩２人で一緒に外出することはできない。 この２つは比較的弱い暗意。

非明示的伝達の一部だから。

ピーター：今日何をしてすごすつもり？

メアリー：疲れてるの。 分かりにくい漠然性。

比較的弱い暗意を伝える。

強い伝達と弱い伝達（強い暗意と弱い暗意）は違う。なぜこの２つが両立するか？
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関連性理論と伝達
グライスやふつうの哲学者は、話し手の意味を、確定的な命題のまとまりとして

はっきりことばにできるものであると考える。つまり、狭義の意味すること。

一方、関連性理論は話し手（伝達者）の意味を、明確な場合も漠然とした場合も

ありえる、見せつけること（showing）つまり顕示（ostension）と考える。グラ

イスは、話し手（伝達者）が、聞き手の思考に直接変化を与えようとしていると

考える。

一方、関連性理論では、話し手（伝達者）が改変しようとしているのは、相手の

思考そのものではなく、相手の認知環境、言い方を換えれば、相手の思考の可能

性であると考える。

冗談や詩によって伝達されたことを細かに解説してしまうと、元の効果が失われ

てしまうのはなぜか？１つ目の理由としては、非明示的伝達を明示的伝達に変え

てしまうと、伝達の強さも変わってしまうからだ。良い冗談や詩は、典型的に多

くの種類の弱い暗意を通して効果のほとんどを達成する。つまりほとんどが見せ

つけによるのだ。

２つ目の理由として、非明示的伝達を明示的に変えてしまうと、話し手と聞き手

の関係も変わってしまうからだ。相手との社会的・人間的関係が影響する（明示

的に伝えないと聞き手が解釈できない場合など）。暗意は経済性のためだけにあ

るのでなく、伝達の成果（理解可能性）にも大いに影響する。
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８ 語彙意味論へのアプローチ



語彙意味論の単純なモデル（１）

語：bird

語彙意味論

概念：BIRD

birds の集合

カテゴリ：

符号（コード）は、斜体。概念は、大文字。カテゴリは、そのまま表示。
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語彙意味論の単純なモデル（２）

語の意味は概念だ。

概念は世界の中でのカテゴリを表わす。正確には、現実世界あるいは可能世界

つまり仮想の世界といったほうがいい。カテゴリは物体の場合もあれば、出来

事や属性の場合もある。

概念 BIRD は、心の中で２つの異なる方法で理解されていることになる。 つま

り、

bird という語を聞いた場合：語彙意味論

bird を見た場合：認知心理学

概念の古典的理解に対する３つの批判：

語の意味は、定義ではない。 （フォーダー）

人は定義によるチェックで物体の分類を行っているわけではない。

（認知心理学）

子どもは、感覚によってえられたのではないかなりの量の概念的

知識を生まれながらに持っている。 （発達心理学）
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語の意味の古典的見解に関する検討

実験的証拠：

フォーダーは、

bachelor

の意味が、複合概念

ADULT & HUMAN & MALE & NOT- MARRIED

に分解されないことを示そうとした。

“unmarried ”を含む文章のほうが“ bachelor”を含む文より被験者の理解が困

難であることを実験で確かめた。そして、「“ bachelor”のような語は、その

言語表示の中に、否定要素を含んだりしてはいない」と結論づけた。

定義の不可能性：

一般に、“kill（CAUSE TO DIE）”や“paint（COVER THE SURFACE OF X WITH    

PAINT）”という通常の定義は、必要十分条件をみたしていない。

“red” “coloured”

“horse” “cow”

自然種（物体、出来事、存在）は定義できない。別のアプローチが必要である。
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フォーダーによる代替アプローチ

