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1.Theoriginalsource of SpeechActTheory

腎it+LgenSteiT71による言語 ゲ-弓､という独創の串 L-qは usesc'f-相rds言葉を用いて何か

を行 うという発 見にあった｡発言が行為で有るという観点は､詩作が行為でありうるとい

うランボウの発見にまで潮るoReinachや Buhlerは既に Sl)raChAktという周譜を掃い

ているO これに対 して 闇ittgensteiTlの独創は ruieの観念 に求め らる,Iruieとは人々

の practiceのことである｡≦pee,JhA｡tsは人々の practicesとしてのみ存立するO野

球 とい う競技の Tuleにせよ､将棋 という遊び事の ruipにせよ ､ ノた き が 実 際 に そ れ を繰

侶反Lている日 ′巧 prarticesにのみ 支 えられて序文するU ル･-)Lとは､許零される動

きの Cvui虚 であ り､得点に結 び付く動 きの GuidrJであり､また制約 resirictionの案

門で もある,3

ランボウや 鮎ina油 には ruieの観点はいまだ見 られないLlruieの観点は 『論理哲学

論考jEへの自己批判を通 じて WittgeTiSteiTlが砥保した新 しい見方であ 1たo p,T3｡tices

への着 目に決定的な新 しさがあった｡

VIittgensteinには音列の使用 と全身の動 きとを区別する視点は未だ見 られない｡意味

とは視線 の ことである｡身体を地 とし視線が図として浮かび上が る｡更に指 きしが追加さ

れる｡身体を地 とし指 きしが図 として浮かび上がるO これが意味の認識であるO環境とい

う地の中に身体 という図が置かれ､更に身体 という地 に対 して視線や指 さ しが図 として置

かれる｡ これが身体図式による認識である｡視線は interestsを示 し､指 さしは視線を

なぞる視線の延長である.視線 と指 さ しほ referents指示対象 に合流する｡

~ヽ ▼
∠｡1nCOmPleteTheoryoftiPeeChActsbyJ.L.Austin

I.i.Austin,のいう PerformativeTJtterances遂行的な発言 とは 削ttgensteirlの言語

ゲームという独創を定式に纏めた理論である｡ConstativeUtterances事実確認的な発言

とは区別される遂行的な発言の指標 として一人称単数現在形直接法能動態を取 り出 してい

る｡例文 を引いて置 こう｡

InamethisshiptheQueerlElizabe札

Ibetyousixpenceitwillraintomorrow.

適切な発言が適切な人物によって適切な段取 りに従 って適切な情景の下で遂行された時

に限 って､遂行的な発言が成立する｡J.LAustinは遂行的な発言が円満に成就する条件

を FelicityConditionsと名付 けているO(HappyConditionsとも呼んでいる)｡
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上しAustinは更に音列の使用と全身の動きとを区別する視点を採用 して､発言の理論

