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認知語用論の観点から見る日本語の曖昧表現の意味解釈の過程
―― 関連性理論に基づいて ――

許

玲＊

夏

留学生センター
（2017 年 9 月 26 日受理）

「テレビ局でストライキをやっていない」
「話し手  自

１．はじめに

分たちの好きな番組のジャンル」などの前提
日常，我々は何かしらある目的をもってコミュニ

（DVVXPSWLRQV）をもとに，推論（LQIHUHQFH）を用いて

ケーションを行っている。たとえ，相手と挨拶を交わ

「今，特に（あなた  わたしたちの）見たい番組はやっ

すだけでも実はその発話行為に人間関係を維持してい

ていないよ」という話し手の発話の本当の意味が解釈

きたいという意図が存在している。また，我々の発話

できるのである。この推論による解釈の意味は，更に

は常に完全文の形で表れることはないし，文字通りの

「明意（H[SOLFDWXUH）
」と「暗意（LPSOLFDWXUH）
」の 2 つ

意味を表しているとも限らない。許（2010）で述べら

に下位分類できる。「明意」とは，発話された言語形

れたように，*ULFH（1989）の提唱した「協調の原理

式を発展させた形で，言わば発話文の欠けた要素を完

（&RRSHUDWLYH 3ULQFLSOH）
」

注1

では，話し手が人と会話を

全に復元させた形で命題を意図明示的に表出した意味

行う際，どのような原則を守ってどのように自分の発

のことである。前述の例で説明すれば，「今，テレビ

話意味を伝えるのかといった話し手側の視点から分析

で特に面白い番組をやっていないよ」というのが「明

に焦点が当てられている。しかし，聞き手側は話し手

意」である。それに対し，
「暗意」は意図非明示的な

の発話意味をどのように解釈しているのか，発話解釈

意味であり，
「特に私たちの見たい番組はやっていな

に用いられる推論の過程は何であろうかに関しては明

いよ」という暗示的な意味になる。解釈の過程におい

確 に 説 明 が な さ れ て い な い。 こ れ に 関 し て は，

て，
「明意」に加えて，更に発展させれば，「高次明意

6SHUEHU

:LOVRQ（1986）の「関連性理論（5HOHYDQFH

7KHRU\）
」から説明が得られるのである。
6SHUEHU

（KLJKHUOHYHO H[SOLFDWXUH）
」が得られるという。前述の
発話例から「話し手が今，テレビで特に面白い番組を

:LOVRQ（1986） で は， 発 話 意 味 を 2 つ の

モ ー ド， す な わ ち「 文 の 意 味 」（HQFRGLQJ PHDQLQJ）
「解読的意味」
（GHFRGLQJ PHDQLQJ）と「推論による解

やっていないよとつまらなさそうに言っている」と
いった話し手の発話時の態度や判断を示す表現を加え
て臨場感を再現すれば，「高次明意」が得られるとい

釈の意味」（LQIHUHQWLDO PHDQLQJ）があるとしている。

うことである。今井（2012）では，
「高次明意」とい

たとえば，「テレビでなんかやってる？」と聞かれた

う解釈の手段を用いて，アイロニー，たとえば

とき，
「ないよ」と返事したとする。
「ないよ」という

D ORYHO\ GD\ IRU D SLFQLF

文の意味から更に「ない」＝「今」
「番組」
「ない」＋

that LW¶V D ORYHO\ GD\ IRU D SLFQLF のように話者の「命

「よ」＝「相手の知らないだろうと思うことを知らせ

題態度」を表示することで，適当に意味を解釈できる

る」というふうに解読的意味が得られる。しかし，こ

:KDW

を It is ridiculous to believe

としている。
しかし，発話解釈の過程における「高次明意」の位

の段階では聞き手がまだ話し手の発話で言わんとして
いる意味が十分に解釈できるとは言えない。そこで，

置付け，また「明意」
「暗意」との相違に関しては更な

聞き手が発話の状況から「テレビが壊れていない」

る考察が必要であると思われる。たとえば，意味確定

＊
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不十分なもの（XQGHUGHWHUPLQDF\）を取り除くために 4

