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１ 前回の補足
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なぜ関連性か？

「関連性（relevance）」という用語がどのように使われるかは、次の例文でみる

のが手っ取り早い。

（1）Is Jane a good cook ?

（2）No, she isn’t.

（3）She ‘s  English.

（1）という言語形式の問いに対して、（2）のようにぶっきらぼうに答えるのは、

「ジェインは料理上手である」という命題が間違っていることのみを伝えること

が、聞き手にとって 適の関連性をもつと、話し手が判断するからである。

（3）の答えは、これに加えて、

（ⅰ）ジェインが料理下手なのは、イギリス人だからである。

（ⅱ）話し手は聞き手と同じく、イギリス料理を嫌悪・軽蔑している。

（ⅲ）話し手には（ある程度）ユーモアのセンスがある。

（ⅳ）この話をきっかけに、イギリス談義を聞き手とともに続けたい。

などが聞き手にとって 適の関連性をもつと、話し手が判断するからである。



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 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：

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。



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 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（または達しなかったら）解

釈を打ち切る。

関連性原理Ⅱ：伝達的関連性の原理（ 終版）

すべての発話（または他の顕示的刺激）は、それ自身が 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 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 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。
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文と発話：新グライス派による解釈

新グライス派の見解：

形式的な意味論にできるだけ近づけて解釈したがる。つまり、真偽をすぐ

問いたがる。

心理的なメカニズムには無頓着である。

（1） a. Some of my friends are philosophers.

b.   Not all of my friends are philosophers.

発話（1a）は、ふつう一般化された（1b）の暗意（推意）を伝える。

（2） a.    It’s  midnight.

b.    The pubs are closed.

発話（2a）には、ふつう（2b）の暗意がないが、「酒処は開いているか？」

という特別な問い（＝文脈）のもとでは、（2b）を伝えるとみなす。
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文と発話：関連性理論による解釈
第１に、関連性理論は、暗意（推意）だけでなく、明意（表意）も首尾一貫し

て議論しようとしてきた。

新グライス派は、文の意味と発話の意味のギャップを 小にしようとする。彼

らは、文をできるだけ完全な命題としてコード化される何ものかであるかのよ

うに扱いたがり、明示的な伝達は、公理や真偽性という慣行に支配されるとす

る。そうして、文の意味から発話の意味に至る推論は、単に当の文に対する指

示付与と恐らくは暗意の問題に過ぎないとしてしまう。

関連性理論は、文の意味と発話の意味のギャップがどんなに大きかろうと、関

連性理論によって解釈できると主張してきた。実際のところ、文の意味はひど

く断片的で不完全であり、発話者の明示的な意味は曖昧性の除去や指示付与に

よる 小の命題をはるかに超えてしまう。

第2に、関連性理論はグライス流の理解プロセス（原理や公理あるいは格率を

もちだす）を排除する。関連性理論では、関連性の詳細な説明と認知における

その役割こそが、出発点になる。関連性は、認知プロセスへの入力の特性と定

義される。個人に対して関連性があるのは、プラスの認知効果をもたらす可能

な文脈的想定がその入力と結びつくときである。
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関連性の２つの原理

認知的関連性の原理：

Human cognition tends to be geared to maximisation of relevance. 

人の認知は、関連性が 大になるようにできている。

伝達的関連性の原理：

Every act of overt communication conveys a presumption of its own optimal

relevance.

すべての明示的な伝達行為は、それ自体の 適の関連性という想定（見込み）を

伝達している。

この２つの原理は、規範的というより、記述的である。第Ⅰ原理は、人の認知プ

ロセスにさまざまな予測をもたらす。人の知覚的メカニズムは瞬時に潜在的な関

連ある刺激を採り上げるし、人の検索メカニズムは瞬時に潜在的な関連想定を活

性化するし、人の推論メカニズムは瞬時にそれらをもっとも生産的に処理する。

伝達がうまくいくようにと欲する伝達者は、その伝達行為によって、聞き手がそ

の発話を関連ありとみなしてくれるのを、欲している旨をそれとなく示している

（indicate）のだ。これが第Ⅱ原理である。
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理解のヒューリステｲック

適関連性の想定：

（a） 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、話し手の能力と選好が許す範囲内において、もっとも高

い関連性をもつ。

関連性に導かれた理解のヒューリステｲック：

（a） 発話の解釈が 小の労力ですむ経路に従え。

（とくに、

曖昧性の除去と指示的不確定性を解決する際にも、

また言語的意味を超えるような際にも、

また文脈的な想定を補ったり暗意（推意）を計算する際にも

…）

（b） 関連性の期待がみたされたところで解釈を止めよ。



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

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 初の解釈が 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。その推論は関連性原

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

反復表現
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意味：字義主義と文脈主義（１）

グライスのフレームワークでは、話し手の意味は「言われたこと」と（オプショ

ンによっては）「含意されたこと」とからなるとする。彼は、文の意味は両方に

貢献するのだとする。

（３） I  have two pupils  now.

話し手が言うことは、言語の意味の真理条件的側面、プラス 曖昧性の除去、プ

ラス 指示性の付与からなる。だから（3）の発話を同定することは、発話され

た文の真理条件的意味の復号化と、曖昧な語（‘ pupil ’）の曖昧性の除去と、

指標（‘ I ’ と‘ now ’）に対する指示の割りつけを必然的に伴う（involve）。

この結果えられる命題はときに「発話の字義的意味」とも「表現された命題」

とも呼ばれる。グライスは（3）のような宣言的な発話の真理値は、この命題が

真か偽かであるかによるとみなした。

対照的に、‘ but ’‘ moreover ’‘ so ’のような非真理値的な表現の意味は、

「言われたこと」というより「慣行的に含意されたもの」とみなされた。グライ

スの言葉づかいでは、慣行的含意は、対比や追加あるいは説明のように、発話の

中核的・基本的となる高次発話行為に寄生するものだとされる。
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意味：字義主義と文脈主義（２）

字義主義者の意味に対するアプローチは、文をできるだけ完全な命題に近い何か

にコード化することにある。極端な場合は、

語用論 ＝ 意味 ー 真理条件

というスローガンさえもはびこった。

それと対照的に文脈主義者は、文の意味は典型的にはまったく断片的で不完全で

あり、曖昧性の除去や指標辞への指示付与を施した後でさえ、完全な命題の復元

には遠く及ばないとみなす。

（4） a. The sea is too cold.

b.  That book is difficult.

この２文は、曖昧性除去と指示付与を施した後でも、意味的には不完全である。

完全な真理値評価可能な命題を手に入れるためには、（4a）の聞き手は話し手が

なぜ海が冷たいと言いたてているのかを決めなければならない。（4b）の聞き手

は、本が難しいと言っているのは、読むときなのか、理解するときなのか、書く

ときなのか、書評するときなのか、販売するときなのか、探し出すときなのかな

どを決めなければならない。
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意味：字義主義と文脈主義（３）

実際、発話の真理条件的内容に対して語用論的推論がもたらす貢献は、（3）～

（4）の例が示唆するものをはるかに超えている。

（5） a.  I’ll bring a bottle to the party.

b.  I’m going to sneeze.

c.  If you leave your window open and a burglar gets in, you have no right 

to compensation.

