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一｡協調の原理を日常会話から人間交際一般へと拡張する,J

言葉 と行為 と題 された 1,LAustinの講義は分かりにくい ｡なぜかと言えは､分かりに

くい理由が/L班,なにこっ もあり､ しか もそれが重なって難度が増幅 されているか らであ る 〔,

第--に分か りにくいのは講義のテ-てつまり主題であるL｡

ともか く､講義の主題が掴みにくい｡ これは講義の途中で主題が二度 も変更 されている

ためであるO前半の主題は事実確認的な発言とは区別される行為遂行的な発言が成立す る

条件の探求である｡まず行為遂行的な発言の事例を掛 れ 続いて莫艶桝を六硬筆に分額し､

更に全般的な条件を記述 しているo

適切な発言が適 切な人物によ-｡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∴ 掌行的な発言が成立する｡招｡,触Sてinは遂行的な発言が鞘 茜に成就 する条件

を FelicityConditioil_Sと名付けているC(鮎ppyCom離tioyiS とも呼んでいる)｡要する

に適切な人物が適切な段取 りに従 って適t/T]な情景において適切な発言を行えば､行為遂行

的な発言が円満に成就づるということである｡

後半の主題は発話行為を構成する要素の解析である,J

J｡L.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 LocutiorjS表譜行為の部分 とそれを越えた全身の

行為であるHlocutions豪語内行為 とを区別 しているLl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oまたJ,i.Austin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｡

最後の講義 において､更に第三の主題が取 り上げられている｡第三の主題は発話行為の

分類であるcJ.LAustinは 明示的な遂行的発言に剛 ､られる遂行動詞の リス トを手引き

に Lながら､Illocutionaryforces表語内の力を伴 う発話行為の分類を試みているo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,LAustin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､圭L.Austin白身､試行にすぎないことを自認 しているO

二つ目の分か りにくさは､Wittgensteinの言語ゲームの理論 と J.LAustinの発話行
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為 論の関係が不透明であるところから発生するっ講義の前半での主題である行為遂行的な

発言の理論は V.Tittgensteinが ヰ欄才に残 した言語ゲームの理論を焼き直しただけものであ

る｡一 .L｡Austinには VIittgensteinの学説の全き模倣者であった一時期があり､その時

分の思索と探求を整理整頓 したものが行為遂行的な発言の理論である｡これに対 して､後

半の主題である発話行為の理論は J.LAustinの独創に係る部分であるD分析の対象が音

別の地 平から全身の行為の地平へと移動 しているわけであるが､この変化を促 した思想的

な要因の時折がこれまで全 く果たされていないO思 うにここで J,LAustinは フランス

の哲学者である Werleau-Pontyが発見した現象学的な身体と対象的な身体の対照とい う

視角に触発 されて､現象学的な身体と対象的な身体の総合という見地にたどり着いたもの

と推測される｡情景を地 として身体を図とする身体認識の図式 と､それと重なり合う身体

を地 として音声を図とする音列認識との複合的な連関を､J.L.Austinは 班erleau-1Ponty

か ら学び取 った公算が高いoOtherMindsと題された論文は､こうした複合的な連関に立 っ

て実行された分析の達成を示す作品である｡

行為遂行的な発言は音列認識の水準で知覚 されるのに対 して､発話行為は身体認識の水

準で知覚される全身の行為であり､講義の前半の主題 と後半の主題 との問にはこうした認

識水準に明白な差異が認められるわけである｡因に､Teie-phoneからTeie-sceneつまり

画像交信-の発展は技術の水面における音列送信から姿勢送信への移動に対応 した変化で

ある｡

さて人間の行 う日常会話の内に､ Griceが､協調の原理 とそれに基づ く会話の ぬXims

公理が息づいていることを発見したことは今や周知の事実である｡

Griceの言 う協調の原理は次の定式に纏められるo

姉akeyourcr)nversationaicontributionsuchasisrequired,atthestageat

帆-hichitoccurs,bytheacceptedpurposeordirection()fthetalkexchangein

whichyouareengaged.