件のもとで，ある物の量が増加しなくなるまで，最大

つの語用論的手段があるとされているが，そのうち，

限に達した状態の意味である。たとえば，
「彼女は学

「飽和」
（VDWXUDWLRQ）と「自由拡充」
（IUHH HQULFKPHQW）

注2

生だよ」の「彼女」と「学生」は，具体的に誰なの

は一見すると，明意のレベルで発話の特定の言語要素

か，どのくらいの教育レベルなのかを明確に情報を足

による補いかどうかによって分けられるが，意味を確

して示す必要がある。ここで言う「彼女」は話者の隣

定（発展）させていく過程から見ると同じものと考え

人，
「学生」は大学生とする。往々にして，このよう

られる。

な発話（「彼女は学生だよ」）は，話し手と聞き手の間

本稿では，日常会話の用例を用いて意味確定不十分

で共有認識を持っている場合のみに発する。

な表現，いわゆる曖昧表現を認知語用論の関連性理論
の観点から論じ，「明意」「高次明意」
「暗意」の互い

２．３

の関係を明らかにすることを試みる。

自由拡充（rich enrichment）

自由拡充は，上述の飽和とは何らかの要素を補うこ
とで意味を確定させ，理解しやすくなるという点では
共通していると考える。東森・吉村（200336）では，

２．意味を確定させるための発展

「表意」
（本稿で言う「明意」）形成過程において，発
言葉は概念が託されている一種の記号である。日常

話の言語要素によって要求されるものを補うことを

のコミュニケーションで用いられる言語表現には，意

『飽和』と呼ぶのに対して，特定の言語要素の要求で

味の確定度が不十分なものがしばしば見られる。この

はなく，もっと自由に語用論的に何らかの要素を補う

ような意味確定不十分な表現の意味を確定させるため

ことを，『自由拡充』（IUHH HQULFKHPHQW）と言う」と両

に以下のような「発展（GHYHORSPHQW）
」といった 4 つ

者の違いについて説明している。自由拡充の用例とし

の語用論的手段が取られる。

て，
「彼，飲むよ」，「友だちと映画を見に行った」な
どが挙げられる。
「彼は習慣的にお酒を飲んでいる」，

２．１

「友だちと一緒に映画を見に行った」のように，下線

一義化（disambiguation）

日本語は曖昧な表現が多いと日本語学習者によく思

部の表現が当該の発話において必ず必須とされるもの

われている。「曖昧」とは，物事や態度がはっきりし

ではなく，発話の意味はコンテクストや言語知識から

ない様子を表す意味である。この曖昧性を生じさせる

補完される。しかし，「どのくらい飲むか」，
「どのよ

背景の一つとして，意味の多義性（DPELJXLW\）が考

うな感じや気持ちで友だちと映画を見に行ったか」と

えられる。意味の多義性は，語彙に限らず，表現やフ

いう言語要素の補完によって発話の意味を明確させる

レーズにも存在している。たとえば，日本語の語彙で

ことができることから，前述の「一義化」と「飽和」

は，平仮名で表記すると，同音異義語のものが多く，

とは類似している。

「こうえん」には少なくとも「公園」「講演」
「後援」
「公演」
「好演」などの意味を思い付く。このような同

２．４

語彙はある種の概念が託されているコードであるた

音異義語の場合は，漢字で表記すると意味が固定さ
れ，一義化される。その他，表現には「結構です」

語彙概念の特定と拡張

め，概念は常に意味が明確に定められているものでは

「大丈夫です」
「もう予定を入れちゃったの」などのよ

なく，時には意味が曖昧になっているものがある。た

うに，肯定的な意味や字面通りの意味とも解釈できる

とえば，「
（パーティーの日程が決まって）どうしよ

し，相手への断りといった否定的な意味とも解釈でき

う。着るものが全然ないわ」，
「熱海は東京の西南 100

るものがある。このような意味の曖昧性を解消し，意

キロにある（今井ら 2012：65）」のような表現では，

味を確定させるには，コンテクストに照らし合わせて

「着るもの」の語彙概念を「一般的なお洋服」より

意味解釈をしなければならない。

「パーティーに相応しい服」まで狭めて特定して解釈
するのに対し，「西南 100 キロ」の語彙概念を「100 キ

２．２

ロ」そのものではなく，交通手段にもよるが，車の場

飽和（saturation）

代名詞（彼，彼女，わたし，あなた），指示詞（こ

合は「1081 キロ」，新幹線の場合は「1046 キロ」ま

れ，それ，あれ）
，時を表す名詞（今，昨日，さっき）

で拡張して解釈する必要がある。このような意味解釈

などの直示的表現は，指示対象や範囲が明示されてい

は，アドホック概念（DG KRF FRQFHSW FRQVWUXFWLRQ）と

ないため，具体的に何を意味しているか，その指示対

呼ばれている。

象や範囲を固定させる必要がある。飽和とは，ある条
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３．曖昧さを生じさせる要因