フォーダーの結論は、形態的に単純な語（“ bachelor”“ foxhunting” のよう

に語と語を組合わせた語ではないもの ）は、ほとんど分解不可能な原子的な概

念であると考える。

したがって、bachelor の意味はBACHELORで、 man の意味は MAN となる。だか

らbachelor とman にまつわる概念を観察しただけでは、この２つの語のあいだに

意味関係が存在するということは知りようがない。そこで、語彙意味論の単純モ

デルのように bird という語で BIRD という概念を符号化していると主張する。つ

まり、 bird という語は FEATHERED CREATURE WITH WINGS などの複合的定義を

を符号化したものではない。

フォーダーの想定（これは正しい）は、人は文法だけでなく論理ももっているの

だと指摘する。文法とは、音韻表示と意味表示を結びつける規則の集まりのこと

である。論理とは推論規則の集まりで、「概念」（あるいはもっと大きい概念表

示）と「別の概念」（あるいはもっと大きい概念表示）とを結びつける。

フォーダーの主張によれば、推論規則は論理学者が考えてきたよりも、はるかに

たくさんあるということである。このように、追加・導入されるべき推論規則を

フォーダーは、「意味公準」を呼ぶ。 65



フォーダーの語彙意味論と論理のモデル

語： red

語彙意味論

論理

概念： RED COLOURED

カテゴリ： red things         カテゴリ： coloured things
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概念獲得：フォーダーのアプローチの波紋
フォーダーの極端な合理主義：

（１） 概念は学習されるものか、生得的なものかの、いずれかである。

（２） 学習できるのは、複合概念だけである。単純で分解不能な概念はすべ

て生得的なものである。

（３） 古典的見解では、人のもつ単純で分解不可能な概念はかなり小規模の

ものであり、多くの語の意味は複合的、分解可能な概念である。たと

えば、telephone, electron, cabbage, car という語の意味は複合的で分

解可能である。（ゆえに、学習可能な概念である。）

（４） 古典的見解は誤っている。すべての語(形態的に単純なもの）は、単純

で分解不可能な概念を表現している。たとえば、TELEPHONE, ELECT-

RON, CABBAGE, CAR という概念は、単純で分解不可能である。

（５） ゆえにTELEPHONE, ELECTRON, CABBAGE, CAR という概念は、生得的

である。

自然種の語についての古典的アプローチに対しては、２つの反論が示されている。

① 適切な定義がない。 ② 概念の獲得順序が説明できない。

そこで、概念は古典的な構造をもたないというフォーダーの考えは認めるが、概

念は定義の内部構造を持たないという結論は否定する立場が現れた。これが、概

念のプロトタイプ理論（典型理論）である。
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９ 概念のカテゴリ化



プロトタイプ性効果

プロトタイプ性効果（あるいは、典型性効果）は、古典的カテゴリ観を疑問視す

る。概念の成員である度合いは、イエスノーの二分法ではなく、程度の問題だと

する。

検証１ 典型性の順位づけ： トリ；コマドリ・スズメ ＞ タカ・ワシ

検証２ カテゴリの成員性の決定： 判断の正確性と速さ

検証３ 獲得： 子どもは典型的なトリを先に習得する。

検証４ 列挙： 典型的な成員から名前を挙げる。

検証５ 推論： 典型性の判断は推論に影響を与える。

検証６ 典型的属性の列挙： 典型的な椅子は木でできていて4つの脚があるなど。

カテゴリ化の問題：

段階的あるいは相対的概念： rich, far, relevant…

非典型的事例： bachelor  vs. Pope

ボーダーラインの場合： cup vs. mug

家族的類似性（素性の共有）の事例： game

基準の衝突： tomato → fruit or vegetable
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プロトタイプと意味論

プロトタイプ性効果は確かに存在する。しかし、次の３つをプロトタイプ性効

果はうまく説明できるのか？

（１）語の意味の性質： → 合成的意味論が構築できない。

pet fish

grand-mothers most of whose grandchildren are married to dentists

striped apple → プロトタイプの結合問題 複合表現

odd number  → これでも、プロトタイプ性効果をもつ。

プロトタイプ理論では、語の意味については何もわからないというのが一

番いい結論であろう。しかも、もしプロトタイプ表示が存在するならば、

それは必要十分条件の代理材料として存在するのではなく、補充的材料と

してとして存在しているのだ。

（２）概念の構造：

（３）語彙語用論のプロセス：

以下、認知能力の中でのプロトタイプの位置づけについての代案を吟味する。
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プロトタイプと百科事典的記載

