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1はじめに

われわれが他人の発話を聞いてそれを理解しようとするとき､現実に生じているのはいか

なる出来事であろうか=いや､矢祭に発旨それ自体を理解の対象とするべきかどうかももう

一反考えてみる余地がある｡ならば､最初の問いをこのように言い換えるべきであろうこ.わ

れわれはある発話がなされた時､一体どのようにその事態を認知し理解しているのかとこ

われわれの目的は､こうした発着および発着状況の里解を認知的視点から考察し､われわ

れが行っている ｢理解｣とはいったいとのようなものであるか､さらにそこにどのように音

譜が関与しているのかを明らかにすることである｡本稿では特に発爵行為に焦点を当て､こ

れまでさまざまな研究者によって中心的に論じられてきた発岳行為の成立条件からいったん

獲れて､発奮が行為として理解されるプロセスを解明していきたいと考える｡その際､従来

ほとんど否定的な引用しかされてこなかったロスの遂行分析の着想と､オーステインと並ん

で発意行為麓の租であるバンヴェニス トのオーステイン批判と人春に関する議論を再挨討し､

筆者が捷案する発静場面で生麺する r潜在的人称構造｣という横倉の有効性を主張したい｡

2なぜ発話ではなく発話行為なのか

2.1発話の意味と発話の不在

これまで言語学はある語や文が何らかの意味をどのようにして伝えるのかという問憲を中

心に論じてきた｡当然聞き手はこうした爵し辛の伝えようとした意味をその言語コードによっ

て正しく理解し解釈する者と想定されてきたわけである｡チョムスキーの言う ｢理想的な看

者一原著(idealspeaker-listener)｣はこのような立場を象徴するものであると言えようCもちろ

ん言語形式の研究においてこのような立場をとることがすぐさま間選であるとは言えまい｡

しかしながら､発着理解を考える上では､このような立場がすでに内包しているある前提に

注巨する必要がある｡それは､聞き手が理解し解釈する対象は語や文からなる発話そのもの

であるという信念である｡

たとえば､ある語の意味とはその語が担うべき情報であり､また同様に文もそれらの語を

租み合わせることによってさらに新たな意味を伝えているときれる｡聞き手はこれらの意味

を自らの語嚢項目的知識に照らし合わせて解読する存在である｡もちろん､多くの語用静者

が藷譲するように､こうした語嚢項目的な知汲だけではある文腺で発辞された文と同一の言

語形式を持つ別の文腺で発着された文との意味の違いが説明できない｡したがって､語急項

目的知故に加えて文腺情報つまりコンテクストを勘案することによって聞き手は正しい意味

(つまり賢し手が意図していた意味)にたどり着くことができると考えられているのである｡

しかしながら､このようにコンテクストをその解釈要因として含めることも､やはり聞き手

が行うことは当該発給それ自体の解釈を前提としている点ではそれまでの意味論的立場と何

ら変わることはないと言えよう｡
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これに対し､われわれが日常的に遭遇することに ｢有意味な沈黙｣とでも言うべきものが

