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『論考』『探究』二三の解釈

２０１６・１１・１６
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形状語から『論考』『探究』を約める



論理語と思考律：動機づけ

古典的な述語論理では、次のような論理記号が用いられます。

共通部分 しかも（∧）[ → ∀ ] 合併 または（∨）[ → ∃ ]

補集合 否定 （┓）[ → 二分法 ] 含意 ならば（→）[ → 包含関係 ]

全称 すべて（∀） 存在 ある （∃）
→

これらによって

同一律 矛盾律 排中律 推移律 反射律 対称律 分配律

前件肯定 後件否定 三段論法…

のような思考律が表わされます。そして、同一性＝反射律・対称律・推移律、また、

包含性＝反射律・反対称律・推移律のようにみなされたりします。（同一と差異）

最近では、述語論理をはみ出す次のケースがようやく論じられるようになりました。

直観論理 ： 排中律は不承認

家族的類縁性によるゲーム ： 推移律が成立なら類似

ゲーデルの不完全性定理 ： 排中律は不成立

量子論理 ： 分配律は不成立

以上に関わる語法を、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』』から、以下約

30 ページほど拾います。



註：ウィトゲンシュタインのテキストの特徴と読み方
引用テキストの参照方法；鬼界彰夫

邦訳「著作」

『論考』 『論理哲学論考』（全集第１巻）

『草稿』 『草稿 1914－1916』（全集第１巻）

「論理ノート」 「論理に関するノート」（全集第１巻）

「ムーアノート」「ノルウェー G.E.ムーア に対して口述されたノート」（全集第１巻）

『考察』 『哲学的考察』（全集第２巻）

『青色本』 『青色本』（全集第６巻）

『茶色本』 『茶色本』（全集第６巻）

『数学の基礎』 『数学の基礎（第１版）』（全集第７巻）

『探究』Ⅰ 『哲学探究（第１部）』（全集第８巻）

『探究』Ⅱ 『哲学探究（第２部）』（全集第８巻）

『確実性』 『確実性の問題』（全集第９巻）

…（註：略号は省略）
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『論考』見取り図

生 熟達

＜現実世界＞ ＜日常言語＞

[分析]   事実 使用 対象化 ー 無制限の命名操作Sousa 

論理 命題（真偽） 有意味 無意味（言語直観）

「示される」 「語られる」

論理語 要素命題（→複合命題） 意味＝構成要素の像

（＝世界の鏡像） （＝世界の像）

対象 名

可能な事態の総体（事態＝可能的事実の総体；相互独立）

（状況＝成立する事態の集合）

論理空間

論理形式＝対象の性質の範囲（＝名の論理形式；意味[語法]・品詞カテゴリー）

[構成] 論理形式による事態の構成法 論理形式による配列可能性

状況（＝事態の集合）

論理空間（＝可能な状況の全体） 命題の意味＝論理空間の分割の仕方



註：復習 ー 分析と構成の手順（１） ；野矢茂樹

これまでの構図をおさらいしよう。

出発点は現実世界と日常言語である。この世界を生き、この言語に熟達している

者のみが、『論考』の提示する道を辿ることができる。

ゴールは思考可能性の全体を明確に見通すことである。

そのため、日常言語を分析し、再び日常言語を構成するという往復運動を行う。

『論考』の旅は名と対象から始まるのではないし、また理想言語のような、出発

点とは別のどこかをめざすものでもない。ここを出発し、ここに帰ってくる。そ

うして、自分の位置を明らかにする。

往路は分析である。現実世界の事実と、さまざまな言語使用がある。そこで、あ

る命題は事実との対応によって真であったり偽であったりする。また、命題は他

の命題を帰結する。こうした、命題の検証や推論といった言語実践の中で、有意

味と無意味を弁別するわれわれの言語直観を頼りに分析が為され、その結果、要

素命題と論理語が区別される。これが分析の第１段階である。
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註：復習 ー 分析と構成の手順（２） ；野矢茂樹

さらに要素命題は事実との対応の中で、名と対象の対に分解される。そのさい名

は、品詞カテゴリーと意味カテゴリーのそれぞれに関してどのような配列が可能

であるのかという名の論理形式とともに切り出される。それに対応して、対象も

またいかなる事態の構成要素となりうるかという、名の論理形式と同型の論理形

式とともに切り出される。これが分析の第２段階である。

ここから復路、構成へと向かう。名の論理形式に従って可能な要素命題のすべて

が構成される。そうして作られた要素命題は、すべての可能な事態を表現するも

のとなっている。これが構成の第１段階である。

次に、事態の集合として状況が作られ、可能な状況の全体として論理空間が張ら

れる。ここで事態は相互独立と仮定されているため、事態の集合から論理空間は

機械的に設定される。また、命題の側では、論理語によって要素命題から複合命

題が作られる。これで、構成の第２段階が終了し、思考可能性の空間として論理

空間が姿を現わす。かくして、すべての命題が構成可能なものとなり、また、命

題の意味が論理空間の分割の仕方として規定される。以上が、『論考』の基本構

図である。… 8
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『探究』見取り図

形式性（∌ 時間） 思考律 対象論理・言語ゲーム

自明性≒視覚 ア・プリオリ性∧ ∨ ┓→ ∀ ∃
直観論理

＜素朴集合論＞ ゲーデルの不完全性定理

量子論理

集合論の多義性

現実性（∍ 時間） 原初的実践

リアリテｲ≒五感 文法 家族的類縁性・言語劇

「数える」「同じとみなす」… ムウド・サマ・コト

関連性理論

＜２階建モデル＞ ヒトの自然史

註：斜体部は筆者がつけ加えた部分、立体部は『論考』『探究』の語法です。
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『論考』『探究』見取り図：未定稿

「自然言語」＝「名」 「語る」 語りえない 外

極大言語： 対象化-命名作用 語りうる

論理的に順調 指示（１つの論理操作） 「事態」（＝可能的事実：諸対象の可能的結合）

「名」＝命題の構成要素 （ ∌ 論理定項：∧ ∨ ┓→ ∀ ∃ ）
思考展開

「対象」 「世界」 （＝ 成立している事柄[事実]の総体）

論理形式＝対象の性質の範囲 （＝ 論理空間の諸事実の総体）

(品詞カテゴリー・意味カテゴリー）

「文法」：対象の論理

論理形式共有 （概念の内的性質・関係の総体） 複雑

内 論理的単純

≠ 「言語ゲーム」（規則に従う：超越言明） 単純∧ ∨ ┓→ ∀ ∃    鏡像（≠像） 「確実性」「自明性」(ムーア命題：メタ論理命題） 分析的単純

同語反復 「語りえない」（個々の命題や推論について）

「語りえない」≠「語るべきでない」「あえて語るまでもない」

「論理」 ＝ 「命題」 「示す」 「論理空間」 （全ての思考可能総体）

フレーゲ 回帰性 「論理的場所」 （命題は論理空間内の格子点指定；

「論理的足場」 ∧ ∨ ┓→ ∀ ∃ ＝ 命題の周りにある道具立て

＝ 安全ルート：真理操作）

ラッセルのパラドクス解決 ＝ 関数の命名禁止（名を与えない）
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註：『探究』の転換；鬼界彰夫

鬼界彰夫は、『論理哲学論考』から『哲学探究』への主たる転換を、次のようにみな

しています。

「文法」 ： 対象の論理（概念の内的性質・関係の総体）も取り入れる。

「言語ゲーム・劇」 ： 超越言明（規則に従う）を取り入れる。

「確実性」「自明性」： ムーア命題（「…を私は知っている」メタ論理命題）も扱う。

「独我論」 ： 再解釈する。

以下、生前に唯一公刊された『論理哲学論考』（以下、『論考』）を抜粋して、その語

法を眺めてみます。１～７にわたりますが、４以降はかなり端折ってます。妖しい断定

が続きますので、背後にある独特の思考実験とアナロジーを「草稿」などから補強しな

いと、素人には読み解くのが難しいようです。少なくともやつ枯れ（僕）の場合はそう

でした。
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『論考』語法抜粋（１）：世界・事実・事態・対象

1 世界は成立していることがら（註：事実）の総体である。

1.1 世界は事実の総体であり、ものの総体ではない。…

1.12 論理空間の中にある諸事実、それが世界である。…

1.2 世界は諸事実に分解される。…

2 成立していることがら、すなわち事実とは、諸事態の成立である。

2.01 事態とは諸対象（もの）の結合である。

2.011 事態の構成要素になりうることは、ものにとって本質的である。…

2.0121 …（論理的なことは、たんなる可能性ではありえない。論理はすべての

可能性を扱い、あらゆる可能性は論理においては事実となる。）

およそ空間の外に空間的対象を考えることはできず、時間の外に時間的

対象を考えることはできないように、他の対象との結合可能性の外には

いかなる対象も考えることはできない。…

2.0124 すべての対象が与えられるとき、同時にすべての可能な事態も与えられ

る。…

2.014 対象はすべての状況の可能性を含んでいる。
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『論考』語法抜粋（２）：対象・形式・実体

2.0141 事態のうちに現れる可能性が対象の形式である。

2.02 対象は単純である。

2.021 対象が世界の実体を形づくる。それゆえ対象は合成されたものではあり

えない。…

2.022 たとえどれほど現実と異なって想像された世界であっても、あるもの

ーある形式 ー を現実と共有していなければならない。それは明らかこ

とである。

2.023 この不変の形式はまさに対象によって作られる。

2.0231 世界の実体が規定しうるのは、ただ形式のみであり、実質的な世界のあ

り方ではない。なぜなら、世界のあり方は命題によってはじめて描写さ

れるのであり、すなわち、諸対象の配列によってはじめて構成されるか

らである。

2.0232 ひとことで言うならば、対象は無色なのである。

2.0233 同じ論理形式をもつ２つの対象は、それらの外的性質を除けばただそれ

らが別物であるということによってのみ、互いに区別される。…
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『論考』語法抜粋（３）：実体・対象・事態・世界

2.024 実体とは、何が事実として成立するかとは独立に存在するものである。

2.025  実体は形式と内容からなる。

2.0251 空間、時間、そして色（なんらかの色をもつということ）は対象の形式

である。

2.026 対象が存在するときにのみ、世界の不変の形式が存在しうる。

2.027 不変なもの、存在し続けるもの、対象、これらは同一である。

2.0271 対象とは不変なもの、存在し続けるもの、である。対象の配列が、変化

するもの、移ろうものである。

2.0272 対象の配列が事態を構成する。

2.03 事態において諸対象は鎖の環のように互いに繋がりあっている。…

2.032 対象が事態において結合する仕方が事態の構造である。

2.033 構造の可能性が形式である。

2.034  事実の構造は諸事態の構造からなる。

2.04 成立している事態の総体が世界である。

2.05 成立している事態の総体はまた、どの事態が成立していないかをも規定

する。
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『論考』語法抜粋（４）：現実・像・構造

2.06 諸事態の成立・不成立が現実である。

（われわれはまた、ある事態が成立していることを「肯定的事実」と呼び、

成立していないことを「否定的事実」と呼ぶ。）

2.061 事態は互いに独立である。

2.062 現実の全体が世界である。

2.1 われわれは事実の像を作る。

2.11 像は、論理空間において、状況を、すなわち諸事態の成立・不成立を表す。

2.12 像は、現実に対する模型である。

2.13 像の要素は像において対象に対応する。

2.131 像の要素は像において対象の代わりとなる。

2.14 像は、その要素が特定の仕方で互いに関係するところに成り立つ。

2.141 像はひとつの事実である。

2.15 像の要素が互いに特定の仕方で関係していることは、ものが[それと同じ仕

方で]互いに関係していることを表している。

像の要素のこのような結合を構造と呼び、構造の可能性を像の写像形式と呼

ぶ。
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『論考』語法抜粋（5）：像・事実・写像形式

2.151   ものは、像の要素と同じ仕方で互いに関係しうる。写像形式とはその可

能性にほかならない。

2.1511 像はこのようにして現実と結びついている。像は現実に到達する。

2.1512 像は物差しのように現実にあてがわれる。

2.15121  あてがわれた両端の目盛だけが、測られる対象に触れている。

2.1513 それゆえ、この捉え方に従えば、像を像たらしめる写像関係もまた、像

に属するものになっている。

2.1514 写像関係は像の要素とものとの対応からなる。

2.1515 この対応は、いわば像の要素の触覚であり、像はこの触覚で現実に触れ

るのである。

2.16 事実は像であるためには、写像されるものと何かを共有せねばならない。

2.161 およそある事実が他の事実の像でありうるには、像と写像されるものに

おいて何かが同一でなければならない。

2.17 像が像という仕方で現実を ー正誤はともかくとしてー 写しとっている

ために現実と共有していなければならないもの、それは写像形式である。
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『論考』語法抜粋（6）：像・論理像

2.171 像は、それと形式を共有するすべての現実を写しとれる。

空間的な形式をもつ像はすべての空間的な現実を写しとれ、色の形式を

もつ像は色に関するすべての現実を写しとれる、等々。

2.172 しかし像は自分自身の写像形式を写しとることはできない。像はそれを

提示している。

2.173 像はその描写対象を外から描写する（描写の視点にあたるのが描写形式

である）。だからこそ、像は描写対象を正しく描写したり誤って描写し

たりすることになる。

2.174 しかし像はその描写形式の外に立つことはできない。

2.18 およそ像が現実を ー正しいにせよ誤っているにせよー 写しとることがで

きるために、いかなる形式の像であれ、現実と共有しなければならないも

の、それが論理形式、すなわち、現実の形式である。

2.181 その写像形式が論理形式であるとき、その像は論理像と呼ばれる。

2.182 すべての像は論理像でもある。（それに対して、たとえば、すべての像が

空間的な像であるわけではない。）
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『論考』語法抜粋（7）：像・倫理像・思考

2.19 世界を写しとることができるのは、論理像である。

2.2 像は写像されるものと写像の論理形式を共有する。

2.201 像は事態の成立・不成立の可能性を描写することによって現実を写しとる。

2.202 像は論理空間における可能的状況を描写する。

2.203 像は、それが描写する状況が成立可能であることを含んでいる。

2.21 像は現実と一致するかしないかである。すなわち、正しいか誤りかであり、

真か偽である。

2.22 像は描写内容の真偽とは独立に、その写像形式によって描写を行なう。

2.221 像が描写するもの、それが意味である。

2.222 像の真偽とは、像の意味と現実との一致・不一致である。

2.223 像の真偽を知るためには、われわれは像を現実と比較しなければならない。

2.224 ただ像だけ見ても、その真偽はわからない。

2.225 ア・プリオリに真である像は存在しない。

3       事実の論理像が思考である。

3.001 「ある事態が思考可能である」とは、われわれがその事態の像を作りうる

ということにほかならない。
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『論考』語法抜粋（8）：像・思考・世界