浜野：なんだ，その挨拶は。それじゃまるで
学生じゃないか（笑ってみせる）
大和田：まだまだ未熟者でございまして

意味の曖昧性を生じさせる主な要因として，主張や
対立の回避という点が考えられる。近年の若者の心理
的特徴について，米川（1996）は若者が他者と深く付

上記のようないわゆる「言いさし」表現は，前述の

き合わず，あまり関わろうとしないし，また自分が傷

通り，話し手が物事をはっきりと言い切るような表現

つけられるのを避けるために，他者に対する批判的な

（断言）より聞き手に判断や想像の余地を与え，自分

ことばを言い換えて柔らかくしていると指摘してい

の主張を抑え，相手との対立の恐れを避けようとする

る。しかし，これは近年の若者について言えるだけで

ために用いられていると考える。「言いさし表現」は

なく，強いて言えば，日本人の心理的特徴であると筆

主節が現れず，従属句のみが現れるのが特徴的であ

者は考えている。許（2012）では，日常会話におい

る。上記の例（1）〜（3）の主節の意味をコンテクス

て，話し手が物事をはっきりと言い切るような表現よ

トに照らしながら，敢えて復元させると，大まかに

り聞き手に判断や想像の余地を与え，自分の主張を抑

「遊びに行ったんだから，
（10 日間ぐらいの長い日数

え，相手との対立の恐れを避けようとする傾向が見ら

がかかるんですよ）
」（1）
，「栄養あるから，
（［食べる

れる。その他，断言の言い方より自分の主張や判断を

と病気が早く治るし，
］ちゃんと食べてね）
（2）
，「ま

ぼやかす，たとえば「しかも見つけたとしてもなんか

だまだ未熟者でございまして，（どうかご理解くださ

色がよくわかんない色してたりするから」「今いろん

い）」（3）というような意味が考えられる。（1）の相

な選択肢があるじゃん？」の「なんか」
，
「じゃない」

手の認識を改めること，（2）の相手の行動を要求する

も同じような効果が発揮できると考えられる。

こと，（3）の相手の理解を要求することの主節の部分

日常会話において，発話文を最後まで言わず，しば

を話し手がはっきりと言わずに，聞き手にコンテクス

しば接続助詞「から，けど，のに」などで言い終わる

トに基づいて判断や想像の余地を与え，話し手の発話

ことが多い。これまでこれらは不完全文のように見え

意味を察知してもらう。日常会話において，話し手と

ることから省略表現とされてきたが，談話文法の観点

聞き手の間で共有の認識（共有の基盤）を持っていな

から話し手が会話のコンテクストに照らし合わせ，発

ければ，「言いさし」表現の本来の話し手が伝えよう

話意味を十分に伝達していることから，
「言いさし文」

とする発話意味がはっきりと理解できなくなる場合が

と見なされている（白川 2009）
。これらの表現は，特

あるゆえに，曖昧に聞こえてしまうのである。

に話し手が自分の判断を示したり，相手に何らかの働
きかけ（たとえば，依頼，要求，申し出）をする場合

４．「明意」「高次明意」「暗意」の互いの関係

に用いられる。たとえば，次のような「言いさし」表
現と呼ばれる会話例を見てみよう（許 2010）。