ある｡それは､話 し手が不意に沈黙 し聞き手がその沈黙の意味を採ろうとしているような辛

苦であるこもちろん単なる沈黙それ自体が常に解釈の対象になるわけではないCもともと物

言わぬ動物や人形の沈黙がそもそも解釈を必要とするものであるとは言い軽い二者局 ｢有意

味な沈黙｣とは ｢あるべき発話の不在｣として捉えられるものに限定されるはずである｡つ

まり単なる沈黙は解釈を引き起こさないのに対し､ ｢発話の不在｣としての沈黙は意味を弄っ

た存在として聞き手 (とはもはや呼べない存在であるが)に環前しているのである｡.このこ

とが意味するのは､発話それ自体ではなく､発話がなされたある状況においてその発着が何

らかの場所を占めているという事悪こそが発露理解において重要な役割を果たしているとい

うことである｡

21 発話自体から発話事態へ

このように考えるのならば､発着それ自体はもはや特権的な解釈対象ではなく､いわば発

着が行われた事態の一部を構成 し､その事慾 の中で初めて意味を担うものであると言ってよ

いこつまり聞き手は (これまで語用論者が考えてきたように)ある発話を発雷状況を考慮し

ながら話し手が伝えようとした意味を発見するのではなく,発話が行われた状況､つまり発

話事態全体をその発話 (もしくはその不在)を手がかl)にして理解していくのであるこその

若異として発話自体に新たに解釈された意味が付与されるのであって､岡本 (1996)で明らか

にしたようにある壇のアイロニー発話では発話それ自体が解釈されることなく翌解される1よ

うに､この発話自体の解釈も発着理解において必要条件ではないC

では､この発話事葱とはどのようなものと規定するべきであろうか｡現臭に発着が行われ

る事態を観察すれば無限に多くの要素がそこに含まれていることがわかるCたとえば､発着

が産出された時点だけに限定しても､まずどのような発給がなされたかという言語的な情報､

そしてそれに附随するイントネーションや身ぶりなどの罪言語的な情穀､さらには発話が行

われた場所や時間､そして参与者にとっての状況などさまざまな要素が考えられるOまた､

発爵時点に先立って話者 .唐音が持っている言語的知麓や互いの人間関係や対人イメージな

どを考慮せずして厳密な意味での発話事態は記述不可能であろうoここに数多の言語学者が

コンテクス トの発話解釈における関与の重要性を説きながらも､ ｢コンテクス ト｣それ自体

を明確に定義できない畳由がある｡

しかしながら､われわれにとって必要なのは発話事恵の完全な客観的記述ではなく､聞き

手がどのようにしてその事悪を捉え理解しているかである｡言い換えれば､聞き手による対

象化がなされやすい表象を考え､それらの連関をもって発爵事態の表象として淀えることが

できれば十分である｡例えるなら､平地においては空気中の酸素が巨に見えずあたかもその

存在が実感されず､酸素の少ない高山に登ることで初めてその存在を意鼓するが､そのよう

な状況においてもやはり窒素の存在は意識されないように,発話事態を構成する数多の要素

のうちで聞き手の解釈簸作を経てその表象が変化するものだけに注目すればよい｡

では､一体どのような表象の連関を発話事態の表象として規定するべきであろうか｡そも

そも発話がなされる時点では､いかなる発話であっても､何らかの ｢話し手｣が何らかの ｢発

1例えば､安井(1978)にならい､アイロニーを､字義通りの逆の意味を含意すると考えられ

る 相 生的アイロニー(spontaneousirony)｣と､頼手の発岳の一部か ･Lは全部を繰り返す

ことによりアイロニー効果を生じせしめる ｢おうむ返し的アイロニー(provokedirony)｣とに
区別したとすれば､後者は当亥発話の含意を復元することなくアイロニーとして理解されう

るこ(岡本 19%:47)
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爵｣をなんらかの ｢聞き手2｣に ｢発している｣ことを省 くことはできない 3=これを抽象化

すれば､次のようになる二.

(1) 発着事葱 :C(S′H′U,Ⅴ′..)

S:発話者 H:被発話者U:発話内容V:(陳述)行為

つまり､発話夢想を練成する要素は無限に考えられるが､発静が行われる時点においては特

にこの4つの表象が､いわば発爵事態を表象するスキーマCのスコットとしてまず聞き手に与

えられると考えられるe これがスキーマと考えられる横拠は､客鼓的な発着事態が察釈者の

発話理解プロセスに直碁関与するのではなく､むしろ聞き手がこれまでに蓄積された過去経

験からなる知鼓構造によって発給事態を主観的に表象化したものが理解プロセスに関与する

からである.三たく蓄し辛>.<聞き手>･<発毒>･<行為>のそれぞれがこのスキーマのスロッ

トと考えることによって､それ以外の77クタ-も宗在化 してはいないながらもスキーマの

構成要素として潜在的に存在することを記述することが可能である｡

このように発話を捉えたとき､容易に思い蓮こされるのが ｢発話行為｣という概念である｡

なぜならば､こうした発話事態の表象との構造的な同型性がいわゆる ｢明示的逐行文｣にも

見られるからである｡結局､発着豊解を考える上で､単に表層的な文レベルで議給するのは

その発着それ自体を解釈の対象とする両建に陥りやすいと考えられる｡したがって､ますは

発話行為をもう一度発話理解の観点から見直していくことにしよう｡

3発話理解に発話行為の成立は必要か

3.1文の意味と行為の意味

周知の通り ｢発話行為｣という既念は言語曹学者オーステインが創案したものである｡彼

がそもそも企図していたことは､当時その限界が問題となってきていた其埋条件意味論の主

張に軒するアンチテーゼとして発話行為という概念を畏轟することであった｡つまり､実理

条件意味論においては､意味のある唯一の言鼠は分析的で経験的にテス トしうるものであり､

真/偽という観点から評価できない文は厳密に言えば無意味なものであると考えられてきた｡

オーステインはこのような真理条件を持たない文の中に単に無意味なものではなく､それを

発話することによって行為が遂行される文が存在することを示し､哲学における日常言語の

分析の必要性を唱えたのである｡(AtlStin1962)