とは区別 される､全身で行 う行為の一種としての発話行為に照準を合わせ､その解析と分

類を試みている｡遂行的な発言を行 う Locutions発語行為の部分とそれを越えた全身の

行為であるIllocutions発語内行為とを区別している｡ この二つの行為はどちらも抽象で

あり､実際には二つは一纏まりの行為であるし一体の行為である,JまたJ.LAustinは発

話行為とその帰結とを注意深 く分離 している｡ 例えば persuadeは相手が説得を受け入

れたという帰結をも含む意味に用いられるが､こうした発話の帰結まで含む動詞の示す行

為を発語媒介行為と名付けて､帰結から分離された純粋な発話行為から区別している,

J.L｡Austinは 明示的な遂行的発言に用いられる遂行動詞の リス トを手引きにしなが ら､

Ⅰ1locutlonaryforces発語内の力を伴う発話行為の分類を試みている｡遂行動詞は発話

行為を描写 し確認する発話動詞としても用いられるので､発話行為を見分ける手掛かりと

しても利用ができるか らである｡ J.LAustlnは発話行為を大まかに次の五つに分類 して

いる｡判決宣告型､権限行使型､行為拘束型､態度表明型､言明解説型の五つである. こ

うした分類は暫定的なものである｡特に態度表明型 と言明解説型と言う二つの分類につい

てはへi.L｡Austin白身､試行にすぎないことを自認 している｡

3.ⅠllSufficientTheoryofSpeechActs byJohnSearle

Searle理論の最大の難点は発語内の力と発話行為に伴 ケ慣習的な Implicaturesとを

取 り違えているところにある｡その結果､次の如き二つの短絡が帰結する｡

短絡の一｡遂行動詞の用法にかかわる言語のル-ルの作用によって発語内の力が発生

すると Searleは論 じる｡従って Searleの理論は言語行為論 と呼ぶのにふさわ しい理論

であるO しか しながら実際には円満条件が成就することによって始めて発語内の力も成立

するのであり､Searleは円満条件の内容をなす慣行を見落としていると言わざるを得な

いo要するに Searleの理論は必要条件の説明に終始 しており､十分条件の探求 とその分

析は空自のままに残 されているO

短絡の二｡約束という発話行為を実行すると約束は守 るべLという義務が発生すると説

くが､Searleの論法には前提窃取の誤謬が含まれている｡

重要な指摘に満ち溢れているにもかかわらず､Searleの理論が面白くないのは､どう

しても最低限必要な条件の説明ばかりに片寄 っているため､自明の理や分かり切 ったこと

ばかりを延 々と繰 り返すからである｡十分条件の探求に向かって始めて発話行為の細部 に

光 りを充てることも出来､面白い解析が可能になるわけである｡必要条件の解明に片寄 っ

ているため､形式意味論 と結び付けやすいというつ特質をもっことをも見逃 してはならな

い｡

(捕)3-2.IncorrecttheoryofSpeechActsbyVandervekenand監ubo.

形式意味論は物理学で用いられる言葉の意味記述を模範 として､日常言語の用法を改善
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しようとする企てである｡意味を明断にし､説明を分明にするj二で大きなカを発揮するが､

こうした自然現象の描写には適 した言葉の用法を､発話行為諭 と結び付ける試みが､紬)0

や VarTldervekenによって試み られている｡こうLた形式意味論 と結合した発話行為の説

明は､ もともと発話行為を描写する語法の改善を目論む企てであるから､実際,TJ発話行為

の有りのままの姿を日常言語を用いて簡潔に猫写 し記述する研究とは基調を異にする立場

に立つ研究であって､それ故､発話行為の描写や記述はどうしても不正確かつ不十分とな

ZL 憎桝ネ＼tl分明 という知識の理想と発話斑実態には乗寵が認めL'れるからである√J■′ヽ′ノ′一

久保旦999の学界への寄与は次の四点に纏められる｡第-は Searieの手になる言語行為

諭 と形式意味論を結合させた Vandervelienの形式的な言語行為論を- -･早 く日本に紹介 し､

著書の繭訳を実行 したところにある｡第二は形式意味論に立 って日本語の発話行為を解

析 した初めての試みである｡第三には日本語の発話行為についての先雑的な分類の試みで

あるO対話を発話の標準型とする分析であり､実際には発話媒介行為の分類に行き着いて

いる0第四に形式意味論に立つ発話行為の解析に伴 う限界をあらわにしている｡Searie

による必要条件の理論は普遍的な理論とレて構築されており､その形式化によi,.I)､どの言

語にもそのまま当てはめ可能な枠組.みが提供される筈であるが､実際には慣習に使鍵する

十分条件に空寝が発生 して しまい-､発話行為をそれと認定する規準を欠落 した空虚な説明

に終始 Lている｡

久保ほか2002は､発話行為の描写に用いる引用動詞の収集 と分類の試みであり､豊富な

実例に当たっていて信頼度の高い研究であるO但し､虚構の物語を資料 とLていることか

ら生 じる片寄 りもある｡虚構の物語の場合には､発話行為を円満に成就する条件が実際に

備わっているかどうかの判定は､すべて作者や読者の想像力に委ねられて しまい｢､実際に

発話行為を成立 させる条件を具体的に探求する材料とはならない｡)