3.01   真なる思考の総体が世界の像である。

3.02   思考、思考される状況が可能であることを含んでいる。思考しうることは

また思考可能なことでもある。

3.03 非論理的なものなど、考えることはできない。なぜなら、それができると

言うのであれば、そのときわれわれは非論理的に思考しなければならなく

なるからである。…

3.032 「論理に反する」ことを言語で描写することはできない。それは、幾何学

において、空間の法則に反する図形を座標で表したり、存在しない点の座

標を示したりすることができないのと同様である。

3.0321  なるほど物理法則に反した事態を空間的に描写することはできよう。しか

し、幾何法則に反した事態を空間的に描写することはできない。

3.04 ア・プリオリに正しい思考があるとすれば、それは、その思考が可能であ

るというだけでそこからその真理性が引き出されてくるようなものである

だろう。

3.05    ある思考が真であるとア・プリオリに知りうるのは、ただ、思考自身から

（比較対象なしに）その真理性が認識されうるときだけである。
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『論考』語法抜粋（９）：命題・命題記号

3.1  思考は命題において知覚可能な形で表される。

3.11 われわれは、可能な状況を射影するものとして、命題という知覚可能な記

号（音声記号、文字記号、等々）を用いる。

命題に対してその意味を考えること、それはすなわち射影方法を考えるこ

とにほかならない。

3.12 われわれが思考を表現するのに用いている記号を、私は命題記号と呼ぶ。

そして命題とは、世界と射影関係にある命題記号である。

3.13 命題には射影に属するすべてのことが属するが、射影されるものは属さな

い。

つまり、命題に属するのは、射影されるものの可能性であり、射影される

ものそれ自身ではない。

それゆえ、命題にはそれが意味する事実までは含まれていない。他方、そ

の事実を表現する可能性は含めれている。

（「命題の内容」とは、すなわち有意味な命題の内容のことである。）

命題に含まれるのは、意味の形式であり、内容ではない。
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『論考』語法抜粋（１０）：命題記号・命題

3.14 命題記号は、そこにおいて命題の要素、すなわち語が特定の仕方で互い

に関係しあうことによって成り立っている。

命題記号はひとつの事実である。

3.141 命題は語の寄せ集めではない。－（音楽の主題が音の寄せ集めではない

ように。）

命題が語へと分節化されるのである。

3.142 意味を表現しうるのはただ事実だけであり、名の集まりではない。

3.143 命題記号がひとつの事実であることは、手書き文字や活字という通常の

表現形態によって見えにくいものになっている。…

（フレーゲが命題を合成された名と呼んだことも、この混同から生じた

ものと言えよう。）

3.1431 命題記号が文字ではなく、（机、椅子、本といった）空間的な対象から

構成されていると想像すれば、命題記号の本質はきわめて明らかである。

その場合、これらのもの相互の空間的位置が命題の意味を表現すること

になる。
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『論考』語法抜粋（１１）：単純記号

3.1432 「複合記号「a R b」が、a が b に対して関係 R にあることを語ってい

る。」。否。そうではなく、「 a 」が「 b 」に対してしかじかの関係に

あるという事実が、 a R b という事実を語っているのである。

3.144 状況は記述されうるものであり、名指されうるものではない。

（名は点にたとえられ、命題は矢にたとえられる。命題は[肯定・否定と

いう２方向の]意味をもつ。）

3.2 思考は命題で表現される。そのさい、思考に含まれる諸対象に命題記号

の諸要素が対応する。

3.201 この要素を私は「単純記号」と呼ぶ。そこにおいて命題は「完全に分析

された」と言われる。

3.202 命題において用いられる単純記号は名と呼ばれる。

3.203 名は対象を指示する。対象が名の意味である。（「A」は[それと別の箇

所]に書かれた）「A」と記号としては同一である。）

3.21   命題記号における単純記号の配列に、状況における対象の配列が対応す

る。

3.22 名は命題において対象の代わりをする。
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『論考』語法抜粋（１２）：複合記号

3.221 対象に対して私は名を与えることができるだけである。そうして記号は

対象の代わりをする。私は対象について（その性質等を）語ることはでき

るが、[性質を抜きにして]対象を[単独で]言い表すことはできない。命題

はただものがいかにあるかを語りうるのみであり、それが何であるかを語

ることはできない。

3.23 単純記号へと分析可能であるという要請は、すなわち、命題の意味が確定

していることの要請にほかならない。

3.24 複合的なものに関する命題は、その構成要素に関する命題と内的関係にあ

る。

複合的なものは記述によってのみ与えられる。そして記述は正しいか正し

くないかのいずれかとなる。複合的なものについて述べた命題は、その複

合的なものが存在しない場合、ナンセンスではなく、ただ偽となる。

命題中のある要素が複合的なものを表していることは、その要素を含む命

題に[意味の]不確定なところがあることから見てとれる。われわれは、こ

の命題ではまだすべてが確定しているわけではないことを知っている。（

一般性の表記が含んでいるのは、実際、１つの原型にほかならない。）複

合的なもののシンボルを１つの単純なシンボルにまとめるとき、それは定
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『論考』語法抜粋（１３）：解明

義によって表現される。

3.25  命題の完全な分析が１つ、そしてただ１つ存在する。

3.251 そのとき命題は、確定した、明確に示しうる仕方で、その内容を表現す

る。すなわち、命題は分節化されている。

3.26 定義を用いて名をさらに分解することはできない。名は原始記号である。

3.261 定義によって導入された記号はすべて、その定義に用いれれている記号

を通して、[複合的なものを]表現する。定義はそうして[複合的なもの]

に至る道を教える。

原始記号および原始記号によって定義された記号、この２種の記号が同

じ仕方でものを表すことはありえない。名を定義によって他の記号へと

分割することはできない。（他の記号に依存することなくそれだけで意

味をもつ記号を、定義によって他の記号へと分割することはできない。）

3.162 記号によって表現されえないことを、記号の使用が示す。その記号が呑

み込んでいるものを、記号の使用が表（おもて）に表す。

3.163 原始記号の意味は解明によって明らかにされうる。解明とは、その原始

記号を命題において用いることである。それゆえそれらの記号の意味に

なじんでいるひとだけが、解明を理解しうる。
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『論考』語法抜粋（１４）：命題の意味・表現

3.3 命題のみが意味内容をもつ。名はただ命題という脈絡の中でのみ、指示

対象をもつ。

3.31 命題の意味を特徴づける命題の各部分を、私は表現（シンボル）と呼ぶ。

（命題自身が１つの表現である。）

命題の意味にとって本質的で、諸命題が共通の部分としてもちうるもの、

なんであれそうしたものが表現である。

表現は形式と内容を特徴づける。

3.311 表現は、その表現を含むすべての命題の形式を前提する。それゆえその

表現は、それを含む諸命題の集合を特徴づける共通のメルクマールとな

る。

3.312 したがって表現は、それが特徴づける諸命題の一般形式によって表され

る。

つまり、その諸命題の一般形式において、当の表現は定項となり、他の

すべての変項となるわけである。

3.313 表現はそれゆえ、変項を用いて[関数として]表される。その[関数の]値

はその表現を含む命題である。…
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『論考』語法抜粋（１５）：関数・日常言語

3.318 私はーフレーゲやラッセルと同様ー命題をそこに含まれている諸表現の

関数として捉える。

3.32 記号はシンボルの知覚可能な側面である。…

3.323 日常言語では、同じ語が異なった仕方で表現をする ーつまり同じ語が

異なったシンボルに属するー ことがきわめて多い。あるいはまた、異な

ったし方で表現をする２つの語が外見上は同じ仕方で命題中の用いられ

ることも。

たとえば“ ist ”[……である、……がある]という語は、繋辞として、

等号として、あるいは存在の表現として、用いられる。[存在する]は「

行く」のような自動詞として一括され、「同じ」は形容詞として扱われ

る。“ etwas ”[何ものか、何ごとか]という語で、われわれは何かある

対象についても語り、また何かあるできごとが起こると語ったりもする。

…

3.33 論理的構文においては、断じて記号の意味が役割を果たすようなことが

あってはならない。論理的構文は記号の意味を論じることなく立てられ

ねばならず、そこではただ諸表現を記述することだけが前提にされうる。
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『論考』語法抜粋（１６）：ラッセルのパラドクス

3.331 この見解に立つと、ラッセルの「タイプ理論」の内容が見えてくる。ラ

ッセルの誤りは、記号の規則を立てるのに記号の意味を論じなければな

らなかった点に示されている。

3.332 いかなる命題も自分自身について語ることはできない。なぜなら、ある

命題記号が当の命題記号自身のうちに含まれることはありえないからで

ある。（これが「タイプ理論」のすべてである。）

3.333 関数自身をその関数の入力項とすることはできない。なぜなら、関数記

号はすでに入力項の原型を含んでおり、そしてその原型には自分自身は

含まれえないからである。

そこで[関数 fx を変項とする]関数 F(fx) が自分自身の入力項になりえた

と仮定してみよう。そのとき、「F(F(fx))」という命題が存在すること

になる。ところがこの命題において外側の関数 F と内側の関数 F は異な

る意味をもっているのでなければならない。というのも、内側はΦ(fx)と

いう形式であるのに対し、外側はΦ（Φ(fx))となるからである。２つの

関数に共通なものは文字「F」にすぎない。だが文字はそれ自体で何も表

さない。
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『論考』語法抜粋（１７）：論理的足場

このことは、「F(fu)」の代わりに「∃Φ：F(Φ u). Φ u = Fu」と書く

と、ただちに明らかになる。

かくしてラッセルのパラドクスは片づく。…

3.34 命題は本質的な側面と偶然的な側面をもつ。…

3.4 命題は論理空間の中に１つの領域を規定する。この論理的領域は、もっ

ぱらその領域の構成要素の存在、すなわち有意味な命題が存在すること

によって、保証されている。

3.41 命題記号と論理的座標、これが論理的領域を形づくる。

3.411 幾何学的領域と論理的領域は、どちらも存在の可能性にほかならないと

いう点で一緒である。…

3.42 命題は論理空間の１つの領域だけを規定しうるにすぎないが、それにも

かかわらず、その命題を通して論理空間全体がすでに与えられているの

でなければならない。…

（像を取り巻く論理的足場は論理空間にあまねく行きわたっている。そ

うして命題は論理空間全体へと手を伸ばす。）

3.5    使用されたーすなわち思考されたー命題記号が、思考である。



29

『論考』語法抜粋（１８）：命題

4 思考とは有意味な命題である。

4.001 命題の総体が言語である。

4.002 人間は、各々の語が何をどのように指示しているかにまったく無頓着で

も、あらゆる意味を表現しうる言語を構成する力をもっている。ーちょ

うど、個々の音がいかに発せられるかを知らなくとも喋ることができる

ように。…

日常言語を理解するための暗黙の取り決めは途方もなく複雑である。

4.003 哲学的なことがらについて書かれてきた命題や問いのほとんどは、誤っ

ているのではなく、ナンセンスなのである。それゆえ、この種の問いに

答えを与えることなどおよそ不可能であり、われわれはただそれがナン

センスであると確かめることしかできない。哲学者たちの発するほとん

どの問いと命題は、われわれの言語の論理を理解していないことに基づ

いている。…

4.0031 すべての哲学は「言語批判」である。…ラッセルの功績は、命題の見か

け上の論理形式が必ずしもその実際の論理形式になってはいないことを

示した点にある。
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『論考』語法抜粋（１９）：命題

4.01 命題は現実の像である。

命題は現実に対する模型であり、そのようにしてわれわれは現実を想像す

る。…

4.015 命題の本質を理解するには、記述する事実を写像している象形文字のこと

を考えよ。

そして象形文字がアルファベットになったときにも、その写像の本質は失

われていないのである。

4.02 われわれは、[新しい命題に出会うごとに]命題記号の意味を説明してもら

わずとも、その意味を[文字の配列を見ることによって]理解する。このこ

とから、われわれの命題記号が象形文字と本質的に同じであることが見て

とれる。

4.021 命題は現実の像である。－なぜなら、命題を理解するとき、私はその命題

が描写している状況を把握し、しかもそのさい意味の説明を必要としたり

はしないからである。

4.022 命題はその意味[すなわち論理空間における論理的領域]を示す。
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『論考』語法抜粋（２０）：命題

命題は、それが真ならば、事実がどのようであるか[すなわち論理的領域]

を示す。そうして事実がかくかくであるということを語る。

4.023 命題は、あとはイエスかノーかを確かめればよいというところまで、現

実を確定しているのでなければならない。

そのためには、現実は命題によって完全に記述されていなければならな

い。

命題とは事態の記述にほかならない。

対象の記述がその対象にとって外的な性質に従って為されるように、命

題は現実がもつ内的な性質[すなわち論理形式]に従って現実を記述する。

命題は、論理的足場を頼りに世界を構築する。そしてそれゆえ、その命

題において、それが真であるならば、そこから論理的に何が言えるのか

もまた、すべて見てとることができる。命題から帰結を引くためには、

その命題が偽であってもかまわない。

4.024 命題を理解するとは、それが真であるとすれば、事実はどうであるかを知

ることである。

（それゆえひとは、実際に真かどうか知らずとも、命題を理解することが

できる。）その構成要素が理解されるとき、命題は理解される。
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『論考』語法抜粋（２１）：命題・意味

4.025 ある言語から他の言語への翻訳は、一方の各命題から他方の命題へと為

されるのではない。ただ命題の構成要素だけが翻訳される。

（そして辞書は名詞だけでなく、動詞、形容詞、接続詞等々の翻訳も行

い、しかもそれらすべてを同等に扱う。）

4.026 単純記号（語）の意味を理解するためには説明してもらわねばならない。

しかしわれわれが意思を伝えあうのは、命題によってである。

4.027 命題はわれわれに新しい意味を伝えることができる、これは命題の本質

に属している。

4.03 命題は既存の表現で新しい意味を伝えなければならない。

命題はわれわれにある状況を伝える。それゆえ、命題は状況と本質的に

結びついていなければならない。

そしてその結合とは、まさに命題が状況に対する論理像であることにほ

かならない。

命題はただ像であるかぎりにおいて、何ごとかを語るのである。

4.031 命題において状況はいわば実験的に構成される。

「この命題はしかじかの意味をもつ」と言う代わりに、はっきりと「こ

の命題はしかじかの状況を描写する」と言ってよい。…
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『論考』語法抜粋（２２）：命題・現実

4.0312 命題の可能性は記号が対象の代わりをするという原理に基づいている。

「論理定項」はなんらかの対象の代わりをするものではない。事実の

論理は記号で表しえない。これが私の根本思想である。

4.032  命題は論理的に分節化されているかぎりにおいてのみ、状況の像であ

る。（“ Ambulo ”[「私は歩く」（ラテン語）]という命題もまた、合

成されたものである。というのも、同一の語幹に異なる語尾をつけても、

同一の語尾に異なる語幹をつけても、全体の意味は変わるのであるから。

）

4.04 命題においては、それが描写する状況と正確に同じだけのことが区別さ

れるのでなければならない。

両者は同じだけの論理的（数学的）多様性をもっていなければならない。

（ヘルツの『力学』における力学モデルと比較せよ。）…

4.05 現実は命題と比較される。

4.06 命題は現実の像であることによってのみ、真か偽でありうる。

4.061 命題の意味はそれが事実かどうかには依存していない。そのことを見落と

すと、ひとは容易に、真も偽も記号とそれが表すものとの間の関係として

同等であると信じるようになる。そのとき、例えば「～p 」が偽なる仕方

で表すのを「 p 」は真なる仕方で表すのだ、などと言出しかねない。…
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『論考』語法抜粋（２３）：否定