（5a）～（5c）の例では、語用論的期待をみたす真理条件的内容を手に入れるに

は、完全な命題形式をもたらす推論的肉づけ（ enrichment ）が、必要になってい

る。

（5a）の話し手はふつう、なにかの壜を持っていくのではなく、一杯酒がつまっ

た酒瓶を持っていくことと理解される。

（5b）はふつう、そのうちに昼寝するのではなく、すぐ昼寝すると理解される。

（5c）はふつう、もし話し手が窓を開け放しにした結果泥棒に押し入られても、

もたらされた損害が補償される権利はないと主張していると理解される。
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意味：字義主義と文脈主義（４）

これらの諸例を明快に扱うには、文を真理条件の主たる保持者であるとする仮

定を捨てて、発話に対する真理条件の割りつけを２つの理論的に異なるフェー

ズにすっきりブレークダウンすればよい。

第１のフェーズでは、自然言語の文の発話がスキーマ的な論理形式にコード化

される。そこでは、話し手の意味の同定を目指す語用論的プロセスを通して、

推論によって論理形式が完全な命題形式に洗練される。

これらの命題形式は、真理条件の主たる保持者であって、分析の第２フェーズ

で、概念表示の意味（フォーダーが言うところの「真の意味」）への入力とな

る。概念表示の意味は、概念表示をそれらが表示する事態へと写像する。

このアプローチでは、均一的な（homogeneous）真理条件的意味への語用論的

な「侵犯」はない。むしろ、はっきり二分された２種類の意味論がある。言語

的意味論と概念表示の意味論である。第１のものは、少なくとも、字義主義で

はなく、文脈主義である。
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明意による伝達・暗意による伝達（１）
現代の言語哲学と言語論は、「言うこと」と「字義的意味」は２つの義務的な

行為とみなしている。一方は、（ 小に肉づけされた）意味の出力であり、他

方は、発話によって明示的に伝達されるものである。「言うこと」と「字義的

意味」だけでは、意味論という目的にとってはまったく不十分である：文の意

味は字義主義が示唆する意味よりもはるかにスキーマ的である。

さて今度は、これら２つは、語用論的な目的にとっても不十分であることを示

そう。グライスは、「含意されたこと」と日常言語的に「言われたこと」とを

対比させた。この用語は、前提（presupposition）と目的とを反映している。前

提は、「言われたこと」は、直感的に明快な常識的な考えであるとする。目的

は、当時の日常言語学派が固守していた意味に対して反論することだった。

既にみたように、発話の直感的な真理条件的な内容は、コード化と曖昧性除去

と指示付与でえられる 小命題をはるかに超えてしまう。

（6） a.  ALAN JONES :  Do you want to join us for supper ?

b.  LISA :  No, thanks.  I’ve eaten.

グライスはリサの発話を「いつかどこかで飯を食べた」と解釈するが、ふつうは

もっと強い言いたて、つまり「彼女はその発話の晩に飯を済ませた」と理解する。

グライスは、これを除外してしまっている。
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明意による伝達・暗意による伝達（２）

明意（＝表意）：

発話によって伝達される命題は、発話によってコード化される論理形式の

「発展」であるとき、そしてそのときに限り「明意」となる。

「発展」とは、（4）～（6）に見られるような語用論的肉づけをいう。

暗意（＝推意）：

発話によって伝達される命題は、明意に拠らないとき、「暗意」になる。

明意は、コード化と推論によって復元される。

（6） a.  ALAN JONES :  Do you want to join us for supper?

b.  LISA :  No, thanks.  I’ve eaten.

c.  LISA :  No, thanks.  I’ve  already eaten supper.

d.  LISA :  No, thanks.  I’ve  already eaten tonight.

e.  LISA : No, thanks.  I’ve  already eaten supper tonight.

（6b）～（6e）は、同じ明意を伝えるが、度合いが異なる。

明意の度合い：

コード化の相対的貢献が大きいほど、そして語用論的推論の相対的貢献が小さ

いほど、明意は明示的になる（逆もなりたつ）。
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包括的理解プロセスのサブタスク

包括的理解プロセスのサブタスク：

（a）言語的にコード化された論理形式を発展させ、明意に対して、適切な

仮説たてる。

（b）意図された文脈的想定に対して、適切な仮説をたてる（暗意の前提）。

（c）意図された文脈的暗意に対して、適切な仮説をたてる（暗意の帰結）。

これらのプロセスはオンライン的に並行処理される。

（6） a.  ALAN JONES :  Do you want to join us for supper ?

b.  LISA : No, thanks. I’ve eaten.

（7） a.  People don’t  normally want to eat supper twice in one evening.

b.  The fact that one has already eaten supper on a given evening is a 

good reason for refusing an invitation to supper that evening.

（8） Lisa has already eaten supper on the evening of utterance. 

リサが拒むのはなぜかというジョーンズの疑問に対して、「済ませた」という説

明がどういうサブタスクを引き起こすかという一例。
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暗意前提の相互調整
脳中でオンラインで互いに修正するプロセスは、暗意された前提が理解プロセス

のなかで、どのように「調整」されるかを示唆している。

（9） a.    BILL : I hear you’ve moved from Manhattan to Brooklyn.

b.    SUE :   The rent is lower.

（9a）には、暗意として問いの気持ちが含まれる。

（10 ） A lower rent is a reason to move.

（10） は、その問いに対する答えとなっている。

（11） a.  A substantially lower rent for an otherwise comparable residence is

a good reason to move.

b.  Sue could not afford her Manhattan rent.

c.  Sue would rather spend as little as possible on rent.

d.  The relative benefit of living in Manhattan rather than Brooklyn was

not worth the high rent Sue was paying. 

暗意には、明意と同じように、理解の推論的要素に導入された不決定性に応じた

強い弱いという度合いがある。（9b）の返答によって、ビルは（11）のような前

提やもっと別の前提をもつかもしれない。関連性理論は、この不決定性があまね

く明意と暗意に拡がっているとみなしている。
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古典的レトリックの主要な仮定
古典的レトリックの主要な仮定を、現代的に言いなおすと次のようになる。

（a） 言語表現は字義的な意味をもっている。

（b） 言語表現はふつうこの字義的意味を伝えるのに用いられる。

（c） 字義的意味こそが主要なものである：修辞的な意味は、

類似性（メタファーの場合）

部分全体関係（直喩の場合）

矛盾関係（アイロニーの場合）

のような次元に沿った字義的意味の組織的な離脱である。

（d） 修辞的意味は、字義的な用語でパラフレーズでき、字義的に伝えられる。

（e） 字義的というより修辞的に意味が伝えられるのは、聞き手を喜ばせたり、

印象づけたりするのが目的である。

今でも、多くの言語哲学がこの仮定を共有し、字義的意味こそが意味の研究に必

要なのだと考えている。グライスもこの見解に近い。

それに反して、詩人や小説家は修辞を単なる飾りとみなす見方に徹底的に反対し

てきた。彼らは、文彩（あや）は字義的にパラフレーズできず、文彩こそが言語

であるとみなしている。
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語彙語用論：メタファー・近似・絞り込み

グライスによれば、

「メタファー」の含意は、言われたことに基づく直喩である

「アイロニー」は、言われたことの逆の意味である

「誇張法」では、弱い命題である

「緩叙法」では、強い命題である

とする。

だから、グライスなら（12）は（14）のように、（13）は（15）のように分析

することになる。

（12） John is a computer.

（13） It’s  a lovely weather.

（14） John processes information like a computer.

（15） The weather is bad.
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近似的用法と緩い用法（２）

ここで、（16）～（19）のような言語の近似的用法と緩い用法を考える。

（16） The lecture starts at five o’clock.

（17） Holland is flat.

（18） SUE :  I must run to the bank before it closes.  

