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1 序論
ポール・グライスは会話的推意 (conversational implicature)の理論で知られる*1。ただ、推意の理論その
ものの知名度に比べると、グライスがいかなる文脈のもとでこの理論を提示し、そしていかなる基礎のうえに
この理論を立てていたのかといった側面は、あまり知られていないように思われる。本発表では、グライス哲
学における推意の理論の役割、およびその基礎を紹介したうえで、推意の理論の基礎を与えるはずの意図基盤
意味論という枠組みが、いかなる脆弱性を持っているかを論じる。ただし、推意の理論そのものについては、
すでに知られているものと前提にする。

2 グライス哲学における推意の役割
グライスの推意の理論と言えば、1967年のウィリアム・ジェイムズ記念連続講演の一部をもとに 1975年に
発表された「論理と会話」(“Logic and Conversation”)に言及するのが一般的だろう。しかし実際にグライス
が推意の理論を初めて提案したのは、それより前の 1961年の論文「知覚の因果説」(“The Causal Theory of

Perception”)においてであった。
「知覚の因果説」は、その名の通り因果という概念を利用した知覚の理論を擁護する論文である。グライス
が想定しているのはこのような立場だ。通常の知覚、例えば目の見えるひとが木を見るような場合において、
私たちは目の前に木があるという状態の結果として、〈木がある〉という視覚的な感覚上のデータ*2を手にす
る。私たちが直接に認識しているのはこの感覚上のデータであって、実物としての木は直接に見られているわ
けではなく、あくまでこのデータの原因であるにすぎない。また、私がたまたま酩酊の末に本当は木が存在し
ていないところで木の錯覚を持ってしまったとする。この立場においてはこうした場合、実物としての木がな
いままに感覚上のデータとしての木のデータだけが生じていると考えられる。哲学ではしばしば、「実際に木
があるかないかに関しては私たちは誤ることがあるが、木のデータが自分の感覚に生じているかどうかについ
ては誤ることがない。だからここを出発点に知識の理論や科学論をやっていけば、絶対確実な基礎のもとで確
実な知識について探求することができる」といった発想が語られる。
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*1 推意には会話的推意 (conversational meaning)と規約的推意 (conventional meaning)があるが、本発表では後者を取り上げな
いので、以下では「会話的推意」を単に「推意」と呼ぶことにする。

*2 「センスデータ」と呼ぶ。
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さて、問題は「感覚上のデータ」とは何かである。20世紀の英語圏の哲学では、こうした問題を言語に絡め
て考察するタイプの手法が広く採用されていた。そうした手法のもとで、「Aさんが木があるという感覚上の
データを得ているというのは、『Aさんに木があるように見える』が真であるときに成り立つ事柄だとしよう」
として、「ように見える」(“look”, “seem”)という言葉の使いかたをもとに感覚上のデータなるものを特徴づ
けようとする人々が現れる。これに対してグライスの兄貴分である J. L. オースティンのようないわゆるオッ
クスフォード日常言語学派*3やそれに似た立場の哲学者たちは、「だが実際に明らかに木が目の前にあり、そ
れに関して疑問の余地がない状況では『木があるように見える』とは言わない。そうすると明らかに木がある
場合に木の感覚上のデータは得られないということになるが、それではあなたたちのやりたいことと齟齬を来
たす」といった反論をした。
グライスが推意の理論に期待したのは、こうした反論から知覚の因果説を守る働きであった。要するに、「確
かに木が目の前に明らかにある場合には『木があるように見える』とは言わないが、それはミスリーディング
な推意が生じてしまうためであって、その文の発話そのものがその状況で偽であるからではない。実際、その
文のその文脈における発話は真ではあるのだ」と言い返し、反論者たちは文の意味と文を発話することで生じ
る推意とを取り違えていると主張するのである。
グライスにとって推意の理論は、会話分析のツールというより、このように日常的な言葉の使いかたに着目
して議論をおこなう哲学者に対し、「あなたたちはきちんと推意と文の意味を区別しないで誤った議論をして
いる」と言い返すための哲学的メソッドであった。このことは「プロレゴメナ」(“Prolegomena”)と題された
ウィリアム・ジェイムズ記念講義の導入でもはっきりと述べられている。
こうした背景があったためだろう。グライスにとっては推意の理論は単に使える理論であるだけでは足り
ず、しっかりとした基礎のうえに築かれていなければならなかったようだ。推意の理論の基礎を見るために、
次節では推意の理論がグライスにとっていかなる理論であったのかを確認する。