4.062 これまで真な命題で意思を伝達してきたように、ひとは偽な命題で意思を

伝達できるだろうか。それが偽な命題として捉えられていることを了解し

てさえいればよいのか。否。なぜなら、命題が真であるのは、事実がその

命題の語るとおりであるときだけだからである。そこで、かりにわれわれ

が「p」で ～p のことを考えていたとしよう。しかも、事実がそこで考え

られているとおりであったとする。そのとき、この新たな解釈のもとでも、

「p」は真であり、偽とはならないのである。

4.0621 しかし、記号 p と「～p 」が同じことを語りうるということは重要であ

る。というのも、そのことは記号「～」が現実における何ものにも対応

していないことを示しているからである。

ある命題に否定が現れることは、その命題の意味に対する何のメルクマー

ルにもならない（～～p = p）。

命題「p」と「～p」は逆方法の意味をもつが、しかし、それらには同一の

現実が対応する。

4.063    真理概念の説明のための１つの比喩。－白い紙の上の黒い模様。
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『論考』語法抜粋（２４）：否定

4.064 すべての命題は[真偽の決定に先立って]あらかじめ意味をもっていなけれ

ばならない。命題を肯定するとは、まさのその意味を肯定することである

から、それによって命題に意味が与えられるなどということはありえない。

否定等についても同様である。

4.0641 こう言ってもよい。否定は否定される命題の論理的領域にすでに関わって

いる。

否定命題は否定される命題とは別の論理的領域を規定する。

否定命題は、自らの論理的領域を、否定される命題の論理的領域の外側に

あるものと記述する。こうして否定命題は、否定される命題の論理的領域

を利用して、その論理的領域を規定するのである。

否定される命題に対してその二重否定を作ることができる。このことは、

そこ否定されるものがすでに１つの命題であり、けっして否定命題のため

の準備段階にすぎないようなものではないことを、示している。

4.１ 命題は事態の成立・不成立を描写する。
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『論考』語法抜粋（２５）：哲学・自然科学

4.1 命題は事態の成立・不成立を描写する。

4.11 真な命題の総体が自然科学の全体（あるいは諸科学の総体）である。

4.111 哲学は自然科学ではない。

（哲学という語は、自然科学と同レベルのものを意味するのではなく、自然

科学の上にある、あるいは下にあるものを意味するものでなければならな

い。

4.112 哲学の目的は思考の論理的明晰化である。

哲学は学説でなく、活動である。

哲学の仕事の本質は解明することである。

哲学の成果は「哲学的命題」ではない。諸命題の明確化である。

思考は、そのままではいわば不透明でぼやけている。哲学はそれを明晰に

し、限界をはっきりさせねばならない。

4.1121  他の自然科学に比して心理学がより哲学に近いわけでｈない。

認識論は心理学の哲学である。

記号言語に関する私の研究は、哲学者たちが論理の哲学にとってきわめて

本質的とみなしていた思考過程の研究に相当するものとなってはいないか。

彼らはほとんどの場合いたずらに非本質的な心理学研究にまきこまれてい

たにすぎない。私の方法にも同様の危険がある。
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『論考』語法抜粋（２６）：哲学・自然科学

4.1122 他の自然科学の仮説に比してダーウィンの理論がより哲学と関係すると

いうことはない。

4.113 哲学は自然科学の議論可能な領域を限界づける。

4.114 哲学は思考可能なものを境界づけ、それによって思考不可能なものを境

界づけねばならない。

哲学は思考可能なものを通して内側から思考不可能なものを限界づけね

ばならない。

4.115 哲学は、語りうるものを明晰に描写することによって、語りえぬものを

指し示そうとするだろう。

4.116 およそ考えられうることはすべて明晰に考えられうる。言い表しうるこ

とはすべて明晰に言い表しうる。

4.2 命題は現実をすべて描写しうる。しかし、現実を描写するために命題が

現実と共有せねばならないもの ー論理形式ー を描写することはできな

い。論理形式を描写しうるには、われわれはその命題とともに論理の外

側にすなわち世界の外側に立ちうるのでなければならい。
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『論考』語法抜粋（２７）：内的性質・外的性質

4.122 ある意味でわれわれは、対象や事態の形式的性質について、あるいは事

実の構造の性質について、論じることができる。またそれと同じ意味で、

形式的関係や諸構造の関係について論じることができる。

（構造の性質と言う代わりに、私はまた「内的性質」とも言う。そして

諸構造の関係の代わりに「内的関係」と。

私がことさらこうして言い方をするのは、なぜかくも多くの哲学者たち

が内的性質と狭義の（外的）性質を混同するのか、その理由を指摘した

いからである。）

だが、こうした内的性質や内的関係は命題によって主張されうるような

ことではなく、その事態を描写し、その対象を扱う命題において、示さ

れるものにほかならない。

4.1221 事実の内的性質を、われわれはまた、事実の相貌と呼ぶことができる。

（人相について語るときのような意味において。）

4.123 ある対象がその性質をもたないとは考えられないとき、それは内的性質

である。…（ここで「性質」や「関係」という語の用法の揺らぎに、「

対象」という語の用法の揺らぎが対応している。…
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『論考』語法抜粋（２８）：一般的命題形式

4.2 命題の意味とは、事態の成立・不成立の可能性と命題との一致・不一致

である。…

4.3 要素命題の真理可能性は、事態の成立・不成立の可能性を意味している。

4.31 真理可能性は次のような図表で表せる。…

4.4 命題は、要素命題の真理可能性との一致・不一致を表現したものにほか

ならない。…

4.5  いまや、もっとも一般的な命題形式を提示することができると思われる。

不特定の記号言語に対して、命題とはいかなるものであるかを記述するこ

と。そのとき、名の指示対象を適切に選んでやれば、可能な意味はすべて、

その記述のあてはまるシンボルによって表現することができ、また、その

記述にあてはまるシンボルはすべて、相応の意味を表現しうることになる。

明らかなことであるが、もっとも一般的な命題形式の記述にさいしては、

ただその本質的なものだけが記述されなければならない。－さもなければ、

その形式はもっとも一般的なものではないことになる。

ひとが予見不可能な（すなわち構成不可能な）形式をもつ命題など存在し

えない。このことは、一般的な命題形式が存在することを示している。「

事実はかくかくである」ーこれが命題の一般形式である。…
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『論考』語法抜粋（２９）：真理操作

5  命題は要素命題の真理関数である。（要素命題は自分自身の真理関数であ

る。）

5.1 要素命題は一列に順序づけられる。

これが確率論の基礎となる。…

5.2 諸命題の構造は互いに内的関係にある。…

5.3 すべての命題は要素命題に真理操作を施した結果である。

真理操作とは、要素命題から真理関数を作る方法である。…

5.4 ここにおいて、「論理的対象」すなわち「論理定項」（フレーゲとラッセ

ルの意味における）は存在しないことが示される。…

5.5423 複合的なものを知覚するとは、その構成要素がお互いにかくかくの関係に

あるということを知覚することにほかならない。

このことはまた、次の図（註：ネッカーの立方体）が２通りの仕方で立方

体として見られ得ること、および類似した現象のすべてをうまく説明する。

というのも、われわれはまさしく実際に２つの異なる事実を見ているから

である。

（私がまず a の角を見つめ、それから b をちらっとだけ一瞥すると、a が

前に出て見える。逆にすると、逆に見える。）
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『論考』語法抜粋（３０）：真理操作

b                              b

a                                 a

b                               b

a                               a

註：ネッカーの立方体。遊び半分で右側にペンローズの三角形を置いた。
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『論考』語法抜粋（３１）：真理操作

5.5  いかなる真理関数も、要素命題に次の操作を反復適用した結果である。

（------真）（ξ,……）

これは括弧内のすべての命題を否定したものであり、私はこの操作をこれら

諸命題の否定と呼ぶ。…

5.55 いまやわれわれは、要素命題のすべての可能な形式に関する問いに、ア・プ

リオリな仕方で答えなければならない。

要素命題は名からなる。しかし、われわれは異なる指示対象をもった名がい

くつあるかを言うことができない。それゆえ、名の合成である要素命題を[ア

・プリオリに]挙げることもできない。…

5.551 われわれの根本原則はこうである。およそ論理によって決定される問いは、

論理のみによってすべて決定されねばならない。…

5.552 論理を理解するためにわれわれが必要とする「経験」は何がかくかくであ

るというものではなく、何かがあるというものである。しかしそれはいささ

かも経験ではない。

論理は何かがこのようにあるといういかなる経験よりも前にある。

論理は「いかに」よりも前にあるが、「何が」よりも前ではない。…
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『論考』語法抜粋（３２）：独我論

5.557 いかなる要素命題が存在するのかは、論理の適用によって決まる。

適用のうちにあることを、論理があらかじめ捉えることはできない。

論理はその適用と齟齬をきたしてはならない。これは明らかである。

とはいえ、論理はその適用に接していなければならない。

それゆえ、論理とその適用とはお互いに自分の持ち分を越えることがあっ

てはならない。…

5.6  私の言語の限界が私の世界の限界を意味する。

5.61 論理は世界を満たす。それゆえわれわれは、論理の内側にいて、「世界に

はこれらは存在するが、あれは存在しない」と語ることはできない。…

思考しえぬことをわれわれは思考することはできない。それゆえ、思考し

えぬことをわれわれは語ることもできない。…

5.62 この見解が、独我論はどの程度正しいのかという問いに答える鍵になる。

すなわち、独語論の言わんとするところはまったく正しい。ただ、それは

語られえず、示されているのである。

世界が私の世界であることは、この言語（私が理解する唯一の言語）の限

界が私の世界の限界を意味することに示されている。…
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『論考』語法抜粋（３３）：命題・論理学

6 真理関数の一般形式はこうである。[p, ξ, N（ξ）]

これは命題の一般形式である。…

6.1 論理学の命題はトートロジーである。…

6.2 数学とはひとつの論理学的方法にほかならない。

数学の命題は等式であり、それゆえ疑似命題である。…

6.3 論理学の探究とは[可能な]すべての法則性の探究にほかならない。そして

論理学の外では、いっさいが偶然的である。…

6.4 すべての命題は等価値である。…

6.5 答えが言い表しえないならば、問いを言い表すこともできない。

謎は存在しない。

問いが立てられうるものであれば、答えもまた与えられうる。…

6.54   私を理解する人は、私の命題を通り抜けーその上に立ちーそれを乗り越え、

最後にそれがナンセンスであると気づく。そのようにして私の諸命題は解

明を行なう。（いわば、梯子を上り切った者は梯子を投げ棄てねばならな

い。）

私の諸命題を葬りさること。そのとき世界を正しく見るだろう。

7 語りえぬものについては、沈黙せねばならない。
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註：「命題」画象説・「事態」論理像説の真意；鬼界彰夫

1． 「論理」が「語れること」「示せること」を、以下をターゲットに主張した。

フレーゲの自己言及性批判

ラッセルのパラドクス解決

→ 関数の命名禁止（名を与えない）

2． 「論理」の意味づけに、以下の構図があるとした。

「論理的足場」 ∧ ∨ ┓→ ∀ ∃ ＝ あらかじめ命題の周りにある道具立て

＝ 安全ルート：真理操作

「論理的場所」 命題 ＝ 論理空間内の格子点指定

「論理空間」 全ての思考可能総体

註：ウィトゲンシュタインが、論理空間の中に要素命題を位置づける動機や仕方を、

「草稿」などから分かりやすく解説しております。



註：規約主義・プラトニズム 対『論考』

＜自然言語による主張＞ ＜根拠づけ・理屈＞

規約主義 「論理は規約である。」 主張の正当性に論理を用いている。

プラトニズム 「時間を超越するイデアがある。」 同上

『論考』 「論理は語りえない」 同上 ＋ α

『探究』 「対象の論理も含める」 同上 ＋ α ＋ β

註：「規約や習慣が論理を成立させているのではない。論理こそが規約や習慣を成立

させているのだ」とウィトゲンシュタインは言います。そして、「ヒトは、日常

言語によってすでに論理を駆使している」とも言います。この日常言語とは、意

識的にか無意識にか、主語述語言語（印欧語）を指しています。

しかし、ヒトは自然言語で、論理だけを駆使しているわけではありあません。形

状語では、当然のごとく、「直観」や「対象の論理」も駆使しています。印欧語

でも、形容詞や法助動詞や助詞や接続詞を使えばそうなります。 46
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『論考』へのとりあえずの疑問・課題（１）

＊ 分節化：対象化 ー 命名操作をヒトはどこまで許せるのか？

＊ 「命題」（主述語）と「コト・サマ・ムウド」（形状語）の神経細胞群とその写像

の仕方にはどんな差異があるのだろうか？

＊ それは、それぞれの日常言語や思考法にどう現われてくるか？

「語る」「示す」は、時間性・プロセスをどう取り込んでいるのか？ いないのか？

『論考』から『探究』に至る道のりで、世界と日常言語から取り入れたものは何か？

「フレーゲ対抗論理」から「対象の論理」への移行で『論考』は生き残ったのか？

＊ ラッセルのパラドクスは片づいたのか？

＊ 日常言語の直観：健全性・順調性の根拠は何か？ メンタル・スペース論の拡張

「命題的態度（信じる、望む…）」のウィトゲンシュタインの解釈はまともか？

「痛み」の解釈はまともか？ 概念と感情をどう区別しているのか？

規約主義とプラトニズムは退治できたのか？

ウィトゲンシュタインの「思考実験」・「類比」・「断定」はまともか？？？
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『論考」へのとりあえずの疑問・課題（２）

＊ ウィトゲンシュタインは五感と[空間性・時間性]をまっとうに位置づけたか？

[形式性：自明性・空間性・視覚] 対 [現実性：リアリティ・時間性・聴覚他]

