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自己紹介

• 大阪大学大学院文学研究科講師

• 専門は英語圏分析哲学（特に言語やコミュニケーション）

• グライスによる意味の分析を批判し、別の立場を提案した博論を、
大幅に加筆修正して『話し手の意味の心理性と公共性』（2019, 
勁草書房）として出版

• 現在、講談社の『群像』にて「言葉の展望台」を連載

• 3月31日にポール・グライスの哲学を、推意の理論はもちろん、意
味の分析、心の哲学、理性論、形而上学まで語り尽くすというテー
マの『グライス 理性の哲学』が出ます。

researchmap→



きょうのお話

•推意の理論と「意味する」の関係

•言語行為と「意味する」の関係

•グライスによる「意味する」の分析

•グライスの立場の問題点と考え得る代案

Herbert Paul Grice
(1913-1988)



意味の分析
“Meaning” (1957):
自然的意味(natural meaning)と非自然的意味(non-natural meaning)の区別
非自然的意味（特に話し手の意味）を話し手の意図という概念によって分析

“Utterer’s Meaning and Intentions” (1967/1969):
推意の理論と意味の分析が合流
意味の分析は推意の理論の基礎を与えるものとして位置付けられる
話し手の意味に関する「意図の無限後退問題」が検討される

“Utterer’s Meaning, Sentence-Meaning, and Word-Meaning” (1967/1968):
文の意味の分析

“Meaning Revisited” (1982):
意味の分析と心の哲学の関係、意味の分析と価値の概念



意味の分析

話し手の意味の分析

「話し手Sがxを発話することでpと意味する」
が真となる必要十分条件を特定する

文の意味の分析

「文sがpと意味する」が真となる必要十分
条件を特定する

話し手の意味

話し手の意図

文の意味

意図基盤意味論
(intention-based semantics)



推意の理論と「意味する」

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)

推意の理論：
話し手の「言う」という行為と「（会話的に）推
意する」という行為との関係に関する理論



推意の理論と「意味する」

三木は関西在住だ

「三木は関西在住だ」という文 〈三木那由他は関西で居住している〉という命題

〈三木那由他は関西で居住している〉という命題

意味する

意味する

〈三木那由他は東京でのイベントには顔を出さ
ないだろう〉という命題

会話的推意

話し手が言う

話し手が意味する（話し手の意味）

文が意味する（文の意味）

推意の理論

“Logic and Conversation” (1967/1975); “Utterer’s Meaning and Intentions” (1967/1969)



推意の理論と「意味する」

• 推意の理論において「（会話的に）推意する」は「言う」をもとに定義
される

• 「pと言う」は、「(1)それをすることで話し手がpと（中心的に）意味し
たことになり、かつ(2)その意味の一部としてpを意味するような文の
発話となっているような行為をすること」として定義される

• 「話し手が意味する」（話し手の意味）、「文が意味する」（文の意味）
の概念分析抜きには、推意の理論は完成しないとグライスは考えた

• （詳しくは三木(2022)をご参照ください）



言語行為と「意味する」

•実はグライスは言語行為論に冷淡で、オースティンや
サールを取り上げる際にも言語行為の話はほとんどし
ない

•とはいえ、ストローソンやサールが、グライスの理論と
言語行為論のつながりをつけてくれている

•ただし、オースティンがconventionを重視したのに対
し、グライスが話し手の意図を重視したために、ふたつ
の理論のあいだには緊張関係がある



言語行為と「意味する」

• P. F. Strawson (1964) “Intention and Convention in Speech Acts”:
オースティンは発語内行為をすべてconventionalなものとするが、ストローソン
はその眼目が「了解(uptake)の保証」にあると捉え、「話し手の意味」をもとに
「聞き手の理解」を定義することで、「了解の保証」の分析に利用しようと提案

• J. R. Searle (1969) Speech Acts:
「発語内行為はその特徴として、音を発したり記号を描いたりすることで遂行され
るものだ。では単に音を発したり記号を描いたりすることと発語内行為を推敲す
ることの違いとは何だろう？ 両者に見られるひとつの違いは、発語内行為の遂行
の際に形成される音や記号はその特徴として意味を持っていると言われることで
あり、それと関連するもうひとつの違いは、その際にはその特徴としてそうした音や
記号を発することで話し手は何かを意味していると言われることである。」



言語行為と「意味する」

主張 命令 質問 依頼 予言 推測 ……

これらを包括する類のようなもの
＝「意味する」という行為

＊ただし、実際の分析では主張を典型とするindicativeなケースの分析と、命令を典型とするimperativeなケースを
別々に分析したうえで、そのあとでそれらのあいだの差を捨象するかたちで「意味する」の一般的分析が目指される



