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1 はじめに

私は行列のできた店先を指さしながら困った表情で首を振ることで，店は満員だということを意味するこ

とができる．それを理解したあなたは「駅のほうに行ってみない？」という言葉を口にすることで，最寄駅

に近い方向に代わりのお店を探しに行きたいと意味することができる．言葉を用いるか否かを問わず，ひと

が何かをすることで何かを意味する現象は「話し手の意味 (speaker meaning)」と呼ばれ，話し手の意味にお

いて何かを意味している当の人物は「話し手 (speaker)」，話し手が何かを意味するためにする行為は「発話

(utterance)」と呼ぶ習わしになっている．また，話し手が発話を誰かに向けている場合，そうした誰かは「聞

き手 (hearer)」と呼ばれる*1．話し手の意味の分析とは，話し手の意味が成立する必要十分条件，あるいは少

なくとも必要条件か十分条件の一方をトリビアルでない仕方で特定しようという営みであり，Grice (1957)に

端を発する．

話し手の意味の分析におけるパラダイムは，グライス以来の「意図基盤意味論 (intention-based semantics)」

と呼ばれる枠組みであり，意図基盤意味論によれば，話し手が発話によって何かを意味するということは，そ

の何かに対応した特有の意図を持って話し手が発話をなすことと同値となる．この枠組みのもとで話し手の意

味の分析が完遂されたなら，被分析項に現れる「意味する」という動詞は分析項では消え去り，代わりに「意

図する」という動詞で置き換えられることとなるため，話し手の意味は心理的概念によって分析されることと

なる．意図基盤意味論はさらに話し手の意味という概念によって，言語を含むさまざまな記号が持つ規約的意

味を分析することによって，意味という概念を心理的概念に置き換えることを目論む．

この目論みの成功は話し手の意味を話し手の意図によって分析するという試みにかかっているが，実はこの

分析には繰り返し生じる問題がある．それは意図の無限後退と呼ばれる問題だ．意図の無限後退問題は，スト

ローソンからグライスに提起された反例に端を発し，のちにシファーがその重大性を指摘して以降，話し手の

意味の分析における最大の問題であり続けている．

本発表の目標は，意図基盤意味論のパラダイムの内部で改めて意図の無限後退問題に取り組むことではな

く，むしろそのパラダイムからは身を引いて，なぜ意図基盤意味論は意図の無限後退問題に付きまとわれ続け

るのかを明らかにすることだ．私の見るところ，問題は意図基盤意味論が話し手の意味の持つ本来の特徴を捉

えるには適さない想定を置いていることが，意図基盤意味論の困難の種となっている．話し手の意味は話し手

の自由な主体的行為によって生じるものでありながら，他方で聞き手による理解が成立したとき，話し手と聞

き手から成る共同体において，個人レベルには還元しきれない帰結をもたらす．この点で，話し手の意味は，

*1 もちろん細かな表記には論者ごとでずれがある．
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話し手という個人と話し手-聞き手共同体という集団との双方に接する現象となっている．しかし，意図基盤