＊ 言語パターン（主述語 対 形状語）から、西洋人の思考癖をうまく摘出できたか？

なぜ、日本の学会筋にはウィトゲンシュタイン好みが多いのか？どうでもいいか？

＊ 語っている以上のことを語る（示す、含意する）語り口とは何か。

ムウド・サマ・コトの枠組で、その例を１ダース以上挙げられるか。

＊ 直観主義・ゲーデルの不完全性定理・量子論理・集合の多義性をどう理解するか？

註：下線部は、野矢茂樹や鬼界彰夫が解釈に力を入れ、とくに論じている課題です。

筆者と共有するところは、はたせるかな、それほど多くない。

それ以外は、やつ枯れのもので、お二人とは立ち位置が異なります。＊印が拙

稿に残された課題です。
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形状語とは何か



現代日本語：素モデル

体：

外壁系・動物系

→   試行錯誤

心：

内壁系・植物系

→ 快不快

活性不活性

頭：

視覚系・聴覚系

→ 分節化

名づけ

≪状況≫ ≪個体≫ ≪文脈≫

ゲシュタルト 「存在閾」
「形状閾」

イメージ・リズム ＜コト＞
「テニヲハ」

概念・ことば：分節化・名づけ 述語一本立て
係り係られ

情動・快不快・活性不活性 「推量閾」

感情・気分 「時間閾」

＜サマ＞
感情調整： 瞑想・ユーモア 題目「ハ」 助辞助動辞

活用形 語幹
擬情語 敬語法

体感・反射 「意志閾」

体動・表情・母語 ＜ムウド＞
甲型（スル）＜ 乙型（アル）

目的・評価： 意志・行為 法 文末助詞 敬語法

ああ

50



51

日本語は主述語でなく述語一本立てである（１）

和文は、外来の漢字と土着の仮名からなるハイブリッド言語です。中沢新一は、

「男でありかつおばさんである言葉」と断じました。例えば、西田幾多郎の「絶

対矛盾的自己同一」は男言葉で、おばさん言葉ではないから和文脈にはなじみま

せん。そこで中沢は「自分はいるんだけれど、私と言う存在は矛盾で、いつも外

からの要素が入り込んできている」と言い換えを試みます。内田樹なら、「外か

ら来たものは俺と一緒なんだ」と言い換えたりします。ちょっと牽強付会か？

また、三上章がいみじくも言ったように、和文は係っては係られ、係られては係

る構文になっています。吉田健一の文章ではないが、一見、ぐにゃぐにゃ、よろ

よろしてゆらいでいるかに見えたりします。しかし、いつのまにか、なにがしか

高度を稼いでいるという語法です。

日本語には主語などはなく、述語が補足語を従える述語中心言語です。簡単な例

を挙げてみます。

＜日本語＞ ＜英語＞

富士山が見える。 （私は）富士山を見る。

汽笛が聞える。 （私は）汽笛を聞く。
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日本語は主述語でなく述語一本立てである（２）

つまり、視覚や聴覚の基本的な表現において、主語を必ず持ち出すという語法は

日本語にはない。主格を持ち出すと、「ほかでもないこの俺様が」というニュア

ンスが加味されてしまいます。「私」を持ち出すなら、せめて

わたしには、富士山が見える。

と位格にします。発話にはいつも必ず、ムウド・サマ・コトが纏わりついていま

す。そこで、先の２文を日本語の語法の代表例と見なしてみましょう。

「見える」という語法によって、状況の存在と形状を認め（詞：概念的対象）、

緘黙でない発話（文脈）によって気持ち（辞：個体の体験）を表出しています。

時枝誠記： 詞 辞 → 品詞分類を強行する。

吉本隆明： 指示表出 自己表出 → 織物（縒り合せ）とみなす。

拙稿： コト サマ ムウド

心はずんで元気な発話なら、快不快情動の心地よい認定（サマ）となり、「見

えるって！」と助動辞を添えれば、共感を求めています。文末に「ほらね」と

添えたら、さらに共感を訴えるムウドを表出します。文頭の「富士山が」を省

く語法も日本語ではありふれています。それもれっきとした文となります。
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日本語は主述語でなく述語一本立てである（３）

述語一本立てであるとは、どんな発話にも辞・自己表出・サマ／ムウドが纏わり

ついているのだという立ち位置を強調することです。緘黙（零記号）でさえ、取

り込みます。状況や談話文脈や自分の過去の体験抜きに、発話は成り立たないの

だという原則を手放さない立場です。『論考』の断定調も、おそらくその語法が

ウィトゲンシュタインには心地よいからなのだろうとみなします。単に論理に徹

するからだとは言えない。『論考』の日常言語でなされている思考実験やアナロ

ジーは、サマ・ムウドに溢れています。

そこで、日常言語を扱うに際しては、「日本語には主語などはなく、述語が補足

語を従える述語中心言語なのだ」という立ち位置をとる佐久間文法、三上文法、

小泉文法（小泉 保の格文法）、フランス語を支えにするルシアン・テニエールの

結合化理論などを頼りにすることになります。

例えば、テニエールの結合化理論では、

３つの述語：動詞述語・形容詞述語・名詞述語（形容動詞は名詞扱い＝名容詞）

が決まると、文型がきまり、次いで行為項・状況項が「名詞＋格要素」（助辞・

助動辞をテニエールは入れてませんが、）で決まり、文が定まるとされます。
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日本語は主述語でなく述語一本立てである（４）

それゆえ、『論考』に発句を対置したい拙稿では、「主述語」（主語述語言語）

とは対照的に状況項を尊重しますので、日本語を「形状語」と呼ぶことにします。

さらに、文法の背景には、

ヒトの身体からくる自然史的・神経生理学的事実

ヒトの認知からくる認知言語的事実

があります。そこまで遡って、議論を展開したい。

自然史的・神経生理学的視点を取り込もうとする言語観にはトマセロの認知言語

論や佐久間 鼎と三上 章のコト・サマ・ムウド論があります。

また、認知的な視点を取り込もうとする言語観には、以下がありました。

ジョージ・レイコフのメタファ論： ICM（理想認知モデル）とメタファ

ロナルド・ラネカーの認知構文論： 認知文法と参照点

ダン・スペルベルとデアドル・ウィルスンの関連性理論： 関連性原理

ジル・フォコニエのメンタル・スペース理論： メンタル・スペース

強み弱みがそれぞれある。いまのところ、すべてに強い認知言語的な接近法とい

うのは見あたりません。
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日本語は主述語でなく述語一本立てである（５）

拙稿では、「メンタル・スペース論」の骨格に「感情スペース論」をつけ加える

ことができるかどうかを課題にしたい。和文とくに発句の解釈に焦点を絞ろうと

していますから。俳人の数だけある発句解釈に、少しだけ新しい視点を導入した

いわけです。

例えば、言語系で取り込みたい情報は、

切字、題述関係、係り係られ、季語、古典の下敷き、…

などです。

また、感情系で取り込みたい情報は、

情動（快不快）・内臓系／外壁系感情（興奮／抑制）・気分・喜怒哀楽、…

などです。まだ、スタートラインについたばっかりですが。…

以下、形状語のさわりを

神経生理学的な背景

認知言語学的な背景

に基づいて説明したあと、トマセロの自然史論とフォコニエのメンタル・スペー

ス論のさわりを紹介することにします。



出発点：２つの前提

まず、出発点を確かめます。前提あるいは仮定を２つ置きます。

前提１：ヒトの情報系は、知覚系・感情系・身体系からなり、それぞれが記

号系・システム系・複雑系に層化され、価値系に差配されている。

神経生理学の知見です。

前提２：ヒトの発話は、上面の発声や字面ではなく、発語効力・発語態度・

発語内容から成り立つ。前提１に基づく認知言語学の知見です。

いままで、言葉を論じると、発語内容で、つまり「言語（記号）で言語（記号

）を説明しきろう」という姿勢が蔓延ってきたわけです。ややもすると、論理

や真偽にばかり目が向いてしまいました。論理学や生成文法がそうでした。

また、「ヒトはどこまで考えられるか」という思考可能性を論じるとき、経験

に先だつ何かを、硬い言草では「ア・プリオリ性」を、仮定してしまいます。

ここでは、日常言語は、頭・心・体から発せられるという常識的体験つまりは、

神経生理学的な事実を支えにすることにします。また、ヒトは何十万年かけて

言葉を紡いできたという自然史的事実、あるいは認知言語学的知見を支えにし

ます。 56



なぜ ２つの前提か？
この２つの仮定の背景には、次の確信・信念があります。

信念１ 日常言語は、自分・相手・環境という現実と必ず接点をもっている。

信念２ 日常言語は、暮らしの中で何十万年も進化や退化をしてきた。

その根拠は何かとさらに問われれば、酒処の世間噺や三文小説を読んだりする実

感からくるのだとでも言うほかはありません。「なぜなぜ問答」を際限なく続け

ると、無限ループに陥ります。ヒトの言葉は、どこかで現実あるいは暮らしとの

接点・落としどころを求めるほかありません。

もっとも、記号の扱いだけで論理的かつ明晰に言語を解明しようとする立場がな

いでもなく、ウィトゲンシュタインなどは、思考可能性をしぶとく追求して、

論理のア・プリオリ性への反省 基底と操作

言語ゲーム 家族的類縁性

のような言葉についてのまっとうな知見を生み出しました。もし、思考実験とメ

タファーをとことん活用したウィトシュタインがもう少し長生きして神経生理学

と認知言語学の知見を識っていたなら、もっと冴えた日常言語論を展開したに違

いありません。拙稿は、２つの知見を仮定して、梯子の先を少しだけ登れるもの

なら登ってみようと試みます。
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前提１：ヒトの頭・心・体にある情報系

ヒトの頭・心・体にある情報系の構図を次に示します。ゴチャゴチャしてますの

で、ゆっくりご覧ください。ごく常識的な見方ですので、酒処ではたいてい賛同

をえられます。もっとも、専門家はなかなかそうは参らない。

タテ軸とヨコ軸に分けています。タテ軸は情報の種類と制御可能性によって層化

してあります。ヨコ軸は、ヒトの頭・心・体に対応する知覚・概念系、感情系、

身体系に便宜上分けてあります。認知的な見方の生の位置づけです。

その分け方はともかく、もっとも大切だと思われるのは、やつ枯れにとっては、

青字で示した事例の有様・ありようです。こちらは、酒処でも、意見が分かれる

ことが多い。たとえば、「喜怒哀楽」や「気分」は少しは制御できる狭義の感情

としてまとめて括ってあります。それを支えるのが「情動」であり、高級になる

と「瞑想」や「ユーモア」という広義の感情になるのだとみなしています。

青字は、個別事例です。これがポイントです。瞑想一般や感情一般や情動一般と

いうような概念ではありません。具体的に酒処で、目の前の酒仙がシャンとして

酒品を張っているかどうかという、オンラインかつアドホックな一点を論じます。

ここは心理学者にも、認知言語学者にも、哲学者にも、譲れないところです。
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ヒトの頭・心・体にある情報系の構図

情報系 概念系 感情系 身体系

情報 （内観系） 情動系 運動系

知覚系 （内臓系・植物系） （外壁系・動物系）

制御過程 意識 （視覚系・聴覚系）

＜記号系＞ 継起的 概念・記号 感情調整 目的・試行錯誤

顕在的離散情報 意図的 分節化 名づけ 瞑想 ユーモア 行為 行動

制御過程 意識的 差異同一 謙虚 自負 マキャベリ的知性

努力要 変化反復 嘘泣き 作り笑い

＜システム系＞ 混成的 イメージ・リズム 感情（狭義） 体動・表情

半顕在的混成情報 前意識的 図式 比喩 夢 閃き 喜怒哀楽 発声 身振り

半制御過程 パターン補完推論… 気分 呼吸

＜複雑系＞ 並列的 ゲシュタルト 情動 体感・反射

潜在的連続情報 反射的 シーン 直観 快不快 外壁系内臓系反応

自動過程 無意識的 錯視 変性意識 抑制興奮 瞳孔反射

努力不要 ゲシュタルト群化原理 内壁系擬情語感覚 膝蓋腱反射
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前提２：ヒトの発話；日常言語

もう１つは、日常言語によるヒトの発話の構図です。こちらも、少しゴチャゴチ

ャしていますので、ゆっくりご覧ください。前提１に拠る認知言語学的知見です。

硬い言葉が並んでいます。ピッタリした和語が思い当たりません。念のためマイ

ケル・トマセロなどが使っている英語を付記しました。

トマセロのこの構図は、関連性理論と三上文法にとても近いところがあり、それ

ぞれの用語を対比すると次のようになります。違いについては後述します。

＜トマセロ＞ ＜関連性理論＞ ＜三上文法＞ ＜酒処語法＞

発語内効力 伝達的関連性 ムウド（modality） 本音・本心

発語態度 認知的関連性 サマ（modus） 本気・本意

発語内容 記号的関連性 コト（dictum） 本当・本物

囲った枠は、包含関係を示します。つまり、発語内効力は発語の狙いを、発語態

度は発語内容を風呂敷のように、同時並行的かつ現在進行形で包んでいるとみな

します。誤解を畏れずに一口で言っちゃいますと、時枝文法の「詞」と「辞」と

いう静的な２分法を、動的な現在進行形の発話プロセスに拡げた見方です。 60
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ヒトの発話；日常言語の構図
≪非言語的文脈（= 心的・身体的励起）≫

≪言語的文脈（= 心的想定励起）≫

話し手・聞き手の遠近法（perspective）・期待・知識

発語内効力(illocutionary force）

発語態度 (attitude )

発語内容 (content)

題目・焦点化（topic - focus）

（modal） （epistemic）

＜伝達的関連性＞ ＜認知的関連性＞ ＜記号的関連性＞

[発話で意味されること] [発話で言われていること]            [発話の言語的意味]

意図・信念 … 確信度・共感度 … 認知・情報 …

「本音・本心か？」 「本気・本意か？」 「本当・本物か？」



日本語（形状語）の語法：文の中
述語一本立て： 主語はない。主格は必要なときにだけ表わす

文種 ： 名詞文・形容詞文・動詞文・準詞文…

ムウド 法 ： 平叙法（推量法＋確言法）、疑問法、命令法、間投法（感嘆文）

零記号・省略： 主格でも、余計なときは省く

文末表現 ： 「ネ」「サ」「ヨ」

「ハ」(主題) ： 題述化による係り結び；係助詞「ハ」題目：格助詞「ガ」主格

「ハ、ガ文」 ： 「象ハ、鼻ガ長イ」

サマ 活用形 ： 不定法 中立形 条件形 推量形 命令形 準終止法[係り]