人間の行う日常会話に対 して Griceの試みた分析は､音列を対象とする分析の水準に

止 まっていて､未だに全身による行為を対象 とする分析の水準には達 していないL,既に､

J.L.Austinが講義において展開 した立論か らも明らかな様に､行為遂行的な発言は音 列

認識の水準で知覚 されるのに対 して､発話行為は身体認識の水準で知覚される全身の行為

であったO 音別の認識から全身の行為の認識に飛躍するには人間認識に於ける跳躍が必

要であったC発言には､発言の contextsと situationsが伴 うため､文脈 と情景か ら切

り離 LてLまっては､発言の内実をLかと確定することは出来ないからであるO

今､音別を対象とする分析の水準から､全身の行為を対象とする分析の水準にまで､分

肝の視界を展開 Lて見よう｡こうした形で人間認識の飛躍を試みると､托描 け)原理にも安
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化が発生 す る｢情報の交換を主たる内容 とする会話に代わって､人間交際を主たる内容 と

する社交が分析の対象 として登場する,,か くて協調の原理は次の形 に纏め られ ることとな

/i,
･⊃ノ ′)

も7,,-ikei:TOUTSOCiablecontrlbutioTISuchasisrequired,atthestageatwhichit

(_,･ccursテby輔eacceptedp-L汀PC)Seく)どd汗ecてionofthesocialinteTaCtiomin油ich

ll,Tr)し王areengaged,

協調の原理が変容す るに連/ilu､lGTiceが展開 した会話の公理に もいわば知覚/地役/変動

か 発生 す る ,: こうして ET常会話の 鮎Xi熊-Sに代わって､入間社交の 鮎Ⅹimsかその姿を現

す こととなるC社交の公理 陥aximsofSocietyの発見である｡

∴ 会話の 祇axiinS に代わる社交の公理 鮎XimsofSocietyを提唱す る｡,

会話を対象 とする協調の原理か ら､社交を対象 とす る協調の原理へ と認識の水準が飛躍

L深化す るに伴 い､ 会話の 免官aximsに代わって､社 交 の 公理 鰐axi悶SOfSoc,ie竹 が登場

す る こ と と な る C 社 交 の裳理 鮎ⅩimsofSocietyは次の形 を L た 定式 に纏 め られる､)

も壬 首尾一一貫(jh,標削 鮎aximSC,fCoTISist紺Cy

Do痛ateverv:itillConsiste三lCy.

BeconsistentforyoL汀 PuTpOSeSOfthesocialimteractionや

1--ab餌alteyourpurposesofthesocialinteractionasclearaSPOSSibiep

ib,PursueSuitablemeanstoattain yourpurposesofthesocialinteraction｡

2, 自己信頼の原 則 輔axims of王ntegrity

T)o痛atel′er硯rHlrBfntegrityu

BeinTegral現･ithyourwayofHfe.

2-a.Dowhateverinaccordancewithyourbeliefsand/orconvictions.

2-b.Don､tdo whateveryoubelievetobeⅥTrOng,badorunwise,

3.配慮の原則 WaximsofConcern

DowhatevertootherswithmutualconcerT).

Treat()therswhohavethereownpurposesandrespectivewaysoflife.

一打 尊重 の原則 帖aximsoERespect
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nu｡再1ateVe-r-toothersも再th7TLutualLrespects.