概念の役割を次のようにとらえよう。

概念

意味論的・論理学的な情報 カテゴリ化における情報

概念と結びついた意味論的・論理学的情報とは、古典的な必要十分条件の集まり

として考えられる一方、フォーダーの意味公準の集まりとも見なすことができる。

カテゴリ化における情報とは、むしろプロトタイプやステレオタイプに似ていて、

プロトタイプ性効果を説明するものといえる。

最近は、カテゴリ化で利用している情報というものが、意味論的なものではなく、

百科事典的なものであるという考え方が主流になっている。
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プロトタイプ情報と百科事典情報（１）

概念（の役割）

意味論・論理学的な情報 カテゴリ化による情報

スミスとメデｲンは、概念の核とその同定手順を分けて考える。概念の核はフレ

ーゲの言う意義（「明けの明星」「宵の明星」は意味、「金星」は意義）と同一

とみなす。

BOY

核 同定手順

HUMAN , MALE , YOUNG 身長、体重、体型、歩き方など

一般的に、同定手順には、必要十分条件よりも、ずっと多くの表面上の属性が含

まれる。
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プロトタイプ情報と百科事典情報（２）

概念の階層構造の不安定性（ローレンス・バーサロウ）：

（１） 個人間での多様性

（２） 個人内部の多様性

（３） コンテクスト間の多様性

（４） 使われる基準の多様性

（５） 視点の多様性

（６） アドホック概念

（７） 外部要素のプロトタイプ性効果への影響
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語彙語用論への道

プロトタイプというものが、概念の百科事典の中に出来合いのものとして蓄積

されているという前提に立ったものであってはならない。出来合いのものとし

て存在するという見解に対する反論は、以下。

反論１ すべてのカテゴリについて膨大なプロトタイプが必要になってしまう。

反論２ 被験者（米国の学部学生）は、40もの典型性への反応を示した。

反論３ THINGS THAT COULD FALL ON YOUR HEAD の判断能力が説明できない。

反論４ 典型性の階層と列挙の実験結果の不一致からプロトタイプは単一でない。

ある概念の内容は、その概念が使用される任意の時点で、人が自由に使える百

科事典的情報からアドホックに（その場その場で）構築される。推論のために

ある概念を使うときと、同じ概念を分類に用いるときとでは、異なる想定の集

合を集めているのだ。次の、bird はそれぞれ少しづつ異なった解釈を受ける。

（１） As  I worked in the garden, a bird perched on my spade.

（２） Birds wheeled above the waves.

（３） A bird, high in the sky, invisible, sang its pure song.

（４） At Christmas, the bird was delicious.

（５） John opened the birdcage, and the bird flew across the room.

バーサロウの指摘 → 言語的コンテクスト、想定の接近可能性、関連性の検討が必要だ。74
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１０ 語彙的縮小