3 心理帰属の一種としての推意
推意の理論とはいかなる理論なのか？　よく出てくる例は次のようなものだ。

(1) A: これから映画でも見に行かない？
B: あしたテストがあるんだよね。

会話を交わしている以上、Bは協調原理を守っているはずである。だが、そうだとすると会話の諸格率を守ろ
うとしているはずだが、Bが言っていることを額面通りに受け取ると関係の格率に反する発話になっている。
しかし、ここで Bが〈テスト勉強で忙しいから映画には行けない〉と想定しているとすると、その想定のレベ
ルではきちんと関係の格率に従っていることになる。この場合に Bは〈テスト勉強で忙しいから映画には行
けない〉ということを推意している*4。
ただ、Davis (1998)でも指摘されていることだが、これだけを見ると推意の理論は「どうとでも言える」理
論に見えてくる。先ほどの例の Bは〈テスト前の気晴らしは大事だからもちろん映画に行く〉や〈テスト勉強
もしないとならないから映画は急ぎ気味で見に行きたい〉といったことを想定していたとしても、関係の格率

*3 第二次大戦後のオックスフォードを中心におこなわれた、日常的な言語使用のありかたに着目して哲学の問題に取り組もうとする
一派。

*4 「推意」という言葉は行為と内容の両方を指すかたちで現在用いられているように思うが、グライスの用法においては基本的には
話し手の行為を指しているため、「推意する」のような表現を用いる。
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には従っていることになるのだが、そのうちのどれが正しい推意なのか、これだけではよくわからないという
趣旨のことをデイヴィスは言っている。
実際にはグライスはもう少し手の込んだことをしている。グライスによる（会話的）推意の定義は次のよう
なものだ*5。

pと言う（あるいは言うふりをする）ことで（ときに、なかで）qと推意したひとが、qと会話的に推意
したと言われうるのは、（１）そのひとは会話の格率を、あるいはせめて協調原理は遵守しているもの
と推定され、（２）そのひとの pという発言またはその素振り（あるいは

、
　ま
、
　さ
、
　に
、
　そ
、
　の
、
　言
、
　い
、
　回
、
　し
、
　に
、
　お
、
　い
、
　て

それがなされていること）をこの推定と両立させるためには、そのひとが qと気づいている、あるいは
qと考えている、と仮定する必要があり、そして（３）（２）で触れた仮定が必要だと割り出すか、ま
たは直観的に把握するといったことが聞き手の能力の範囲内にあると話し手が考えている（しかも、自
分がそう考えていると聞き手が考えることを話し手が予想しているはずである）場合である。(Grice,

1975a, pp. 30-31, 邦訳 44頁)

重要なのは、先ほどの簡単な説明では (1)と (2)のみが言われていたのに対し、グライス自身の定義では (3)

という一見すると役割がよくわからないうえに、やけに複雑な条件が課せられていることだ。これに対応し
て、聞き手が推意の存在を割り出す際のステップは次のようにまとめられている。

会話的推意を割り出すときの一般的なパターンは次のように与えることもできそうだ。「話し手は pと
言った。話し手が格率を遵守したり、あるいはせめて協調原理くらいは遵守したりといったことをして
いないと想定する理由はない。だが話し手が qと考えているのでない限り、話し手はそれらを遵守しよ
うがない。しかも話し手が qと考えているという想定が必要になると私が見通せるということを、話し
手はわかっている（し、話し手がそうわかっていると私にわかっていることもわかっている）。話し手
は私に qと考えさせまいというようなことを何もしてはいない。話し手は、私が qと考えるよう意図し
ているか、そこまでではなくとも、私に qと考える余地を与えようというくらいのことはしている。そ
れゆえ、話し手は qと推意したのだ」(Grice 1975a, p. 31, 邦訳 45頁)