意味論においては話し手の自由は，話し手が意味する内容を決定する自由と誤認され，話し手がトップダウン

式に意味を決定するものとして君臨することになる．このとき，話し手の意味の現象は話し手という個人の専

有物となり，話し手-聞き手共同体からは引き離されることになる．しかし私たちが話し手の意味に期待する

特徴には，そうした引き離しに抗う側面が残り続ける．この抵抗から生じる症状こそ，意図の無限後退問題で

あり，それゆえに意図基盤意味論における話し手の意味の分析は常にこの症状に悩まされなければならない．

これが本発表で出す診断である．この症状を克服するために私たちが取るべき道は，誰かがトップダウン式に

意味を決定するという想定と縁を切ることだ．そして，そのことをもとに，話し手の自由，話し手の心理と意

味の関係といった問題を捉えなおす必要がある．

2 話し手の意味の二面性

話し手の意味という現象には二重性がある．それは話し手の自由の圏内にあり，しかし話し手個人を乗り越

え，話し手-聞き手共同体という集団に変化をもたらすという二重性である．

話し手の意味が話し手の自由の圏内にあるというのは，その成立に話し手以外の存在者が必要でないという

ことである（のちに見る留保が必要だが）．このことは簡単な思考実験によって明らかにすることができる．

話し手の意味に関与しうる存在者の候補となるのは，話し手と聞き手，そして話し手-聞き手共同体という集

団だろう．話し手が聞き手に向って何らかの発話をなすことで成立する話し手の意味の事例を思い浮かべてみ

よう．例えば話し手が「満員だったよ」と言うことで話し手と聞き手が行こうとしていた店が満員だったとい

うことを意味する場合である．この事態に関与しているのは話し手と聞き手のみであるとしよう．さて，話し

手の意味の成立に聞き手の関与は必須だろうか？　聞き手が話し手の意味したことを理解するということは，

話し手から聞き手へのコミュニケーションの成功には必須であっても，話し手の意味の成立に不可欠とは言え

ない．先の状況に，聞き手が話し手の言わんとすることを理解できなかったという仮定を加えたところで，話

し手の意味の成立は揺るがないからだ．実際のところ，聞き手による理解というものが話し手の発話をもとに

話し手が意味したことを理解することとして解されるならば，聞き手による理解が話し手の意味の必要条件と

なることは循環なしにはありえない．また，聞き手がそもそも話し手の発言を聞いていなかった，あるいは話

し手は聞き手がそこにいると思い込んで発話をしたが，実は聞き手は話し手の気づかないあいだに別の場所へ

行ってしまっており，話し手は誰もいない場所で発話をしていたといった仮定を置いたところで，話し手の意

味の成立を妨げるとは考えられない．もしもそうした仮定により話し手の意味が不成立になると考えるなら

ば，たまたま聞き取ってもらえなかった発話によっては，私たちは何も意味できないということが帰結する．

これを喜んで受け入れる論者はいないだろう．こうしたことからわかるのは，話し手の意味の成否は，ただ話

し手個人の振る舞いに依存しており，聞き手の振る舞いには依存していないということである．そして聞き手

の振る舞いに依存しないならば，話し手の意味は話し手-聞き手共同体の振る舞いにも依存しないはずだ．こ

うして，話し手の意味は先に述べた解釈のもとで話し手の自由の圏内におかれる．

他方で，話し手の意味は話し手-聞き手共同体に帰結をもたらす．いま再び，話し手が「満員だったよ」と言

うことで（あるいは任意のほかの発話によって），話し手と聞き手が行こうとしていた店が満員だったという

ことを意味したとしよう．そして聞き手がそれを理解したとする．このとき，話し手と聞き手は，当該の店が

満員であると話し手が信じているということを前提にそれ以降の振る舞いを形成していく．これはむろん，必

ずしも話し手が実際にそう信じているということではない．話し手は聞き手をからかったり，単に嘘をついた

りしているだけかもしれない．そして聞き手もまた，個人としては話し手がそうした信念を実際に持っている
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ということを疑っているかもしれない．しかし，話し手や聞き手個人の思惑がどうあれ，話し手がそれを意味

し，聞き手がそれを理解する限り，話し手がそうした信念を持っているということは，話し手と聞き手のあい

だにおける，喩えて言えば「公式見解」となる．むろん，聞き手はその「公式見解」に異を唱えることもでき

る（話し手への疑念を表明するなど）．だがそうした反対の表明をしない限り，話し手の信念に関する「公式

見解」が形成されることはデフォルトの帰結となる．話し手と聞き手が「公式見解」を持つという事態は，ギ

ルバートの言葉を借りて，話し手-聞き手共同体という集団が所定の集合的信念 (collective belief)を持つこと

として言い換えることができる (Gilbert 1989; 1996; 2014)．このことをもとに話し手の意味の第二の特徴を

述べ直すと，次のようになる．

話し手が発話によって pということを意味し，聞き手がそれを理解し，かつ聞き手が以下の集合的信念

への反対表明をしなかったならば，話し手-聞き手共同体は話し手が pと信じているということを集合

的に信じることになる．

重要なのは，ギルバートが指摘するように，こうした集合的信念が規範的帰結を持つということである．ひ

とたび話し手-聞き手共同体において話し手が pと信じているという集合的信念が形成されたなら，たとえ話

し手や聞き手が個人レベルではそうした信念を持っていなかったとしても，その集合的信念に反するふるまい

をすれば相手から非難を受けることになる．話し手の側が，話し手が pと信じているという公式見解とは相い

れないふるまいをしたならば，聞き手は話し手が嘘をついたなどととがめるだろう．その非難を避けるには，

話し手は自分が考えを変えたなどということを聞き手にあらかじめ明らかにしなければならない．また聞き手

の側が問題の集合的信念に反するふるまいをしたならば，聞き手は話し手の言うことをまじめに受け取ってい

ない，軽んじているなどと非難されるだろう．実際，そうした非難は私たちの日常的な実践に幅広くいきわ

たっており，そのことは話し手の意味が共同体的な帰結を持つこと，少なくとも私たちが日常的にそのような

理解のもとで行動していることを印象付ける．

以上により，簡単に話し手の意味が持つ二つの特徴を見た．これらを私は，話し手の意味に関心を持つひと

が話し手の意味という概念に期待するであろう特徴だと仮定している．とりわけ第二の特徴は，話し手の意味

が会話やその他の形でのコミュニケーションに関与すると考える限りで，欠くことのできない特徴だと考えら

れる．しかし，もちろんこうした特徴の一方，もしくは双方を欠く仕方で話し手の意味という概念を理解する

可能性を否定しているわけではない．本発表の主張は話し手の意味がこういうものでなければならないという

ことというよりは，話し手の意味をこのように暗黙の裡に理解していながら，しかし実際にはこの二つの側面

の双方に十分な注意を払ってはこなかったということが意図基盤意味論の呈している症状の原因となっている

ということである．

3 意図基盤意味論における話し手の自由と人間の理性

意図基盤意味論の出発点と目されるのは Grice (1957)であるが，意図基盤意味論はそれ以来，多くの議論

を経て理論を洗練させてきた．その過程ではシファーの相互知識 (mutual knowledge) やディヴィスの指標

(indication)などといった有用な概念も提案されている (Schiffer 1972; Davis 2003)．しかしその発展と裏腹

に，意図基盤意味論の基本的な枠組みはグライスが描いたものに依拠し続けている．また他方で，グライスは

話し手の意味のみに関心を集中させるのではなく，それを人間の心理や理性をめぐる大きな描像のなかに位

置付けることで，彼以降の意図基盤意味論のどの論者よりも，意図基盤意味論が前提としている世界観に自

覚的でもある（グライスが言語哲学に限定された関心を持っていたのではなく，むしろ理性的動物としての
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人間の探求というプロジェクトの一部として意味の分析や推意の理論を構築していたということについては，

Grandy & Warner (1986)の指摘がある）．それゆえ，意図基盤意味論の問題点を探るには，グライスが描い

た構図を改めて見つめ直すことが近道となる．

まず全体のグライスの哲学を概観しておこう (see, 三木 2009)．グライスの代表的業績である Grice (1957;

1968; 1969)では，意図基盤意味論に基づく話し手の意味の分析と，そうして分析された話し手の意味という

概念に基づく規約的意味の分析が提示されており，全体として意味論的概念を心理的概念へと還元するプログ

ラムが打ち立てられている．しかし，そのように話し手の意味が話し手の心理の問題となったならば，聞き手

はいかにそれを理解するのかという問題が生じる．そうした聞き手側の理解の問題を扱うのが Grice (1975)