助動詞 ： 準用詞「ダ」（資格、指定、簡約平叙、活用補充）

係り係られ ： 単式（中立法） 軟式（連体法） 硬式（終止法）

語幹 ： 用言の語幹

コト 格助詞 ： 「テニヲハ」 時の格、位置格、主格、雑格、対格

→ 「ブッキラ棒文」（≒印欧語文脈）

５類型 ： 主格型 位格型 与格型 対格型 位格＋対格型

名詞文・形容詞文と動詞文： 代動詞「アル」と「スル」

コトの５類型 ： 甲型（「ガ～」） 対 乙型（「ニ、ガ～」）



日本語（形状語）の語法：文の間

零記号：言い淀み・沈黙

ムウド 省略 ：略題 省略原則（三上章） ムウド

陳述度：文の勢い・話線

全開（中止法とファイナル）

半開（連体法）

半閉（仮定法）

全閉（全引用法）

アスペクト：スル・シテイル

サマ テンス：スル・シタ サマ

スタイル：敬語法

接続表現：

コト コト

「デハアルガ…」：



日本語（形状語）の語法：段落の中

「ハ」：

ピリオド超え 手続き的操作子

ムウド

係り係られ

サマ ……

コト

ムウド ムウド

サマ サマ

コト コト



日本語（形状語）の語法：語彙・語句
語幹・語根： ア～ワ

連続情報 文末表現 ： ネ・サ・ヨ

ゲシュタルト 敬語法 ： デス・マス デアル・ダ

情動 枕詞 ： あしひきの いはばしる くさまくら

反射 畳語・語序 ： 枕言葉、地名、アイヌ語

擬情語 ： イライラ、ヤキモキ、ヒヤヒヤ

混成情報 擬態語 ： ノッと、ホロホロと、ノタリノタリ

イメージ・リズム 擬音語 ： ワンワン、ドキドキ、シトシト

感情 切字 ： ヤ・カナ・ケリ

体動・表情 和語 ： ほの字、お払い箱、世間、

助辞・助動辞： 格助詞…、助動詞…

記号情報 漢語 ： 愛、馘首、社会、

概念・記号 カタカナ語 ： フラタニテ、リストラ、ソシエテ

感情調整 複合語 ： 草木 買イ物、円高 切リ倒ス、書キ上ゲル

目的・試行錯誤



註：縄文基語・縄文語の特徴

縄文語また縄文基語の主な特徴として、以下が挙げられます。

音韻体系（小泉 保による晩期の再構形、方言ごとの母音子音体系）

無アクセント（一型式アクセント）

閉音節・開音節の共存（促音便、撥音便の残存）

語根の発生（音節数 114 ～ 116 の少なさからくる）

動詞・形容詞の活用（係り係られ、述語性、「主語」などはありえない）

畳語・重複による造語法（祝詞、諺、地名、枕詞、体言止、零記号、…）

正語序・逆語序の共存（祝詞、諺、地名、体言止、…）

サマ・ムウド的表現の発達（デスマス調やネサヨ言葉の祖形はほんの一例）

テニヲハに相当する格表現（これなしに三内丸山遺跡は考えられまい）

諸方言（裏日本、表日本、東北、東北以南、九州、琉球、…）

これらの一部は弥生語そして漢語によって変容しましたが、骨格は陰に陽に保存

され、いささかも揺るぎませんでした。
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全閉（全引用法）

半閉（条件法）

半開（連体法）

中立法とファイナル

話線 話線の方向

開（オープン） ： 話線のつながり（文の勢い）が続く。

閉（クロウズド）： 話線のつながり（文の勢い）が、（段階を追って）途切

れる。（『現代語法新説』三上 章）

註：「言切り」になる５つの活用形を「ファイナル」といいます。

註：陳述度；文の勢い 三上章
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陳述は、一般的な叙述から文法専用の一面を取出したものである。叙述対陳述の関係

は文章対センテンスの関係に等しい。陳述の前隣は統覚である。すなわち、統覚作用

の終ったところから陳述作用が始まる。次の仮定を設ける。

単式 不定法 シ（ハスル） 0/4

単式

単式 中立法（中止連用形） シ（テ） 1/4

軟式 条件法 スレバ 2/4

複式 硬式 準終止法（係り） シタ（ガ） 3/4

硬式 終止形・命令形 シタ、セヨ 4/4

→ 分類の基準

第1則 連用補語を食止めるか否か

第2則 連体として収まるか否か

第3則 丁寧体への変更がふさわしいか

→ 陳述度は、いわば、述語で終止する勢い （話線） を指す。マイケル・トマセロが指摘する

（一語文以前 →） 一語文 → ニ語文 → 島構文 → 抽象構文

における抽象構文の話線を分析する、１つの尺度になっている。

註：陳述度；三上 章



註：助辞・助動辞（krsm 四辺形）；藤井貞和
助辞・助動辞の古語を追及する小松光三と藤井貞和は、「域」という語法を用いて

次のような分析をしています。古語や縄文語を遡ると日本語の骨格が見えてくる格

好の例となっています。現代日本語をこの粒度で表現するときは、モダリテｲの意

志域を追加したい。

時間域

k-i き

け け

り む

ら む

推量域 存在域

ar-I あり am-u （あ）む

ら べ

し し

形容域

-asi あし



現代日本語：素モデル；再掲

体：

外壁系・動物系

→   試行錯誤

心：

内壁系・植物系

→ 快不快

活性不活性

頭：

視覚系・聴覚系

→ 分節化

名づけ

≪状況≫ ≪個体≫ ≪文脈≫

ゲシュタルト 「存在閾」
「形状閾」

イメージ・リズム ＜コト＞
「テニヲハ」

概念・ことば：分節化・名づけ 述語一本立て
係り係られ

情動・快不快・活性不活性 「推量閾」

感情・気分 「時間閾」

＜サマ＞
感情調整： 瞑想・ユーモア 題目「ハ」 助辞助動辞

活用形 語幹
擬情語 敬語法

体感・反射 「意志閾」

体動・表情・母語 ＜ムウド＞
甲型（スル）＜ 乙型（アル）

目的・評価： 意志・行為 法 文末助詞 敬語法

ああ
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ムウド：本音・本心；和文自戒集（１）

註：以下の自戒集は、よくある「全部を満たせ」というしゃっちょこばったもの

ではなく、発話や執筆ごとに「どれかが満たされればよい」という趣旨です。

MBA 流のハウツーものとは一線を画したい。まあ、橘 曙覧の『独楽吟』の

出来損ない版のつもりです。

誰に、何を、伝えたいのか？ 一番伝えたくないのは何か？

共感してほしいのか？ 説得したいのか？ 判ってほしいのか？

何を話題にするのか？ 現場の話か？ 単なる話題や世間噺か？ 課題の話か？

その狙いはまっとうか？ 邪ではないか？ 内緒話ではないか？

表情やジェスチャーや掛け言葉の方が速いんじゃないか？

おじさん言葉でいくのか？ おばさん言葉でいくのか？
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サマ：本気・本意；和文自戒集（２）

なぜ書くのか分っているのか？ 誰に向って書いているのか？

ユーモアがこき混ぜてあるか？

文章にリズム感があるか？

短文に徹しているか？

情理を尽くしているか？ 明治維新以来の似非英文法に毒されてないか？

ことばにならない感情が表せているか？ 零記号が伝わっているか？

すっきり読めるか？ ムウド・サマ・コトの転移は首尾よくいっているか？

反論を３つくらい想定しているか？ しかし、これは難しい。

正論ばかり言い募っていないか？ 底が浅いのではないか？

少しは新しい中身が加わったか？ 紋切り型表現で退屈すぎないか？ 72



コト：本当・本物；和文自戒集（３）

「ブッキラ棒文」一点張りでいくのか、いかないのか？

片仮名語、漢語をどれくらい使うか？

おばさん言葉でいくか、おじさん言葉でいくか？（２度目ですが、ヘソなので…）

安普請の名詞、動詞を使ってないか？

見たこと・聴いたこと・辻褄があってることを言っているか？

視覚系・聴覚系（空間感覚：関係づけ）を強調するのか？

クロナクシー（時間感覚：了解化）を強調するのか？

幾何でいくか？ 代数でいくか？ 両方取り込めるのか？

図示、図解、ポンチ絵を取り込んでいるか？
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和文脈と欧文脈
＜場（フレーム）＞

視覚系（ 差異／同一） 非分離 ／ 分離

アル・イル ／ スル

合ウ ／ 分ケル

＜機（プロセス）＞

クロナクシー（変化／反復） 生成 ／ 進化（自然選択）

ナル・流レル ／ スル・進ム

＜文脈（コンテクスト）＞

関連性（レレヴァンス）； 伝達的 ／ 認知的

題目・解題 ／ 主辞・繋辞・述辞

表出・訴え ／ 演述

アル （サマ） ／ スル （コト）

立ち位置（スクリプト）： 臨場 ／ 鳥瞰

低み・中 ／ 高み・外

機 ／ 過去・現在・未来

啐啄之機 ／ 昨日・今日・明日

（主体による先後はない） ／ （主体の行動の先後を前提とする）
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忙中閑話：「ムウド」の言換え

「ムウド」とか「モダリテｲ」のようなハイカラ語は、やつ枯れの母語感覚には

そぐわないので、「ムウド」の和文脈的な言い換えの候補をまずは挙げてみます。

拙稿を上梓するような機会があれば、ましな和語を択びたい。

Ⅰ 気 力 構え 意気 気合い…

Ⅱ 気力 気迫 心意気…

Ⅲ 覇気 士気 血気…

Ⅲは体育会系の趣があるので多分不採用、Ⅱは漢語のニュアンスが強いので恐ら

くダメ、消去法でⅠの中から択ぶしかない惨状です。如何にも語彙が貧困です。

俳諧に強い飲み友達に訊いてみなければならない。

ただし「コト」「サマ」との釣合いもとらなければなりませんので、悩ましいと

ころです。「プログラム」を「算譜」、「プログラミング」を「作譜」と訳した

先達の試みに感服したことがありましたが、その後普及しませんでした。…日本

語は難しい。
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本質主義（１）

印欧語圏では、イデア論の流れを汲む本質主義がしぶとく生き延びてきました。

それに対する批判も西洋人の間で間歇的に続いてきたようです。たとえば、ベイ

トソンがその一例。そして両方の煽りを、辺境にある日本は被ってきました。

本質主義とは、ものごとには何か必然的で、恒常的な同一不変の属性＝本質があ

るとみなす考え方です。そうでないものは果敢ない偶有的な属性として排除する。

本質は内包とされ、内包がその実現例である外延をもたらすとします。そして外

延は境界をもたらします。また、内容と形式という言葉にもつながっています。

最近の神経生理学的知見によれば、概念の励起にあたって、中核となる何かが自

動的に生成される証拠はなく、それらしいものが生成されるときにも、時間的に

遅れて統計的様相のもとにもたらされることが分かっています。

なぜ、印欧語では日常言語のなかでさえ本質主義がいまもって優勢であるのか？

ベイトソンやウィトゲンシュタインの問題意識をとっかかりにして、

Ⅰ 文法的側面

Ⅱ 論理的側面

から、探ってみます。 76



本質主義（２）：文法的側面

Ⅰ 文法的側面

印欧語は、次の２つの文型に特徴があります。

（１）命題型文型： A is B.    命題という。

（２）主述型文型： SOV ５文型などという。

命題型文型によって、名詞のような概念が類種化されたり、汎化分化されたりし

ます。次の２ページ参照。だれがいつなぜ件の命題を発語したのかとか、その命

題は別の命題（群）とどういう関係にあるかとかいう発想に乏しく、要素命題か

あるいは複合命題の枠組内で論じられることが多い。名詞文だけでなく動詞文や

形容詞文もこの形式で論じられてしまいます。印欧語には、日本語の形容詞文や

係りの助詞はありません。

そこから、「A と B」 とか「 A か B 」 という２分法的発想がもたらされます。

「A か A でないかのどちらかだ」というのも同じような発想でしょう。また、「

内包と外延」や「内容と形式」という見方も同根のようです。

そして、すべてを命題で説明し切ろうという２分法につながっていきます。 77



分節化・概念形成図（１）：E. ロッシュ、田中茂範

＜類化＞

抽象化

… 植物 動物 鉱物 …

＜汎化＞ … 猫 犬 虎 … ＜分化＞

拡張化・複合化 ＜典型化＞ 細分化・精緻化

プロトタイプ化

… 秋田犬 シェパード マルチーズ …

＜種化＞

具体化

註：次のような関係にあることに留意します。子どもが最初に習得するのは、汎化分
化の水平軸です。

一般化（≒拡張化） 差異・同一化（≒細分化）

水平軸：概念ー対象 汎化ネットワーク 分化ネットワーク

垂直軸：概念ー概念 類化ツリ― 種化ツリー 78



分節化・概念形成図（２）：和語表現

＜類化＞

抽象化・カテゴリー化（タイプ・原構造抽出）「括る」

… 植物 動物 鉱物 …

＜汎化＞ … 猫 犬 虎 … ＜分化＞

拡張化・複合化「拡げる」 ＜典型化＞ 細分化・精緻化「狭める」

プロトタイプ化「～らしさ」・類似性「比べる」「似ている」

… 秋田犬 シェパード マルチーズ …

＜種化＞

具体化・カテゴリー化（トークン・事例化）「ばらす」

註：名詞（知覚系）から眺めた世界の捉え方です。動詞（身体系）や形容詞（感情

系）まして助詞などは、この図式からははじかれてしまいます。 79



本質主義（３）：論理的側面
Ⅱ 論理的側面

印欧語の思考には、命題型文型からもたらされる次の２つの論理的な性（さが）

があります。

（１）命題の真偽にとりわけ拘る。

（２）内包と外延にわけて論理を扱う。

命題として、主辞・繋辞・賓辞の A is B 型がとられます。この命題は、静的で時

間を超えた恒常的なものとされてしまいます。そして、論理記号が導入され、思

考律が出来します。これも静的な含みが強い。

知覚系の神経生理学的見方では、複雑系のシーンやゲシュタルト群化則をこなす

神経回路網群という動的な「地図」を想定します。その上でシステム系の準構造

のあるスキーマやリズムを扱う神経回路網群という「地図の地図」を想定します。

さらにその上に、知覚系の内観系にある神経回路網群が言語や論理を扱う「地図

の地図の地図」を想定します。これら３層の（本当はもっと膨大な）神経回路網

群は状況に応じて、変幻自在に絡み合っています。神経回路網のどの絡み合いを

選択するかを決めるのは過去の体験から来る価値系です。次の３ページ参照。
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ゲシュタルト：群化原理 （ ∌ パターン補完推論）

近接 ● ● ● ● ● ● ● ●

類同 ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○

閉合 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

≠ ＋

良い連続

＝ ＋

≠ ＋

良い形

＝ ＋
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イメージスキーマ：レイコフ

容れ物のスキーマ：中・境界・外；身体 上下のスキーマ：上・下

部分全体のスキーマ：部分・全体；頭・手足 前後のスキーマ：前・後

●

連結のスキーマ：つながり；臍の緒 左右のスキーマ：左・右

● ● ●

中心周縁のスキーマ：中心・周縁；胴体・手足 再帰的スキーマ：滲み・転がり

経路のスキーマ：始点・経路・終点；移動・旅



論理記号と思考律：再掲

ゲシュタルト則とイメージスキーマの上で、古典的な述語論理では、次のような

論理記号が用いられます。

共通部分 しかも（ ∧ ） [ → ∀ ]

合併 または（ ∨ ） [ → ∃ ]

補集合 否定 （ ┓ ） [ →  二分法 ]

含意 ならば （→） [ →  包含関係 ]

全称 すべて（ ∀ ）

存在 ある （ ∃ ）

これによって

同一律 矛盾律 排中律 分配律 推移律 前件肯定 後件否定 三段論法…

のような思考律が表わされます。

最近では、述語論理をはみ出す次のケースがようやく論じられるようになりました。

直観論理 ： 排中律は不承認

家族的類縁性によるゲーム ： 推移律が成立なら類似

ゲーデルの不完全性定理 ： 排中律は不成立

量子論理 ： 分配律は不成立



本質主義（４）：動詞・形容詞・助詞など

これらの神経回路網群（地図や 地図の地図 、また 地図の地図の地図 など）は、

すでに述べたように、使いまわされ、間引きされ、入れ子があり、揺らぎを伴い、

確率統計的な相関にさらされています。

したがって、印欧語の名詞である「概念」や概念による「論理」に用いられる神

経回路網群は、ふつう概念とはされない動詞や形容詞や助詞による判断や思考に

も、共通して用いられます。また、感情系や身体系でも用いられているわけです。

日常言語の文副詞や挿入辞、代名詞、固有名詞、定表現、指示表現、指標表現、

時制表現、文断片なども名詞による概念とまったく同様なこなされ方をしている

わけです。次ページ参照。（ここでは、日本語には代名詞などなく人称名詞だな

どとゴチャゴチャ言わない。）

これらについて、本質主義は本質や真偽を求めてその解釈に四苦八苦します。認

知言語学的立場からは、記号的な発語内容の本質や真偽だけで解釈できるもので

はありません。命題がどんな狙いでまたどんな態度で発せられたかを抜きに、解

釈は成り立ちません。つまり、発語態度（法助動詞など）や発語内効力（文末表

現など）を離れては、これらの非真理条件的表現は解釈不能です。
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本質主義（５）：非真理条件的表現