こちらでも、聞き手は話し手が協調原理を遵守しているという想定を守るための qという命題にたどり着くだ
けでは足りないということになっている。そこからさらに聞き手がそのように推測すると話し手がわかってい
るということ、そして話し手がそうしたことをわかっていると聞き手がわかっていると話し手がわかっている
ということ、さらには話し手が自分に qと考えさせようと意図していることが必要だとされている。
こうした記述から、グライスにおいて推意という現象は、話し手が言ったことに当たる命題的な内容から協
調原理や会話の格率の関わる推論を経て新たな命題的内容に到達するというだけでは済まないものであったと
いうことがわかる。それだけの話ならば、推意の定義も、割り出しパターンの提示も、もっと単純なもので済
んだのだ。しかし実際にはそうではなく、推意するためには話し手は条件 (3)で述べられているような複雑な
心理を持たなければならないし、聞き手は話し手の意図に関わる複雑な計算をしなければならないとされて
いる。
グライスの哲学において、推意というのは誰かが別の誰かの行為を観察して、その行為をもとに後者に心理
を帰属させる複雑なプロセスのなかで生じるものであった、と言うことができる。素朴な例を挙げるなら、あ
るひとが冷蔵庫を開けてお茶を取り出したなら、私たちはその行為を見て〈お茶を飲もう〉という意図を帰属

*5 訳はすべて既存の訳書を参考にしつつ、私自身で与えている。
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させる。こうした心理帰属は、お茶を取り出すといったような非言語的な行為だけでなく、言語的な行為、す
なわち発話に対してもなされる。私が「雨が降りそうだね」と言った場合、それを聞いたひとは私にさまざま
に心理を帰属させるだろう。〈雨が降りそうだ〉という信念や、〈雨が降りそうだと考えていると聞き手に認識
させよう〉という意図などだ。こうしてさまざまな心理が帰属されるなかで、〈聞き手に qと考えさせようと
いう意図〉だとか〈聞き手に qと考えさせようという意図を聞き手に推察させようという意図〉だとかといっ
たものが帰属されるような場合に、しかもその推察の過程で話し手が協調原理に従っているという前提が必要
となるような場合に、推意という現象は成立する。
グライスは 1975年にアメリカ哲学会会長講演として「哲学的心理学の方法（ありふれたものから奇妙なも
のまで）」(“Method in Philosophical Psychology (From the Banal to the Bizzare)”)を発表し、これはの
ちの 1991年に出版された『価値の構想』(The Conception of Value)に収録されている。ここでは行為と心
理の関係がある種の公理系によって与えられるものだと説明されている。曰く、私たちは一群の心理法則を一
種の公理として持っていて、ひとがある状況に置かれたことと同じひとがある行為をしたこととのあいだに説
明の架け橋を与えるようにそうした公理のいくつかを用いており、心理とはそのような公理のなかにのみ現れ
る一種の理論概念なのだという。また行為の説明という点に関しては、1979年の講演に基づき 2001年に出版
された『理性の諸相』(Aspects of Reason)において、被説明項を結論とする推論を構築することで、その推
論の前提を説明項とすることができるものと解説されている。グライスが明示的につながりを語っているわけ
ではないのだが*6、おそらくグライスにとっては推意という現象もこうした心理論の内部に位置づけられるも
のであり、それゆえ推意という現象を解明するには、本来的には私たちが用いている心理法則を特定するとい
う作業が必要だと考えていたものと思われる。ちなみに「論理と会話」では、協調原理や会話の格率と対応す
るものが非言語的なやり取りの領域にも存在すると語られている。これもまた、推意という現象が非言語的な
行為にも関わるような心理帰属という営みの内部に置かれているということの証左となるだろう。
先に述べた、「推意の理論は『どうとでも言える』理論に見える」という問題点は、おそらくグライスにとっ
てはこれによって克服されていたように思われる。グライスの定義に従って推意を計算するには、話し手の心
理に関してかなり複雑な推測をしなければならない。その際には、協調原理や会話の格率だけでなく、話し手
がいったいどういった性格の人物でどういうときにどういう振る舞いをする傾向にあるのか、話し手がこれま
で持ってきた他の心理はいかなるものなのかといった、発話がなされたその特定の文脈に限定されないような
広範な情報が用いられることになるだろう。協調原理や会話の格率だけに照らすなら複数ありそうな推意の候
補のうちでも、グライスにとって本当に推意と認められるのはそうした複雑な心理帰属の結果として条件 (3)