概念の性質、カテゴリ化、
推論における概念の役割

ほとんどの語彙概念は単純で分解不可能なものである。だから、学習されるので

なく、きっかけを与えられて構築されるものである。生得性がかかわっていると

するならば、実際の概念にではなく、概念構築のためのメカニズムに備わってい

る。

概念は心の中に表示されたさまざまな種類の情報、つまり、

語彙的（lexical）情報

論理的（logical）情報

百科事典的（encyclopedic）情報

へアクセスするように人を導く。これらの情報は語彙概念の獲得や使用法に影響

を及ぼすことが多い。

語を使用することにより、さまざまなプロトタイプ性効果を生み出す。プロトタ

イプ性効果は、符号化された概念の百科事典的記載から想定の部分集合を選び、

その結果として、出てくるものである。そのため、意味論ではなく、語用論的観

点から説明される。 76



語彙的縮小

「語彙的縮小」とは、語が言語的に符号化された意味よりもより特定的な、狭め

られた意味で使われた結果、言語的に指定された内容よりも縮小された意味が生

じることをいう。

医者はみんな飲む。

メアリーは働く母だ。

私は熱がある。

レヴィンソンによる縮小の説明：

情報提供の原理；

聞き手は話し手が意図した M 地点に到着したと判断するまで、最も特定的な

解釈を見つけて、話し手の発話の情報内容を詳述せよ。｛「M地点」とは、話

し手により明示的に意図された意味のことである。｝

情報の発見模索法；

単純に表現されたことはステロタイプの例となる。
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語彙的縮小への関連性理論的アプローチ

I’ ve been here all week.

この大陸に この国に この街に この建物に この図書館に この部屋に

最適の関連性の当然視：

（１）その発話は聞き手が少なくとも処理（解釈）するに値するだけの関連

性をもっている。

（２）その発話は、話し手の能力と選択が許す範囲内において最も高い関連

性をもつ。

関連性理論による解釈の手順：

（１）（縮小やコンテクストや含意など）を接近可能な順序で吟味し、

（２） 予測された関連性のレベルまで達したら（または達しなかったら）解

釈を打ち切る。
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関連性とアドホック概念

一度コードモデルを捨て推論モデルへと移った以上、人はすべて固定された有限

の概念しか頭の中にもっておらず、その１つ１つが何らかの語のもつ符号化され

た意味だという主張は（生得性からのフォーダーの議論は除くにしても）何の根

拠もないということになる。

… 精神は（一般的には既存の概念を基に）一瞬のうちに新しい概念を構築し使う

ことができる。

… この柔軟性が機能する場面の１つが伝達と理解なのである。
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語彙的拡張：ルイスの近似表現分析法

このコートを千円で買いました。 約千円 概数表示

石が円形に配置されている。 円に近い形 幾何学的用語

この注射は痛くありません。 ほとんど痛くない 否定的表現

「語彙的拡張」は、語彙的縮小とおなじく、コンテクストに左右されるため、形

容詞「平らな」もコンテクストによって拡張の程度が変わる。

このアイロン台は平らだ。

うちの庭は平らだ。

うちの近所は平らだ。

わたしの国は平らだ。

地球は平らだ。

どんなきっかけで近似表現の拡張がおこり、どん方向に拡張され、どこで終わる

かを説明できなければならない。

カテゴリ拡張・誇張法・隠喩にまで一般化できなければいけない。

厳密な字義的表現から完全な修辞的表現に至るまで連続的につながっていること

を考慮に入れた近似表現の分析法になっていなければならない。
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語彙的拡張：グライスの隠喩と誇張法の分析法

This water is boiling. 誇張法

Mary is a violet. 隠喩

グライスは、隠喩や誇張法は、質の公理に対するあからさまな違反を含み、その

違反を経由して含意が伝えられるのだととらえた。

This water is very hot.

Mary resembles a violet in some respect.

グライスの解釈の順序は、実験と合わない。

近似表現まで一般化できない。

否定的な隠喩と命令法の場合、真と偽の判断ができない。

Mary is no angel.

Be an angel !
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１１ 語彙的拡張



語彙的拡張：
グラックスバーグの隠喩とカテゴリ拡張分析法
グラックスバーグは、隠喩をカテゴリ拡張の１形態としてとらえ、アドホック概

念を構築すると主張する。

フーバー 掃除機

クリネックス テｲッシュペーパー

サランラップ 食品用ラップ

Federer is the next Sampras.

Iraq is this generation’s Vietnam.

Brown is the new black.

グラックスバーグによれば、優れた隠喩は、隠喩の対象にも相互に共通の特性が

あるととらえ、同じカテゴリに属していることを示すものである。つまり、ある

対象を何かになぞらえることによって、隠喩ができあがるのは、対象となぞらえ

ている概念の間に（大きな類概念が小さな種概念を包み込む）集合包含の関係が

あるかのごとく振舞っているからなのである。

ただし、どうして語彙的拡張が生じるのか、どのような方向に拡張するのか、そ

していつ終わるのかといったことについては、語用論の観点から詳しくは説明し

ていない。
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関連性理論による語彙的拡張の分析

Federer is the next Sampras.