における推意の理論だと位置付けることができる*2．それによれば，聞き手は協調原理と呼ばれる原理を利用

することで，話し手の発話の字義的意味から推意を含む話し手の意味の全体に到達することができる．だが話

し手の意味と聞き手が到達する話し手の意味はなぜ一致するのか？　それは両者が協調原理という共通の原理

に基づいて推論しているからであるが，そのことは両者が理性を共有していることによって説明されることに

なる．実際，協調原理はグライスにとって，会話という営みに参加する限り理性によって要請される超越論的

な原理と目されている．

グライスによる話し手の意味の分析は，Grice (1957)におけるもっとも初歩的なものでは，次のような形を

取る．

話し手 S は xを発話することで pということを意味する ⇔
S は次のことを意図して xを発話する：

1. ある聞き手 H が pと信じること，

2. S が意図 (1)を持っていると H が気づくこと，

3. S が意図 (1)を持っていると気づくことが，H が pと信じる理由の少なくとも一部となること．

この分析には，後の意図基盤意味論における話し手の意味の分析すべてに共通する特徴が見られる．すなわ

ち，話し手が意味する内容は話し手が持つ特徴的な意図の内容によって決定されるという特徴である．言い換

えると，グライスの分析は話し手の意味の成立条件を「話し手は…p…を意図して発話をなす」として与える

ことを前提とし（これを「決定意図前提」と呼ぼう），そのうえで具体的にそれがどういう意図であるのかと

いう内実を上記の三項目によって特定するという構造を持っている．意図基盤意味論による話し手の意味の分

析とは，決定意図前提のもとで，問題の意図の内容を特定することで話し手の意味の分析を与えようという試

みであり，個々の理論の違いは，そうした意図の特定の仕方の違いとして生じている．

決定意図前提がもたらす帰結は重大である．というのも，話し手の意図の内容によって意味する内容が決定

するということは，話し手がいかなる心理状態にあるかによって意味する内容が決まるということであり，し

たがって話し手の心理状態次第で話し手が何を意味するかは自由に決めることができるということである．も

ちろん，話し手が形成する意図は，話し手が置かれている状況や話し手が持っている他の心理状態に拘束され

ており，その意味では好き勝手に抱けるようなものではない．しかし，関連する他の心理状態が適当に整えら

れている限りで，原理的に話し手は任意の意図を持つことができるだろう．話し手がその意図次第で自身の意

味する内容を自由に決定するということを言い換えると，話し手はトップダウン式に意味の内容を決定する主

体となっているということである．そうした主体が存在するという仮説を「意味決定主体仮説」と呼ぶとする

*2 ただし，グライス自身の哲学の発展としては，順序が逆である．まず言明の字義的内容と推意とを区別するということが日常言語
学派とラッセルらの論理主義を橋渡しする方法論として提示され，推意の理論としてまとめられた (Grice 1967)．そしてそれを
裏付けるために話し手の意味という概念を手掛かりに言明の字義的内容と推意とを特徴づけることが試みられた．
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と，意図基盤意味論はその基礎において意味決定主体仮説を採用したうえで，話し手をそうした意味決定主体