で述べられたような心理が話し手に帰属された場合に、それと対応する内容を持つものだけなのである。
こうしたグライスの見解は、想像するに、現在「推意の理論」として知られているものとはいくらか違っ
た印象を与えるのではないだろうか？　グライスの考えかたに従うなら、推意は心理帰属の一種なのだから、
個々の事例における推意を導出するには、その場の状況と協調原理や会話の格率だけでは足りず、話し手のそ
の他の心理や話し手の性格、話し手が過去におこなっていたことなど、かなり広範な情報の網の目のなかにあ
ることになる。しかし、なぜグライスはそのような考えかたをしたのだろうか？　それは、グライスが「意
味」という現象を心理的な現象だと見ていたためである。*7

*6 グライスの退職記念論文集『合理性の哲学的基礎』(Philosophical Grounds of Rationality) では、編者のリチャード・グラン
ディ、リチャード・ワーナーが推意の理論を心理論の内部に位置づける解説を行っており、グライスはそれに対するコメントにお
いて特にその点に反対していない、という間接的な証拠はある。

*7 この節の内容についてさらに詳しくは三木 (2021)を参照のこと。
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4 話し手の意味の分析
1957年にグライスは「意味」(“Meaning”)という論文を発表している*8。推意の理論が生まれるより前に
公刊されたこの論文で、グライスは意味にまつわる概念を心理的な概念によって分析するプロジェクトを提案
している。
基本的な発想はこうだ。「意味」という言葉が用いられる場面のなかには、「話し手 Sが xを発話することで

pと意味する」と呼べるようなものがある*9。例えば「私は『雨が降りそう』ということで〈私は手が離せな
いからあなたが洗濯物を取り込むべきだ〉と意味した」というようなものが、その一例に当たる。この例から
もわかるように、「意味する」と呼ばれる事例には、推意に対応するものも含まれており、発話された文の意
味と意味されている内容は必ずしも対応していなくてもよい。では、「話し手 Sが xを発話することで pと意
味する」とはどういうことだろうか？
仮説の提示と反例の検討を繰り返しながら、グライスはそれが、次の 3つの意図を持って発話をおこなうこ
とだと主張する。

1. Sはある聞き手 Aに pと信じさせようと意図している
2. Sは自分が 1の意図を持っていると Aに認識させようと意図している
3. Sは、自分が 1の意図を持っていると Aが認識することが Aにとって pと信じる理由になるようにし
ようと意図している