このような出自を持つ発話行為論はやがてサールによる体系化を餐て､語用詮の重要な母

胎となったのだが､ここで一つの毎周が生じていることに注目せねばならないOおそらく多

くの琵用禽研究者は発話行為を言語学における意味論分析を補完するものとして捉えている

か､グライスの r舎監の含意｣の鞍念と共に､コンテクス トを勘案することによって初めて

計算可能になる意味の-局面と捉えているかのどちらかであると思われる｡また社会学にお

2ただし､ここで言う ｢聞き手｣は解釈者と同一であるとは取らない｡なぜならば寮三者に

向けらfl_た発岳を立ち聞きする場合が日常的に存在するからである｡特に ｢室毒てこすり｣の

ように蔑英にはある者に向けられた発話であるにも関わらず別の相手を非築するような発話

の理簾を考える上ではこのような区別をたてることは不可欠であるっこれに関連するものと

してCoffznall(1981)の聞き手の役軌 こ関する識者を参照せ上C

3スペルベルによればこうした一種の発着のメタ表象こそが発着の理解の r前提｣である

(Spe血 1994)Oただし､枝は聞き手を考者には入れていないので､あくまで rある蓄し辛が
ある特定の文を発した｣という情報だけが発岳餅 の前提としているO



4 岡本雅史:発話行為の潜在的人称構造

いてはその行為遂行的な側面が社会的規範の中でどのように成立するかに大きな関心が寄せ

られていると言えよう｡つまり､いずれの立場も発話行為が成立するための条件を発爵者の

資格や発給が行われた状況､ならびに発話者の意図などの言語外の軍医=こ求め､発欝行為の

成立条件を定式化することに腐心している｡このように言語によって遂行される行為の成立

条件を音譜外に求めることは､つまるところ行為論一般の下位範噂として発奮行為詮を位置

付ける立場に帰結する｡

しかしながら発話行為を単に特殊な行為として見るだけでは､なぜ発着行為における言語

の介在の意義を説明することにはならないこさらに､次節で見る ｢原初的遂行文｣やサール

の提案する ｢間接発話行為｣のようにさまざまな言語形式で同一の行為を遂行可能であるこ

とが知られているが､その場合もはやどの言語形式がいかなる行為を遂行しているのかさえ

不明瞭である｡結局､発着行為を純粋に行為遂行面からのみ蕨寮する限り､その成立条件や

遂行される行為の社票を非言語的な要因に求めざるを得ない｡

このように方向付けられた発爵行為者をもう一度発着理解の鞍点から見直すならば､そも

そもオ-ステインが最終的に放棄した ｢事実確認文(constabve)｣というカテゴリーに属する

発着に立ち戻る必要がある｡オーステインはまず､最初に ｢事実確定文｣と ｢行為遂行文

辞erfozmative)｣の区別を立て､最終的に前者が ｢陳述｣という発語内行為を遂行するがゆえ

に後者に含まれるものであるとして､その区別を放棄した｡この両者の区別の放棄の是非に

関しては後に詳しく検討することとして､この放棄の着果､事実確認文は従来考えられてき

た文の意味､青い換えれば言語レベルの意味と､ ｢陳述｣という行為のレベルの意味という

二重性を革むこととなったのである｡オーステインにしてみれば､文の意味だけしか考察対

象としてこなかったそれまでの真理条件意味論の立場に対して発話行為という行為のレベル

の意味を強調する必要があったことは想像に赦くない｡しかしながら図らずLも発爵行為論

の其の重要性はこの意味の二重性という点にあると筆者は考えるDもちろん､この二重性は

事実確艶文のみが持つ性質ではなく行為遂行文も持ち得る｡オーステイン自身は行為遂行文

の性質として rいかなるものをも r記遼｣r報告｣せず､さらに辛夷確認(constate)もせず､

しかも r実か偽のいずれJでもない｣(AuStin1962:5)ことを挙げているが､少なくとも言語

としての意味を伝える模能が失われているわけではない4｡

結論として､発話行為論の意義とはすなわちこれまで言語レベルの意味だけが取りざたさ

れてきた発缶に対して同時に行為レベ)i,の意味が存在することを明らかにしたことであるC

そして逆に発岳は行為を遂行すると同時にあくまで言語である点もまた同時に見落とされて

はならない｡前者の意義のみを過度に重視する社会学的な方向も､そして行為レベルの意味

を言語レベルの意味の延長線上に見る旧来の語用詮的な行きかたもこの二重性を適切に把轟

しているとは青い難いのである｡

3.2 明示的遂行文と原初的遂行文

きて､先に触れたように発着行為という概念に関してしばしば間老となってきたことの一

つに､発語内行為を遂行する発話における二穫貴の言語形式の存在がある｡オーステインの

用語を用いれば､遂行動詞を言語形式で明示化した ｢明示的遂行文(explidtperformative)｣

と､明示化しない ｢原初的送行文(primaryPerformative)｣の二種類である｡

l例えば ｢私はこの子を r太郎Jと命名する｣と父親が言うとき､この発話が ｢命名｣とい
う発給内行為を遂行しているからといって､この発話の文字通りの意味を伝えていないわけ

ではないCつまり､r真･偽のVザ れかではない｣ことと文としての意味がなくなることと
は別の事態なのである｡
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例えば ｢約束｣の発語内行為を遂行する発話には次のような二つの言語形式が存在する｡

(2) lpromiSethatlwon'tbetrayyou.

(3) Iwon'tbeb'ayyou･

オーステイン自身はこの点に関して､明示的遂行文は原初的な遂行文から遅れて発達したも

のと見なしているこたとえば(3)の発話は(2)の発宙に先行しており､社会形態や社会的手続き

の高度化と発展の着果､発音の力の明確化が遠く要求されたために明示的遂行文が出現する

ことになったと考えている.=つまり､(3)の発話では話し手が ｢約束｣という行為を遂行しそ

の結果において責任を負う老若が唆味になる可能性が(2)の発着を行った時に比べて相対的に

低いことは明らかであり､その結果(2)のように ｢約束｣という行為を言語化する必要性が生

じたとされるO(Austin1962:71-72)

この点に関しては全く異論はないが､語用富者が言うように､言語形式の上で異なるこの

二つの捜索の発静を同一の発語内効力を持ち､β)が(2)にいつでも代置可能であるがゆえに本

質的には意味上の違いがないとするのは言語レベルの意味を過小評価しているように思われ

る.なぜならi罰両者は明らかに異なった言語形式を持っており､行為レベルの意味が同一で

あるとしても言語レベルの意味は単純に同一視できないからである.また､発話畳解の戟点

から見ても､原初的遂行文と明示的遂行文が単線 こ同じメカニズムで ｢約束｣という行為と

して解釈者によって同定されるとは考えにくい｡例えば､トーマスは次のような例を用いて

原初的遂行文と明示的送行文の違いを説明している,.

(4) IaSSureyOu,Ididsendintheapplicat10nOntime･

(5) IdidserLdintheappucationontime･

(6) IsweaTIloveyou･

の Iloveyou･ rThoma51995:48)