（19） JANE :  I have a terrified cold.  I need a Kleenex.

斜体の表現は字義的に理解されはするが、これらの発話は厳密にいって真ではな

い。講義は滅多に予定時間に始まらない。オランダは平坦ではない。スーは必ず

しも走る必要はない。ジェーンはクリーネックス以外のちり紙でもかまわない。

（16）（17）のような近似は、一般的に言語哲学では曖昧性として扱われる。こ

れらは、正確さへの近似という概念で説明されたりする。

（18）（19）には、近似を可能にする連続性がない。緩い用法とでも言おうか？

我々には、字義的意味、曖昧さ、緩い用法、文彩という４つの分析法が必要なの

だろうか ？関連性理論はその必要を認めない。語がコード化という概念をもつこ

とや理解プロセスで復号化されることを認めはするが、復号化により産出される

ものは話し手により意図された概念の単なる出発点にしか過ぎないのだと考える。
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近似的用法と緩い用法（２）

その先には、

さまざまな推論が控えており、

明意と暗意の相互調整があり、

明意という概念がアドホックに作られる

という事情が待ち構えている。

明意と暗意の相互調整によるアドホックな概念の構築というプロセスは、きわめ

て一般的である。それはメタファーと同じように働く。

（20） a.  PETER : Is John a accountant?

b.  MARY :  John is a computer.

（21） a.  PETER :  How good a friend is John?

b.  MARY :   John is a computer.

ここにおけるコンピュータは、アドホックな概念である。
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手続き的意味：言語行為・前提・指標辞
オースチン や サールのような言語行為論者は、話し手の意味は単に（主張され

る）命題の集まりとみなすのではなく、命題態度や発語力（illocutionary force）

をもつ命題の集まりとみなすことを強調した。

関連性理論では、これら話し手の意味の非真理条件的側面は、「高次の明意」と

して分析される。

（22） Confidentially, I didn’t  enjoy the meal.

（23） a.   Mary didn’t  enjoy the meal.

b.   Mary is telling Peter confidentially that she didn’t  enjoy the meal.

c. Mary is admitting confidentially to Peter that she didn’t  enjoy the meal.

d.   Mary believes she didn’t  enjoy the meal.

たとえば、発話（22）はマリーは単に真理条件的内容を定める（23a）の基本明

意を伝えるだけでなく、（23b）～（23d）のような一連の高次明意を伝えるのだ

とする。

（24） I  tell  you confidentially, I didn’t  enjoy the meal. 

マリーは、（24）を発することによって、高次明意味を強くすることもできるし、

声の調子で弱くすることもできる。
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指標辞：indexical（１）

言語は、豊富な指標辞（indicator）をもっている。それは意図された内容や文脈

や結論へ聞き手を導くことによって、法（mood）の指標辞のように関連性に貢献

する。

指標辞（indexical : 名前、代名詞、指示語、確定記述など）あるいは

指示詞（demonstrative : this, that など）

が、（25） の真理条件的内容にどう貢献するかを見よう。

（25） I have been here  for two hours.

「ここ」の意味を求めるには、身振りや目線や談話文脈などを頼りに探索空間を

絞れるが、それでも唯一の解釈を定められそうにない。「この図書館」を意味す

るなら（25）は真（かつ関連性あり）かもしれないが、「この部屋」や「まさに

この場所」と理解するときは偽になる。

“ here ”のコード化された意味は、話し手の意味への単なる手掛かりにすぎな

い。それは、いつでも、 適関連性を探索する明意と暗意の相互調整によって、

復元されることになるのである。
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指標辞：indexical（２）

後に、“even”“but”“indeed”“also”“after all”のような一連の用語を

取り上げよう。 これらは記述的な情報というよりも前提（presupposition）、

慣習的含意、議論の方向づけ（argumentative orientation）などに関するコード化

情報であると解されてきた。それらは、暗意された前提や帰結に対する探索空間

を制限するものとして、あるいは聞き手の関連性を確立しようとする意図的推論

プロセスのタイプを示すものとして分析されてきた。

一例だけを挙げよう。

（26） a.  John is a philosopher and he enjoys detective stories.

b.  John is a philosopher but he enjoys detective stories.

（26a）では、「哲学者が探偵小説を読んでも不思議でもなんでもない」という

含みがあるのに対して、（26b）は「哲学者のくせに探偵小説を読むなんて」と

いう含みがある。

“but”の効果は、ある種の文脈や帰結へのアクセスを利用して、推論理解の探索

空間を狭めている：だから、話し手の意味（関連性が探索されるべき方向）のや

や抽象的な性質を示す法の指標辞や指示詞に似たもののようにみなされている。
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法



法

関連性理論では、平叙文、命令文などの差をもたらす法（mood）は、命題態度
（propositional  attitude）を表わすものと考える。

記述と解釈：

記述的表示；発話の表示対象が、状況や自分自身の思考であるとき
解釈的表示；発話の表示対象が、聞き手の思考や発話であるとき

命題態度：

記述的態度：平叙文と命令文
解釈的態度：疑問文と感嘆文

法が表す態度：

事実的（actual） ；
可能的（possible） ； 理論上可能であるが、実現はできない。
潜在的（potential） ； まだ実現してないが、実現できる。
希求的（desirable）；



命令文

「命令文は聞き手に何らかの行為を行うことを要請するものである」という発
話行為理論に基づいた主張は、たちどころに多くの反例にでくわす。

助言：
Excuse me, I want to get to the station.
Take a number 3 bus.

許可：
Can I open the window?
Oh, open it, then.

脅し・挑発：
Go on.  Throw it.  Just you dare. 

願望：
Get well soon.

相手なしの命令文：
Please don’t  rain.

遡っての要請：
Please be out.
Please don’t  have made things worse.

命令文は、聞き手に何らかの好意を行うことを要請するものである。命令文は、
ある状況を、話し手が潜在的かつ希求的と考えている旨を表示したものである。



疑問文（１）

発話行為理論のように、疑問文の意味を「聞き手に対する情報提供の要請であ
る」と定義すると、命令文の場合と同じように多くの反例に出くわす。

修辞的疑問文：
Have I ever told you a lie?
Who can tell his own fate?

試験問題：
Was Greece a sovereign state in the 17th century ?
In which year did Admiral Togo annihilate the Russian fleet ? 

“あてもの”的質問：
The president has resigned.
Good heavens.  Has he?

問題提起用疑問文＝前触れ疑問文：
Is this claim tenable ?
How is intonation to be represented ?

自問：
Do I really love Mary ?
What am I to do to become more popular with girls ?

思索的疑問文：
Am I on the right track ?



疑問文（２）

感嘆文的疑問文：
Aren’t  they a picture !
Aren’t  they, yes !

間接疑問文：
Jane knows whether tigers live in Africa.
Mary has no idea where John lives.

関連性理論の立場からすると、疑問文は「解釈的命題態度」を表すものである。
どんな態度か？ あることを「希求的」かつ「潜在的」であるとみなす態度で
ある。何が希求的かつ潜在的なのか？ 「（誰かにとって）関連性のある答え
／考え」である。

言い方を換えれば、疑問文は、話し手が、（誰かにとって）関連性がある答え
（考え）を希求的かつ潜在的であるとみなして言う旨を示したものである。



感嘆文

日本語や英語のように多くの言語では、感嘆文は疑問詞疑問文に形式がよく似て
いる。

What book are you reading ?
What a book are you reading ?

How tall is Mary ?
How tall Mary is !