４．１ 「明意（explicature）」
前述のように，日常のコミュニケーションで用いら

（1）（&- 中国人学習者，16 日本語母語話者）
&-：どのくらい
16：10 日間
んだから

れる言語表現では，意味の確定度が不十分な表現の意

北京に

長いでしょう

味を確定させるために「発展（GHYHORSPHQW）」といっ
でも

遊びに行った

&-：中国語は

今はどう？

16：中国語は

あんまり

（1986182） で は，
「 明 意 性（H[SOLFLWQHVV）
」を

困った

$Q

DVVXPSWLRQ FRPPXQLFDWHG E\ DQ XWWHUDQFH U is explicit LI

&-：話せない？
16：あんまり

た 4 つの語用論的手段（一義化，飽和，自由拡充，語
彙概念の特定と拡張）が取られる。6SHUEHU DQG :LOVRQ

いろんなところに

DQG RQO\ LI LW LV D GHYHORSPHQW RI D ORJLFDO IRUP HQFRGHG E\
本当に

U

困った

勉強したんだけど

と説明し，発話によって明示的に伝達された想

定を「明意（H[SOLFDWXUH）」と呼んでいる。ここで言う
「想定（DVVXPSWLRQ）」とは，話し手の発話文（事柄に

（2） 綾子：フレンチトーストにミルクティ

対する自分の判断など）そのものである。話し手の発

実：そんなもん食えっかよ

話文を上述の「発展（GHYHORSPHQW）
」といった 4 つの

綾子：栄養あるから

語用論的手段を用いることによって得られた明示的な
伝達意味は明意というのである。

（3） 健一：このたびは，お世話になりました（一礼）
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G のように，機械的にプロセスを経て意味を得ること

と，次のようになる。
（4） %LOO 'LG \RXU VRQ YLVLW \RX DW WKH ZHHNHQG"

はないだろうし，言語で明示的に表現されていない要

0DU\（KDSSLO\） +H GLG

素をコンテクストや共有認識に照らし合わせながら発
話意味を推測することになる。

上記の（4）の 0DU\ の発話「会いに来たよ」（ +H
GLG ）は，
「発展」の「自由拡充」という語用論的手

４．３ 「暗意（implicature）」
6SHUEHU DQG :LOVRQ（1986182）では，
「暗意（LPSOLFDWXUH）
」

段を用いて，発話意味をコンテクストに基づいた言語

を $Q\ DVVXPSWLRQ FRPPXQLFDWHG EXW QRW H[SOLFLWO\ VR LV

要素で補完させると，
0DU\¶V VRQ（← +H）YLVLWHG KHU>0DU\@ DW WKH ZHHNHQG（←
GLG） という明意が得られる。

LPSOLFLWO\ FRPPXQLFDWHG LW LV DQ LPSOLFDWXUH と定義して
いる。これは言わば，発話の文字通り以外の意味と考え
ればいいと思う。このような「暗意」は聞き手が様々な
想定（DVVXPSWLRQV）から適当な発話の「暗意」を推論