文副詞： 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

挿入辞： I warn you, John can be sometimes very nasty. 発語内的

She’s  drunk,  I fear. 態度的

James prefers vodka to martini,  I believe. 証拠的

She’s  moved,  I hear. 伝聞的

連結語： but,  so,  moreover,  after all,  indeed,  therefore,  however,…

代名詞： I, we, you, he, she, they, it, …

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., …

文断片 ： On the top shelf. , Higher. ,…

（註：斜体が非真理条件的表現） 85



本質主義（６） ：連文など

「命題」は、哲学者だけでなく、酒処でも日常言語表現としてごくありふれて用

いられますが、さらに

零記号 ： 言い淀み、沈黙、緘黙

紋切り型表現 ： 「いろいろあらーな」など

文断片 ： 一語文など

切字 ： ヤ・カナ・ケリ

連文 ： 「鯨ハケモノダ。魚デハナイ。」

段落 ： 「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底

が白くなった。信号所に汽車が止まった。」

も日常言語に満ち満ちています。あるいは、こういう表現抜きに日常言語は成り

立たないと言ってもよい。

これらを、本質論や真偽論で説明しようとされる（敬語のつもり）のは、皮肉抜

きにご苦労様です。その態度たるや健気なのですが、真理条件的言語論と日常言

語とには千里の径庭があるという他ありません。上記表現の他にも、ほとんどの

品詞（例えばテニヲハ）、また落語や俳句、三文小説、悪意ある発話に、本質や

真理を求める発想は日本語の語法では考えられません。 86



本質主義（７）：論理記号はア・プリオリか

「論理記号はア・プリオリであるかないか」などと命題的発想だけによってその

出自や由来を問おうとするのが印欧語ですが、日本語の立ち位置からは、そぐわ

ないと言うほかありません。分節化された言葉を論理記号と思考律で説明しきろ

うとするのは原理的に無理です。哲学者の思弁部屋と「主語述語語法」の枠組に

嵌ってしまいますから。「語る」と「示す」を区別した感性は認めますけれど。

言葉は、発話の都度、記号系だけでなく必ず感情系・身体系またシステム系・複

雑系の変幻自在なそして豊かな情報を取り込んでいます。記号系だけに限るので

はなくで、情報系（記号系・システム系・複雑系）のあり方として素直に形状語

（日本語・日常言語）によって言葉に臨めばいいんではないでしょうか。

１つのやり方は、ヒトの頭の神経回路網に着目し、タイプ（≒概念、猫）とトー

クン（≒事例、ミケ）の回路網（シミュレータ）の働きに着目する神経生理学的、

心理学的接近法でしょう。トマセロやフォニエや本稿のアプローチがそうです。

もう１つのやり方は、記号系の論理にできるだけ日常言語の含意やニュアンスを

押しこんでいく従来の接近法です。端からボタンのかけ違えをしているので回り

くどい理屈に頼り勝ちです。そして、その語法も流派によってまちまちです。



「関数・操作」と「定義域・値域」の異同：
「対象・名」と「真偽・意味・言語表現」

フレーゲ以降の、「関数」や「操作」の定義域と値域を見てみますと、流派によ

ってまちまちであることが知れます。

＜定義域＞ ＜値域＞

フレーゲ ：「関数」 対象 真偽

ラッセル ：「命題関数」 対象 命題の意味

ウィトゲンシュタイン：「操作」 名 命題の言語表現

これらを用いて、「世界や事実・事態や論理空間」「内包と外延」「命題言語と

真偽」「集合 集合の集合」「関数 関数の関数」「操作 操作の操作」などを

すべて説明しきろうと試みるわけです。よほど、つぶさに検討しないと議論が紛

糾してしまいます。この点は、見通しよく「無限論」を展開できるかどうかにも

関連しますので、別に論じます。



自然史と神経生理学

ヒトは世界と亘り合わなければなりません。そこで、印欧語では世界の名詞的

な対象に対して、先に述べたような概念の解釈を古来施してきたわけです。

太古に、霊長類は水平軸の汎化・分化・典型化によって「前概念」を手に入れ

ました。その後、大分経ってから、「概念」を取り込みました。

さらに、ずいぶん経ってから、ようやくヒトには垂直軸の類化・種化、つまり、

概念と概念との間の類種化がもたらされたようです。つまり、「地図の地図の

地図」が大脳に出来したわけです。概念だけでなく、「抽象化」をヒトは手に

入れたわけです。つまりは、日常言語も手に入れたことになります。

ヒトはどのような経緯でこのような認知をするようになったのか？それには、

数十万年前にさかのぼるヒトの認知の進化過程を射程に入れなければならない

ようです。

そこで、心理学的、自然史的な視点を取り入れた、抑制の効いた見方として、

マイケル・トマセロのそれを、紹介します。

また、認知言語学の知見を取り込んだジル・フォコニエのメンタル・スペース

論を紹介します。 89
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共同意図仮説：マイケル・トマセロ

個人意図 共同意図 集団意図
－ 競合 － 二重レベル協業 － グループ志向文化
－ 意図的伝達 － 協業的伝達 － 規範的表象

表象 スキーマ・図像表象 →    俯瞰的記号的表象 →     客観的規範的表象
状況 → 命題的内容 →     命題

（註：前概念） （註：概念） （註：文法）

推論 因果的意図的推論 →    再帰的推論 →     反省的判断的推論
（註：原命題論理） （註：自己言及性） （註：メタ論理）

自己監視 認知的自己監視 →   ２人称的自己監視 →     規範的自己監視
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偉いサルによる食糧調達推論：トマセロ



92

サルによる物理世界の思考（１） ：トマセロ

霊長類は、生存のために、次のような行動に際して、差し迫った目標、表象、推

論を徐々に発展（進化）させた。

（１）食糧の発見（空間探索と対象物追跡スキルを要する）

（２）食糧の認知とカテゴリ化（特徴の認識とカテゴリ化スキルを要する）

（３）食糧の量化（量化のスキルを要する）

（４）食糧の調達と抽出（因果性の理解スキルを要する）

さらに、道具の使用と保存がある。これも、シミュレーションと推論につながる。

…因果的推論は、基本的「もし～ならば（if - then）」論理であり、これが必要

条件をもたらした：Ａが起きれば、Ｂが起きる（Ａが原因でＢが生じる）。

…ベルミュデはこれを原始（proto）条件的な推論の型だとする。マンリクは、「

属性Ａをもつ道具を使うと、Ｂが起きるにちがいない」とするのは、一種の「原

始的論証（proto-modus ponens）」であると、見なしている。これは基本的に、

前提もしくは原因からの結論ないし結果をもたらす、

前向き推論（forward-facing inference）

である。…
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サルによる物理世界の思考（２） ：トマセロ

最近の一連の実験では、結果から原因を推論する

後向き推論（backward-facing inference）

が確かめられている。

条件１では、実験者が食糧が入っているカップをゆすって音をたてる。それを

チンパンジーが眺め、何がその原因か、とくにカップの中に隠された食糧が音

を出すという因果系列を、後向き推論をせざるをえないようになっている。こ

れは一種のアブダクション（論理的なそれではなく、「最善の期待への推論」）

である。すなわち、

（１）カップをゆすると音が出る。

（２）ゆすったカップに餌があれば、音を立てるはずである。

（３）したがって、カップの中に餌がある。

条件２では、音が出ないようにしてあるので、カップの中には餌がないことを

推論せざるをえないようになっている。これは一種の間接証明・対偶証明

（proto-modus tollens ）である。

（１）カップをゆすっても音が出ない。

（２）ゆすったカップに餌があれば、音が出るはずである。

（３）したがって、餌はカップの中にはないはずだ。（カップは空にちがいない。）
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サルによる物理世界の思考（３） ：トマセロ

否定は、非常に複雑な認知操作だから、偉いサルが否定推論を用いるのに反対す

る論者も多い。しかし、ベルミュデは（2003）は否定がサルにもありそうなこ

とを示唆する「形式的否定」に対する先駆的な進化の理論的提案を行っている。

その提案は、一種の前否定を単に排他的な同じ尺度上の対立物（反対物）と見な

そうというものである。例えば、眼前の存在と不在、音がするのとしないこと、

安全と危険、成功と失敗、手に入ると手に入らないなど。

もし、偉いサルがこれらの対極的対立が実際に排他的であると理解できると仮定

できれば、ー 例えば、もし何かが不在なら、それは存在するはずがない、あるい

は、音がするなら無音（silent）であるはずがない ー これは否定操作のとても単

純な基礎になるであろう。…

つづめて一言で言えば、サルは思考していると思われる。
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サルによる社会的世界の思考（１） ：トマセロ

霊長類の社会的認知は、主として社会的グループ間の食糧やつがい相手や他の価

値ある資源への競合からもたらされた。したがって、競合的・社会的相互関係は、

固有の機能をもつにいたった。個体間の支配・被支配、親近・疎遠、グループ間

の交流など。

社会的関係の認知に加えて、偉いサルたちは、他の個体が自身の目標状況をもち、

自身の直面する知覚状況をもつことを理解するようになった。そして、それが自

分の行動を決定することも理解するようになった。これはつまり、ヒトではない

偉いサルたちが意図をもつ行為者（agent）であるだけでなく、他者も同じ意図を

もつ行為者であることを理解したことになる。

偉いサルの餌隠し・餌取り実験によれば、彼らは上位のものが餌を見てとれるか

どうかを理解し、それを基に餌を手に入れた。さらに、音なしの振舞いに及んで、

上位のものの知覚体験を操作することもするようになる。

物理世界の認知と同じように、チンパンジーは意図理解に基づいた推論をするば

かりか、他者がどうふるまうかを予測し、かつ操作してまで推論するようになっ

た。ヘアその他の餌取り・餌隠し実験（2000）では、チンパンジーは前否定の論

理を用いる。
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サルによる社会的世界の思考（２） ：トマセロ

チンパンジーは、競合相手が隠すための仕切りしか見えなければ（取りに行かな

いで）、ただその場に座ったままでいることを理解している。（競争相手に餌が

見えないなら、彼女は取りには行かないのであろう：図Ｃの後向き推論。）メリ

スの仕切り隠しの実験（2006）では、チンパンジーはヒトが仕切りを見るだけ

だったり、音が聞こえないと、のんびり座り続ける。（彼女はヒトが近づくのを

見たり聞いたりしない限り、餌を取りには行かない。）

そしてまた、物理世界におけるのと同じように、偉いサルは操作にとくに長けて

いる。… 他者との交流のために意図的な身振りを儀式化している。遊びを開始す

るために腕を挙げる。他者の注意を惹くために、地面を叩く。指し示しや触る動

作をする。…

最後に、ブッターマンによる人に飼育された６匹のチンパンジーの実験（2007）

は、後向き推論に関するものである。人がふつう電気を消すときに手を使うと彼

らはそのとおりに真似をする。人が手がふさがって頭で電気を消すようなふつう

でない動作をしても、彼らは初めはそれを真似しない。しかし、やがてしばしば

それを真似するようになるが。… 彼らの解釈はきっとこうだろう。(1) 人は手を

使わない。 (2) 手がふさがっていなければ、手を使ったに違いない。(3) だから、

人は手がふさがっていたのだろう。
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偉いサルによる隠された餌の発見：トマセロ
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認知的自己監視：トマセロ

偉いサルの最近の実験によって、次も確かめられた。

（１）大きな報酬を後で手に入れるために、小さな報酬を遅らせる。

（２）状況が変わると、以前の成功反応をしない。

（３）望む報酬を手に入れるために、あえて不愉快なこともする。

（４）失敗しても執拗に繰り返す。

（５）気が散っても、集中しようとする。

これらは、おおむね３歳のヒトの子どもの能力に対応する。これらの能力はよく

衝動制御、注意制御、感情調整、実行機能などと言われるが、我々としては、行

為の自己監視、認知的自己監視、（あるときは自己反省）と呼びたい。

また、彼らは自分が何を知らないかあるいは何を覚えてないかを知っているよう

である。 … ここで新しいことは、想像的な行動や想像的な結果また想像的な原

因や結果を監視するばかりか、自身の知識や記憶を自己監視し、それを巧みに行

動するために推論に用いているところである。

まとめると、偉いサルは抽象的な認知表象（モデル）、前論理的な推論パラダイ

ム、心理的な自己監視と評価に長けていると結論せざるをえないのだ。というこ

とは、思考していると呼ぶしかない。
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競合認知：スキーマによる認知表象（１）：トマセロ

…以上をまとめると、思考は３つの鍵となる構成要素からなる。

表象 スキーマ モデル

そして偉いサルはそれらを認知的に洗練された仕方で操作する。
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競合認知：スキーマによる認知表象（２）：トマセロ

イメージ的認知表象：

偉いサルの認知表象は、知覚的運動的プロセスに基礎をおき、フォーマット

として図像的（iconic）あるいはイメージ的である。（子どもも同じである

という提案については、マンデラー(2012)参照）実験に照らして、そうで

ないことを想像するのは、まことに難しいと言うほかはない。

スキーマ的認知表象：

偉いサルのイメージ表象は、汎化（一般化）される、あるいは抽象化される

；典型となる知覚体験や実体体験の有機体によるスキーマ化である（つまり、

タイプートークン構造をもつ）。大切なのは、図像的・イメージ的スキーマ

化は「絵」とは解釈されないで、むしろすでに理解されている（すでにある

認知モデルに関連づけれられる）典型の混合物（amalgam）である。…因果

や意図の理解が偉いサルの状況の認知モデルに含まれていることになる。

状況依存的内容：

偉いサルの認知表象は、基本的な状況依存的内容ーとくに個体の目標や価値

（食糧が見え、捕食者がいない）に関連づけられる状況ーをもっている。ヒト

がもつ命題的内容そのものではないが、それを予示する表象的内容をすでに

もっている。



101

因果的・意図的推論 ：トマセロ

２番目に鍵となる能力は、認知表象から推論をする能力である。偉いサルの推論

には、２つの特徴がある。

因果的かつ意図的に論理的である：

大切なのは、一種の

原始的条件法

原始的否定的

によって、論理的構造をもっていることである。だから、原対偶証明から選

言的三段論法に至る原始バージョンをもっているといってよい。

生産的である：

偉いサルの認知表象と推論は生産的あるいは一般的（generative）である。

というのも、眼前にない状況を推論し想像するという、オフラインのシミュ

レーションをすることができるからである（バーサロウ(2008)）。
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行動的自己監視：トマセロ