従来の諸説に従うと、「感嘆文は、感嘆の表現」ということになる。両者のあい
だには何の共通点もみられない。ところが、関連性理論的見地からは、感嘆文を
次のようなものとして捉えることができる。

感嘆文は、話し手が、自分にとって関連性がある考えを希求的かつ潜在的である
とみなしている旨を示したものである。

疑問文と比べると、両者の違いは、「誰にとっての関連性か」が疑問文では明示
されていないが、感嘆文では明示されているという点にある。

The hearer is reading book X,
Mary is tall to degree X.

例文はいずれも不完全な命題である。不完全な命題に対して記述的態度を示すこ
とは不可能である。示せるのは解釈的態度しかない。



平叙文

命題態度に依拠する説明法が、命令文・疑問文・感嘆文の場合と違って平叙文
ではあまり有効に働かない。平叙文に符号化されている命題態度の対象は「状
況」であり、命題態度はその状況が現実に即しているとみなす態度である。こ
れは次のような「真面目な」「文字通りの」意味をもつ平叙文に当てはまる。

Tokyo is the capital of Japan.
Admiral Togo is annihilated the Russian fleet in 1905.

発話行為論者のように

「平叙文は、主張・断定の行為である」

と規定してしまうと、従属文の平叙文の解釈にもこの「行為」を持ち込まざる
をえなくなる。

→ そこで、関連性理論の標的は、隠喩やアイロニーや文体の文綾（あや）に
向かうことになる。



否定文：メタ言語的否定・前提末梢的否定

（１）We didn’t see hippopotamuses : we saw hippopotami.
（２）The President of Britain isn’t  energetic : Britain is monarchy.

（１）では、発話者はカバを見たことを否定しているのはなく、保守的
英語話者として複数形の使用に異を唱えている。（２）では、イギリス
大統領という前提を否定している。

（１）を「メタ言語的否定」といい、（２）を「前提末梢的否定」とい
う。

メタ言語的否定では、否定の対象は、「解釈的に」、言いかえれば「反
復的に（オウム返しに）」使われている要素である。

前末梢的否定では、発話を形づくっている言語形式の中の not の作用域
は、発話が表す命題全体にわたっている。発話の主語である定名詞句の
存在も否定の対象となる可能性をもっている。
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法助動詞



法助動詞

20世紀半ばごろに、法助動詞には「根源的」と「認識的」と２つの意
味があるという見解が広まった。

根源的（root） ： 義務・許可・能力などを表わす。
認識的（epistemic） ： 話し手の確信の程度を表わす。

その後、パーマーは「動的（dynamic）」という概念を導入した。これ
は、主語の能力とか傾向を表す「主語志向的」なものと can のように
「可能性」をあらわすものと、 should のように「中立的」なものに分
かれる。

問題は、「意味」が法助動詞の中に符号化されていると見る点にある。
関連性理論のように法助動詞は意味確定不十分なものとみなして、完全
な意味は聞き手の推論によって構築されるのだと考えれば、解決に近づ
くのだ。

その前に、符号化の立場を認知言語論学的観点から擁護するスウィーツ
ｱーの見解を見てみよう。彼女によれば、法助動詞の意味は「根源的（
動的を含む）」が原義で、「認識的」意味は比喩的写像によって生じる
のだとされる。



スウィーツｱ の難点

そして、“may”は「何らかの障害が潜在的にはありうるが、実際には存
在しない」ことを、“must”は「強制力の実在」を、“can”は「能力の
実在」ないし「何らかの潜在力な力の存在」を意味するとした。

（1a）Now that you have done your work, you may go home.  障害
（1b） Mary may be a nice person, but she doesn’t  look very smart.

（2a） In order to pass the exam,  John must work harder. 強制力
（2b） If he passed that exam,  Bill must be a smart boy.

そして、（1a）は（1 b）のように、（2a）は（2b）のようにパラフレー
ズできるとした。

「障害」といい「強制力」といっても広い意味での社会的規約という、
かなり抽象的な概念である。「根源的」「認識的」どちらの意味を原義
と考えてもたいした差はなさそうである。

また、スウィーツｱの見方では、次の２文の差も説明しがたい。

You must come and have dinner with us.
You can take up some other subject than generative grammar.



パパフラゴウの解釈
次に、関連性理論の枠組みによる法助動詞分析のなかで、もっとも説得
力に富むパパフラゴウの見解を見よう。

R (D, p)

R： 関係； 「～と両立する（～be compatible with～）」か「～から
帰結される（～be entailed by～）」のどちらか

p： 法助動詞抜きの裸の命題
D： 領域

(1)  事実的領域； 記述的に用いられた命題の集合
(2)  規範的領域； 法律・ゲーム・自然科学の法則の命題の集合
(3)  共通理念的領域； 理想的理念・倫理感に関する命題の集合
(4)  望ましい領域； 望ましい世界からなる集合
(5)  メタ表示的命題領域；

話し手がもっている想定の集合、言いかえれば自分の想定に
どの程度の確信度があるかを表す「解釈的命題」の集合

may ： p は D の中のどの命題とも両立する（D：無指定）
must ： p は D の中のすべての命題から論理的に帰結される（D：無指定）
can ： p は D の中のどの命題とも両立する（D：事実的）
should：p は D の中のすべての命題から論理的に帰結される（D：規範的）



飽和と自由拡充
「飽和（saturation）」：

may と must では D が指定されていないので、命題の領域は聞き手が
関連性の原理に従う推論によって判定する。

「自由拡充（free enrichment）」：

can と should では事実的・規範的領域という指定がある分だけ、may
や must より意味確定度が高いが、どのような事実的・規範的領域かは
示されておらず、これまた聞き手の推論による確定化を必要とする。

（1） You may ring me anytime – even in the middle of night.

話し手が医師、聞き手が患者の家族その他としよう。患者の急変で医師
に連絡することは、聞き手にとって「望ましい世界」である。また医師
が患者ないしその家族らにとってある種の権威ある立場にあるという「
事実的領域」に属するという想定も聞き手の認知環境に存在する。「た
とえ真夜中であろうとも聞き手が話し手に電話を掛ける」という P が 、
聞き手が持っている上述の命題を含む D のいずれとも両立することが話
し手によって示されれば、聞き手はこれを話し手による「許可」である
と解釈するわけだ。



may
認識的用法の may：

（1）Mary may be a nice person.

一般に、認識的用法の法助動詞の場合、客観的事実の記述ではなく、あ
る仮説を表示したものである点に特徴がある。

この領域 D は何か？（5）である。つまり、「 話し手自身がもつ想定
に関するメタ表示的命題」である。この発話では、話し手が Mary につ
いて多くのことを知っていないこと、言い換えれば、話し手が「マリー
が善人である」か否かを判断する十分な証拠を持ち合わせていないこと
は、話し手・聞き手の双方にとって明白である。すると、

（2）「マリーは善人である」という命題は、話し手自身が十分な判断
材料とみなしていない想定に照らす限り、それと両立する旨を述
べているのだ

と解する。

不十分な判断材料と両立するということは、その他の判断材料と矛盾す
る可能性を示唆するものであり、これこそがまさしく「だろう；かもし
れない」の意味するところである。



must

(1) I must take an umbrella.             事実的命題領域
In order to score a goal, the ball must pass the goal post.

規範的命題領域
You must be kind to your friends. 理想的・共通認識的命題領域

(2) You must come and have dinner with us sometime.
We must talk it over one day. 望ましい世界に関する領域

(3) 認識的用法
John must be Bob’s  son.