彼女によれば､(4)はβ)よりも強く主張している感じを受け､(6)は愛されている個が愛してい

る個の愛情に多少とも疑いを持っているような状況､ないしは話かを安心させようとする富

みでなされる発話のように思われるr+.つまり､明示的遂行文を発話することは多くの状況に

おいて､力粥係の不均衡や話し手側の特定の権利を合意することをトーマスは指摘している｡

しかしながら､彼女の指摘は範枠に記述的なものであり､両者の違いがどうして生じるのか

の説明にはなっていない｡

実のところ､両署がそもそも行為として同一であるかどうかも本来間霧とされるべきであ

る｡先に主張したように発話行為とは意味の次元を言語レベルと行為レベルに分節される事

恵を端的に示す概念であるCオーステインのいう ｢陳述｣行為を莞岳行為として認めるなら

ば､全ての発着が話し手によって発せられることによってこの二つの意味のレベルを開くも

のであると言える｡しかしながらこの二つの意味は､一見矛盾するようだが､どちらも解釈

者によってあくまで言語的に同定される｡つまり､意味として認知された着果どちらも言語

的な存在に落とし込められるのである｡ここで言う ｢言語的｣なるものは一種のカテゴリー

として捉えるとわかりやすい｡例えば現実に行為としてさまざまな約束や主張や誓いなどが

存在し､それぞれ状況も行為者も行為としての強度も異なっているのに対し､繋釈者によっ

てひとたび ｢約束｣や ｢主張｣､ ｢誓い｣などの名が与えられることによって､より抽象的

な無時間色をもつ言語的カテゴリーに属することになる｡この時点での ｢行為｣は言い換え

れば解釈者の認知プロセスを経た ｢行為の名｣であって､現実に遂行された対象化される以
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前の原-行為とは異なった性質を持つ｡トーマスが指摘する原初的遂行文と明示的迷行文の意

味の違いはこうした現実に遂行される行為の性質について言及されたものであり､そのよう

な意味の差を同一の行為の名のもとに云々することは無意味ではないにしろ適切であるとは

言えない｡

間蓮は現実に遂行される行為のニュアンスの違いなどではなく､むしろ異なった言語形式

を媒介しつつ結果として同一の行為の名が与えられるとき､それぞれがいかなる要因でその

行為の名において理解されるのかということなのだGそこにおいて初めて一人称 ･単数形 ･

直配法 ･現在時制で表わされる明示的迷行文の特権的な性格が明らかにされるはずである｡.

3,3発話行為の成立条件

このような原初的遂行文と明示的逮行文の違いはさておき､たとえば r約束｣という発着

行為が成立するための条件は何であるかと最初に考えたのは無論サーJL,であるC彼は ｢約束｣

が成立する条件として以下の9つの条件を挙げている｡(Searle1969)

(8) a)正常入出力条件が成立している

b)S(話し手)はTという発音において､命老pを表現している

亡)pと表現することによって､SはS自身についての将来の行為Aを述走している

(bと併せて :命題内容条件)

d)H (聞き手)は､SがAをしないよりはする方を好むであろう｡また､SはHが

SがAをしないよりはする方を好むと思っている

e)事態の通常の推移において､SがAをするということは､SにとってもHにとっ

ても自明のことではない (dと併せて:事前条件)

f)SはAを行うことを意図している (誠実性条件)

8)SはTという発言によって自分がAを行う義務を負うことになるということを意

図している (本質条件)

h)SはTという発音によってSがAを行う養老を負うことになるという認知(K)をH

の中に生じさせることを意図(i-1)し､またi-1の認知によってKを生じさせること

を意図し､さらにi-1の認知がTの意味をHが知っていることによってなされるよ

うに意匠している｡

i)SおよびHによって使用されている方言の意味飴的規則はTが正しくかつ誠実に

発せられるとき､かつその時に限って条件a)-h)が成立するという規則である

これらの諸条件をひとつひとつ吟味していくことは本稿の主旨ではないが､サールの議詮

において重要なのは ｢命蓬行為｣ (その成立条件としては (8)b)として文のレベルの意味を

発語内効力の表示装置とは独立の関数として立てたことにあることには触れておきたいCこ

のような区別をもって初めて発給行為が同一の命題内容を持ちながらも異なった行為を遂行

することが説明可能になるわけだが､これは同時に発爵それ自体に与えられる行為の名と現

実に遂行される行為が必ずしも同一である必要がないことも示唆しているO例えば灸のよう

な間斉発爵行為の例は発着としては ｢質問｣であるが､現実には ｢叱責｣として解釈される｡

(9) 喋りながら食べるなって何回言った?

このような発給はサールの主張に沿って言えば､ ｢質問｣という発語内行為の遂行と同時に

｢叱責｣という別の発給行為が遂行きれる例である(Searle1979:38)cLかしこの発話行為の
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同時的遂行説を批判する者も多いe例えばクールタードは(9)の発缶に対して ｢七回ぐらいか

