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!. 問題提起：確定記述と情報構造 

 論理学では、個体を指示する言語表現以外の言語表現は全て述語（さもなくば論理演算子）として扱

われる。ここでいう「論理学的な述語」の集まりでありながら、全体としてただ一つの対象を指示1する

機能を持つ表現は一般に「確定記述」と呼ばれる (Russell 1905)。 

 

(1) a. 惑星の軌道が楕円であることを発見した人は惨めな死に方をした。 

 b. ケプラーは惨めな死に方をした。    (Frege 1892) 

 

(1a) の「惑星の軌道が楕円であることを発見した人」と (1b) の「ケプラー」は同一の対象を指示しつ

つも、前者は述語によってのみ構成され、本来的に個体を指示する表現である後者とは異なる。ここに

おける前者が確定記述であり、後者は一般に「固有名」と呼ばれる。定義上述語の集まりであるからに

は、それらの述語を満たす対象がこの世界に存在しなかった場合には、確定記述は指示に失敗する。 

 

(2) 今のフランス王は賢い。    (Strawson 1950, 1964) 

 

「今のフランス王」を満たす対象は存在しないため、それを発話したところで話し手は何も指示するこ

とができない。すると、(2) は何について「賢い」と言っているのかわからない文だということになる。

この種の平叙文は、Strawson (1950) によれば、それを発話することによってなされる言明が真であるか

偽であるかという問題がそもそも生じず2、真理値を持たない。ところが、こうした平叙文の情報構造3

を変えると、確定記述の指示対象が存在しないというまさにそのことを理由に、真理値が偽であるよう

に思われる場合がある (Strawson 1964)。 

                                                        
1 厳密には、確定記述それ自体としては対象を「表示」(denote) し、話し手がその確定記述を用いて対象を「指示」
(refer to) するというべきだが、ここでは議論が煩瑣になるのを避けるため、単に指示と呼ぶ。 
2 平叙文は多くの場合、事態を記述するために発話される。 

(i) (いまここで) 雨が降っている。 
(i) を発話することでなされる言明は、その発話状況において雨が降っていた場合に「真である」と判断され、そうでな
ければ「偽である」と判断される。正常な（例えば指示に失敗していない）平叙文の発話によってなされる言明につい
ては、それが真であるか偽であるかということが問題となるのが普通である。 
3 真理条件を同じくする二つ以上の文について、それぞれが典型的に用いられる談話上の環境が異なるとき、「これらの
文は情報構造が異なる」と言われる (Lambrecht 1994)。次の (ii), (iii) に示されるように、(3a, b) は情報構造が異なる文
である（ただし、“#” は文法的には不適格ではないものの、当該の会話における使用として不自然であることを表す）。 

(ii) A: フランス王ってどんな人？ 
 B: [フランス王は賢い。/ #賢いのはフランス王だ。] 

(iii) A: 賢いのは誰？ 
 B: [#フランス王は賢い。/ 賢いのはフランス王だ。] 
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(3) a. フランス王は賢い。 

 b. 賢いのはフランス王だ。  （cf. Strawson 1964, ボールド体は韻律的強勢を表す） 

 

(3a) は (2) 同様真理値を持たないが、(3b) は単に偽である（たとえば、賢い人を挙げるクイズで解答者

が (3b) を発話した場合には、「真でも偽でもない」とは言われず、単に不正解となる）。この両者の違い

について、Strawson (1964) は 14 年前の自身のテーゼを修正し、確定記述を用いて指示されることが期

待される対象（ここではフランス王）がトピックとなっているか否かによって直観が左右されているの

だと分析し直す。 

 

〈修正版ストローソンのテーゼ〉 

確定記述 Dを含む文 Sを発話することでなされる（この世界@についての）言明につい

て、次のⅠのみが成り立つときにはその言明は単に偽であり、Ⅰ・Ⅱが両方成り立つと

き、そしてそのときに限り、真理値を持たない： 

Ⅰ. Dを用いて指示されることが期待される対象 Rが(@に)存在しない。 

Ⅱ. Rがトピックとなっている。 

 

このテーゼに従えば、(3a) はⅠとⅡが両方成り立っているため真でも偽でもなく、他方で、(3b) はⅠの

みが成り立っている場合に該当するため単に偽である、と分析される。しかし Ducrot (1984) が指摘する

通り、私たちは一般に、ある世界に存在しないと自身が信じているところの対象 Rを、本気
．．
で
．
、当のそ

の世界についての言明のトピックとすることはできない4。それゆえ、私たちはⅠとⅡを同時に信じるこ

とはできず、実は〈修正版ストローソンのテーゼ〉はテーゼの体をなしていない5。これついて、素朴に

は、次のような形でⅡを他者の信念に帰属させればデュクロの批判を回避できるように思われる。 

 