話し手がもつ想定に関するメタ表示的命題領域

(4) 推測の用法
He smokes a hundred cigarettes a day ?  It must kill him.

話し手がもつ想定に関するメタ表示的命題領域



can（１）

（1） Chris can speak 16 foreign languages.  能力
（2） The lake can be frozen at this time of the year. 傾向
（3） Eating fugu can be dangerous. 傾向
（4） Tomatoes can be eaten either cooked or uncooked. 可能性
（5） You can take up some other subject than generative grammar. 勧告
（6） My husband can give you a life. 提案
（7） You can smoke in here.   許可

従来の説は右のように説明してきた。すると can はずいぶん混乱した語
ということになる。

しかし、can が符号化しているのは「 p は事実的命題領域中のどの命題
とも両立する」というところまでに過ぎず、より具体的な意味は聞き手
の推論を通した肉づけによって得られるという立場にたてば、統一的な
説明が可能になる。

（2）は、「今の季節には湖が氷結している」という p が、「湖のある
地域の例年の気象的条件、結氷の始まる時期などに関する事実的命題（
百科事典的知識）のいずれとも両立する」旨を述べたものである。（2）
～（6）に類する発話は、聞き手の推論を経て初めて成立するのであり、
can 自体にそうした意味が符号化されていると考えるのは誤りである。



can（2）

（1） Chris can speak 16 foreign languages.  能力

（1）に代表される能力の場合はどうか。ここでも（1）の言語形式が表
している「“クリスが１６種の外国語を喋る” という p は、事実的命
題領域中のいずれの命題とも両立する」ということだけで、クリスにそ
の能力があるという解釈は聞き手の推論を経て初めて成立すると考える
のが正しい。

どうしてそのような推論が働くのか？人は一般にある人物を主語とする
発話を聞いた場合、他にそれに反する情報がなければ、それをその人物
の属性に関する記述だと解する。だから、自然な解釈は「クリスには16
種の外国語を喋る能力がある」ということにならざるをえない。

（6）（7）の場合はどうか？（7）の場合は「この場所で喫煙すること
は聞き手にとって望ましいことである」「この場所で喫煙を禁ずる事実
関係はない」という２点が少なくとも聞き手に伝わる。さらに聞き手が
話し手の家に招待されていたとすれば、その家は全面的に禁煙だが、た
だ一か所、空き部屋があり、そこでは吸っていいという了解があるとす
れば、確かにこれは許可になる。

（5）は一種の緩叙法（understatement）である。



should（１）
（1） You should write to your mother more often.

これは規範的命題的領域（社会通念など）の例である。次はどうか？
ボーイスカウト隊長の隊員に対する発話である。

（2） a.  You must be back by midnight,  ? Although it’s  fine by
me if you aren’t.

b.  You should be back by midnight, (?) although it’s  fine by 
me if you aren’t.

c.  You ought to be back by midnight,  although it’s  fine by me
if you aren’t.

a の前半部は話し手が聞き手に義務を課している旨の解釈をもつため、
後半部が続くのは容認不可能になる。

b の前半部は「隊長は規範に同調しておらず、したがって隊員はそうし
たことを義務としては課されない」という解釈が許される。

c の前半部は理想ないし共通理念を述べるが「その理想は隊長の考えと
隔たっている」という解釈をもつため、後半部との繋がりに問題が生じ
ることがなく、容認可能な発話としている。パパフラゴウの解釈である。



should（２）

しかし、これはおかしい。後半部との連結容認度の差は、前半の解釈（
命題領域の同定）から生じるのであり、パパフラゴウは因果関係を逆転
してしまっている。

should によって符号化されているのは、「p は規範的命題領域の中のす
べての命題から論理的に帰結される」のではなくて「p は規範的領域中
のいずれの命題とも両立する」のであると考えれば、must とshould の
違いを説明できる。ただし、これだけでは、should とought to の区別は
十分つけがたい。

認識的用法の must とshould の違いについては、レイコフの鋭い指摘が
ある。

（3）a.   John must be easy to talk to.
b. John should be easy to talk to.

a は学生が直接的証拠に基づいて（研究室の中を窺い、教授の様子を見
て）発する発話であるのに対して、b は教授の噂のような間接的証拠に
基づいて推測する発話であるとする。



may と can（１）
この２つの用法は、根源的用法（～してよろしい）においても、認識的
用法（～かもしれない）においても互いに似通っていることは以前から
指摘されてきた。

（1）a.   You can smoke in here.
b.  You may smoke in here.

２つとも、「[聞き手がタバコを吸うこと]は事実命題領域中の度の命題
とーことに規制的命題ともー両立する」旨を符号化したものであり、聞
き手の認知環境如何によって「許可」とも、単なる状況記述とも解釈さ
れうる。

しかし一般に、b は a よりも丁寧な言い方だとされる。パパフラゴウは、
「b の聞き手の認知環境に、話し手が聞き手にタバコを吸ってほしくない
旨の想定が含まれていれば、話し手の側の思いやりが感知されるため、b 
の方が a よりも丁寧だと感じられるとする。そうすると、can を用いた
発話の解釈には「話し手の好悪」が解釈に含まれるのを防ぐ何らかの要素
が符号化されていると見なければならない。

そもそも may を使った許可の方が can を使ったそれより常に丁寧であ
るとする考えには疑問がある。a の方が b より「感じがいい」とみるこ
とも可能だからだ。



may と can（２）

認識的用法についてふれよう。

（2） Do you think James is hiding something from the authorities ?

a.   He may be, and then again he may not.
b.   （?） He can be, and then again he cannot.

認識的用法の may がもつ D は「話し手自身がもつ想定に関するメタ表示
的命題」であった。一方、can がもつそれは「事実的命題領域」である。
するとパパフラゴウが提唱し、ここで大筋は支持している考え方に従えば、
can には、認識的用法はないことになる。

a では、前半部で「ジェイムズが当局に対して何か隠し事をしている」と
いう命題 p が「話し手自身がもっている想定に関するメタ表示的命題」と
いう D と両立する旨が述べられ、次いで「（考えてみれば）p の否定、つ
まり ┓p という命題もまた D と両立する」旨が述べられている。ここに
は何の矛盾もない。

一般に、ある命題 p とその否定 ┓p が、その人の知識に照らしてどちら
とも言い切れないことはいくらでもある。しかしある命題が、事実的領域
に照らして真でも偽でもあるありうるというのは矛盾にほかならない。だ
から b は、容認不可能なのだ。
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非真理条件的意味論



文副詞

次の斜体部のように、文の残りの部分全体を修飾する副詞を伝統的に
「文副詞」という。

Frankly,  I don’t  like linguistics.      発語内的副詞

You are eliminated, unfortunately. 態度の副詞

This is apparently the only decent pub in this town. 証拠的副詞

Judy allegedly poisoned her husband. 伝聞的副詞

発話行為論では、立体部は状況の記述とみなし、斜体部は記述の仕方
や記述の内容に対する「態度」を「告知（indicate）」するものとみな
している。この見方はいささか苦しい。

関連性理論では、文副詞は上の文は「高次の明意」を伝達するものと
みなす。上の高次明意は、次である。

The speaker is saying that he does not like linguistics. 

It is unfortunate that the hearer has been eliminated.

It is apparent (apparently true)that this is the only decent pub in this town.

It is alleged (allegedly true) that Judy poisoned her husband.