な｣という(9)を単に r質問｣としてとらえた応答は容認できないとして､サールの主張を批

判している(CoultaTd 1985)｡確かに行為の r成立｣のみを間憲にするのであればクールター

ドの批判はもっともであるが､現臭には(9)の発着を単純に ｢質問｣としてだけみることも不

可能ではない｡つまり､サールの主張が鼓すざるのは､彼があくまで行為の成立のみを間者

にしたからであり､ ｢叱費｣行為の成立と同時に ｢質問｣行為が遂行されるとは言えないに

しても､言語形式として(9)の発静が ｢質問｣という名のもとに解釈されるのは一向に差し支

えないこむしろ､意図的に質問に付する返答のみをおこなって話し手の揚げ足を取るような

蘭き手は充分想定可能である｡つまり発宙行為の同時的遂行と言うよりも,発静が持つ言語

レベルと行為レベルの意味の二重性を措定する方が合理的なのである=

そして発話行為の成立条件に蕗を戻せば､サールが(8)のような成立条件を設定した背景に

もやはり､行為の成立のみを重視した行為論的な立場から生じた､行為に先立って行為の成

立する条件が存在するという前連を感じ取らずにはおれない｡これはまた､オーステインが

発話行為の適切性条件を指摘して以来､あまねく語用論研究者によって受け継がれている前

達でもあるこしかしながら､現実の発話理解のプロセスにおいて､ある発話が ｢約束｣であ

ると解釈されるためにはサールの言うような条件がそれぞれ前もって成立する必要はない二

実際のところ､聞き手がこれらの条件をひとつひとつ勘案することによってある発話を ｢約

束｣であると同定することなどありそうにない｡むしろ､逆に当該発話が ｢約束｣ではない

と聞き手に感じられる時に聞き手がその理由を求める先を抽象化 したのが先の成立条件であ

ると見た方が直軌 こ合う5｡例えば次のような発奮は実際には ｢約束｣という発語内行為を遂

行している例ではないが､現実に約束が行われる芙悪をよく表わしている｡

(10) Ipromisedhernyetemallove,andIactuallythoughtthatforacoupleoEhoursI

PangerousLiaisons(1988)】

け0)の芳し手は ｢約束｣を行わなかったのだろうかCそれとも約束はしたけれども守らなかっ

たのだろうか｡

しばしば発爵行為の議論で間賓となるのはこのように ｢一体どの時点で行為は遂行された

と見なし等るのか｣ということである｡この間題に適切な解答を与えることは容易ではない｡

もちろん ｢発語内行為はその定義上､発着と同時に達成される行為であり､言い換えれば発

話<すなわち>行為なのである｡発話<によって>なされる事後的な行為は発語妊介行為として

別のカテゴリーに属するのだこゆえに条件さえ適切に整っていれば発語内行為は発話の時点

で達成される｣と答える者もいるであろう｡しかしながらこれは一社の循環静注であり､ま

た発話行為と行為一般を混同しているCなぜならば､先に述べたように発話の時点で解釈者

によって ｢約束｣と見なされる､つまり ｢約束｣という名が与えられることと､芙際に ｢約

束｣行為が遂行されることとは同義ではないからである｡

たとえば､次のような例ではT3はAの発静を ｢約束Jの遂行としては不十分なものと考えて

いる可能性がある二

(ll) A:明日は必ず迎えに行くって約束するよ｡

B:じゃあ､指切りげんまんね｡

5っまり､サールはある寛容が ｢約束｣行為を遂行しない場合を逐一観察することに上って

達に r約束｣行為の成立条件を列挙するといった思考プロセスを軽ているように思われる｡
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(と言って二人は指切りげんまんをする)

この時､Aはサールのいう成立条件の全てを清たしているが､聞き手Bにとっては ｢指きりげ

んまん｣をすることで初めてAは ｢約束｣行為を遂行することになると考えている｡この場

合､BにとってAの発軌 ま ｢約束｣の発話と言うよりは ｢約束の表明｣であると考えた方が合

理的なのである6こ青い換えれば､BはAの発話を ｢約束｣という名のもとに宣解しつつも､

現実の ｢約束行為｣は未だ遂行されてはいないと考えているのである｡

蘇詮として､言語レベルにおいてある発蕗を何らかの行為の名のもとに盈貿することと行

為レベルにおいて何 らかの行為が実際に遂行されることとは別であり､前者にとって後者は

必ずしも必須のものではないと言える｡

4 発話は必ず r発話｣される

4.1 遂行仮説の欠陥と意義

オーステインの発宙行為者は語用論の礎となったが､それとは別に生成文法派の個からも

いくつかの競語的な問題を解決する可能性が発話行為静に含まれているという主張がかつて

なされたことがあった｡その代表的な例がロスの主張する遂行分析である(Ross1970)｡

枝は､オーステインの原初的遂行文と明示的遂行文が言語形式の差はあれ､発語内の力が

共通するならば同一の遂行性を持つという主張を跨まえ､全ての文が次のような深層構造を

持つことを主張 した｡例えば(12P aはbのように深層構造を表記できるOすなわち､あらゆ

る文はその最上位の節として(1ト 人称単数の主語 Ⅰ(2)二人称の間叢目的語 You(3)現在時制の

昔話伝達(+linguistic,+CornmuniCation,+dedaLative)の遂行動詞を取ることを主張 したのであ

る｡

(12) a･Pricesslumped･
b. S
/ / ーー-1 ＼

NP W

I //-//勺 ここ こ 一一一 一 一 一一
V NP NP

you

_-_iIIfI-_-_:-I-:lT

＼ S
/(＼＼
p7m Stu〝甲ed

(沢oss1970:224(一部改))

そしてこの主張の根拠は例えば(13)(14)のような前方照応の例を用いて説明された｡ (13)の例

6この主張は､例えばヴ丁ンダーヴェ-ケンの言うところの発旨行為は遂行の r王宮｣を通

じて遂行されるという主集と一見似ているが､彼の ｢貫首｣はあくまで一次的な行為であり､

その遂行によって二次的に遂行される発語内行為とは行為連行のレベルが異なるものである

Ⅳanderveken1990)｡しかしながら､ここでの主張はある発着が解釈者によって ｢約束｣と理

解されることと ｢約束の表明｣であると里解されることとの剛こレベルの差を設定するもの
ではない｡
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は発話の基底に一人称単数の主語があることを示しており､ (14yD例では基底に現在時制の

青書酎云蓮(+linguistic+ぐOmmunication,+dedarative)の遂行動詞が存在することを示している

とされる｡

(13) a･Linguistslikemyselfwereneversabsfiedwiththepromisingframework.

b･tLinguistslikehimselfwereneversatisBedwiththepromisingframework

(14) a･Am caT7SWim,～butiLyoudon'tbelieveme′手ustwatdhher.

b･'Am cLmSWim;tutifyoudon'tbelievethem,J'ustwatchher･

(Ro朱1970:240)

この遂行仮説に付する反論は様々なところで詮じられておりここでは繰 り返さないが､発

話聖餐の概点から筆者が考える遂行仮説の欠陥は大きく見て三つある｡

一つは､これが発爵行為論を読話論および真理条件意味論に遼元 しようという試みである

という点である二.たとえばレヴインソンO.evinson1983)が指摘するように､意味盆的間選と

しては,遂行蔚とその祷文が同じ異型億を持っているとは言えないこと､そして統語的には

発語内効力を読語構造に反映させることに限界があることは明らかである｡しか しながら､

この後見るように､発話里解という観点から再検討するならば依然 として有効な点があると

言える｡.