〈修正版修正版ストローソンのテーゼ〉 

確定記述 Dを含む文 Sを発話することでなされる（この世界@についての）言明につい

て、次のⅠのみが成り立つときにはその言明は単に偽であり、Ⅰ・Ⅱが両方成り立つと

き、そしてそのときに限り、真理値を持たない： 

Ⅰ. Dを用いて指示されることが期待される対象 Rが(@に)存在しない。 

Ⅱ. Sの話し手にとって、Rがトピックとなっている。 

 

                                                        
4 もちろん、本気でなければ可能である。「来週の彼女の誕生日、何をプレゼントしようかな……あいつは何が好きなん
だっけ」と真剣に悩むことができるのは女性の恋人が存在する人だけである。女性の恋人が存在しないことをはっきり
と自覚しているのにもかかわらず、これを真剣に悩むということはありえない。もしそう見えるとすれば、それは真剣
に悩んでいる「フリ」である。演技としてであれば、存在しないと信じる自分の恋人をトピックとすることはいくらで
もできる。 
5 テーゼとは一般に、一様な信念の下に語られるものである。何か説を提唱しようという人が、その説を述べる途中で
急にふざけ始める（本気でなくなる）ことはない。 
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このような修正を加えればたしかに、Ⅱを述べる際に R（例えばフランス王）が存在すると思っている

人物の「フリ」をする必要はなくなる。しかしながら、この修正には別の問題がある。 

 

(4) A1: フランス王は賢いよ。 

 B1: 違うよ、フランス王は賢くないよ。 

 C1: 二人ともなに言ってるの？ フランス王なんかいないよ。 

 A2: #え、そうなんだ。じゃあ B君の言う通りだね。  （作例） 

 

上の会話はフランス王の存在を信じる A・Bとフランス王の不在を知る Cによるものである。(4A1) に

おける A はⅡのみを信じている状態であり、(4A2) においては (4C1) をきっかけにフランス王をトピ

ックとした思考をやめ（＝Ⅱを廃し）、単にⅠを信じるようになった状態である。〈修正版修正版ストロ

ーソンのテーゼ〉に従えば (4A2) は自然な発話となるはずだが、全くそんなことはない。むしろ「じゃ

あ賢いとか賢くないとかじゃないんだね」などという形で、「フランス王は賢い」の真偽判断をしようと

していたこと自体を無意味なことだったと認定するほうが遥かに自然である。上の思考実験が突きつけ

るのは、「Ⅱを他者の信念に帰属させる」という解決法では私たちの振る舞いを正しく予測するテーゼが

得られないという事実、そして、実は「真でも偽でもない」という判断にⅡは寄与していないのではな

いかという疑念である。そこで本発表は、テーゼの新しい修正法を提出することを目指す。 

 

$. 修正案とそれを提出する根拠 

 本発表が最終的に提出する修正案は次のものである。 

 

〈修正版修正版修正版ストローソンのテーゼ〉 

言語 Lの使用において確定記述 Dを含む文 Sを発話することでなされる（この世界＠に

ついての）言明 P について、次のⅠのみが成り立つときにはその言明は単に偽であり、

Ⅰ・Ⅱが両方成り立つとき、そしてそのときに限り、真理値を持たない： 

Ⅰ. Dを用いて指示されることが期待される対象 Rが（＠に）に存在しない。 

Ⅱ. Dが Sにおける topic expressionとなっている（ただし topic expressionとは次のこ

とを満たす言語表現 eのことである：Sが eを含み、かつその Sを発話することが

すなわち e の意味するところのものを P のトピックとすることであるということ

が Lの規則として決まっている）。 

 

この修正案のポイントは、これまでⅡに相当する項目で述べられていたところの「トピック性」を言語

的慣習に従って構成された発話形式に担わせたことである。この修正法を正当化するには、「ある表現が

言明の内部において発話されたときその表現の意味するところのものが当の言明のトピックとなるべ

く言語的にマークされている」から「それ如何によって言明の解釈者の真偽判断がゆれる」が導出され

ることを論証せねばならない。以下の議論ではこの論証が可能であることを（逆算的に）示す。 
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$.! 平叙文と言明：対象 Rについての言明はその実行過程に Rへの言及と Rの措定を含む 