文副詞：テスト法１
発話行為論では、４つの副詞はすべて非真理条件的であるとする。これ
は直感的に肯きがたい。証拠的副詞と伝聞的副詞は真理値に影響を与え
るように感じられる。

関連性理論では、この直感をはっきりさせる、真理条件的／非真理条件
的の差を判別するテスト法が提案されている。１つは、当該の副詞を含
む文を、それぞれ条件文の前件（if 節）に埋め込んでみる方法である。

a.  Unfortunately, John’s  ill.
b.  Allegedly, John’s  ill.

埋め込むと次のようになる。

a.  If John is unfortunately ill, we should cancel the lecture.
b.  If John is allegedly ill, we should cancel the lecture.

a の発話の意図は次のどちらか？ a であろう。真理条件的である。

a.  If John is ill, we should cancel the lecture.
b.  If it is unfortunately that John is ill, we should cancel the lecture.

b の発話の意図は次のどちからか？ b であろう。非真理条件的である。

a.  If John is ill, we should cancel the lecture.
b.  If it is alleged that John is ill, we should cancel the lecture. 



文副詞：テスト法２

もう１つのテスト法は、理由・原因を表す because などに導かれる従属
節を問題の文を埋め込むことである。

a.  Because John is unfortunately drunk, the lecture is cancelled.
b.  Because John is allegedly drunk, the lecture is cancelled.

a の発話の意図は、

a.  The lecture is cancelled because John is  drunk.
b.  The lecture is cancelled because it is unfortunate that John is drunk.

のうちの a であってb でなく、逆に 初の b の発話の意図は次の a では
なく b である。

a.  The lecture is cancelled because John is  drunk.
b.  The lecture is cancelled because it is alleged that John is drunk.

関連性理論の立場は、いわゆる文副詞のうち、発語内的副詞と態度の副
詞は非真理条件的だが、証拠的副詞と伝聞副詞は発話行為論と異なり真
理条件的であると結論する。



挿入辞：parentheticals
次の斜体部に見られる「挿入辞」も発話行為論では、非真理条件的とさ
れる。

a.  I warn you, John can be sometimes very nasty. 発語内的
b.  She’s  drunk,  I fear. 態度的
c.  James prefers vodka to martini,  I believe. 証拠的
d.  She’s  moved,  I hear. 伝聞的

関連性理論では、次の高次の明意をもつことになる。

a. The speaker is warning the hearer that John can be sometimes very nasty.
b.  The speaker fears that Bonnie is drunk.
c.  The speaker believes that James prefers vodka to martini. 
d.  The speaker hears that Mary has moved.

テストを施してみよう。

I must talk you out of the idea of getting married to John, because I warn 
you he can sometimes be very nasty.
It’s  no use talking to Bonnie ,  because I fear she’s  drunk.
If you believe James prefers vodka martini, don’t  offer him gin martini.
If you hear Mary has moved,  try getting in touch with her by e-mail.



挿入辞：テスト
次の斜体部に見られる「挿入辞」も発話行為論では、非真理条件的とさ
れる。

a.  I warn you, John can be sometimes very nasty. 発語内的
b.  She’s  drunk,  I fear. 態度的
c.  James prefers vodka martini,  I believe. 証拠的
d.  She’s  moved, I hear. 伝聞的

関連性理論では、次の高次の明意をもつことになる。

a. The speaker is warning the hearer that John can be sometimes very nasty.
b.  The speaker fears that Bonnie is drunk.
c.  The speaker believes that James prefers vodka martini. 
d.  The speaker hears that Mary has moved.

テストを施してみよう。

I must talk you out of the idea of getting married to John, because I warn 
you he can sometimes be very nasty.
It’s  no use talking to Bonnie ,  because I fear she’s  drunk.
If you believe James prefers vodka martini, don’t  offer him gin martini.
If you hear Mary has moved,  try getting in touch with her by e-mail.



連結語：connectives
連結語とは、but,  so,  moreover,  after all,  indeed,  therefore,  however
などのいわゆる「談話連結語」ないし「語用論的連結語」を指す。これ
らは、ふつう非真理条件的なものとみなされ、if,  and,  or などの真理条
件的な「論理的連結語」と区別される。

グライス流では、以下の３文で「言われたこと」はいずれも（2）であ
り、その限り３文は同一である。

（1） a. It’s  midday,  but the pubs are open.  
b. It’s  midday,  so the pubs are open. 
c.  It’s  midday. Moreover the pubs are open.

（2） It’s  midday,  
The pubs are open. 

含意は次であり、連結語は「告知」の意味は果たしても、「言われたこと」
の真理値には影響は与えていない。発話行為論者と同じ立場である。

（3） （2）で、a と b は対象をなす。
（2）で、a は b を説明する。
（2）で、b は a に付加されている。

関連性理論では、（3）は高次の明意である。



連結語：手続き的符号化

高次の明意にのみ現れる要素（対照をなす、説明する、付加されている）
は基礎的明意の真理値を左右しないのであるから、 but,  so,  moreover が
非真理的条件的であるというグライスの考えは正しい。

だが、仔細に考えると、問題はまだ解決していない。文副詞・挿入辞の場
合、発語内的・態度的なものは非真理条件的だが、証拠的・伝聞的なもの
は真理条件的であると述べた。似たような事情が連結詞にも存在する可能
性はないか？

ここで、ブレイクモアが提唱する概念的符号化と手続き的符号化の区別を
考えよう。彼女によると、連結語は

（ⅰ）手続きを符号化したものである
（ⅱ）明意でなく暗意に貢献をする

とされる。

（1） a. It’s  midday,  but the pubs are open.
を

（4） ? It’s  midday,  By contrast,  the pubs are open.

のように言い換えることはできない。また先行する文や発話のない場合
もある。



連結語：ウィルスンの見解

まだ、問題が残っている。これまで手続き的符号化を受けている要素は
基礎的明意の真理値に影響を与えず、したがって非真理条件的であると
暗黙裡に考えてきた。事実、これまで見てきた例はこの考え方に合致し
ている。ところが、手続き的要素でありながら、真理条件的であると見
ざるをえない連結語の用法があるとウィルスンは言う。

a.  If John treated Mary cruelly and therefore she ran off with another
man,  I can’t  blame her.

b.  If Mary took her husband for a burglar and hence shot him,  then 
that’s  different story.

c.  If Dave was given to promiscuity and so contracted AIDS.,  then it 
was his own fault.

d.  If Judy lived beyond her means and thus became penniless,  there 
isn’t  much room for sympathy.

上記の斜体は因果関係を明示的に示しているから、真理条件的であると
いうのである。これら連結語の特徴は、代名詞的であるとする。パラフ
レーズすると、in this way,  from that it follows などのようになり、これ
ら連結語の先行する発話部分を「受けている」ことが明らかになるとい
うのだ。



代名詞その他

代名詞というものは、手続き的符号化を受けていながら、真理条件を左
右する代表的な項目である。つまり、連結語はすべて手続き的符号であ
るが、but などのように非真理条件的なものと、 therefore に代表される
真理条件的なものとに二分されるのではないかというのである。

I like baseball. You like baseball. He likes baseball. …

のように、代名詞を替えれば、その文の真理値が変わる場合がある。

代名詞は、聞き手の推論の幅を狭めるのを助ける働きをしているのであ
り、つまりは手続きを符号化しているのである。

「手続き符号でありながら、真理条件的である」という代名詞がもつ特
徴は次の語類にも共有されている。

固有名詞： John, Mary …
定表現 ： the man, the Government …
指示表現： this, that, this woman, that boy …
指標表現： now, then, here, there …
時制・相： He sings., He sang., He had sang. …
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生成文法との関係