として措定しているということになる．

意味決定主体仮説はひとつの懐疑の可能性を胚胎している．すなわち，話し手が意味することに聞き手は到

達できないのではないかという懐疑だ．話し手が自由である以上，聞き手には話し手が自由に決定した意味に

到達する保証された道はないように見える．もちろん，話し手は聞き手が到達するであろう内容がまさに自分

の意味する内容になるように計らうこともできる．しかし，そうしない可能性や，あるいはそうしているつも

りでもできていない可能性は排除されていない．実際のところ，意図基盤意味論は決定意図前提のゆえに，話

し手が意味する内容を話し手の心理の外にある要因によって制約することはできないため，この問題は意図基

盤意味論を採用する限り逃れがたい．これについては，三木 (2014)や三木 (2015)において，話し手の置かれ

た自由をハンプティ・ダンプティが行使しようとする自由になぞらえて論じた．だが，グライスの立場を矮小

化しないために，グライスは別の仕方でこの問題を解決しようとしている（そしてこれはマッケイによって自

らの指示の理論が話し手にハンプティ・ダンプティ的自由を付与するものとなっていると指摘されたときの

ドネランの応答とも重なる (MacKay 1968; Donnellan 1968)）．この解決に関わるのが，人間の理性と理性に

よって超越論的に要請される原理としての協調原理 (Cooperative Principle)なのである．

すでに見たように，グライスにとって話し手が何かを意味するということは，話し手がその何かに対応する

意図を持って発話を行うこととされている．それゆえ，話し手の発話をもとにした意味の理解は，本質的に話

し手に対する心理帰属として働くことになる．Grice (1982)において，グライスは行為者への心理帰属とは心

理的概念を用いて行為の説明を与える推論なのだと主張している．「ある生物がある種の物理状況にあること

と，その生物がある種の行動に従事することとのあいだに説明の架け橋を与える機能を持つもの」が，グライ

スにとっての心理的概念なのである (Grice 1982, p. 284)．だがこのことにグライスが担わせていた意義は，

主著 Studies in the Way of Wordsを超えて，彼の理性論を見なければわからない．

Grice (2001)では，物事に理由を与える能力が一般的に「理由づけ (reasoning)」と語られ，理由づけを行

う能力こそが理性 (reason) なのだと論じられている (Grice 2001, p. 5)．そして私たちが陥りがちな誤った

理由づけ（「キャリアウーマンはみんなヘビースモーカーだ．君はヘビースモーカーだから，キャリアウーマ

ンに違いない」(Grice 2001, p.6））や不完全な理由づけ（「彼はイギリス人だから，彼は勇敢だろう」(Grice

2001, p. 9)）もまた理由づけの一種には違いないということをもとに，グライスは理由づけの能力を，一群の

妥当な規則に従って利用を与えようとする能力として分析する (Grice 2001, p. 16)．すなわち，実際には所

定の妥当な規則に従っておらずとも，そうしたものを従うべき規範としているならば理由づけの能力の行使と

見なされるのである．ここに，Grice (1982)においてミステリー・パッケージとして語られていた，価値とい

う概念の復権へとつながるグライスの思想の流れが見える．理性は妥当な理由づけを理想的なものとし，それ

を目指して理由づけする能力なのである．

いまや，話し手の意味の理解が心理帰属の一種であり，心理帰属は行為の説明という理由づけの一形式であ

り，そして理由づけが理性の能力であるということから，話し手の意味の理解が理性の能力の行使によってな

されるという枠組みが見えてくる．そして理性は妥当な規則に従うものを理想として，それに近づこうとする

能力である以上，話し手の意味の理解もまた，妥当な一群の規則に従ったものを指向するものとなる．ここに

さらに，グライスが別のところで述べている，理性の共有による行為者自身による心理の自己帰属と他者によ

る行為者の心理帰属の一致傾向を置いたなら，グライスにおけるコミュニケーションの全体像が見て取れる．

話し手は自由に自分の意味するところを決定する．だが，話し手が理性的行為者である以上，話し手は聞き手

に会話を持ちかける際，妥当な一群の規則に従って発話をもとに自らに適当な心理帰属を行えるような仕方で

発話を行おうとする．聞き手は話し手と理性を共有するため，話し手と同じ一群の規則に従った理解を規範と
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見なし，話し手の発話から話し手が意味したことを理解しようとする．理性の共有とそれによる規範の共有ゆ

えに，話し手と聞き手の理解は一致する（少なくとも一致を指向する）傾向を持つ．この枠組みを想定したな

ら，グライスが推意の理論の基礎となる協調原理 (Cooperative Principle)について，超越論的論証を試みて

いたということも容易に理解できるようになる．すなわち協調原理とは，理性を行使しながら会話に携わると

いうことの前提条件となり，理性がそれを目指す規範となるような原理なのである．これはテイラーがロック

の意味観念説を語る際の言葉を借りて言えば，話し手に自由を認める代わりに，理性にのっとった責任を課す

ことで，コミュニケーションの可能性を確保しようという思想である*3．

このグライスの枠組みが，表現主義とでも呼びうるような思想の一形態となっていることは指摘するに値す

る．まず話し手は何らかのメッセージ（聞き手に信じさせたい命題かそれに類するもの）を心に抱く．そして

それを発話に担わせるような複雑な意図を抱く．このとき，決定意図前提により，その発話によって話し手は

実際にその命題を意味することができる．これは，話し手の発話が複雑な意図という経路を介することでメッ

セージを表現していると見なすことができる．言い換えれば，話し手内部にメッセージがあり，そして発話と

いう外部のものはそれを表現するという図式である．そしてメッセージと発話とを結びつけるのは話し手の心

理であり，その限りで話し手は両者を自由に結び付ける力能を持つ．グライスの理論は，Sperber & Wilson

(1986/1995) からはコミュニケーションの推論モデルと呼ばれ，ロックの意味観念説のようなコミュニケー

ションのコード・モデルと対比されている．確かにその対比は重要だが，上記の描像のもとで明かされるの

は，グライスの推論モデルはコード・モデルと表現主義を共有しており，違いはメッセージと外的なシグナル

（コード・モデルにおけるコード，グライスにおける発話）との結びつきが，後者ではコード表によって与え

られているのが，前者では話し手の心理によって与えられているということでしかない．そしていずれにせよ

そうした対応は話し手の自由の圏内とされ，聞き手が外的シグナルからメッセージを復元できるのは，方や話

し手が責任を持って共有可能なコード表を利用したこと，方や話し手が責任を持って理性の行使によって到達

可能な方法を利用したことに求められる*4．

グライスの理性主義は，いくつかのラインから疑われている．一方で，Davis (1998)では，協調原理に基づ

く推論が同じ前提から互いに矛盾する複数の結論を導き得ることなどが指摘され，妥当な推論規則を特定して

いないことが指摘されている．ただ，これは協調原理の不十分さを示すのみで，グライスの枠組み自体を疑わ

せるものとまでは言えない．他方で，Lepore & Stone (2015)では，いくつもの事例をもとに，推意の計算が

共通の一般的な推論方式ではなく，さまざまな社会的規約に従ってなされているということを論証している．

これはグライスの枠組みにとって重大である．というのも，話し手と聞き手の意思疎通の成功可能性が同じ理

性に基づき同じ推論を指向することに求められるならば，そうした推論が社会的規約に従って異なっていると

いう可能性を認めるわけにはいかないであろうからだ．

とはいえ，グライスの哲学の全体像についてはここまでにしておこう．本発表で強調したいのは，グライス

による話し手の意味の分析は意味決定主体仮説の採用のもとで，話し手の意味を意味決定主体と見なすことを

前提としており，そしてその見解は人間の理性の共有を介して，表現主義的枠組みを背景にしているというこ

とである．これは話し手の意味の二つの特徴として述べたうち，話し手の自由という特徴については見事に反

映している．そもそもが話し手こそが意味決定主体であるのだから，話し手は適当な意図を形成して発話しさ

えすれば，自由に話し手の意味を成立させることができる．他方で，グライスの枠組みが話し手の意味の第二

*3 こうした発想はグライス自身に見られるものであり，またグライス哲学についての以上の解釈は三木 (2009) に基づいているが，
「自由」と「責任」といった概念に基づく整理の仕方は Taylor (2016)におけるロック解釈に学んだものである．