二つめは､今述べたことと関係するが､基底の最上位の節の中で取る動詞が､すなわち遂

行される発語内行為であるとした点である｡つまり､複数の遂行動詞が選択的に 02恥のVの

位置を占め得るとロスは考えているようなのだが､それはあくまで競詩論的な要請であって

萌夷の発話理解の戟点からは容認されないO

しかしながら先の21で述べたように､発話整解の鞍点から考えればどんな発話においても

何らかの爵し手が何 らかの聞き手に r発静している｣ことだけは唯一､それ以外の行為の同

定とは異なり､いついかなる場合 も無条件に行為として認められる7｡この意味においてロス

の遂行仮説は認知的な発話事態を正 しくとらえていると言えるだろう｡そもそも彼の主護が

文のレベルでのみ就籍的な操作を考えることの限界から生 じたものであることを考えあわせ

れば､先述したように行為 レベルまで考慮しなくては語用論的問題のみならず､統語論的問

題も解決できないことを示唆 している点を兄のが してはならないこ

そして最後に､基底の最上位の節の中で取る主語と間荏目的語のtとYouを現実の若 し手と

聞き手と同一視 し､下位の節に含まれるⅠやYouと単純に同一指示を与えるものと仮定した点

が間意である｡たとえば次のような発着において､現実の看 し辛と文中の ｢僕｣や ｢私｣に

認識音的な同一指示を与えてしまうと単なる矛盾文になってしまう8｡

(15)a.僕は君には何 も話 したくない｡

b.私は本当の事は決して言いません｡

以上の間選点を瞥まえた上で遂行仮艶を評個するとすれば､やはり遂行仮説の最初の着想

である ｢いかなる発話もある話 し手によってある聞き手に向けられた発給である｣という現

7もっと正確に言うならば､いかなる発着も解釈者によって ｢発着｣という行為として対象

化されうるポテンシャルを持つ.｡

さっきり､(15)aでは r何も右したくない｣話し手とrr話したくないJと苗している｣若し

手を区別しなければ､文としての意味が成立しないこ
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実の発話事態に潜在的に存在する一つの認知空間を設定したことこそが重要である｡言い換

えれば､次のような構造を全ての発静について認めるべきであると筆者は考える｡

(16) d>-<TtLb -<YOU>-L(uttterance)1

これはまた同時に(1)で示した発旨手番スキーマのプロトタイプでもあり､現実の発缶辛苦に

おいて表象化されやすい要素の連関をも示している｡ただし､この大文字の LYOUは果実

の話し手および聞き手と完全に同一のものでなく､あくまで ｢語る｣という行為を示すTELL
に者び付けられた一回限りのく爵者相><聴音相>とでも言うべきものとする｡なぜならば､当

該の旨し手や聞き手が時間的ないしは空間的に連義した競-された存在であると見なされる

のは解釈者の認知作用の結果であり､現実には不断に変化し掛 ナる勤的な存在であるからで

ある90そしてここで問題とされているのは､宇釈者によって現実の r看し辛｣や r聞き手｣
として対象化される以前の潜在的な構造の参与項としての性質なのである｡

まとめると､いかなる発欝も単に静的な文としての性格を持つだけでなく､動的に発話さ

れるという行為の側面を持つ｡また､現実の爵し辛や聞き手もいわば言語化された ｢私｣や

｢あなた｣としての役割のみならず､常に発着事態の当事者としての役割を併せ持つ重層的

な存在である｡そして､この諌詮に玉要な示唆を与えてくれるのが次章で見るバンヴェニス

トの人称詮なのである｡

5着在的人称構造

5.1バンヴェニストの人称詣

パンヴェニス トは早くからく人称>という問題について､その連続関係からく人称>を定義し

て ｢私｣と ｢あなた｣と ｢彼｣という実際の存在と関係付けることを故判していた｡彼はア

ラビアの文法家が用いる定義から出発して､一人称を ｢語る者｣､二人執 ま｢語りかけられ

る者｣であるのに対 し､三人称は ｢(その場に)いない者｣という本質的な性質を持ってい

ることを主張する｡そして､まさにく語り>の場面からのみ規定されるものとして人称をとら

え､発話する ｢私｣という一人称とその ｢私｣が話しかける rあなた｣という二人称とがそ

の<語り>の行為の場面でその都度生起する<一回性>を持ったものであることを示唆した｡さ

らに rいまJrここJもその<語り>の場面でのみ本質的に兄い出されるものであると考えた

のであった仲envertiste 1971)｡つまり､前章で述べたように､これまでの悪用勤 王啓累の内

に前提としていた話 し手や聞き手の統一的実在性に対して､<語り>という一回的行為を中心

にした認鼓笛的転回の契硬が彼の主張に含まれていると言える｡

このような彼の考え方の背後には､言葉のもつ自己参照性､つまり各々の話し手が自らを

<語る主体>として設定し､自分の発許の中で r私｣として自らを指し示すことによってのみ

言葉が可能になるという信念があるOそのため必然的に､オーステインが最終的に放棄した

事実確認的発着と行為遂行的発話の区別を重視することとなった｡従って､彼は例えば次の

ような原初的遂行文と明示的遂行文を遂行される発語内行為が共通するという理由で同一視

するオーステインの立湯を批判する｡

9さもなければー現実の岳し手の持つ複数の矛盾する意図や信念､そして現実の槻き手が逐
次変更し再解釈する発着表象や話者イメージを現実の発宙の場から護れたところで読合せざ
るを得なくなる二
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(17) a.Comehere!