先ほどの例で言うと、私は「雨が降りそうだ」と言うときに、あなたがそれを聞いて〈三木は手が離せないか
らこちらが洗濯物を取り込むべきだ〉と思うように意図していて、しかも「あ、三木はこちらに〈三木は手が
離せないからこちらが洗濯物を取り込むべきだ〉と思わせようとしているのだな」と思わせようとも意図して
いて、そのうえで「三木が〈三木は手が離せないからこちらが洗濯物を取り込むべきだ〉と思わせようとして
いるのだから、きっと本当に三木は手が離せないからこちらが洗濯物を取り込むべきだ」と思わせようとも意
図していたなら、私は〈三木は手が離せないからこちらが洗濯物を取り込むべきだ〉と意味していたことにな
る。微妙に言葉づかいや定式化が異なるが、ここに見られるのが推意の定義や推意割り出しのパターンで語ら
れていたのと同様の心理であるということが見て取れるだろう。
グライスはさらに言語などの規約的な意味まで話し手の意図という概念によって分析しようとしているが、
その点は割愛する。重要なのは、グライスにはそもそも「意味する」という現象を意図という心理によって分
析する理論があったということだ。これが前提となっていたから、「意味する」の一種である推意もまた、心
理帰属という領域のうちにその位置を持つことになるのである*10。
ここまでで述べてきたのは、推意という現象がグライスにおいて、単に協調原理と会話の格率とだけから定
義されていたわけではなく、むしろ推意は心理帰属という営みの内部に位置を持つ現象として特徴づけられて
いたということ、そしてその背後には「意味する」を話し手の意図という概念で分析しようというグライスの
プログラムがあった、ということである。「意味する」は話し手の意図によって分析できるというグライスの

*8 とにかく論文を投稿するということをやりたがらないグライスに業を煮やして、弟分の P. F. ストローソンが代わりに校正して投
稿してあげたというエピソードのある論文だ。

*9 日本語ではあまり「意味する」とは言わない気もするが、おおよそ「伝達する」のようなものだと思ってもらってよい。
*10 実際、グライスは「発話者の意味と意図」(“Utterer’s Meaning and Intentions”)において、「意味する」の分析を明示的に推意
の理論の基礎理論として位置付けている。
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立場は、現在「意図基盤意味論 (intention-based semantics)」と呼ばれている。
さて、グライスにとって推意と「意味する」と話し手の意図がこのように密接に関わっていたがゆえに、こ
こで問題が生じる。一方で、推意という現象は協調原理と会話の格率だけから捉えようとしたら曖昧なものに
なってしまい、その心理帰属という側面を見てようやくより確固としたかたちを得るものとなっていた。他方
で、推意をそのように定義できるのは、「意味する」を意図によって分析する意図基盤意味論の枠組みがあっ
てこそなのであった。しかし、この意図基盤意味論には 1960年代からいまに至るまで解決のめどが立ってい
ない大きな問題があるのである。

5 意図基盤意味論の問題
この問題を最初に指摘したのは P. F. ストローソンであり、のちに S. R. シファーが改めてこれを定式化
した。
グライスの分析に出てくるふたつ目の意図に注目してほしい。そこには「Sは自分が 1の意図を持っている
と Aに認識させようと意図している」と書かれている。グライスがこれを条件に含めた理由は、意図 1だけ
を持ち、意図 1を持っていると聞き手に認識させようとは意図していない話し手の例をつくってみたときに、
「話し手が何かを意味している」とは言い難い状況になってしまうと気づいたためであった*11。だとすると、
すぐにこのような疑問が出てくる。「話し手は、自分が意図 2を持っているということを聞き手に気づかせよ
うと意図していなくてもよいのだろうか？」
よくない、ということを指摘したのがストローソンだ (Strawson 1964)。ただ、それだけだと反例が 1個付
け足されただけで、大した問題ではない。それよりも重大なのは、ストローソンが同じやり方で、条件に意図
を何個増やそうとも反例を理論上構築できるようなメソッドを提案したということである。それゆえ要する
に、「意図 2に気づかせようという意図 4」、「意図 4に気づかせようという意図 5」、「意図 5に気づかせようと
いう意図 6」と、いくつ意図を重ねても、理論上絶対に反例が作れる（実際の私たちにとっては理解の困難な
複雑な例になったとしても）のである。結果的にこうしたやり方で反例に対処したならば、永久に次の意図を
分析に導入し続けることになり、この分析は決して終わることがないということになる。この問題は、「意図
の無限後退」と呼ばれている。
これに対して、いくつかの解決策が提案された、グライスは「分析に『話し手はしかじかの意図を持つ』を
加えるのではなく、『しかじかの意図は持たない』を加えることで対処できないか」と論じたが、シファーの
批判もあり、これはグライス以外には採用されなかった。シファーは 1972年の『意味』(Meaning)という本
で「Aが pと知っている」「Bが pと知っている」「Aが pと知っていると Bが知っている」「Bが pと知っ
ていると Aが知っている」…といった無限個の知識の系列が成り立つときに成立する「相互知識」という概
念を提案し、これを意図基盤意味論の分析に組み込むことで問題を解決しようとしたが、1974年にギルバー
ト・ハーマンがこの本を取り上げた書評において、シファーの分析にも同じ問題が生じることを指摘し、のち
にシファー自身もこの批判を受け入れて意図基盤意味論を放棄することになった。ハーマン自身も別の提案を
したが、これは無限後退を起こさない代わりに、私たちが通常「意図」と呼ぶものとは似ても似つかないモン
スター的な「意図」を用いる奇妙な分析になってしまっていた。2000年代になってちょっとした意図基盤意
味論のリバイバルブームが起こり、W. A. デイヴィス、M. S. グリーンといった論者が分析から聞き手への言