Payenoughattentiontoothersandrespecttheirpurposesandv:aysoflife,

首尾一貫の原則は､人間の活動は基本的には目的合理的に実行 されることが多いという

事実に基づいて成立する原則である0日的に関する自覚の程度には落差が認められるもの

の､たいがいの目的は一定の時間が経過する間は持続するし､自分の能力の範囲において

兄いだされる目的に適 った行動の種類もだいたい確定 しているものである｡

自己信頼の原則は､人々は様々の信念や意見や趣味を抱 くものの､一人一人の個性や流

儀は案外安定 していて､それほと変化しやすいわけではないという事実に基づいて成立す

る原則である｡,学習を通 して人間の能力は向上するが､個性や趣味や流儀は短い間にが ら

りと変わって しまうものではない｡人々は自分が経験を積んで身につけた自分自身の行き

方や流儀に信頼を置いているものである｡

配慮の原則は首尾一貫の原則を相手に認めることから発生する原則である.別の言葉で

言えば､相手は自分白身の目的を抱き､その実硯を企てる能力を持つ存在者であることを

確認することから発生する原則であるO

尊重の原則は自己信頼の原則を相手に認めることから発生する原則である｡別の言葉で

言えば､相手は自分自身の行き方を持ち､自分白身の行き方に自己信頼を置いていること

を確認するところから発生する原則である｡一口に言えば､相手信頼の原則である｡

社交の公理に立つ人間交際は､従って､人格関係に基づく相互行為となる｡

三 原則の侵犯とは区別される原則の迂回事例を提出する｡

Griceは会話の公理から逸脱した発言を､原則の侵犯と原則の無視と原則の抵触と原則

の迂回事例との四種類に分類 している｡Griceに倣って､社交の公理からの逸脱行為を四

種類に分類 して見よう｡

原則の侵犯は原則に違反 していること隠 して逸脱行為を行う事例である｡

原則の無視ははなから原則に従 う積もりがないままに逸脱行為を行う事例である｡

原則の抵触はどちらかの原則に従うと別の原則に違反 してしまう事例である,J

原則の迂回事例は､社交の公理を全体としては尊重 しながら､特定の原則に態と違反や

逸脱する行為を行い､相手の注意力を喚起する行為であるL,

更に Griceは原則の迂回を介して発動する会話の含意を分析 して､同語反復や比幌や

皮肉や伸縮や誇張や多義性や暖昧さなどの発生するメカニスムを説き明か している｡

同様に､社交の公理の内容をなす四つの原則に応 じて四種類の迂回事例が認められる｡

塀別の意図的な迂回を介して社交の含意が発生し､戯れや遊び､からかいやふざけといっ

た行為がそれと認定されることとなるL,
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F'iJ) お戯れ√.首尾一貫の原則-の迂回事例である(,｢お｣という接頭辞をっけてT寧体

に Lてある√,たわむれ(,7)本来の意義,,おかしなことを面白がって行 うこと,J

本来の目的とは異なる仮の目的を立てて､その実硯に必要な手段を戯れに追求する行為

である,3 戯れに 控を背負いて その余 り 醒さに泣きて 三歩歩めず｡ 仮初めの目的

を果たす手段 として戯れに母を背負 ったところ､予想を越えて母親が痩せ衰えていること

･'/宗什畠 Ji砦妖>盲で潅 ぐJ7;Ij=-+一作宴の基い輩!弟′7)思いが噴き出た敦であるが､Ip'＼-HIJ＼ 'ソ＼-L⊂h ′-I- I

E当的が仮の ものであり､仮初めの目的を果たす仮初めの手段が用いられていることは明白

である,J人生における本来のFjj的を目指す首F%-貫の原則にわさわざ遠反 し逸脱 したこと

を試みているわけである｡

若い男女に対 して年配の者が､戟れに花束などを設えて恋の真似事を行ったりするのも

別の事例である｡戯れや遊びは気晴 らLや楽 しみを動機として行われる場合が多いが.､そ

の効能は社交の公理を再確認するところにある(､

I_a) お遊 び二百己信桶の原則への迂回事例であるo rお｣という接頭辞をつけて丁寧棒

にしてある｡,遊びU)本案の意義｡.日常の健賢から､その外郡に幌出 して.興の赴 くままに

楽 しいと思 うことをして心を遣 ることこ,運びは自由自在に動ける余裕のことでもある,J

車乗の生活信条から錬れた仮の決 まl,7事をゲ-ム感覚 で一時的に受け入れて､遊びなが

ら勝負を毒竜い催 しを楽 しむ行為である,二ノ賭け麻雀とお遊びの麻雀とを対照すればの違いが

明白となる｡ 賭けは少額でも真剣勝負となるからである｡金銭や金目のもののやり取 り

は人生の大事J/L-局面になるか らであるし､また賭け物が少額の場合でも賭け物が緒かる

と技量の鍔ぜ り合いが発生 し､頁剣勝負となりやすいからである｡何 も賭けなければ､本

気にはなれない暇つ,3ILの気晴 らLのゲームとなる｡

③ お構 い/おからかい く｡ 配慮の原則への迂回事例であるC, ｢お｣という接頭辞をつけ

てT寧体にしてある｡､お構いやか らかいの本来の意義o ｢構 う｣とは過度の配慮をして必

要以上に過度に干渉すること｡.｢か らかう｣とは相手が刃向かい手向かってくる程度に争

いを仕掛けること｡

相手が､E=]分の目的を持ち､独自の生活信条を抱 く人格であることをわざと無視 して､

柏手を普通の人間よりも一段低い子供か動物か品物の様に見立てて､子供扱いや毛物並の

扱いをして､見下 しか らかう行為である′;過剰に干渉することは､相手が自分自身のE3的

を持ちその実現を自ら目指す能力に欠けるという認定に基づく行為であり､それ散に配慮

の原則への逸脱となるC,構いやか らかいは､相手に危害を及ぼすという害意が明白になる

と ｢いじめ｣になる｡ ｢いじめ｣はもはや原則への侵犯であり､原則への迂回事例とは見

なされない
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rお おふざけ(.尊重の原則への迂回事例であるこ ｢おJという接頭辞をつけて r寧体に

してある,-,三､さけの本来の意義(､してはならない事をして面白がって騒 ぐこと｡

相手が抱 く目的や生活信条をわざと無視 して､それと衝突する事を意図的に行う行為で

ある′､ ｢ふざける｣とは馬鹿なことや他愛のないことをわざとやって騒ぎを引き起こすこ

とであるL-J馬鹿なこととか他愛のないこととかは､相手の生活信条に照らすと､そこか ら

逸脱Lているということに外ならない｡ふさけも度が過ぎると ｢悪ふさけ｣となる,,悪ふ

さけは原則の迂回事例ではもはやない それは原則への侵犯である｡

からかいやふざけは相手の気を引くことを動機として行う場合が多いが､その効能は社

交の公理を学習するところにある.こ.