*4 推論モデルとコード・モデルが根底において表現主義的描像を共有しているという点に強調を置く限りで，グライスの理論をロッ
ク的な意味観念説の復活と見る Lycan (2000/2008)は正しい．
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の特徴である話し手-聞き手共同体への帰結を捉えているのかは，一見するだけでは定かではない．確かにグ

ライスは理性を経由することで，発話の解釈の共有は保証することができる．だが，これは第二の特徴を捉え

るのに十分なのだろうか？　これが十分ではなく，しかしそれにもかかわらず第二の特徴を捉えようと試みて

しまうことこそが，意図基盤意味論の最大の問題である意図の無限後退問題の原因であるというのが，本発表

の診断である．グライス以降の意図基盤意味論の論者は，基本的にグライスの枠組みを揺るがすことなく，決

定意図の内容を調整することに専心している．そのため，そうした論者はグライスと同様の全体像を暗黙の裡

に採用しているのでなければ，話し手と聞き手の意志疎通をうまく捉えることはできない．だが，それを採用

した途端，グライスが陥ったのと同じ不安にさいなまれることになる．このことが，意図の無限後退問題がこ

こまで頑固に生じることの理由となる．

4 意図の無限後退問題とその核心

さて，意図基盤意味論の最大の躓きの石である意図の無限後退問題とはどのような問題であろうか？　この

問題は，上述のグライスの分析に対するストローソンからの批判に起因する (Strawson 1964)．ただし，スト

ローソンの批判は，意図の無限後退問題そのものを指摘するものではなく，単純な反例構築の形で提示された．

まずストローソンはグライスの分析の目標を次のように見積もる．

グライスによるこの概念の分析はかなり複雑だ．とはいえ少し考えてみたなら，彼の目的にとって十分

なくらいに複雑ではないということがわかると思う．グライスの分析は疑いなく，「コミュニケーショ

ンする (communicate)」という言葉の持つ，あらゆる意味の理論の基礎となるような語義において，ひ

とりのひとが他のひととコミュニケーション (commuicate with) しようとする状況の分析として提出

されている．(Strawson 1964, p. 120)

この指摘は重要だ．というのも，ここでストローソンは，グライスの分析する話し手の意味の概念が，単なる

話し手の行為ではなく話し手と聞き手のあいだの「コミュニケーション」と呼ばれる交流を捉えようとしてい

るものと解釈しているからである．もちろんここでのストローソンは「コミュニケーション」で自分が何を言

わんとしているのかを明確にしてはいない．だが，少なくともこれが単なる話し手の個別的行為に尽きない話

し手の意味の側面について述べている言葉であり，その限りで本発表で話し手の意味の第二の特徴とした，話

し手-聞き手共同体に関する帰結と重なっていることは確かだろう．それゆえストローソンの反論は，当初か

らグライスの分析が話し手と聞き手の交流を捉えきれないのではないかという疑念に支えられていたと考えら

れる．

以上の解釈のもとでストローソンが提示した反論は以下のようなものだ．

S はある行為によって Aに pという信念を引き起こそうと意図する．ゆえに S は [条件 1]を満たす．

S は pだといういかにももっともらしい証拠を用意し，Aが見るであろう場所に置く．ただし，S は A

が作業中の自分を見ていることを知っていて，しかも Aが作業中の自分を見ていると S が知っている

ことを Aは知らないということも知ったうえで，そのようなことをする．S の認識では，Aはそこに

用意された「証拠」を p という本物の証拠だとか自然な証拠だとかとは受け取らないが，S がそれを

用意したということを，S が Aに pという信念を生じさせようと意図していると考える根拠と見なす

のである．つまり S は Aが自分の [意図 1]を認識するよう意図している．ゆえに S は [条件 2]を満た

す．S の知るところでは，実際に pであると知っているのでない限り S が Aに pだと思わせたがりは
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しないと考える一般的な根拠を Aは持っている．したがって，Aに pという信念を引き起こそうとい

う S の意図に気づくことは，実は Aにとって pと信じる十分な理由になるということを S は知ってい

る．そして S は Aが自分の [意図 1]に気づくことがこのように機能するべく意図している．ゆえに S

は [条件 3] を満たす．(ibid.)

わかりやすい反例ではないが，アイデアは単純だ．S は Aの推論パターンをうまく利用して，間接的な仕方

で Aに関連する信念を抱かせようとしているのだが，S が抱いている計画が実はグライスの想定している話

し手の意味の条件をすべて満たすようなものとなっているのである．そしてストローソンはすぐ後の個所で，

「これは明らかに，グライスが解明しようとしている（と仮定してよいと思われる）意味での『コミュニケー

ション』の試みの事例ではない」(ibid.)と主張している．それゆえ，グライスの分析は少なくとも十分でない

というのがストローソンの批判だ．

ストローソンの反例そのものはグライスの分析が十分条件を与えていないということを示しているだけであ

り，当初この問題への対処はそれほど難しくないと考えられていたようだ．実際，ストローソンは話し手の意

図 (2)を聞き手に気づかせようという話し手の意図 (4)を条件に加えればこの反例は生じないと論じ，それ以

上の議論は展開していない．ただ，この対処法では新たに導入された意図 (4)について，それを持っていなが

らもそれを持っていることを聞き手に気づかせようとは意図していない話し手を想定することで同様の反例が

作れる可能性が容易に思い浮かぶだろう．ストローソンもまたその懸念を抱いてはいた (Strawson 1964, p.