*11 このあたりの話題は基本的に例がややこしいので割愛する。私が 2019年に出した『話し手の意味の心理性と公共性』の第 1章と
第 2章で詳しく紹介している。
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及を排除する新しいタイプの意図基盤意味論の分析を提出したが、いずれも過去の理論と同じ問題が残ってい
る (Davis 2003, Green 2007)*12。
シファーは、この問題の根源を適切に見て取っていた。一般的に、話し手が何かを意味したと言えるような
状況であるにもかかわらず、話し手が「私は何も意味してませんが？」というような顔をすることはできない。
もしもそのようにすっとぼけられるとしたら、それは「意味する」という行為にはなっていない。意図基盤意
味論の論者たちを苦しめたのは、どれだけ話し手の持つべき意図を複雑にし、工夫を凝らしたとしても、それ
によって定義される「意味する」はどうしてもこうしたことの成り立たない「私は何も意味してませんが？」
とすっとぼけられるような代物に陥ってしまうということであった。そしてストローソンの提案したメソッド
は、まさにこうしたすっとぼけが可能なときにそれを利用して反例を構築するものとなっていたのである。
意図基盤意味論の論者たちが直面したのは、意図というあくまで個人の心理に過ぎないものと、「意味する」
という話し手と聞き手のあいだで生じる一種の間主観的な現象とのあいだのギャップであった、と言える。意
図が単なる個人の心理である以上、話し手はそれを聞き手に開示しないでこっそりと実現しようとすることが
できる。そのような概念では、話し手と聞き手に共有される現象はとらえきれない。これが意図の無限後退問
題がもたらす教訓だろう。
しかし、そうなると困ったことになってしまう。推意の理論の基礎には「意味する」の分析があり、それを
介して推意の理論は心理論と結びつけられていた。しかし肝心の「意味する」の分析が、このように 60年か
けても解決のできない（そして私の見立てではそもそも解決不可能な）問題を抱えているのである。どうすれ
ばいいのだろうか？