 まず言明とはどのようなものなのかを確認せねばならない。「雨が降っている」という平叙文は、ロン

ドンで発話された場合と東京で発話された場合とで、その発話によってなされる言明の真理条件が異な

る。つまり、平叙文はそれが私たち人間によって用
．
いられる
．．．．

 (is used) ことで言明を為すものであり、そ

の言明は、それがどの状況に関して行われたのかを勘定に入れないことには（程度の差こそあれ）真偽

判断ができないということだ。この当たり前のことから導かれるのは、上で真偽判断の対象となってい

た「言明 (statement)」（たとえば「フランス王は賢い」と述べることで──その発話状況が属する世界の

その時点において存在するはずの──フランス王が賢いということを主張すること）とはそもそも行為

であり、かつ、常に特定の状況に根差
．．
した
．．

 (concern) ものであり、さらに聞き手は話し手による言明が

どの状況に根差したものなのかを文脈から読み取ることができるという三点である6。まずは前二者に

注目して議論を進めよう。言明が行為であるからには、（手紙を出すという行為が、便箋と封筒とインク

とペンを用意し、ペンをインクにつけ……といった仕方で複数の手続きからなるように）それはいくつ

かの手続きによって構成される。まず少なくとも、①行為としての言明 Pの遂行は一般に何らかの形式

S（たとえば「フランス王は賢い」）の発話を含む。つぎに、②言明とは常に何かについて (is about) の

ものであるからには、Sは世界内存在 R（たとえばフランス王）についての Pを遂行するにあたって言

語 L（たとえば日本語）の規則上適切な（＝非文や不自然な文でない）形式であるということになる。

さらに、③Sの発話が Rについての言明を構成するからには、それを発話することが Lの規則上すなわ

                                                        
6 状況意味論の語法で言えば、平叙文の真偽はそれを発話することで私たちが表象する事実が特定の時空間上の状況に
支えられてのみ判断されるということである。言明とはこうした、状況に支えられたものとしての表象を話し手の側と
して提示するという言語行為である。 
 

(iv) a. 雨が降っている。（ロンドンにいる話し手が空を見上げながら） 
 b. 雨が降っている。（ロンドンの天気図を見ながら） 
 c. 雨が降っている。（シャーロック・ホームズの映画を見ながら） （作例） 
 
聞き手が「雨が降っている」という文を発話することでなされる言明の真偽を判断したければ、その文の発話によって
話し手が表象する事態、すなわち、<<雨が降っている>> という形で表象される事態がどの世界のどの時点のどの状況で
成り立っていると述べられているのかを聞き手の側が文脈から補わなければならない。(iv-a) であれば、話し手が空を
見上げながら発話していることから、聞き手はその言明が現実世界@・発話時点 t1・話し手と聞き手を含む発話状況[s´]
についてなされているものと理解する。こうした理解があって初めて、私たちは (iv-a) の真偽を判断できるようにな
る。この理解を形式的に表すと次の (v-a) のようになる。 
 

(v) a. [s´] ⊨@, t1 <<雨が降っている>> 
 b. [s´] ⊨@, t1 << [ロンドン] ⊨@, t1 <<雨が降っている>> >> 
 c. [s´] ⊨@, t1 << [架空のロンドン] ⊨w1, t2 <<雨が降っている>> >> 
 
ここで “[s]⊨w, t”（ただし、[s], w, t はそれぞれ状況・世界・時間の変項を意味する）は、その右辺におかれた事態がそ
の左辺の状況[s]において世界 wの内部で時間 tにおいて成り立っていることを意味する。(iv-b) の場合は、話し手は <<
雨が降っている>> が @・t1・[ロンドン] において成り立っているということを@・t1・[s´] において主張しており、
(iv-c) であれば小説世界 w1・小説中の時点 t2・[架空のロンドン] において <<雨が降っている>> が成り立っているとい
うことを@・t1・[s´]において主張している。そのため (v-a) と同様の形式化を行うと、(v-b, c) のような一段埋め込まれ
たものとなる。 
 このように言明とは、平叙文を発話することでその発話によって表象される事態が特定の世界の特定の時間の特定の
状況において成立しているということを話し手の側として主張するということである。これは裏を返せば、真偽判断を
する聞き手の側としては話し手がどういう状況に根差したものとして表象を提示しているのかということを読み取って
いるということである。このとき聞き手が読み取っている話し手の心の状態（＝「～～として」の部分）を、Recanati 
(2000)は「思考の型」と呼ぶ。(v-a, b) を見比べると、それぞれに対応する言明 (iv-a, b) が真理条件を実質的に同じくす
る（一方が真でありつつもう一方が偽であるということはない）ものの、それらの文を用いて行われる言明に結び付け
られた思考の型は異なるということが表されている。 
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ち Rに言及する (refer to) ことであるような形式 e（たとえば「フランス王」という表現）を Sは含み、