121)．この懸念に実質を与えたのがシファーである (Schiffer 1972)．シファーは，ストローソンの提案した修

正を施した後でも，まだ同様の反例が作れること，そしてストローソンが試みたタイプの修正では原理的にそ

うした反例は排除できないことを論じた．

ストローソンとシファーの提示した問題を形式的に表すと次のようになる．まず「グライス的分析」という

ものを次のように定義する．

グライス的分析は次のように定義され，さまざまな話し手の意味の分析を要素とする集合 Gである．

1. Grice (1957)の分析は Gの要素となる．

2. Gの要素となっている分析に記述されている任意の話し手 S の意図 (n)について，「S が (n)を意

図していると Aが認識する」という意図を新たに条件に加えた分析は，Gの要素となる．

3. 上記のように定義されたもの以外は Gの要素とならない．

この Gから任意の分析をひとつ取り出すと，その分析には少なくともひとつ「S が (n)を意図していると A

が認識する」という話し手の意図が記述されていない意図 (n)が存在する．それをもとに，分析中に含まれる

条件をすべて満たしながら，意図 (n)を Aに認識させようと意図してはいないような S を考えたなら，スト

ローソンの反例と類比的な反例が出来上がる．重要なのは，これが Gに含まれるすべての分析について言え

るため，こうした反例を排除しようとして新たに意図を付け加えたところで，それに対してもやはり同じ反例

が生じ，話し手が無限に多くの意図を備えているのでない限り，こうした事態は起こり続けるということであ

る．これが意図の無限後退問題である．

この問題に対し，意図基盤意味論の論者はいくつかの前提を共有している．第一に，意図基盤意味論の論者

はこの問題が真に対処すべき問題だと認識している（ストローソンの反例がそもそも反例ではなく，話し手

の意味の真正な事例にすぎないといった議論は，少なくとも意図基盤意味論の論者のあいだで一般的ではな

い）．第二に，話し手が無限に多くの意図を持つことは少なくとも現実にはあり得ないと想定されている．そ

れゆえ，意図基盤意味論の論者は最初期のグライスの分析には見られない新たな概念を開発し，この問題に対
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処しようとしている．その結果がグライスの「ずるい意図 (sneaky intention)」の排除であり，シファーの相

互知識であり，ハーマンの自己言及的意図であり，ディヴィスの指標 (indication)であり，グリーンの顕在性

(manifestness)である (Grice 1982; Schiffer 1972; Harman 1974; Davis 2003; Green 2007)．しかし，すで

に三木 (2015)で論じたように，これらの諸立場はけっきょく再び意図の無限後退問題に巻き込まれるか，も

しくは無限に多くの意図と同等の不可解な心理状態を話し手に帰属するかに終わり，実質的な進展はなされて

いない．

なぜ意図基盤意味論にとってこの問題はここまで難しいのだろうか？　そのヒントは，ストローソンが自身

の反例をコミュニケーションの成立に関わる事例だと認識しているという点にある．ストローソンの見解で

は，彼の反例において，話し手は要求されている意図をすべて持ちながら，しかし話し手と聞き手のあいだに

コミュニケーションは成立していないのであった．意図の無限後退問題に関わる反例は多くの場合，それを成

立せしめている特徴を反省するという形ではなく，あくまでテクニカルに対処すれば済むものとして扱われが

ちであるが，そのように扱ってきた結果が上述のような議論の停滞であるならば，私たちは一連の反例の核に

ある特徴を探るべきだろう．その核と私が考えているのが，コミュニケーションという概念である．

ストローソンの反例においてコミュニケーションが成立していないということの実質を，先に述べた話し手

の意味の第二の特徴と関連付けて捉え直してみよう．話し手はいかにも pらしい証拠を聞き手の前ででっちあ

げ，聞き手はそれがでっちあげであることに気づきつつも話し手は信頼できる人物であり，実際に p出ないの

にそんなでっちあげはしないと思い込んで pと信じるようになる（そして話し手はそうしたことを意図してい

る）というのが，その概要であった．仮に話し手の計画通りに聞き手の認知に変化がもたらされたとして，こ

のとき，話し手-聞き手共同体に先に見たような帰結は生じているのだろうか？　話し手の計画が達成された

とき，聞き手自身はもちろん話し手が pと信じているという信念を持ちうる．だが，仮に話し手がそれに反す

る振る舞いをしたとしてみよう．このときに聞き手に話し手をとがめる権利はあるだろうか？　もちろん，聞

き手は怒るかもしれないし，pと信じさせたことについて話し手を問い詰めるかもしれない．しかし仮定上，

聞き手は話し手の様子を勝手に見て，勝手に信念を形成したことになっているのだから，話し手としては「そ

んなことを言われてもそちらが勝手に思い込んだだけではないか」と言うだけだろう．つまり，聞き手にはこ

のとき，通常の話し手の意味の事例と同じようには，話し手を責める権利がないのである．これは聞き手につ

いても言える．話し手の発話を聞き手が目撃したあとで，聞き手がそれでも話し手が pと信じているという想

定に反するふるまいをしたとしても，話し手はそれを責めるわけにはいかない．そもそも話し手は聞き手に目

撃されているということを聞き手に気づかれはしないように計画を立てているのだから．つまり，ストローソ

ンの反例では，話し手の発話とされるものは，聞き手に認識されたあとでも，共同体的な帰結を欠くのであ

る．同様のことは，意図の無限後退問題に関わるものとして提示される他の反例についても言える．そして，

グライスがこうした事例における話したが「ずるい意図 (sneaky intention)」を持っているなどと述べたり，

シファーなどがどうにか話し手と聞き手のあいだで話し手の意図があからさまになる条件を定義しようとした

りしてきたのは，まさにこの共同体的帰結を避けながら目標を達成する話し手というものを避けようとしての

ことだと考えられる．

同様の問題意識は，テイラーによるベネットの著作 (Bennett 1976/1990) への書評にも見られる (Taylor

1990)．テイラーは意図基盤意味論の分析がコミュニケーション的行動に向けられていることを前提としたう

えで，コミュニケーションにはその対象を私たちのあいだのこととするという特徴があると主張する．テイ

ラーによれば，「十全なコミュニケーションには常に何かが私たちにとっての対象となることに私たちがとも

に到達するというこの特徴が認められ，これはそれが別個に私やあなたにとっての対象となることや，あなた

が知っていると私が知っていたり，私が知っているとあなたが知っていたり，私が知っているとあなたが知っ
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ていると私が知っていたりといったことを可能な範囲でどこまでも繰り返すことよりは強い」(Taylor 1990,