尤 も本研究の著者の面々には日本語の自然習得者として言語直観が備わっていて､こう

した言語直観をも判断材料に用いることが出来ているため､分析の結果は概ね穏当であるo

日本語の発話行為を分類する先駆的な実例研究の試みであり､今後の研究にとって強固

な出発点となる分類の近似値を示す好研究であるが､実際には､対話行為に照準を合わせ

た結果､発話媒介行為を分類する試みに帰着している｡

4.InadequateTurnofSpeechActsTheorybyStampe

Stampe1975は､発話者の有する知識の状態に応 じて､成否の左右される発話行為があ

ることを指摘 して､遂行的な発言には真偽値がないとする見方に反論を試みている｡

(G)Wheneveroneseriouslyuttersasentenceoftheform

I(hereby)Verb;I/Jr Sentenceitv,îL試て代

oneistherebysayingthatp,whereprepresentsa!lappropriateform

ofthecomplimentsentenceofthatconstraction. 52節(p33)
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StanlpeによればGは waril,State,Promise,assert,maintairi,iilSist,repeat,affim,

answer,testify,report,swear,anl10unCe,Claimといった発語内動詞には当てはまる

ものの､grant,concede,acknowledge,deny,suggest,には当てはまらないo

suggestでは 話 し手が有 しているのは知識ではなく Beliefに止まる｡これに対 して､

多くの発話行為では知識を有していることが必要であり､従って､遂行的な発言には真偽

値が伴 うことになると Stampeは論 じている｡

だが､例えば warn警告という発話行為の場合には､｢牛が突っ掛かるぞ｣｢吊り橋が間

もなく焼け落ちるぞ｣といった事態について必ずしも正 しい知識を有している必要はなく､

実際にそうだという強い思い込みを抱いていれば､発話行為は成立 しうる｡promiseや

annouIICeや claim も同様である｡これとは対照的に state,assert,mai】1tain,insist,

repeat,affirm,answer,testify,report,swearでは､話 し手が実際に正 しい知識を有

している(と少なくとも話 し手が信 じている)ことが発話行為が円満に成立する条件として

必要である｡これらの発話行為はどれも言明解説型に属する発話である｡言明解説型の発

話行為には､命題の真偽に話 し手がコミットしている(ないし留保 している)ことが合意 さ

れる｡この含意はキャンセル不能言い換えれば取 り消し不能である｡

Stampeは言明解説型の発話の特質を､それと気づかぬままに不当に発話行為全体に拡

大 しているわけである｡こうして話 し手の認知の状態に過度に片寄った関心を示す傾向が

発生 し､認知言語学や認知科学の隆盛をもたらすに至ったことは良 く知 られた事実である

が､そろそろ認知への過度の傾斜に対 して矯正を施すことが必要な時点に到達 した模様で

ある｡

5.ImpreciseTheoryofSpeechActsbyUrgenHabermas

ffabermasは Searleの誤謬をそのまま引き継いでいる｡Habermasの卓見は発話には､

発話者が発する妥当請求が伴 うという知見の導入にある｡例えば ｢空が真っ青だ｣と述べ

る発話者は､通常 この発話が示す命題が真であると信 じているばかりではなく､聞き手 を

含む他人にも真 として通用することを認めよという請求を発 していると ilabermasは指摘

する｡だが Habermasの知見には次の如き問題が残る｡

① 必要条件についての妥当請求ばかりが論 じられている｡十分条件についての妥当請

求が視野から欠落 している｡

(Bj 発話に関する妥当請求と発話に伴う慣習的な含みに関する妥当請求とを不可分かつ

一体のものとして論 じているO分析が不足 Lていると言わざるを得ないo

6.今後の展望

ap発語行為と発語内行為についての妥当請求の探求｡,

発語行為についての妥当請求は､譜を通常の用法に従 って用いていることを聞き手に認
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めさせようとする働きかけか らなる(,真偽値を初めとする命題値については､話 し手だけ