かつ、eは Sの内部において自身の指示対象が Pのトピックとなることが期待される標示（たとえば「フ

ランス王は賢い」という韻律的コントラスト）を Lの規則に従って受けている必要がある7。 

 ここで確認されるのは、言明を構成する複合的な手続きは①を

含み、①は②を含み、②は③を含むということだ。すると話し手

は「R についての言明」一般を実現させるにあたって、③に示さ

れた「言語表現 eを用いて世界内存在 Rに言及する」という行為

と「eに対し、文 Sの内部において e自身の指示対象が言明 Pの

トピックとなることが期待される標示を与える（以降単に「e を

topic expressionとしてマークする」と言い表し、「topic expression

としてマークされた e」を “et” と略記する）」という行為をサブ

行為として行なっているということになる8。 

 

$.$ 行為は常に何かを当然のこととして行われ、その内面を私たちは理解する 

 ここでは 2.1 節で脇に置いた「聞き手は話し手による言明がどの状況に根差したものなのかを文脈か

ら読み取ることができる」という論点を取り扱う。聞き手のこの能力は、言明のみならず行為一般に適

用可能な能力である。むろん言及行為や topic expressionとしてマークする行為も例外ではない。話し手

が確定記述 D（たとえば「フランス王」という表現）を本気で用いるとき、それが本気である以上は、

話し手はまさかその Dを用いた言及が失敗する（この場合は指示対象が世界に存在しない）とは思って

いない。言い換えれば Dが文法的に適切な形式であり、かつ Dの発話が世界に存在する対象 R（たとえ

ばフランス王）を首尾よく指示することを、話し手は当然のこととしている。ここで、2.1節で見たよう

に「言及する」という行為はつねにその言及が成功する世界に根差してのみ成立することを考えると、

D の発話を受け取った聞き手は、まさにそれが発話されているということを理由にして、話し手が「D

を発話することによって行われる指示が成功する世界」における指示を行おうとしているということを

読み取る。このことは Dを（本気で）topic expressionとしてマークするという行為に関しても同様に成

り立つ。この行為により Dtを得るとき、話し手は Dtの発話によってその指示対象 Rについての言明が

                                                        
7 これをあえて図にするならば図 1のようになる。必要に応じて参照のこと（破線の矢印はその始点がその終点「に根
差す」関係を、二重実線の矢印はその始点がその終点「の内容である」という関係を、一点破線の矢印はその始点がそ
の終点「についてのものである」という関係を、実線の矢印はその始点がその終点「に言及する」関係を表す）。ただし
概念図とは本質的に単純化を含むものであるため、決して正確さが期待されるものではないことにも留意されたい。 
8 「実際に対象 Rをトピックとする」ということと「対象 Rを言語的に表示する表現 eを topic expressionとしてマーク
する」ということは質的に異なる。 
 

(vi)(=(iii)) A: フランス王ってどんな人？ 
 B: [フランス王は賢い。/ #賢いのはフランス王だ。] 
 
フランス王が存在すると仮定すると、(vi)はフランス王をトピックとした談話である。ここに示されているのは Bが「賢
いのはフランス王だ」と述べた場合には談話上不自然であるということだ。この不自然さが生ずるのは、「賢いのはフ
ランス王だ」という形式は言語的に「賢いのは」の部分が topic expressionとしてマークされており、それを発話してし
まうと、Bは「賢い（という概念が適用可能なもの一般）」を自身が行う言明のトピックとしてしまうことになるからで
ある。これは、Aと Bがこの談話において実際にトピックとしている対象（ここではフランス王）と、トピックとなる
べく言語的にマークされた表現が意味するもの（ここでは「賢いもの一般」）が食い違いうるということを示している。 

topic-expression statement 

refer to 
concern 

world situation R 

図 1: Rについての言明 

“et” 

representation 

is about 

is the content of 

<<R>> 
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遂行できることを当然のこととしている。Dtの発話を受け取った聞き手は、まさにその発話形式を理由

として、何についての言明を話し手が行おうとしているのかを読み取るのである9。 

 