blIorderyoutoComehere･ 四enveniste1971:237)

ll

すなわち､彼にとってある一つの発話が遂行的であるのは ｢現在一人称の動詞を含む決まり

文句(fom ula)を我(ego)が発奮するという事実によってそれが遂行された行為を名指す

(denominate)｣(Benveniste1971:237)からであり､(17)bは通常の命令文である(17)aとは同じ

結果を引き起こすとしても異なったものなのである｡

こうしたバンヴここス トの考え方は､発話の遂行する行為の成立の可否を重視する余り､

言語の問題を行為の問題と混同してきたこれまでの発話行為論の立場に対し､発話行為にお

ける言語の介在を重視したきわめて言語的な立場であると思われる｡つまり､彼の考えを敦

街するならば言語形式における区別こそが重要なのであり､どのような行為として聞き手に

畳解されるのかという発話理解の立場から見て､つまり行為の <成立>とは必ずしも行為の<

妻顔>とは同一のものではないという立場からすれば非常に重要な示唆であるように思われ

る ｡

51 潜在的人称構造

それでは､これまでの論点を瞥まえた上で隼者が捷案する潜在的人称構造を定式化すれば

次のようになる｡

(18)く♭ - <TEu>-<YOU>- 【Ul(Sl,Vl′01･･･)】
I ) l I

<+Tst><十PreSent′+VerbaJ><+2nd> <+3rd,-present,-verbaJ>

ここでは､<語り>の場のみが潜在的な人称構造を規定すると考え､あらゆる発話が <語る

｢息｣>としての一人称Ⅰ､<語りかけられる ｢あなた｣>としての二人称YOU､そして本質的

な現在性と言語使用性を拝つく語る>行為TELLを潜在的に持っていると仮定する｡そして､

語られる対象である現実の発話はこのく語り>の場の外にあるが故に､潜在的に三人称 (-罪

人券)でありかつ発現を性かつ非言語使用性という性質を持つとする 10｡また､認知的な模

造としてあらゆる発話がこのような構造を持つとすれば､聞き手は必要に応じていつでもそ

の発芽を現在行われている言語的な行為としての ｢語り｣として対象化することができる二

では､明示的な遂行文をこのモデルでとらえるとすればどのようになるであろうか｡先に

挙げた(2)の発話を例に取ると次のように分析される.

(19) a･Ipromisethatlwon'tbetrayyour

b･<Ⅰ>- <11LL>-<YOU>-rlpromise(thatJwon'tbetrayyou】】
] ｣｣

resent,+verbaJ> L+Ist,+resent,+verbal]

つまり､主節の主語および動詞が潜在的には三人称で非現在で非言語的であるはずのものが､

iD発着それ喜体は r非諦 佐用的｣であるという主張は一見奇妙に思えるかも知れないが､
<語り>という行為を中心に考える限り､何らかの意味を伝違するという音詩の役割を果た

す主体である以前に､語られる (=発着きれる)客体であるという点を示したものであると
葦寮されよ｡
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実際の発話のrPで表層的な音譜形式として一人称主語 ･環を時制を取り､かつ意味論的に言

語使用性を持つ動詞であった場合､解釈者はその発話を､発話事苦を構成する潜在的な行為

である<語り>の代わりに､言語形式で表わされた明示的な行為を錯視により同定してしまう

のである｡なぜならば､ある発着が行為であるためには発話の時点と行為の時点が-敦して

いること､発話者が行為者と一致していること､そしてその行為が言語を仲介することによっ

て成立していることが必要であるが､言語形式としてそのような要件を溝たしている時に限

り､解釈者はその発話に明示的に表わされた行為の名を付与してしまうのであると考えられ

る｡言い換えれば､その明示的な行為の名において当落発話を<理解>するのである｡ さら

にこの里解のシステムを(I)のスキーマに基づく発許事態表象の解釈者による変換と見るなら

ば､次のように記述できるだろう｡

(20)C(ld>1sl<YOU>LlIpromisethatIwon'tbetrayyou)｡tTtLLl､r･･)
l coIZVerSionA

C.(tI),.【you】H.lIwon'tbetrayyouL,一【promiSeL.;･)

また､必要に応じてその発話に<語り>､つまり ｢発話する｣という基底的な行為の名を与え

ることが可能であることは音うまでもない｡その場合は次のように事葱表象が変鼓される｡

(21)C(td>1,[<YOU>)HtlpromisethaHwon'tbetrayyou】uLTELLIv･･)
Iconyers7-otla

Cb([Ⅰ】sbtyOu】抽【lpromisethatIwoTL'tbetrayyou】U,ttellLb･･)

このようなモデルで分析することの利点は､ます､行為の<成立>とは別に行為の<理解>を

説明できることが挙げられる｡つまり､表層的な言語形式によって解釈者がその発着を理解

し､次の投降としてその行為が成立しているか否かを評価するという二投降のプロセスも記

述可能であるO上の(20)(21)で言えば､変換Bを行ってから変換Aを行うような場合である｡

次の利点として､表層の言語形式として上に挙げた三つの条件のうちのどれが成立しなかっ

たかによって､遂行発静にならなかった場合や別の行為になる場合などを分乗しうる可能性

が期待できる｡ここではそれらを詳しく述べる余裕がないが､例えば主節の動詞が過去形で

あった場合や､言語使用的でない動詞 (例 :run)であった場合､そして一人称主語でなかっ

た場合に明示されている動詞が表わす行為としては理解されす､別の行為であったりする萱

由の鋭明に貢献するであろう｡また､逆に次の (22y7)例のように主節ないしは補文の主語が

一人称ではないにもかかわらず行為の理解が達成される例を､潜在的な一人称との意味島的

包含関係ないしはメトニミー賄僕によって説明することが可能であると思われる.