４．２ 「高次明意（higher-level explicature）
」
「明意」の段階でも聞き手が十分に話し手の発話意

（LQIHUHQFH）することによって得られるものである。
「暗

味を理解できるのであるが，話し手の発話態度を聞き

意」を推論するには，2 つの推論過程が考えられる。1

手がある程度コンテクストから推測しなければならな

つは演繹法（WKH GHGXFWLYH PHWKRG）
，もう 1 つは帰納法

い。そこで，話し手の発話態度も十分に理解できるよ

（WKH LQGXFWLYH PHWKRG）である。演繹は，与えられた命題

う に す る に は，「 高 次 明 意（KLJKHUOHYHO H[SOLFDWXUH）」

から，論理的形式に頼って推論を重ねて結論を導きだす

のもう一つ段階が必要となってくる。
「高次明意」の

手法である。それに対し，帰納は，個々の具体的な事例

定義について，今井ら（2012：73）は「表出命題を発

から一般に通用するような原理・法則などを導きだす手

話行為述語（「言う」「ささく」
「どなる」など）や命

法である。次の例（6）の「暗意」は，演繹法で推論さ

題態度述語（「残念に思う」
「滑稽だと考える」
「〜と

れたものである（許 2010：174）
。

信ずる」など）の目的節として埋め込むことにより得

（6） 兄：ゆうべも言ったけどな。一番人気はトー
テームーリって馬な

られるもの」と解釈している。今井らの述べている

妹：1 枠の 2 番でしょ

「表出命題」は本稿で言う「想定（DVVXPSWLRQ）
」，言

兄：そうそう

わば話し手の発話文と考えるものである。東森・吉村

妹：わかってるって

（2003：47）によると，「高次表意」（本稿で言う「高
次明意」）を得る段階では，往々にして発話のコンテ
クストや共有認識をもとに聞き手が処理労力に見合う

例（6）の引用助詞「って」は，話し手がなかなか

だけの認知効果を達成するのに，伝達意味を処理して

納得してくれない相手に，「って」によって自分の考

いるため，すべての「高次表意」（
「高次明意」）が得

えを主張（強調）して，相手を自分の考え方に引き寄

られるわけではないという。前掲の例（4）の 0DU\ の

せるように働きかける場合に用いられる。例（6）の

発話は，次のような段階まで発展させれば，「高次表

「わかってるって」は，聞き手が相手にこれ以上関
わってほしくない，相手を早く突き放したいという意

意」（
「高次明意」
）が得られる。

図を背後に，「これ以上何も言わないで」という「暗
（5）D 0DU\¶V VRQ YLVLWHG KHU DW WKH ZHHNHQG

意」が捉えられる。このような「暗意」（推論の結論

E 0DU\ VD\V WKDW KHU VRQ YLVLWHG KHU DW WKH ZHHNHQG

部分）は演繹法で推論されると考える。

F 0DU\ EHOLHYHV WKDW KHU VRQ YLVLWHG KHU DW WKH ZHHNHQG

前提：
「通常は人のわかっていることをわざわざ言わ
ない  言う必要はない」

G 0DU\ LV KDSS\ WKDW KHU VRQ YLVLWHG KHU DW WKH ZHHNHQG

現状：
「妹がどの馬を買うかをわかっている」
上記の例（5D）の復元された発話に E の「メリーが
」→ F の「メリーが確信
言っている（0DU\ VD\V WKDW）

↓
暗意：兄が何も言うことはない。

している（0DU\ EHOLHYHV WKDW）
」→ G「メリーが嬉し
がっている（0DU\ LV KDSS\ WKDW）
」といった順に話し
手の発話行為や発話態度を表す述語を加えておくと，
話し手の発話意味をより十分に，明確に理解できるよ

次の例（7）［前掲の例（3）］は，帰納法を用いた推
論である。
（7） 健一：このたびは，お世話になりました（一礼）

うになる。しかし，発話解釈の過程では，上記の D 〜
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浜野：なんだ，その挨拶は。それじゃまるで学