$.& なぜ真偽判断が揺れるのか 
 上の議論に「特にそれを撤回する理由がなければ、私たちは言明をこの世界@に根差したのものであ

ると理解する」という一般的事実を付け加えると、確定記述 Dを topic expressionとしてマークされてい

ない “D” という形式で受け取るか、マークされた “Dt” という形式で受け取るかによって聞き手が理解

する話し手の内面が異なるということが導かれる。Dが用いられたという事実によって聞き手に理解さ

れるのは❶「言明がどの世界のどの状況に根差して (concern) いるか」であり、topic expression標示によ

って聞き手が理解するのは❷「言明が何についての (is about) ものであるか」である。ということは Dt

の発話を受け取った聞き手は❶・❷を同時に理解することになる。この場合聞き手の内面には Dtの発話

による R（たとえばフランス王）への指示が成功する世界 w が立ち現れ、その w内に存在する Rにつ

いての言明として当の言明は理解される。このとき、この種の言明（たとえば (3a)「フランス王は賢い」）

は聞
．
き
．
手
．
にとっ
．．．

てすら
．．．

この世界@に根差した言明ではなく、よって真でも偽でもないと判断される。他

方で (3b)「賢いのはフランス王だ」のような場合には指示を行わない表現「賢いのは」が topic expression

であるがゆえに、言明
．．
が
．
根差
．．
す
．
世界
．．
を
．
立
．
ち
．
現
．
れさせることなく
．．．．．．．．

当の言明が何についてのものであるかを

聞き手に知らせる。言明がデフォルトでは@に根差したのものだと理解されるからには、(3b) に類する

言明は@に根差したものとして理解されることになる。ここへ「フランス王」が導入されれば当然、@

内のいかなる状況においても成り立たない主張をすることになり、偽であると判断される。 
                                                        
9 この推論は次のことによっても裏付けられる。 
 

(vii) a. (私は被告人が男性の場合には) 被告人を懲役 3年に処する。 
 b. (私はここに) 被告人を懲役 3年に処する。  （作例。裁判官の発話として理解されたい） 
 
(vii-a) を発話することは、慣習的儀式（この場合は裁判）の外側から話し手自身の行為を記述することであり、それゆ
えその真理値が問題となる（一般に条件文の前件と後件は共にその真理値が問題となる）。他方で (vii-b) は、Austin 
(1962) の指摘する通り、それを発話すること自体がすなわち判決を下すことであり、それゆえその発話は（歩くことが
真でも偽でもないのと同じように）真でも偽でもない。前者の用法は「事実確認的使用」、後者の用法は「行為遂行的使
用」と呼ばれる。儀式は慣習によって定められた手続きが首尾よく行われることで成立する。判決を下すという行為
（＝(vii-b) に類する形式を持った発話をすること）は刑事裁判という儀式を成立させる手続きの一部である。これにつ
いて Sakai (2019) は、同一形式の平叙文の事実確認的用法と行為遂行的用法はそれを発話するときの話し手の「思考の
型 (Recanati 2000)」によって区別されると論じる。 
 

(viii) a. [s´] ⊨@, t1 <<[刑事裁判] ⊨@, t2 <<……私は被告人を懲役 3年に処する。……>> >> 
 b. [刑事裁判] ⊨@, t1 <<……私は被告人を懲役 3年に処する。……>> 
 
(viii-a, b) はそれぞれ (vii-a, b) を発話する際の話し手（およびそれを理解する聞き手）の思考の型に対応する（(vii-a)は
条件文であるため厳密にはより複雑な形式をとるが、ここでは議論が煩瑣になるのを避けるために簡略化した）。裁判官
が特定の裁判の中で被告人に刑を言い渡す場面では、その裁判官は「刑事裁判」という儀式を構成する手続きの一つと
して (vii-b) を発話している。したがって、その発言はすなわち、一連の手続きを現実世界@の時点 t1における事実とし
て成立させるための要素を産出することである。そしてこの一連の手続きは「ある特定の刑事裁判」という状況に根差
すことで真偽判断の対象となりうるものとなる。このとき、一連の手続きをまさに構成している最中の裁判官は「私は
被告人を懲役 3年に処する」という、ただ状況に根差した思考を抱くのみであって、「2020年 10月 10日の刑事裁判で
は、私は被告人を懲役 3年に処する」という当の状況についての思考を心に抱いているわけではない。後者の真偽判断
の対象となる思考はむしろ儀式（この場合は刑事裁判）を、儀式とは別の特定の発話状況 [s´] に根差して記述するとき
の思考、すなわち (viii-a) であると理解すべきだろう。このことは私たちが発話による行為（たとえば判決、そしてた
とえば言及やトピック化）をなす場合に、その行為がまさにその瞬間にどの状況に根差して行われているのかを理解す
る能力があるということを示している。 
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