(∑!)我が社はこの製品の品質を保証いたします｡

(23) うちの犬は決 して人様に危害を加えたりしないと主音します｡

そして最後に､このような明示的迷行文を解釈者が理解するのはまさに言語的な形式によっ

てであることをこのモデルは示している｡つまり､原初的遂行文と明示的遂行文の違いを説

明するためには､前者の理解では変換Aや変換Bとは変換の条件が異なっていることを示せば

よい｡つまり表象変浜における言語形式の介在性の有無を問うことによって､同じ行為の名

のもとに星解される二つの異なる言語形式を持つ発酷の里解プロセスを区別できるのである=

結局､例えl拘 束行為の例で言えば､明示的に ｢私｣が ｢約束する｣ことが言語形式に反
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映されている限り､爺束行為が成立する前に解釈者にとってそれは ｢約束｣であるOその行

為が成立するか否か､そして別の行為が遂行されるか否かは発話理解のプロセスにおいては

その次の段階の問題なのである｡

6発話理解から見た発話行為

6.1意味の二重性

さて､これまで述べてきた中で筆者が最も強調したい点は､発蕗行為は ｢行為｣であると

同時に ｢言語｣であるということである｡従って行為論的な視点からのみ考えている限りは､

発爵行為が他の行為一般とはどのような差異があるのかは説明できない｡行為一般の成立条

件は発話行為の場合転倒される｡つまり､ある発缶の解釈者にある発話行為がいかにして成

立したかを問うことは､それをある ｢行為｣として萱解した上でのレトロスベクティプなプ

ロセスに他ならないゥまた､発話が言語である限りは､それによって伝えられる意味内容と

その言語を使用しているという行為の両者ともが､常に潜在的に解釈者の反応を引き起こす

要因になり得るC

つまり､発畜行為の特質を一昔で言うならば､必ず言語レベルの意味と行為レベルの意味

の二つの次元が発静によって開かれることであるCそして言語レベルの意味が前景化し行為

レベルの意味が背景化することも,またその道もあり得る｡解釈者は発話を構成する ｢言語｣
に対して反応することも ｢行為｣に対して反応することもできるのだ｡オーステインが発爵

行為という概念を着想した時､その根底にあったのはこの意味の二重性であったと思われる｡

そうでなければ､最終的に事実確認的発着と行為遂行的発静の区別を放棄Lはしなかったで

あろう.｡奇妙なことに,バンヴェニス トによるその放棄の批判もやはり､同じこの発話の重

層性にその根拠があると考えられる｡両者の違いは､オーステインは発話が本質的に持つ <

語る>という行為を ｢陳述する｣というカテゴリーで他の発語内行為と同じ平面に置いたの

に労し､バンヴェニストはこの<語るメ行為を他の発語内行為の基底にある特権的な行為と見

た点にあるのだ｡しかしながら､潜在的には特権的な行為であるこの<語り>も､ひとたび解

釈者によって ｢話す｣や ｢発着する｣のような行為として命名された韓間､ ｢約束する｣や

r誓う｣といった発語内行為動詞と認知的な発話事態の表象内で同じ位置を占めることとな

る｡この度階において初めてオーステインの事実確認的発静と行為遂行的発露の区別の放棄

は意味を持つのである｡

6.2 莞吉行為から事塵認知へ

繰り返すが､現夷に遂行される<行為>と解釈者によって命名される ｢行為｣を混同しては

ならない｡後者はあくまで言語的な表象であり､矢祭に遂行されるか否かを問うことはでき

ない｡発話行為の議論における困穀はこの言語的な表象としての ｢行為｣を現実に遂行され

る<行為>と同一視したことに畠来するのだ｡この背景には､先述したように発話それ自体を

星解の対象とする前濃と､行為一般の下位範噂として発静行為を分析しその成立条件を云々

する行為詮的姿勢が存在するe 前者の前徒を再考し後者の姿勢を批判するためにわれわれは

発着理解そのものから問い直す必要があろう｡だとするならば､発話行為の問題は単に独立

して考察されるべきものではなく､われわれがある発話がなされた事態をどのように認知し

里欝していくのかを考慮に入れなくてはならない｡つまり､これまでややもすれば意園を持っ

た許し手の立場からの議論に終始していた発話行為詮を､聞き手ないしは解釈者の立場から

批判乾に検討していくことこそが必要なのであるO
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本稿ではそのような考えから､ます発爵理解を発給事態の認知としてとらえ･その上で言

語がその認知プロセスにどのような役割を果たしているかを明示的な発着行為を例に検証し

た｡そしてさらに解釈者による辛苦認知表象の変換として発話理解をとらえる方向性を示唆

した｡ここでの分析は不十分なものではあるが､発爵理解の研究にとって､さらに発話行為

の分析にとっても重要な示唆を含むものであると借する｡

7おわUに

結論めいたことは既に述べたので､今後の課掛 こついて触れたいC

ます発着行為の潜在的人称構造に関しては､さらに多くの発蓄例を削 ､て言語形式と行為

の同定に関する分析を深める必要がある｡特に英語とは異なり､遂行文であっても明示的に

一人称主語を取ることがほとんどない日本語での発給行為の分析は必須であると言えよう｡

また時制の問題を考慮することで､当該発着によって語られる事若とそれが発話される事葱

との関係を詳鰍 こ分析することも予定している｡さらに､文の主語と発着者とのメトニミー

的関係を考察することで､発話理解プロセスにおける認知的な分析の有効性を示していきた

い,そして､莞宙理解とは発話事恵の表象変換であるとするならば､どのような要因によっ

てその変換がなされるのかという諸要因の記蓬と､どの時点でその変畏プロセスが終了する

のかというメカニズムの分析も残されている｡その際､岡本 (1996)で分析 した ｢話者イメー

ジ｣や ｢意図｣などの認知表象のカテゴリー化がそのヒントになるであろう｡
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