p. 293)．テイラーはコミュニケーションにおけるこうした特徴を entre nousと呼び，これを捉えられないが

ゆえに意図基盤意味論による分析は成功しえないと主張した．そしてテイラーもまた，この問題と意図の無限

後退問題を結びつけている (Taylor 1990, pp. 298-299)．

以上のことから，意図の無限後退問題の核には，話し手-聞き手共同体への帰結をいかに可能にするかとい

う問題があるということがわかる．そしてグライスやそれ以降の意図基盤意味論の論者たちは，それをどうに

か意図基盤意味論の取り込もうという試みを繰り返してきた．そして意図の無限後退問題がこれほどまでに頑

固であるからには，意図基盤意味論には話し手-聞き手共同体への帰結という話し手の意味の第二の側面を捉

えるのに適していない想定を何かしら抱え込んでいるという疑いが生じる．

5 意味を決定する主体なるものへの疑念

意図基盤意味論は意味決定主体仮説を採用し，それを話し手と見なしているということはすでに述べた．し

かし，そもそも話し手という個人が決定する意味なるものが話し手-聞き手共同体に関する帰結を捉えること

はできるのだろうか？　ギルバートによる集合的信念の還元主義への反論は，これを疑わしくする．

すでに述べたように，集合的信念は関連する集団に含まれるメンバーのあいだで，相互的な義務という規範

性をもたらす．ある集団 Gが pということを集合的に信じているとき，そのメンバーは集団全体が pという

信念を持っているひとつの個体を模倣したふるまいをするべく，それぞれのふるまいを調整するよう相互に義

務付けられる．例えばある企業が森林破壊は避けるべき問題であるという集合的信念を持っているときには，

その企業の社員は企業がそうした信念を持つ個体を模倣するようにふるまい，その企業がそのような信念を

持っていないかに見えさせるようなふるまいをした社員は他の社員より責められる．そして集合的信念は関連

するメンバーたちの同意なしに変更することはできない．

ギルバートが取り上げている還元主義とは，集合的信念が関連する個体たちの個別的な心理状態やふるまい

のみから説明可能であるという立場である．ギルバートはそうした立場がいかにして上記のような相互的義務

を説明するのかと問いかける．というのも，個人の信念や意図といった個別的心理状態は，確かにその個人に

とっては規範的帰結を持つかもしれないが，それが個別的である以上，当人への規範を超えて他者を拘束する

ような規範性を持ちはしない．ギルバートの主張によると，こうした規範性のタイプの違いゆえに，集合的信

念は個別的な心理状態やふるまいへと還元されることはない．

この観点からすると，話し手の意味の二つの特徴は，「話し手の自由な行為でありながら，話し手-聞き手共

同体に集合的信念（とその帰結としての相互規範性）をもたらす」という形でまとめることができる．いわば

話し手の意味は共同性を持つ個別的行為なのである．問題は，話し手の意味の分析は，話し手の意味がこうし

た点で，個別的でありかつ共同的であるという奇妙な特性を持つことと向き合わなければならないというこ

とだ．

ここで意図基盤意味論の採用する意味決定主体仮説に戻ろう．この仮説は話し手の意味のこの特定に向き合

うに適しているのであろうか？　意味決定主体仮説は，話し手の意味を話し手の自由の領域に押し込めるた

め，話し手の意味をすっかり個別的なものとしてしまう．このとき，個別的な心理状態が集合的な相互規範性

をもたらす方法がわからなくなるのと同様に，（意図基盤意味論的に理解された）話し手の意味が集合的な相

互規範性をもたらす方法がわからなくなってしまう．

実は意味決定主体仮説を採用しつつ，意図基盤意味論とは異なる立場に達する方法もありうる．それは，話

し手-聞き手共同体が意味を決定するという立場だ．これは実際，Clark ()によって提唱されている．しかし
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この立場を採用したときの帰結は，話し手の意味はもはや話し手単独ではなしえない行為となり，しかも話し