偉いサルの思考による３番目の構成素は、意思決定プロセスに際して自己監視（

モニター）をする能力である。それは単純ではない。

認知的自己監視：

偉いサルやある種の霊長類は、行動決定のための情報不足を知っている。監視

結果は自己制御系の基本的前提であり、シミュレートされる結果は思考できる

認知系の特徴でもある。

しかし、意思決定プロセスそれ自身の要素を監視することは、さらに進んだ質

の向上である。この種の自己監視は、意思決定プロセス自身のある種の「エグ

ゼクテｲブ（経営者的）」な管理監督であることを含意している。

偉いサルの社会的認知スキルは、社会集団の中で他の集団と競合するところから

生じた。一種のマキャベリ的知性に基づいて、潜在的競合集団が何をするかを予

期して、より良く、より素速く生きなければならないというわけである（Whiten, 

A.  R. W. Byrne 1988）。…
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メンタル・スペース：フォコニエの構図

＜ジル・フォコニエの神経生理学的構図＞

＜地図＞ 神経素子回路網 短期記憶 長期記憶

地図 タイプ化：

地図の地図 焦点スペース(on-line, ad hoc) 視点スペース

地図の地図の地図 基底スペース(default) …

＜写像＞ 写像（＝ 対応づけ） クラス化：

分類カップル（ ＝ 連合・結合） 投射・語用論的・スキーマ …

再帰的結合（ ＝ 地図化）

「地図」→「地図の地図」→「地図の地図の地図」写像

註：地図と写像という概念が基本となります。それらは、いつも
間引き、使いまわし、入れ子、揺らぎ、確率統計的相関… 

に晒されますので、やや気楽に無造作に、設定される感があります。
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メンタルスペース：フォコニエの例
＜状況情報＞ フレーム（場：３項関係；話し手・聞き手・対象情報） プロセス（機）

＜文脈情報＞ 語用論（関連性） 佐久間鼎なら、表出・訴え・演述）

場（場：３項関係 佐久間鼎なら、３つの場：話題・発言・課題）

機（係り係られ・陳述度 先行談話・焦点談話・新談話）

視点スペース

スペース作成 構造付与 総称スペース

想起：長期記憶 一般化

写像（対応づけ）

基底スペース 焦点スペース

起点：アンカリング 進行中の焦点 時制・ムード 意味の生成

いつでもここに戻れる 比較→抽象化→汎化→選択：短期記憶

融合スペース

事象スペース 抽象化≒役割関係化

＜言表情報＞

ムウド・サマ・コト 入力スペース 出力スペース

註：斜体は筆者。
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メンタル・スペース：一般的構図

＜対象情報＞

状況 文脈 概念系 感情系 身体系
記号 調整 狙い

イメージ・リズム 感情 表情
ゲシュタルト 情動 体感

＜価値系＞

対応づけ 重みづけ 定着化・記憶化

アクセス可能性（地図タイプ・写像クラス）

同定・選択（地図・写像）

概念化 → 分類（典型化・汎化分化・類種化・抽象化）
文法化 → １語文 → 軸構文 → 島構文 → 抽象構文 → 連文
感情化 → 快・不快情動 → 喜怒哀楽6類型 → 調整の強さ
身体化 → 体感 → 表情６類型 → 狙いの強さ

定着化 → 記憶 → 学習 の繰返し

註：青字の部分が追加したい視点です。このほかに価値系があります。
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認知構築アプローチ（１）：ジル・フォコニエ

（１） 言語形式は、内部構造を持つ互いに結合した複数の領域を構築するた

めの（部分的で、未決定の部分も含む）指令である。

（２） この構築は、認知レベル（C）で起こる。このレベルは言語構造とは

独立している。（すなわち、「基底形」でも、言語ないし言語的意味

の「表示」でもなく、言語表現のどの特定の集合とも１対１に結びつ

くわけでもない。）

（３） レベルＣでの構築は、世界の表現でも、世界のモデルの表現でも、形

而上的モデル（例えば、可能世界）の表現でもない。

（４） しかし、レベル C での構築は言語と現実世界をつなげる。なぜなら、

このような構築は、真理条件的ではないが、現実世界に関するさまざ

まな推論や行動パターンを与えるからである。

（５） この認知的観点は実在主義的である。次図。

E ……………………＞ C …………………… ＞ R

言語表現 レベル C での構築 現実世界または

形而上的世界
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認知構築アプローチ（2）：ジル・フォコニエ

（６） レベル C での構築は、その都度異なる（かつ新しい）。メンタル・ス

ペースと結合は、談話の進行とともに作られる。それらは、

（ⅰ）入力となる言語表現………………… 言表情報

（ⅱ）言表が現れる際の認知構築の状態… 状況情報

（ⅲ）談話文脈……………………………… 文脈情報

の関数である。（註：右側の青字は、拙稿で用いる用語）談話文脈には、

次が含まれる。

社会的なフレーム付与

関連性のような語用論的条件

談話参加者が知覚している現実世界の出来事

（７） この互いに結合された領域によるアプローチの主たる目標（と証拠）は、

科学的一般化である。

この最後の点は、標準的な科学的実践（すなわち、適用範囲が広いことと、独立

に正当化できることとが、理論における原則の成功と妥当性の適切な基準である

）に基づいている。科学の進歩は、このような考慮（一般化と統一）が研究され
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認知構築アプローチ（３） ：ジル・フォコニエ

る現象についてのいかなるアプリオリな考え方にも優先するという事実に、重要

な点で結びついている。さらに、こうした考慮は、原則だけではなく、理論的内

部の原始概念に関しても適用される。

結合された領域についての本研究では、科学的一般化が多くのレベルでの指導原

理であり、当然、哲学的、存在論的偏見にとってかわる。

この点に関して、２つの一般的特徴が重要である。

（a） いくつかの点で、言語は客観的対応物（それらは仮定上のものでも、実在

するものでもよい）が非常に異なるさまざまな領域を同じように扱う。例

えば、同じタイプの領域（メンタル・スペース）が時間、信念（及び他の

命題的態度）、イメージ、仮定、反事実的条件、ドラマ状況（芝居、映画

など）、シナリオ、限量化スキーマなどに設定されるのがわかる。

（b） 同じ原則が、伝統的には別の部門に割り当てられていたさまざまな領域に、

働いているのが見られる。例えば、最適化、アクセス原則、マッチングな

どで、これらの原則は、メタファ、メトニミ、語用論的関数、指示の不透

明性、時間に関する多義性、前提投射、反事実表現の文法と解釈の説明に

重要な役割を果たしている。
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認知構築アプローチ（４） ：ジル・フォコニエ

伝統的には、メタファとメトニミはレトリックに、語用論的関数は語用論に、不

透明性と多義性は意味論か統語論に、前提投射は意味論か語用論（あるいはその

両方）に割り当てられてきた。しかし、レベル C の基本的原則がこれらの現象す

べてに働いているのである。

（８） 最後に、このアプローチは、前章で強調された結合と写像の重要性を認

めている。

本書の多くの部分は、メンタル・スペース間の構造投射に関する諸側面を研究す

ることに費やされているが、まだなすべき研究は多い。どのような原理が働いて

いるかを発見することにはある程度成功したが、メンタル・スペース結合には、

多くの点でまだ不明な点が多い。それらは、当面、記号論的テクニックでも、コ

ネクショニスト的計算テクニックでも扱うことはできない。これは認知科学一般

にとっての難問なのである。

註：この訳書の訳文は、前世代の直訳の感があります。訳し直してもよかったの

ですが、原文（フランス語か英語）を想起させる所がないでもなく、手を入

れませんでした。
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メンタル・スペース論の拡張
俳句解釈系や発句生成系を作成しようとすると、フォコニエのメンタル・スペー

スの枠組は不十分です。というのも、次のような情報が取り込めないからです。

情報（深み・含み）の多寡； 字面 ←→ 背面情報 語幹分析

古典取込み； 漢詩 短歌 連歌 談林 正風 諺 能…

時間性； 不易流行 調べの有無 → テンス・アスペクト分析

主観性・客観性； → コトとサマ・ムウドの対比；動詞分析

能動・所動分析

滑稽・挨拶・即興； → アイロニー解析（関連性理論）

作意； 思わせぶり・巧み・嫌味（新古今） ある ←→なし（万葉）

→ ムウド（狙い・層化）解析

軽み； 高踏的 ←→ 月並 → スタイル分析

華やかさ； 華 ←→ 地味 → 語幹分析

切字・季語； → 多分、句ごとの解釈が必要

声調； → 音節・音声規則分析

つまり、メンタル・スペース論は言表系・言語系に偏りすぎです。感情系と身体

系を繰り込まなければなりません。最近の神経生理学的・心理学的知見によると、

感情系は認識系に類似した扱いができそうです。身体系も、目的・狙い・構えの

ような情報なら同じような構図で多少扱えるかもしれません。



感情の神経生理学最前線（１）

感情の神経生理学がどのくらいまで脳の構造にアプローチしているかを例示し

ておきましょう。

初めに、用語（訳語）を紹介し、次に「感情調整」と「情動学習」に脳地図が

どのように関係しているかについての神経生理学的分析を示します。

これからも、巧妙な実験・計測とその観察・解釈によって、神経生理学の知見

は広がるに違いありません。ただし、神経素子回路網の計測結果がどれほど蓄

積され、分析されても、感情一般がわかったということにはなりません。

ひとつには、感情はヒトによって、状況によって、その都度制約を受けるから

です。１回１回みな違うといってもよい。回路網とは別の心理学的な斬新な理

解が必要になるわけです。たとえば、感情には、中核感情として快不快・興奮

・抑制のような情動の励起が必ず伴われるというような知見です。

さらに、計測・分析・解釈する行為そのものに、すでに神経素子回路網とその

結合が累積されてしまうという、「異化」が含まれるからです。これは、時間

性や空間性をどう理解・了解するかという思弁的・哲学的な思考に関わります。 111



感情の神経生理学最前線（２）

＜空間＞

五感による空間感覚：関係意識

地図と写像に拠る

＜ヒトの情報系＞

概念系 感情系 身体系 ＜時間＞

記号 感情調整 目的・試行 クロナクシーによる時間感覚：了解意識

イメージ・リズム 感情 表情 地図と写像に拠る

ゲシュタルト 情動 反射

ヒトの空間感覚と時間感覚を位置づけると、とりあえず上のように素描できます。価

値系も考慮しなければなりませんが。こういう留保をつけた上で、以下、３ページに

わたって、神経生理学の最前線の知見を見てみます。 112



感情の脳領域：オクスナー・グロス

感情が絡む脳領域の候補は、感情調整の神経生理学的基礎からみて、大ざっぱに

次であるとされます。各領域のはたらきについては、限定的ですが、大分判って

きたようです。

dorsolateral PFC： 背外側前頭前皮質

dorsal posterior PFC： 後部背側内側前頭前皮質

inferior parietal： 下頭頂小葉

dorsal ACC： 前帯状皮質

ventrolateral PFC： 腹内側前頭前皮質

dorsal mPFC： 背側内側前頭前皮質

rostal mPFC： 内側吻側前頭前皮質

ventromedial PFC/OFC： 腹内側前頭皮質/眼窩前頭皮質

ventral striatum： 腹側線条体

amygrada ： 扁桃体

insula： 島皮質

しかし、身体系・感情系・概念系あるいは空間性・時間性という粒度（詳しさレ

ベル：granularity）とは、まだまだ差があります。神経生理学的説明だけでは、ミ

クロなレベルの相関や因果関係の一端しか解明できていません。



感情調整戦略：オクスナー・グロス

脳領域 システム プロセス 記憶展開 認知変化 反応調整

のタイプ （再評価） （表情抑制）

dorsolateral PFC

dorsal posterior PFC 選択注意/作動記憶

inferior parietal 制御

dorsal ACC 効率監視

ventrolateral PFC 選択/禁止

dorsal mPFC 概念評価 概念/カテゴリ評価

rostal mPFC 評価への注意

ventromedial PFC/OFC 文脈評価 刺激の価値 ？ ？

ventral striatum                              報酬/評価強化

amygdala 中核評価 刺激の価値攪醒

insula 評価 表象と身体状態の気づき
114



情動学習・決定・期待：オクスナー・グロス

領域 システム プロセス 情動学習 情動決定 期待

のタイプ （恐れ消去） （即時展開） （偽薬効果）

dorsolateral PFC

dorsal posterior PFC 選択注意/作動記憶

inferior parietal 制御

dorsal ACC 効率監視

ventrolateral PFC 選択/禁止

dorsal mPFC 概念評価 概念/カテゴリ評価

rostal mPFC 評価への気づき

ventromedial PFC/OFC 文脈評価 刺激価値 ？ ？

ventral striatum                              報酬/評価強化

amygdala 中核評価 刺激の価値攪醒

insula 評価 表象と身体状態の気づき
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スペース構築（１） ：ジル・フォコニエ

談話構成：

言語表現 E が持っているのは、意味ではなく、意味ポテンシャルである。

意味は、完全な談話と文脈のなかで初めて実際に作られるのである。談話

の展開は、複雑な認知構築を引き起こす。認知構築には、コネクタによっ

て互いに結びつけられた内部構造をもつ領域の導入が含まれる。

領域の導入は、言語・文脈・状況による手がかりによってなされる。文法

的手掛かりは、構築プロセスにとって非常に重要ではあるが、構築を決定

するには十分ではない。

表現は、意味を生成する（generate）ということができる。表現のもつ文

法的情報が、既存の認知構成に適用される場合、原則的には複数の新たな

構成が可能になる（つまり、複数の構成が文法的手掛かりと両立可能なの

である）。そのうちの１つが作られて、談話の意味構築の新しいステップ

となる。

この観点からは、談話の展開は認知構成の連続である。それぞれの構成が、

文脈と文法の要請から次の構成を引き起こす。
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スペース構築（2）：ジル・フォコニエ

作られた構成は、情報を異なる領域に結びつけて、語用論的精緻化を受け

る。こうした構成は、情報を異なる領域に関係づけることで、情報を分割

（partition）するという重要な特徴をもつ。このようにして構成された領域

は、従属的関係によって半順序関係をなす。（半順序関係は点線で示す）

新スペース M’は、つねに現在焦点化されている既存スペース M に関連し

て作られる。M を M’の親スペースと呼ぶ、

M ： 焦点化されている親スペース

M’：M に従属する新スペース

このように談話によって設定された複数のスペースは半順序をなす束として

構成される。

談話構成の任意の段階で、スペースの１つがこのシステムの基底スペースと

なり、１つ（基底スペースと同じでもよい）が焦点スペースとなる。次の段

階での構築は、基底スペースか焦点スペースのいずれかに対してなされる。

（デｲンスモアの開発したスキーム）比喩的にいうと、談話参加者はスペース

の束の間を移動し、彼らの視点や焦点は、１つのスペースから別のスペース

に移動するにつれて移る。しかし、どの時点でも、基底スペースからは次の

構築を行うことができる。
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談話構築：文の情報：ジル・フォコニエ