6 共同性基盤意味論と関連する最近の動向
私は意図という心理的な概念に変えて、コミットメントという規範的な概念を用いることを提案している。
ただ、私が「これからジョギングをがんばることにしよう」と胸のうちで決意するような個人的なコミットメ
ントでは、結局のところ意図と変わらない問題を生じさせる。共同行為論という分野の重鎮のひとりである
マーガレット・ギルバートの提案する共同的コミットメント (joint commitment)という概念に、私は問題解
決への糸口を見ている*13。
ギルバートの言う共同的コミットメントとは、複数のひとのあいだで成り立つ相互的な規範性だ。例えば私
とあなたが一緒に駅まで歩いているとする。私たちが本当に「一緒に」歩いているなら、その途中で私が無断
で「やっぱり駅に行く前にカフェでのんびりしよう」などと考えてカフェに入っていこうとしたなら、あなた
には「いや、ちょっと待って」と止め、非難する権利があるだろう。逆に言えば、私にはあなたと一緒に歩い
ている以上は従うべき義務があるのである。これは立場を逆にしても変わらず、あなたもまた同様の義務を
負っているし、それに反すれば私には非難の権利が生じる。これは私とあなたがたまたま同じとき、同じス
ピードで同じ場所に向かって近い距離で歩いているという場合とは大きく異なっている。この後者の場合に私
がカフェに入っていったとして、あなたにそれを非難する権利はないはずだ。
詳細を省くと、私は「話し手 Sが xを発話することで pということを意味する」は「xは、聞き手 Aがそれ
を受け入れたなら Sと Aは〈話し手が pと信じている〉かのように互いに振る舞うことに共同的にコミット
することになるような行為となっており、Sはそうした xをおこなう」といったこととして分析できるのでは

*12 このあたりも詳しくは『話し手の意味の心理性と公共性』第 3章を参照のこと。
*13 ギルバートはさまざまなところで手を変え品を変え同じ話をしているのだが、ひとまず共同的コミットメントについて知るには

2013年の『共同的コミットメント』(Joint Commitment)がよいだろう。
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ないかと考えている。意図という個人レベルの現象で「意味する」を捉えるのをやめ、「話し手と聞き手が共
同的コミットメントを形成する」という間主観的な次元において「意味する」を捉えようとしているのだ*14。
実は、私もあとから知ったのだが、コミットメントや共同行為という概念を用いて言語行為 (speech act)

を分析する動向が、最近確かに存在している。例えば Geurts(2019) は、コミットメントの共有をコミュニ
ケーションの核と見て、さまざまな言語行為の分類を試みている。また McDonald (2021) は発語内的力
(illocutionary force)を話し手と聞き手の合意によって決定されるものと見る見解を提示している。これらの
論者と私の考えは、明らかに同じ方向に進んでいる。ただ異なるのは、これらの論者が言語行為の分析を試み
ているのに対し、私は「意味する」の分析に、それゆえ推意の理論の基礎理論となるような理論に関する議論
にこの発想を用いているというところだろう。

7 結論
グライスにおいて、推意は心理帰属という広範な現象のうちに位置づけられる、その意味で心理的な現象と
見なされている。それによってグライスの理論においては、協調原理と会話の格率だけに基づいて推意を考え
た場合には難しいと思われるような仕方で、各事例における推意を決定できるようになっていた。他方で、そ
のような心理説としての推意の理論という発想は、「意味する」を意図によって分析するという意図基盤意味
論のプログラムに支えられているものだった。しかしこの意図基盤意味論には意図の無限後退問題という 60

年以上にわたって解決されていない困難が知られている。私が『話し手の意味の心理性と公共性』で提案して
いる共同性基盤意味論というアプローチは、意図という概念に代えて共同的コミットメントという概念を用い
ることで、無限後退問題の生じない「意味する」の分析を与えようというものとなっている。そしてこれは、
幾人かの論者が試みている言語行為論のコミットメントによる、あるいは共同的行為による分析と、おおよそ
同じ方向に進むアプローチにもなっていた。
本発表で語ったことは、あくまで哲学説として推意の理論とグライスの関連する他の理論とを見たときにど
のような問題があり、私がどういった代案を考えているのかといったことだ。それゆえ、語用論の理論として
推意の理論を用いるうえで、ここで紹介した問題に悩む必要があるのか、私の出した代案を採用する必要があ
るのかといったことはわからない。ただ、少なくとも哲学説としては意図という概念に代えて共同的コミット
メントという概念を用いることには一定の正当化が与えられ得るのであり、それゆえ場合によっては、この概
念を用いてコミュニケーションを分析することは語用論的にも何らかの意義を持つのかもしれない。*15
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