でな く､聞き手 も､話 し手 とは独立にその判定手続きに従って命題値の判定を行うことが

想定されているので､妥当請求は命題の頁偽にまでは及ばない｡

発語内行為についての妥当請求は､発言が適切で､人物が適切で､段取 りが適切で､情

景が適切であることを聞き手に認めさせようとする働きかけか らなるが､人物については

本人が一番よく自分のことを弁えていることが多いことを除けば､適切さの判定は基本的

には問塞壬に委ねらることになる｡

b_発語内の力とはどの様な力であるか,,

概括 Lて言えば､コ ミ､ソトメン トの機会すなわち 詑eguiationsを受け入れる機会を提

供するということである√ノ｡,餌ies&舶Strictionsからなる 詑eguiations訳 して定軌

を話 し手が受け入れているかどうかを託認 して､話し手が売観を受け入れている場合には､

それに合致 した行動を取 る様に､話 L手に対 し亡働きかけることを､聞き手に促す作用

が発語内の力である｡それは話 し手 と聞き手の間に発生するある種の相互作用の名称であ

るO 発語内の力のあらましを見て置こう｡

見積 もtt,)塞/ 促 L型 / 引き受け禦 /物言い型/′/言 挙げ型//にそれぞれ′対応Lて

測定の物差 し/制度枠組み/権務規範 /社会常識/論議枠組み///へのコミ､ニトメント

が推奨 されるO

例えば ｢朝知 り合いに会ったら挨拶泣するものだwjとい う社会通念がある(ノ挨拶という

発話行為により､知り合いに会 ったときには一言挨拶するのが社会常識であり､自分もそ

うした社会常識を弁えていることを示 し合うわけである｡､

C. 発語内の力にはどんな種類があるか｡分類の方針について｡}

英米語､日本語､アラビア譜､ ロシア語､中国語､スペイ ン語､ ヒンドゥー語と進む｡

まず日永語における発話行為の分類に手を染めたらいい｡,また西欧語の内部で､あるいは

スラブ語の内部で､比較対照を試みることも有意義であるC 日本語に続 き､韓国語におけ

る発語行為の分類を行 うことも意義深い｡

d.日本語における遂行動詞の認定規準には次の三種類の用法がある｡

① 明示的な遂行的発言に用いる｡

P 卜Ⅴ(セテ頂キ)マス/オV(イタ)シマス/Vスルヨ

② 自己確認に用いるo ｢これは要望ではありませんoこれは命令です｣O

③ 発話行為の描写に用いるo｢一寸お塩取ってと依頼 した｣｡

e.遂行動詞の分類についてO

遂行動詞は発話行為を確認 し描写する時に使われる発話動詞 としても使用可能である｡

従 ってその連用形は発話行為の名称 としても利用できることになる｡(但 し発話動詞の中

には遂行動詞 としては使えないものもある点には注意が必要である)O

文末に付 した資料 3に日本語 における言明解説型の発話動詞の表を掲げて置いたGこ
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れは JT.LAustinの作成 した英米語の言明解説型の発話行為の分類に若干の修正を加えた

ものである｡

f.発語内の力が呼び覚ます慣習的な含意はどの様なものであるか｡､

ここでは言明解説型(言挙げ型)の下位分類だけを取 り上げ､おおよその傾向を確認す

るにl上めたい｡言明解説型では､概 して､論議枠組みへのコミッ ト}ントがお奨めとなる｡

以下､下位分類に即 して概括 して置 こう｡

① 悟 り型

② お話 し型

③ お知 らせ型

④ 読み上げ型

⑤ 認め型

⑥ 言 い合い型

⑦ 証 し型

資料 3

《悟 り型》

1, 考える

命題の真偽判定の手続きにコミットしているか｡

命題の情報源を打ち明ける用意があるか｡

真偽値を始めとする命題値の判定にコミットしているか｡

通常の発音や表記を行えという指令にコ ミッ トしているか｡

相手の提出 した命題の値を自ら再点検 しているかO

相手 と自分の命題判定の手続 きの一致を確認 しているかo

普通の論理や定義法を受け入れているか｡

以上

《お知 らせ型》

3 明かす

さとる うかが う

信 じる 応 じる

わかる 教える

弁える 聞 く

? 疑 う 答える

? うなづ く 探 る

?気づ く 知 らせる

? 知 る 尋ねる

la 思 う 告げる

書 く 伝える

したためる 問う

《認め型》 《喜一い合い型〉

5 怪 しむ 6 あげつ らう 7b 決める

承る 争 う 比べる

受け止める 言い/争 う ことにする*

うべなう いがみあう 定める

鑑みる いさか う 7C誓える

拒む 競 う 名付ける

取 り入れる 逆 らう 準える

認める 凌 ぐ 並べる

5a 暴 く せめぎ合う 除 く

改める たが う 外す

補 う 叩 く 約する

湖る 《証 し型》 論 じる

綴 る 打ち明ける 諭す 7a 示す 分かつ

《お話 し型》 (のる) 退ける 解き明かす 分ける

2 言 う ?黙 る 《読み上げ型〉 正す* 解 く/説 く 呼ぶ*

語 る/らう ?喫む 4 記す 直す 7b 改める みなす栄

述べる ?詰まる 詠む 打ち消す 竜える ? 数える

話す 読み上げる 取 り消す 解する ? 括る

申す 限る ? 省く
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