符号化されたサンプラスという概念によって、聞き手にはさまざまな百科事典的

想定が可能になる。フェデラ―という名前と、2003年のウィンブルドン開催中

にこの発話がなされたという事実を含むコンテクストによって、一部の想定が活

性化される。例えば、

「サンプラスは生まれながらの恐るべき才能をもつテニスプレイヤーである」

など。

また、聞き手は関連性に対してある種の期待を抱く。関連性理論の解釈の手順に

したがって、処理コストが最小になる道をたどりながら、期待する認知効果を求

める。明示的内容とコンテクストと認知効果の相互調整を行う。

そして関連性の期待をみたす十分な認知効果が得られた段階で聞き手は発話解釈

を終了する。

この結果得られる解釈では、サンプラスはアドホック概念サンプラス＊を表わす

ことになる。
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関連性理論の正当性の証拠
関連性理論の解釈は、グライスの解釈の手順とはふつう正反対になる。

つまり、最も活性化された想定をコンテクストに加えることから始め、共通する

いくつかの含意を持った大きなアドホックカテゴリをつくり、必要があれば字義

的解釈の方へ近づいていき、関連性の期待が充足された段階で解釈を終了する。

A man with no hair is bald.

A man with one hair is bald.

If a man with n hairs is bald, a man with n+1 hairs is bald.

Hence, a man with a full head of hair is bald.

どうしたらこのパラドックスを避けられるか？アドホック概念が１つの答えにな

る。

The paper boy  porched  the newspaper.

He Houdinied his way out of the cup board.

She Learjeted off to Malibu.

Can I share your umbrella ?（窓ガラスを頭の上にもって、雨を避けている男に）

「対象を字義通り示す語がないため、一般的な新しい意味で語彙上の不足を補う

のが「濫喩」である。
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１２ 概念の転嫁的用法



概念の転嫁的用法

概念の転嫁的（attributive）用法： → 本歌取り

話し手が、語のもつ概念の内容を十分理解する必要もなく、是認する必要も

なく、そういう内容を他人がもっている（あるいは、発話の時点とは異なる

時点の自分がもっている）と考える用法である。

語彙の解釈的（interpretive）用法とも、メタ表示的（meta-representational）用

法とも呼ばれる。
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転嫁的用法とアイロニー
グライスのアイロニーについての仮定：

話し手は、明らかに偽であることを言っており、質の公理に違反している。

聞き手は、話し手が明らかに偽となることを言っているが、話し手は協調の

原理に従っており、真となる命題を伝えようとしていると、考える。

この場合の真となる命題は、言っていることと反対のことであり、この命題

を伝えようとしていると、聞き手は考える。（関連性理論はこれを認めない）

Juliet is the sun. 隠喩

Juliet is like the sun.

The road is so hot that you could fry an egg on it. 誇張法

The road is very hot.

He was a little intoxicated. 緩叙法

He was very drunk.

問題点：

アイロニーがどうして存在するかを説明していない。

アイロニーを直接的にではなく、間接的に理解するものとしてとらえている。

相手の言ったことから反対の意味という含意を引き出すメカニズムを明らかに

していない。 88



再現的用法としてのアイロニー（１）

発話の内容ではなく、その内容に対する話し手の態度が関連性をもつ場合があ

る。

この用法のことを発話の「再現的用法（echoic use）」という。「反復」とか

「反復的用法」という訳語をあてる場合もある。

再現的用法では、再現している発話や考えを是認する（endorsing）する場合も

あり、反対に自分とは切り離す乖離的態度（dissociative attitude）を示す場合も

ある。
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再現的用法としてのアイロニー（２）

発話には、話し手が自分の考え以外の他者の考えや集団や社会に共通する通念な

どを、相手に伝える働きもある。次の区別が大切である。

Peter:  Did you see the interview with Prime Minister? 記述的用法

Mary :  Yes. The economy has never been better. 解釈的用法 再現的用法

Peter:  It’s  a lovely day for a picnic.