生成文法

生成文法は、人が等しくもっている「言語機能（language faculty）」す
なわち「普遍文法（UG : universal grammar）」とは何かを究めることを
目的にしている。

人は生得的な UG を基礎に、まわりで使われていることばを手掛かりに
して、言語獲得を行う。言い換えれば、人はその言語について「言語能
力（language  competence）」をもつに至る。言語を実際に使用するこ
とを生成文法では「言語運用（language  performance）」と呼んで言語
能力と区別する。

UG  すなわち言語機能は、人独自のそして「言語専用の」機能であると
いえる。独自の機能をもち、特定の認知分野にのみ奉仕する機能を「モ
ジュール」という。

フォーダーに従えば、モジュールを性格づける特徴には

「領域特定性（domain specificity）」
「遺伝的決定性（generic spesification）」
「情報的莢膜性（informational encapsulation）」

がある。



中心系：フォーダー

視覚系や聴覚系と違って、世界をどのように捉える（頭の中に表示する）
か、どのような意思決定をするか、どのような推測を行いどのような想
像をめぐらすかは、個々のモジュールではなく、認知体系の

中心系（cenral  system）
で行われる、とフォーダーは主張する。

中心系は、領域特定的でなく、情報莢膜性ももたないため、さまざまな
領域からの情報を総合して、その結果人の世界の表示・予期・意見・願
望などを生み出す。

フォーダー的見地にたつと、語用論は中心系の扱う領域であるから、経
験科学（≒自然科学）的な接近法にはなじまない。チョムスキーは言語
機能・言語能力をある意味でのモジュールと考えているが、フォーダー
のいうモジュールとは異なる。

チョムスキーは、言語機能・言語能力はフォーダーのいうように「構造
をなしてはいない」ものではなく、中心的な「精神/認知という構造物」
の一部をなしているとする。

チョムスキーが「語用論」としてとらえているものは、発話行為理論や
、レヴィンスン流の「一貫性理論（coherence theory）」であると考えら
れ、関連性理論の主張は視野に入っていないようだ。



モジュール：フォーダーとスペルベル

中心系の働きに関するまっとうな心理学が存在しない理由は、科学理論
の確証に関するまっとうな哲学が存在しない理由と同一である。どちら
も思考を定着させる上で全領域的な因子が果たす役割の重要性を例証す
るものであるからだ。これらの因子がどのようにしてその効果を上げえ
ているのかについては、誰も一切わかっていない。（フォーダー）

関連性理論が発話というプロセスをモジュールではないと当初みなして
いたのは、モジュールというものをコード化と同一視していたからであ
る。その後、関連性理論的語用論はモジュールであるとう見方に立つよ
うになった。

いわゆる中心系の思考は、ほとんどすべてモジュール的であり、人が思
考をするということは、概念的な諸モジュールの間に大規模なネットワ
ークがあり、それらのモジュールの領域が感覚系のモジュールと交差的
に連携していると考えることにより説明される。このように主張する根
拠は進化論的・動物行動学的理論にある。（スペルベル）

概念的モジュールの１つ１つはそれ自身のいわば受け持ちの概念に関し
てしか推論を行えないが、諸概念の構造をもった連鎖という形での情報
は、モジュールからモジュールへと受け渡され、 終的にはその連鎖の
中の概念がすべて処理され、その結果情報統合が生じる。（スペルベル）



モジュール：カーストン（１）

人の認知体系がほとんどすべてモジュールからなるとする見方と、いく
つかのモジュールと（構造に乏しい）中心系からなるとする見方のいず
れを選ぶかについて、人の知見はまだ 終的結論を下せるところまで来
ていない。

対象を絞って、関連性理論の発話解釈過程がモジュール性をもったもの
かどうかを考える。カーストンは語用論的推論は領域特定的であるとす
る。なぜなら、それは関連性の原理Ⅱに示されるように顕示的伝達行為
のみに発揮され、妨害演説や暗記のための言語使用に対しては、反応し
ないものだからである。

語用論的推論は情報莢膜的か？視覚・聴覚・触覚のような明白にモジュ
ール性がもつ感覚の特徴に「錯視」のような「錯覚」がある（ミュラー
レヤ―図形）。発話過程に錯覚はあるだろうか？カーストンはウィルス
ンの次の例文を示している。

（１） No head injury is too trivial to ignore.
（２） No head injury is too trivial to attend to.

→ All head injuries should be attended to.
（３） No head injury is such that it is so trivial that it cannot  be ignored.

→ All head injuries can be ignored.



モジュール：カーストン（2）

人はふつう、（1）を（2）のように「自然な」「語用論的」意味に解釈
する。

しかし、（1）を注意深く読むと、その意味論的意味、つまり言語形式が
伝えている意味は（3）つまり（2）の逆であることが判る。この解釈を
思い浮かべるのは、相当難しい。それほどこの錯覚は強固なのだ。

モジュールの第３の特徴「遺伝的決定性」、つまり生得性についてはど
うか？発話解釈とは、話し手の意図を察知する行為である。人の意図、
考え方などを察知する能力は「心の理論」に基づく。心の理論はまさし
く生得的能力である。→ トマセロの発達心理学

興味深いのは、フォーダーでさえ、心の理論はモジュールであるとして
いることだ。すると、心の理論は「中心系中のモジュール」という矛盾
した概念になってしまう。

次に、関連性理論の生成文法観を見よう。スペルベルやウィルスンの著
作から見ると、彼らは生成文法の妥当性を認めているように汲み取られ
る。この言語理論と関連性理論の関係を正面から論じたものに、カース
トンがいる。



関連性理論の生成文法観：カーストン

カーストンはまず、生成文法が言語機能という亜人格的（sub-personal）
な「器官」を研究対象とするのと同じく関連性理論も亜人格的体系を研
究する学問であるとする。他方で、発話解釈は言語能力の出力である言
語形式の解読的意味を自らへの入力とはするものの、それとコンテクス
トを前提とした推論によって話し手の意図をつかむ過程であるから、言
語の一部ではないとする。また、能力／運用という二分法を前提とする
限り、語用論は運用の体系であり、かつ「言語的」運用体系とは言えな
いことを指摘する。

関連性理論的語用論は断じて「言語能力」の一部をなすものではない。
…「能力」の体系、つまり知識の集まりでないとする理由は、それが能
力・知識の実行者・運用者であり、実時間上のオンライン的処理を実行
するものだからである。…このような観察を踏まえ、かつ、ニ者択一的
な能力（能力か運用か？）を前提とするならば、結論は不可避的に次の
ようになる。関連性理論的語用論は運用体系であるが、言語機能の一部
ではない。（カーストン）

このような語用論は話し手の意図・志向性を推論によって察知する（こ
れは関連性理論の中心をなすものである）。チョムスキーにとっては人
の志向性がからんだ事柄は科学的探究の埒外にある。…（カーストン）



最小の労力（関連性理論）と極小主義（生成文法）

カーストンが採り上げるもう１つの問題は、関連性理論による「 小の
労力」と現行生成文法の「極小主義」である。

生成文法では、文が出来上がる過程を「派生（derivation）」によるとす
るが、「派生」には「融合」や「移動」という操作が絡む。ここで、登
場するのが「経済性原理」の「 短移動」である。これが「 小の労力」
と経済性原理の共通点である。