談話構築のある段階で現れる文は、いくつもの情報を含み、それらはさまざま

な文法的手段によって表わされる。

・ どんな新スペースが作成中かに関する情報。これはふつうスペース導入表

現によってなされる。

・ どのスペースに現在焦点があてられているか、基底スベースとどのような

結合関係をもっていえるか、どれくらいアクセスしやすいか（この情報は

ふつう時制とムードによってあらわされる）に関する手掛かりが文の情報

に含まれている。

・ スペースに新しい要素を導入する記述（これは同時にその対応物も導入す

ることができる）。

・ 既存の要素を同定する記述、照応表現、名前（これは対応物も同定できる）。

・ メンタルスペースの要素を、背景知識から取りだしたフレームや認知モデ

ルに結びつける語彙情報。この情報は、すでに構造化されている既存の背景

スキーマを利用してスペース内部に構造を与える。

・ 前提の標識。これにより、構造の一部はスペース構成の中にただちに拡げ

ることができる。

・ “even, but, already ”のような語用論的・修辞的情報。これらの語は、通常、

推論や議論に対する暗黙のスケールの存在の合図である。
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自然言語と論理計算：ジル・フォコニエ

自然言語の文が認知的に複雑なのは、このようなさまざまなレベルすべての情報

と構築指令を含んでいるからである。実際にどのように意味が作られるかは、そ

の文が実際に適用される（先行談話によって作られた）メンタル・スペース構成

に依存する。

自然言語の文が論理計算における「文」とまったく異なる種類のものであること

を銘記しておくことが非常に大切である。

自然言語の文は、さまざまなレベルの認知構築に対する（未指定の部分を含む）

指令の集まりなのである。
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スペース導入表現：認知構築の文法的装置；ジル・フォコニエ

言語は、次のメンタルスペースの構築と結合をガイドする装置を多数もっている。

基底スペース：出発点、起点、つねにここに戻れる。

焦点スペース：現在進行中の焦点であり、時制・ムードにより意味が生成される。

視点スペース：構造（要素・スペース内接続）付与とスペース導入・形成を担う。

コネクタ ：コピュラ ＝ スペース間接続詞

スペース導入表現：

スペース導入表現は、新しいスペースを導入するか、既存のスペースに焦点を移

す文法表現である。さまざまな文法形式をとる。

前置詞句 in 1929

副詞句 in that story, actually,  in reality,  in Susan’s  opinion

主語＋動詞複合 Susan believes _,  Max hopes _

接続詞＋節 If it rains _
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要素導入表現：認知構築の文法的装置；ジル・フォコニエ

名前と記述（文法的には名詞句）：

名前および記述は、談話構築において新しい要素を導入するか、既存の要素を

指す。

名前 マックス、ナポレオン、ナビスコ、…

記述 郵便屋、危険な蛇、疲れている少年たち、…

また、これらはこのような要素に属性を結びつける。

要素と属性の結合 ナポレオンという名前をもつ、少年である、

疲れている、…
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時制とムウド：認知構築の文法的装置；ジル・フォコニエ

時制とムード：

時制とムードは、

焦点スペースの決定

焦点スペースと基底スペースの結びつき

焦点スペースのアクセス可能性

同定のために使われる対応物の位置の決定

に重要な役割を果たす。

モーダル助動詞：

“Animals must eat to survive.”

“Cinderella must be back home before midnight.”

“Nero must have been cruel.”

“The armchair must be in the left corner of the bedroom.
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要素の同定：認知構築の文法的装置；ジル・フォコニエ

言語の、認知構築、概念リンクの特徴の１つは、アクセス原則（同定原則とも）

である。この原則によれば、あるメンタル・スペース内の要素の名前か記述で

ある表現は、別のメンタル・スペース内のこの要素の対応物にアクセスするの

に使うことができる。

アクセス原則：２つの要素 a と b とがコネクタ F によってリンクされていれば

（b = F(a)）、要素 b はその対応物 a の名前か記述か、指差し

によって同定できる。
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スペース間操作詞：認知構築の文法的装置；ジル・フォコニエ

スペース間操作詞：

コピュラ（英語では be ）や、 become, remain のような他の「コピュラ的」

動詞はスペース間のコネクタを表わす。

be の一般的機能は、領域間マッピングを表わすことであり、スペース間結

合は、この一般的な機能の特殊例である。

NP1 be NP2 のような文法構造を考えてみよう。ここでNP1 , NP2 は名詞句で

あり、それぞれ、スペースＸ内の要素 a1, スペースＹ内の a2 を同定すると

する。ＦがスペースＸとＹをリンクする唯一のコネクタだとしよう。この場

合、言語表現“NP1 be NP2”は、Ｙ内の a2 は、コネクタＦによるＸ内の a1

対応物であることを要求する。

a2 = F(a1)
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前提投射：認知構築の文法的装置；ジル・フォコニエ

自然言語には、メンタル・スペースの内部構造のあるものを前提されているもの

としてマークする文法的手段がある。これは強力な表現特性である。なぜなら、

それにより、構造がデフォルトにより進行中の談話の一部として作られたメンタ

ル・スペースの束に伝播できるからである。その結果、大量の構造が最小限の明

示的語彙情報によって付け加えられる。文法的前提導入構文には、定記述、叙実

動詞、分裂文や疑似分裂文、アスペクト動詞やアスペクト副詞、繰返し表現など

が含まれる。

定記述 The king of France is (not) bald.

叙実動詞 Hilda knows (doesn’t  know) that her son is a thief.

分裂構文 It was (not) Romeo that Juliet loved. 

分裂構文 Luke stopped (doesn’t stop) smoking.

繰返し表現 Chicago defeated Oakland too.

長年にわたり、前提投射問題は、大きな関心を引きつけ、きわめて興味深い研究

を生んできた。伝統的な考え方では、投射問題（projection problem）は文につい

てのものである。…
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前提浮遊：認知構築の文法的装置；ジル・フォコニエ

これまでの前提浮遊（proposition float）の定式化を、以下の一般原則により、改

良できる。

前提浮遊： メンタルスペース M の前提構造Π は、M または N の既存の構

造がΠ と矛盾するかΠ を含意する場合を除き、そのすぐ上の

スペース N に伝播する。

大まかに言えば、前提は自分自身か、反対命題に行き会うまで、より上位のスペ

ースに浮上していく。…

非常に一般的に言うと、談話構築を駆動する力には、スペース間に構造を拡散す

るという効果があるが、それを、強力なデフォルト手続きがあるおかげで、最小

限の言語的努力で行っている。拡散は、上から下へ（アクセス原則により）、下

から上へ（浮遊により）のどちらかの方向にも起こる。…

標準的例： Either Luke just stopped smoking or he just started to smoke.

選言の片方は、ルークが喫煙者だったという前提をもち、もう片方は、彼は喫煙

者でなかったという前提をもつ。どちらの前提が基底に受け継がれるにしろ、基

底はもう片方と矛盾することになるので、どちらの前提も浮上できない。…
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文法と意味（１） ：ジル・フォコニエ

上で簡単に見た例が示しているのは、言語形式は、意味構築で、充足条件の割当

てをはるかに超える役割を果たしているということである。…

（１） 言語表現は、同時に多くのことができる。

…たとえ、文の重要な機能のひとつが、実際、充足条件の指定であった

としても、それは文のいくつかの機能のうちの１つでしかなく、また文

による充足条件の指定は一度に１つ以上のスペースをターゲットにして

行われる。

（２） 言語表現の効果は、それが働きかけるスペース構成に依存する。

…言語指令を実行に移すには、多数の可能性があるのである。…その原

因は、言語形式の構造的曖昧性や論理的曖昧性ではなく、言語形式のス

ペース構築ポテンシャルである。すなわち、言語形式のもっているスペ

ース構築指令には未指定の部分がある。そのため言語形式は無限の数の

種類の入力に適用でき、どの入力に対しても、それが生み出すことがで

きる出力が有限個あることになる。
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文法と意味（２） ：ジル・フォコニエ

（３） 言語表現は、認知構築に未指定の部分を残す。

この点は、上の点と関係がある。多くの場合、構文がもつスペース構築

指令と形式的に両立可能なスペース構成が多数ある。この多数性は、無

矛盾、関与性、典型性、デフォルト的選択などの語用論的考慮により部

分的に解消される。

（４） 孤立した文の論理的特性のいくつかは、実際にそれらの文のスペース構

築ポテンシャルの特殊ケースである。

例えば、いわゆる de re/de dict や特定/非特定の曖昧性は、一般的アク

セスが同じ文が２つのスペースを作る場合に限定されたときの、この原

則の単純な帰結である。

註： “de dict”は、ラテン語で“言われたことについて”の謂。

“de re” は、ラテン語で、“ものについて”の謂。

哲学で、思考の文脈、欲望の文脈、様相の文脈でそれぞれ解釈が論じられ

てきたようです。思弁部屋のなかの議論です。



129

多義性・内包性・談話構成：ジル・フォコニエ

…文が孤立して考察された場合、われわれはその文に対する典型的な解釈を思い

つき、観察された「意味」を説明する論理形式（または表示）に文を合わせよう

とする。しかし文が認知的談話構築に全般的な貢献をしていることが正しく理解

されると、同じ「意味」（意味は構築指令であると見なされる）が、構築指令が

適用される既存の認知構成の種類や適用方法に応じて、異なる「解釈」を生み出

すことがわかる。適用方法が問題になるのは、構築指令が、普通、構築を完全に

は指定しないからである。…

２つの重要な帰結がある。（１）孤立した文の論理特性は、構成を作るための一

般原則からの帰結である。さらに、孤立するとはっきりしないが、談話全体の中

でははっきり現れてくる論理特性も説明できる。（２）孤立した文に通常与えら

れる論理形式は、哲学者、論理学者、言語学者がいかにも行いそうな観察を表し

ているが、われわれの理論内部では特別な表示は受けない。論理形式は、それら

がスペース構成の特殊ケースである限りは、理論から導きだせるのである。論理

学の束縛変項と言語の照応表現（特に代名詞）はある面では似ているが、別の面

では非常に異なる。一方、スペース要素は、間接的には存在量子の原因になるが、

どのスペースにあっても、照応の基礎としては一貫した振舞いをする。…
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真と指示：ジル・フォコニエ

これまで見た構成では、フレーム属性が要素に対して与えられていた。これは、

属性という概念の通常の使い方ではない。「カメ」のような属性は、世界の実在

物に対して成り立つのであり、（「要素 a」のような）認知的構築物に対して成

り立つのではない。しかし、同様に注目すべきは、上のような談話は、指示され

ている対象（本物のカメなど）が実際にはなくても、理解できることである。…

ここで、われわれのもっている民間伝承が関係してくる。…

ここで重要なのは、さまざまな状況における対象や属性に関する社会的コンセン

サスである。…

この種の非明示的な仮定をすれば、スペースは実在論的に「意味」をもつように

なる。こうして、スペース要素と現実世界の対象の対応が与えられれば、スペー

ス内での関係の指定は真か偽になる。

このことが、われわれがスペース構成を現実世界の状況と実際にどのように結合

するのかというずっと困難な問題とは独立していること思い出そう。認知構築に

現れる「属性」は、実際は ICM（理想認知モデル）の一部であり、こうした ICM 

と現実世界との対応は複雑である。…
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語用論：ジル・フォコニエ

数式は、…。 言語表現は大量の構造を与えるように作られているようである。

これは以下のように起こる。ある語や構文は、フレーム、認知モデル、デフォル

トの仮定、百科事典的情報などを含む、大量の背景情報をもっている。語用論的

関数は be のような語により合図される。 be は、特定の関数やマッピングを同

定しないので、関数やマッピングは文脈プラス背景知識とモデルを使って推論さ

れる。…スペースが他のスペースに対して設定されると、最適化のようなデフォ

ルト構造化プロセスが働き、明示的に示されていない構造が与えられる。あるス

ペースに導入された前提が隣接するスペースを経由して浮上していく。広範な投

射マッピングも、ほんの少しの単語によって設定される。メタファ結合は、その

結合ペアのたった１つのものによって合図されたときでも、そのペアのメンバー

だけでなく、１つの領域全体を他の領域に投射する。最後の大量の会話の含意が、

明示的に指定されたフレームに基づく関係とともに、スペースに現れる。しばし

ば、こうした会話の含意を生み出すために、構築が行われる。

これらのさまざまな種類の構造化がスペース構成を作るのに貢献し、また談話に

現れてくる文は、通常、このような先行の構築を考慮に入れる。例えば、but の

ような語は会話の含意を破棄し、代名詞は最適化によって非明示的にスペースに

導入された要素を同定でき、therefore のような語は、明示的には述べられていな

いかもしれないが、演繹関係にあることを合図する。など。…



132

メンタル・スペース論：とりあえずのまとめ（１）

Ⅰ フォコニエの認知の構図はなかなかいいところをついています。文脈や状況

を取り込まないと、“A is B. ” という文の意味は定まらないとしますから。

ウィトゲシュタインの立ち位置とは、端から出発点が異なります。

言語表現 E が持っているのは、意味ではなく、意味ポテンシャルである。

意味は、完全な談話と文脈のなかで初めて実際に作られる。談話の展開

は、複雑な認知構築を引き起こす。認知構築には、コネクタによって互

いに結びつけられた内部構造をもつ領域の導入が含まれる。領域の導入

は、言語・文脈・状況による手がかりによってなされる。文法的手掛か

りは、構築プロセスにとって非常に重要ではあるが、構築を決定するに

は十分ではない。（下線は筆者による）

Ⅱ なぜこの差異が出来してしまうのか？これについては、本質主義のところで、

述べたように、日常言語の文から命題を取り出し、そしてその命題には意味

が籠められているとみなしてしまうからでしょう。内包と外延あるいは本質

と現象ではありませんが、印欧語に沁みついた語法に先祖帰りしてしまうか

らかと疑われます。主語や先験性をどうにも払拭できないようです。
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メンタル・スペース論：とりあえずのまとめ（２）

Ⅲ フォコニエの思弁から科学へという主張は留保せざるをえません。というの

も、メンタル・スペースの存在は、実証的・神経生理学的にまだ明らかにな

っていませんから。彼の事例のいくつかでは、基底スぺースや焦点スペース

・視点スペースあるいは総称スペース・融合スペースの設定が、ずいぶん気

楽に恣意的になされている感は免れません。視点・総称・融合という「働き」

が神経細胞素子群と写像によってもたらされるというところまではいいので

すが、それが実体（スペース）であるかのように扱ってしまうところに危惧

を憶えます。これは、価値系が位置づけられてないところからくるようです。

もっとも、価値系がまた、状況・文脈・個体の過去体験・言語感覚の関数に

なっているところが厄介なのですが。…まことに、脳は変幻自在です。

しかし、分裂文や命題態度の問題、また指示と前提のまとめ方など、言語学

上の多くの難題に解決をもたらしたのも、レイコフやスウィーツァーの批評

のとおりです。これは、基底・焦点・視点・総称・融合という働きを、在来

にない新しい視点で位置けることが出来た結果にほかならないと見なせます。
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