Mary :  It’s  a lovely day for a picnic, indeed. 解釈的・転嫁的用法

On to be in England 反対の意味を伝えるのではなく、気候はなかなか期

Now that  April’s there. 待通りにならない。望郷の念は現実とは一致しない。

When a man is tired of London, he is tired of life. ロンドンは魅力的・心情に苦笑

Peter:  I think  I’ll have another gin.

Mary :  [warningly] I wouldn’t , if  I were you.

Peter:  Oh, right, I agree,  I’m  getting drunk. アイロニー

Tom is a fine friend.

アイロニーは、ある考えを誰かに転嫁する転嫁的用法の一種で、誰かに考えを転

嫁することによって、自分とは切り離す乖離的態度を示して再現するものである。



語や句のアイロニー

関連性理論では、アイロニーは「再現的用法」の一例であると考える。

単一の概念もまた再現的に使用されることがある。

Jane :  Look at that sweet little doggie.

Mary :  That‘ sweet little doggie’ is the terror of the neighborhood.

That‘sweet  little doggie’(as you absurdly call it)is the terror of the 

neighborhood.

話し手はこのアドホック概念の記述的内容の真理性には関与せず、この責任を

他者に文字どおり転嫁している。



メタ言語的否定

乖離的な態度を伴った概念の再現的利用の２番目の例は、「メタ言語的否定」で

ある。

Peter : Are you happy to have finished your exams?

Mary  : I’m not happy, I’m  ecstatic.

I′m not merely  ′happy′( as you-inadequately-call it ),  I’m  ecstatic.
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再現的引喩（echoic allusion）

すべての概念の再現的用法に乖離的態度が含まれているわけではない。他人に転

嫁した考えを是認することもある。

His life was a constant struggle against the slings and arrows of outrageous 

fortune.

His life was a constant struggle against the ‘slings and arrows of outrageous 

fortune.’

（引用符内：シェークスピアのことばを借りれば、）
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概念の獲得
関連性理論は初期段階から、概念の転嫁的用法は語彙獲得で重要な役割を果たす

と主張してきた。

Gerbils make good pets. スナネズミを知らない子ども

Did you get the escritoire? ロココ様式のライテｲングデスク

Did you get the ‘escritoire’(as you call it)? 君がいう例の

概念の構築は、引用符をつけた ’GERBIL’という概念上のアドレスを開かせる。

概念上のアドレスには、gerbil  という語彙的記載と GERBIL → KIND OF ANIMAL 

という意味公準を含んだかなりの論理的記載と、スナネズミはいいペットになる、

両親はその購入を考えているかもしれないというような百科事典的記載がある。

しかし、これらの情報だけでは、子どもはがスナネズミを正確に認識したり、ス

ナネズミはどんなものかという考えを形成することはできない。

子どもは、 gerbil という語を両親に転嫁することで不完全ではない概念を表示し

ながら使用できる。つまり、スナネズミという動物の種類を正しく指し示し、そ

れについて考え話すことも、また他人が スナネズミという語を使って言っている

内容を自分でも真であると信じて言うこともできる。こうして子どもの中では記

述的概念が完全な形で作られて行く。
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概念の変化、借用、転嫁的概念の安定性

変化と借用：

aperitif 元は食欲をそそる飲み物一般、いまは「食前酒」

digestif 元は消化を助ける飲み物一般、今は「食後酒」

chic 英語では意味が縮小され、「優雅な」か「流行りの」

法律用語：

tort 不法行為

misdemeanour 軽罪

felony 重罪

常に転嫁的に用いられ、誰も完全に理解していない概念：

tacky やすっぽい

gross ぞっとする

love 愛

heritage 文化遺産 95
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