一方、両者の違いもカーストンは指摘する。一般に、さまざまな仮説の
うちからの選択には、次の２種類があるとする。

（1） すべての可能性を並べあげ、その中から 上のものを（ある基準
に照らして）選択する。

（2） 始めに１つの仮説をとって、それがある基準を満たすかどうかを
見る。満たせばそれを選択し、作業を終了する。満たさなければ、
次の仮説に進む。以下同じ。

カーストンは生成文法は（1）のタイプであるとみなす。発話解釈とは
「行為」であるが、文の生成は静的な亜人格的な言語能力の表示である。

極小主義に顕れている生成文法的試みは、関連性理論の「 小の労力」と
きわめて異なる。能力の体系であるため、「発話解釈と違って」時間的そ
の他のオンライン的考慮によって制約されることはない。（カーストン）
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いくつかの課題



関連性理論に対する疑問

三文小説を楽しく読もうという立場から、関連性理論に対していくつか
不明な点を挙げておこう。

（1） 高次の明意である発展と弱い暗意との線引きがよく分からない。

（2） 伝達意図がきわめて弱い発話をもっと詳しく扱わないと、文彩
のような詩的効果を理解・了解できない。

（3） 認知効果の定義が狭い。語や句や文（単文）に話が偏っていて、
話の流れ（話線）を追っていない。認知環境の変化、新情報と
しての文、文章（文の集まり）などが、認知効果をもたらすこ
とはざらにある。

（4） 仕方がないが、「心の理論」はまだそれほど頼りになる理論と
は思えない。「生成文法」についても同断。

（5） 時枝文法や水谷文法が明示的にとりあげる辞（感情）の役割に
言及してない。詩的効果や文体の文彩に弱い暗意が効くという
だけでは、説明不十分である。

とりあえず、以上の不明点と異議申立てを残しておく。



発展
明意を得るためには、発話の言語形式に対して推論による「発展」が加
えられるのであった。発展には、指示対象の付与、一義化、語義の特定
化などがあるが、ここでは「高次の明意」を得るための「埋め込み」を
採り上げる。

（1） I can’t.
（2） Mary says that she can’t  help Peter to find a job.

Mary believes that she can’t  help Peter to find a job.
Mary regrets that she can’t  help Peter to find a job.

ところで、高次の明意は、if and only if に基づいた本格的定義ではない。

（3） a. ベントレーは良い車です。どうです、１台お持ちになっては？

b. 高い車は買わないんです。

（4）前提１ 高い車は買わない。

前提２ ベントレーは高い車である。 暗意の前提
結論 ベントレーを買うつもりはない。 強い暗意の結論

（5） 高い車を買わないと言うことによって、高いベ

ントレーは買うつもりがない旨を伝えている。 高次の明意

（5）の高次の明意は、（4）の暗意を強く示唆している。（5）を（3）
の暗意であるとすると、今度は暗意が明意を含むことになってしまう。



弱い暗意

（3b）から得られる（4）の結論は、「強い暗意」である。同じく、
（3b）から得られる

（6） 買い手は富を誇示するのを嫌っている。
（7） 買い手は趣味の釣りにも金をかけないだろう。

は「弱い暗意」である。

（8）買い手は脱税をしているから、税務署を怖がって高い車は買わない。

は「さらに弱い暗意」である。

関連性理論では、「伝達意図」をもって行われる言語形式使用を発話と呼
ぶのであった。ところで伝達意図とは、

「話し手が、何らかの情報的意図をもっていることを、話し手・
聞き手双方にとって顕在化すること」

であった。

（6）～（8）は、この順に伝達意図が希薄であると考えられ、（8）に至
っては、それはゼロであると断じていいだろう。（8）はほとんど認知環
境の変化に基づくものとしたほうがよさそうだ。「弱い暗意」と「認知環
境の変化」に線引きをすることは至難の業であろう。



新情報
認知効果には、次の３つがあるとした。

（1） 新しい想定の獲得
（2） 不確かな想定の確定化
（3） 誤った想定の放棄とそれに代わる新しい想定の獲得

（1）に相当する認知効果を「コンテクスト的含意」と呼び、次で定義し
た。コンテクスト的含意：

想定の集合 P は、次の条件下で、そしてその条件下においての
み、想定 Q をコンテクスト C においてコンテクスト的に含意す
る。

（ⅰ）P と C の和集合が非自明的に Q を含意し、
（ⅱ）P は Q を非自明的に含意せず、そして、
（ⅲ）C はQ を非自明的に含意しない。

平たく言えば、発話だけから得られる情報や、既存の認知環境だけから
得られる「新情報」は、コンテクスト的含意ではなく、その意味での認
知効果はもたないことになる。しかし、次の例文にみられるように、「
発話の内容がそれ自身で聞き手の認知環境に変化を与える」場合がつけ
加えられるべきである。

（4）日本語の講義の途中で、新入社員の半分が中国出身だと判った。



認知：頭と心の全体的枠組み（試案）

＜頭＞ 概念

中心系 論理（聴覚系）

認知モジュール群 類推

想起系ネットワーク イメージ（視覚系）

進化的背景

＜詞＞ 思考：概念・論理・類推・イメージ

志向性 ＜関連性＞ 言語モジュール

伝達・意図 符号化・復号化 発話・語用

善意・中立・悪意 明意・暗意・発展

立ち位置

＜辞＞ 身体的感覚・感情・気分・価値づけ

＜心＞

身体的感覚 身体感覚サブモジュール群

感情・情動 感情サブモジュール群 音調・表情・身振り

気分・情緒 価値励起系ネットワーク（？）

価値系 価値系（品定め・値踏み）



感情の枠組み（試案）
＜広義の感情＞

身体的感覚： 五感 反射 体動 動作 行為 ； 呼吸 発声 表情 姿勢

情動 ： 一過的 強い反応 （大脳皮質）； 恐怖 驚愕 （興奮・沈静）

狭義の感情： やや持続的 弱い反応 大脳皮質； 快不快 愛憎 好感・嫌悪

自負心 欲望 共感・反感

気分・情緒： 持続的 弱い反応 原初的 ； 安心・不安 満足・不満

進取・退嬰 関心・無関心

価値系 ： 感情・情動・気分の選択 活性化； 興奮・沈静 緊張・弛緩

意図や意志は、広義の感情に含めない。志向性や伝達意図に属するとみなす。

興奮・沈静／緊張・弛緩のような感情は、他の感情とくに価値系にはたらき、

感情の度合いを左右するものとみなされる。

これら広義の感情のどれが励起されるかは、状況や先行談話や話し手・聞き

手の価値系（品定め・値踏み）のはたらきに拠っている。

時枝文法や水谷文法の「辞」は、志向性や意図や広義の感情からなるとみなす。



73

辞の理論（時枝文法・水谷文法）との対比
辞の理論との対比が拙稿の次の課題になろう。感情や情動について、認知科学は

ほとんど手つかずである。例えば、恐怖の感情については、せいぜい次である。

＜恐怖の回路：ルドｳーのモデル＞

暗闇の暗さ、何ものかの声、湿度、温度…

網膜 内耳 皮膚 その他感覚器官

感覚細胞から脳内に至る神経細胞によって内部情報に変換

扁桃体（島皮質） 大脳皮質（前頭葉眼窩前頭皮質）

筋反射反応 ストレスホルモン分泌 「怖いつ」という叫び

生理的反応 思考・記憶へ影響

扁桃体

恐怖の感情

感情の度合い：感情の働きは、ドーパミンが大脳基底核にある黒質から分泌され

て大脳基底核の線条体に流入したり、中脳の腹側にある被蓋部から大脳皮質に流

れ込んだりすることによって、分子レベルで制御されている。
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