言語行為と「意味する」

•「意味する」は発語内行為の類（ないし「およそ発語
内行為をおこなうという行為」）を捉えると考えられて
きた

•その見込みが正しければ、「意味する」は言語哲学に
おいて、推意の理論だけでなく言語行為論の基礎とし
ての働きも期待されることになる



話し手の意味の分析

「話し手Sがxを発話することでpと意味する」が真になる
⇔Sが次の三つの意図をすべて持ってxを発話する
1. ある聞き手Aにpと信じさせようという意図
2. 意図1をSが持っているとAに認識させようという意図
3. 意図1をSが持っているとAが認識することを、pと信じるためのAにとって

の理由となるようにしようという意図
(Grice 1957, “Meaning”)



あしたテストがあ
るんだよね

Sは映画には
行けない

あしたテストがあ
るんだよね

Sは映画に
は行けない

Sは映画に
は行けない

Sは映画に
は行けない

ということは、
Sは映画には行
けないんだな



意図の無限後退問題

「話し手Sがxを発話することでpと意味する」が真になる
⇔Sが次の三つの意図をすべて持ってxを発話する
1. ある聞き手Aにpと信じさせようという意図
2. 意図1をSが持っているとAに認識させようという意図
3. 意図1をSが持っているとAが認識することを、pと信じるためのAにとって

の理由となるようにしようという意図
(Grice 1957)

意図2をSが持っているとAに認識
させようという意図がないときに生
じる反例

意図2をSが持っているとAに認識
させようという意図4をSが持って
いるとAに認識させようという意図
がないときに生じる反例



意図の無限後退問題

•グライスの方式で「話し手が何かを意味する」の分析を与え
ようとすると、いつまでたっても反例が生じていたちごっこに
なり、結果的に際限なく多くの意図が要求され続けてしまう

•グライス、シファー、ハーマンなどの論者があれこれと対策を
考え、2000年代にもデイヴィス、グリーンなどの論者が新た
なアプローチを考案したが、解決の糸口は見えていない

•Grice(1957)に始まり、60年以上にわたって、意図基盤意
味論にとってはいまだどうしたら乗り越えられるのかさえわ
かっていない問題



共同性基盤意味論(三木 2019)

あしたテストがあ
るんだよね

Sは映画には
行けない

Sは映画には
行けない

Sは映画には
行けない

個人レベルの心理

個人レベルの心理

こういうバケツリレー式のコ
ミュニケーション観を出発点
にしたのがおかしいのでは

あしたテストがあ
るんだよね

Sは映画には行けないというふ
うにSは信じている

集団レベルの心理発話が、話し手と聞き手がひ
とつの集団となり、集団レベ
ルの心理を形成するための

キューとして機能する



Margaret Gilbert (2013) Joint Commitment
の共同的コミットメント

たまたま同じ方向に近い距離で歩いているだ
けのふたりの場合、一方がそのように歩くのを
やめても他方がそれを責めることはできない

ふたりのひとが一緒に歩いている場合、一方が止まったり別
の方向に行ったりしたら、もう一方にはそれを非難する権利
が生じる
こうした相互的な権利と義務を「共同的コミットメント」と呼ぶ



共同性基盤意味論

あしたテストがあ
るんだよね

Sは映画には行けないというふ
うにSは信じている

集団レベルの心理

あしたテストがあ
るんだよね

〈Sは映画には行けない〉とSは信じているかのように
お互いに振る舞いましょうという共同的コミットメント

この共同的コミットメントの形成で合
意したら、以後このコミットメントから
生じる義務や権利をもとに行為して

いくことになる



共同性基盤意味論

• 共同性基盤意味論は、「意図」という個人の心理に関わる概念に代わり「共同的
コミットメント」という集合レベルの規範性に関わる概念を軸としてコミュニケー
ションをとらえようという立場

• 話し手の意味に関しても、「その発話によって一定の共同的コミットメントの形成
への準備表明がなされる」という観点から分析を与える

• 基本的なアイデアとしては、意図の無限後退問題は意図という個人的なものを出
発点に、コミュニケーションにおける種の「明示性」を捉えようという無茶なことを
試みたせいで生じた問題であって、だから話し手の意味の分析は意図のような
個人レベルの概念とは異なる概念によって与えられなければならない、と考えて
いる

• 実は（本を出したあとに知ったのだが…）Geurts (2019)などのように、規範的
概念を用いたコミュニケーション観を提唱する論者が最近ほかにも出てきている



まとめ

• 意味の分析は、グライスにとって推意の理論の基礎理論であった

• また、サールやストローソンは、グライスの取り上げる話し手の意味という概念が、発語内
行為の類に当たるようなものであったと考えており、言語行為論にとっても基礎理論とな
る見込みがある

• グライスやその影響下の論者による意図基盤意味論的な話し手の意味の分析には、意
図の無限後退問題という問題があり、これについては私の知る限り解決の見込みも得ら
れていない

• 話し手の意図という個人の心理に関する概念に代えて、共同的コミットメントという集合
的な規範性に関する概念を持ち込むことで、意図の無限後退問題を回避できる

• もしも話し手の意味の概念が言語行為論や推意の理論の基礎として用いうるものであ
るならば、それらの枠組みにおいても共同的コミットメントのような概念が有用かもしれな
い
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