手が最終的に何を意味しているかは話し手にはまったく未知でありうることになる（実際，クラークの主張で

は話し手の意味には聞き手の貢献が不可欠となり，そして話し手の意味は両者の交流の結果としてしかわから

ない）．

ここにはひとつのパズルがある．話し手の意味は，個別的であり共同的である，話し手個人のものでありな

がら話し手-聞き手共同体に影響するという，一見すると対立するような特徴を両立させた代物である．だが

意味決定主体仮説を採用したならば，話し手か話し手-聞き手共同体のいずれかを意味決定主体として認定す

ることになるが，このとき話し手の意味が持つ二面性は損なわれ，片方の面のみへと回収されてしまうことに

なる．しかし，すでに見たように，意図基盤意味論の論者にとってさえ，話し手の意味が持つ共同体的側面は

ぜひとも反映したい特徴となっており，それゆえ意図基盤意味論の論者は共同体的側面を単に無視するという

ことはできない．するとここに意図の無限後退問題が生じる．これは相互規範性を持つ集合的信念という特徴

を話し手の意図という個別的なものに無理やり押し込めようとしたときに生じる症状なのである．他方で，逆

の極であるクラークの立場を採用したなら，意図基盤意味論の論者たちを駆動してきた基本的な直観である話

し手の自由が放棄される．そしてこの立場はほとんど採用されていない．

話し手の意味の二面性と向き合うならば，このパズルは意味決定主体仮説を捨て去ることでしか逃れられな

いというのが私の考えだ．話し手の意味を決定する心理状態が話し手に見出される，あるいは話し手-聞き手

共同体の集合的心理状態に見出されるという立場を放棄し，話し手の意味をそのように決定する主体やその心

理状態といったものは見出せないと考えるべきなのである．話し手の意味は別の仕方で決定されており，それ

ゆえ，それは話し手にも聞き手にも，そして話し手-聞き手共同体にも開かれている．そのように考えること

でしか，話し手の意味の二面性を捉えることはできない．

6 ボトムアップに決定される意味と，意味と心理の関係をめぐる規範説

この節で述べるのは，私の考えのラフ・スケッチである．すでに述べてきたように，意図基盤意味論におけ

る意図の無限後退問題とは，意味決定主体仮説を採用し，話し手に意味決定の自由を負わせながらも話し手の

意味の二面性を捉えようとするという試みから生じている症状となっている．だが，意味決定主体仮説を捨て

ていかにして話し手の意味を考えればいいのだろうか？

私の考えでは，話し手-聞き手共同体にすでに共有されている基礎的な諸手続きから合成的にボトムアップ

式で話し手の意味は決定される．つまり，話し手-聞き手共同体が両者の交流の結果獲得する集合的心理状態

でもなく，話し手の個人的な意図でもなく，話し手と聞き手のあいだですでに共有済みの手続きからの計算の

みで話し手の意味は決まるのである．これは，話し手の意味についてある種の合成性を認めるという考え方

だ．話し手と聞き手は，出会ったときにすでに人間としての基本的な認知，文化的慣習，言語，眼前の状況と

いった無数の事柄を共有しており，これらは両者から成る共同体における共通の資源となる．私の仮説では，

話し手と聞き手は多様な共有の資源を組み合わせてひとつの意味へと彫刻する手段もこうした資源の一部とし

て共有している．そして，その手続きは，そのように組み合わされた結果として得られるメッセージが，その

ような組み合わせを発動させた当人の信念を表すものと目されることになる．結果的に話し手が何かを意味

し，それが話し手-聞き手共同体に受け止められたなら，話し手がある信念を持つということがその共同体の

集合的信念としてもたらされることになる．ストローソンの例は，共有されている手続きを使わずに話し手が

聞き手に影響を与えようとしているがゆえに，話し手の意味の事例と見なされないのだと考えられる．

他方で話し手の自由は，すでに共有されている手続きを組み合わせたひとつの行為を形成する際の自由とし

11



日本科学哲学会第 49回（H28年度）大会（信州大学，2016年 11月 19-20日）

て捉えられる．話し手は，自分が何を意味するかをその心理状態のみによって決定する自由を備えているわけ

ではない．何を意味しているのかは組み合わせに関与した手続きによって決定される．しかし，そうした手続

きを組み合わせた行為を発話として実際になすこと自体は話し手の個人的な自由の枠内にある．そして話し手

が何らかの共同体を背景にその共同体で共有されている手続きを組み合わせて発話を行うこと自体は，たとえ

現実には同じ共同体に属す聞き手が発話の場面にいなくても可能となる．

この見解のもとでは，話し手の心理と話し手の意味は，前者がまずあって後者がそれを表現するという表現

主義とは異なる立場が帰結する．というのも，話し手の意味が話し手の心理と実際に対応している必要はもは

やないからだ．そうではなく，すでに述べたように話し手の意味がまず決定され，そしてそれが話し手の心理

状態に関する一定の相互規範性をもたらす．そして，その規範性ン従おうとする限り，話し手は実際の心理状

態によらず，その心理状態を持っているものとして振る舞うことが要請される．つまり，心理と意味は事実的

な対応や因果的な対応を持つのではなく，規範的な対応を持つのみだというのが私の考えである．もちろん，

この規範性にうまく従うための最も簡単なやり方は，話し手が自分の心理状態と矛盾しないことをできるだけ

意味するように発話を行うことである．その場合，話し手の心理と意味のあいだには事実上の対応が生じがち

だが，これは表現主義が考えるように話し手の意味の本質に属すのではなく，実践上の結果でしかない．

こうした素描はあくまでプログラム提案的な性質のものであり，具体的な枠組みとして固まっているわけで

はない．しかし，意図基盤意味論と意図の無限後退問題の関係に関する本発表の理解に一定の妥当性があるの

ならば，そうした問題を生じさせない立場として，何かを意味できる者たちの属すさまざまな共同体や，そこ

で共有されている意味決定手続きを探求することで話し手の意味を理解しようという見方は有益なものである

と考えられる．ただし，ギルバートが相互規範性への注目によって集合的信念の還元主義に反対したように，

すでに共有された手続きの組み合わせという観点から話し手の意味を理解することは，もはやグライスのプロ

グラムにあるような意味を意図へ還元する，あるいはそれどころか意味をおよそ個体が個別的に持つ何かに還

元する立場には反するものとなるだろう．

7 おわりに

本発表では，話し手の意味が個別的行為でありながら共同体的帰結を持つという点を手掛かりに，意図基盤

意味論にとって逃れがたい意図の無限後退問題が意味決定主体仮説と話し手の意味の共同性を両立させようと

いう試みから生じたひとつの症状なのだということを論じた．そのうえで，意味決定主体仮説を退け，すでに

共有された手続きの組み合わせからボトムアップ式に話し手の意味が決定され，そうした組み合わせとしての

発話の実施においてのみ話し手は自由を持つという立場を，単なるラフ・スケッチの形ではあるが，提案し

た．またそうした立場の帰結として，話し手の心理と意味のあいだの因果的対応を捨て，規範的対応を想定す

ること，グライス的な還元主義が放棄されることとを述べた．
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