人生目標や生活信条からは逸脱した行為を行いながら､人生目標や生活信条の大切さを

心得て､尊重の念を/I:かせない｡社交の公理への迂回事例は､社交の公理を多くの人々が

受け入れて､それに沿って日常生活を送っていることの分かりやすい証 しなのである｡社

交の公理への尊重の念を抱いているかどうかを判定材料とすれば､ ｢からかい｣と ｢いじ

め｣を区別できるし､ ｢.ふざけ｣と ｢悪ふざけ｣の間に一線を画すこともできる｡子供達

はこうした区別を学習することを介 して､社交の公理の大切さを味わい学び取るのであるC

四.社交の公理を談話に応用した談話の公理 妨aximsofDiscourseを提出する｡

1.首尾一貫の原則 MaximsofConsistency

Speakwhateverw ithConsistency.

Beconsistentfol~yourpurposesOfthesocialdiscourse｡

トa,槻a汝eyourpurposesofthesocialdiscourseasclearaspossible.

1-ち.Pursuesuitablemeanstoattain yourpurposesofthesocialdiscourse

2.自己信頼の原則 Waxims ofintegrity

SpeakwhateverwithIntegrity.

Speakiーnaccordancewithyourwayofspeech.

2-a.Saywhateverinaccordancewithyourbeliefsand/orconvictions,

2--b.Don､tsay whateveryoubelievetobeincorrect,badorunwise.

3｡配慮の原則 MaximsofConcern

Saywhatevertoothersv]ithmutualconcern.

Ti-eatothersⅥ-hohavethereowl)purposesandrespectivewaysofspeech｡

4,尊重の原則 輔aximsofRespect

StTayWhatevertoothersV]ithmutualrespects.

PayenoughattentiorltOOthersandrespecttheirpurposesandwaysofspeech
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五.談話の公理への迂回事例として､ -'タ発話の分析を行 う

/ク発話の先駆的な研究は筒井1991/93に見られるL, ]夕発話は先行する発話に関 して

聞き手の発する発話のことである｡

i-,i/発話は､発話行為の類型 としては､ぼやきであり､態度表明型の第 ヒ類に当たる挑

戦型Titい し嫌み型の発話の事例であるが､直前の発話について発するぼやきや嫌みやか ら

みであるため､i'F号ユelieVant7⊂;発語 にはならない O但 し､談話の公理には従わない､その

-_1二l,.+Il-1JIT:rITィ一､~7-7iilil当千i''J■]こJAr'ar,

うち戯れやか らかいは - I-一言で終わる突っ込み型になりやすいのに対 して､遊びやふざけ

は話が続 いたり､ 沈黙が伴 ったりLやす く､本来の談話を選 る中断型になりやすい｡から

かいは相手にあたか も発言資格が欠けているかのように扱 う発話であるこ戯れは思いっき

に基づ く批評である(-I｢とぼけてる｣｢言い訳おじさんJr嘘つ こうと思 っている｣など,,

お遊びは話題か らわきと逸れたやりと/13を行う iタ発話の事例であるO話題に沿 -つて談

話を進めるのか基本であり､普通の流儀である｡ この基本や流儀にわざと違反 しそこから

逸 れているわけであるし)お遊びを仕掛けると､相手 もそれに薬 -'て L':_る-%雷には悪乗 りす

ることもある｡プロレスで言えば､反別の応酬とか場外乱間を楽 L′むみたいなことである｡

お151､ざけは話題の筋をわざと逸 らLたり外Lたりする発語であるO相手は--弼Tニしろい
LIt.･

て沈黙することが多いO不意打 ちであるため､適当な応答の言葉がなかなか見つか らない

か らであるO 要は､談話について相手が抱 く目的や流儀を承知 しながら､それを敢えて軽

視 し無視する発話である｡.

戯れは思 いつき型と呼び､か らかいは突き放 し型 と呼び､お遊びは場外乱闘型 と呼び､

おふざけは不意打 ち型 と呼ぶのが分かりやすい名称ではなかろうか｡

協調的な発話か ら一瞬､競争的ないし闘争的な発話に移行する発話であり､それゆえ､

力関係が露出することともなるG 話 し手の発言や態度が横柄になったとか不誠実になっ

たとかいった感 じを抱 いた時に､聞 き手の方から対等な立場が確保 されているのかに探 り

を入れ､その点を確かめるために発する発話ではなかろうか｡結局､対等な立場 に立 った

人間関係や談話を運営するための制御 メカニズムではないかと思われる｡

詳 しくは今後の研究に譲 ることとしたい｡
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