許  認知語用論の観点から見る日本語の曖昧表現の意味解釈の過程
生じゃないか（笑ってみせる）

た。次いで，筆者が「（夏休み中に論文相談を持ち込

大和田：まだまだ未熟者でございまして

んで来た学生に）○○さん，わたしも夏休みがほしい
んだよ」と発話をした。その結果，「暗意」が捉えら

例（7）の「まだまだ未熟者でございまして」の

れるまでの推論時間は，ばらつきがあったものの，前

「て」は，浜野の「それじゃまるで学生じゃないか」

回と大差はなかった。多くの学生は「論文を直すとこ

という発話に対して理由説明を行うために用いられて

ろが多い」などと解釈され，発話の「暗意」が正しく

いる。大和田の言わんとしている意味は「どうか大め

理解できなかったことがわかる。ここでは，発話の

に見てやってください」と相手の理解を求めているこ

「暗意」は「○○さん，わたしも夏休みがほしいから，

とと考えられる。

今夏休み中に論文の相談を持ち込まないでください」

前提 1：「学生は，社会経験を持っていないため，社

と意図されたものである。
上記のような小規模の実験は厳密に行われたもので

会的儀礼には不慣れである。」
前提 2：「学生は社会経験が少ないことから未熟の者

はないため，すべてを検証できたとは言えないが，発
話意味の解釈過程において，「暗意」の強弱は，推論

と考えられる。
」
前提 3：「未熟の者はこれから成長していくので，長

の時間だけで決まらず，様々な外的要素を考慮しなけ
ればならないことがわかる。日常会話では，すぐに意

年勤めの社会人と区別する必要がある。」
現状 1：「健一は社会人なのに，その振る舞いはまだ

味がわかったと思っても，実は誤解だということもし
ばしばあるのである。

学生のように見える。」
現状 2：
「健一は社会人としてまだ未熟の者である。」
↓

５．まとめ

暗意：まだ未熟の健一を大めに見てやる必要がある。
「暗意」は演繹によって推論された「暗意」か，帰

これまで述べられてきたことを次のようにまとめ

納 に よ っ て 推 論 さ れ た「 暗 意 」 に 分 け ら れ る と

る。本稿では，日常会話の用例を用いて意味確定不十

6SHUEHU DQG :LOVRQ（1986）は見なしている。しかし，

分な表現，いわゆる曖昧表現の一つと言われている

「暗意」にも強弱という程度がある。この「暗意」の

「言いさし」表現を認知語用論の関連性理論の観点か

強弱は，はっきりとした基準を設けることは難しいと

ら論じ，また「明意」「高次明意」「暗意」の互いの関

考えられるが，話し手の発話意味を理解できるまでに

係を明らかにした。

辿り着いたプロセスや情報量や推論の時間等の違いに
よるのかもしれない。

前掲の例（1）〜（3），（6）の発話の「明意」
「高次
明意」
「暗意」を次のように「自由拡充」という語用
論的手段（「発展」）を用いてそれぞれの発話意味が得

４．４ 「暗意」が得られるまでの推論時間

られると考える。

かつて，筆者は授業で実験的に発話の「暗意」を得

（1）発話

るのにかかる推論の時間を計ってみた。協力者は大学

16：10 日間

院生 15 名である。実は，このような実験は既に認知

だから

心理学の分野でも行われたことがある。

長いでしょう

でも

遊びに行ったん

いろんなところに

（1D）明意

筆者は大学院生に 2 つの会話を提示した。一応，会
話状況についてある程度のことを各会話の前に説明
し，話し手（筆者）と聞き手（大学院生）の間で共有

16 は北京でいろんなところに遊びに行ったんだから，
旅行は 10 日間の長さがかかったのだ。
（1E）高次明意

認識を持つことを前提とした。流れとしては，筆者が

16 は満足げに北京でいろんなところに遊びに行った

発話し始めたら，学生がすぐタイマーを押して時間を

んだから，旅行は 10 日間の長さがかかったと主張し

計り始め，筆者の発話の「暗意」がわかったらすぐタ

ている。

イマーを止める。最初は，筆者が「既に連絡メールが

（1F）暗意

来たと思うんですけど，もうすぐ 9 月 4 日に中間発表

（ここでは特に暗意が捉えられるわけではないが，敢

があるんですよ」と発話をしたとする。その結果とし

えて次のような暗意も考えられる。）

て，ほぼの 3 分の 2 を超えた学生が 2 分ほどの時間で

一般の 3 日間〜 5 日間の北京旅行よりはずいぶん時間

発話の「暗意」が捉えられた。多くの学生は，「中間

をかけて旅行できた。

発表があるから，前もって準備すること」と理解でき
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あるため，すべての発話に必ずしも「暗意」が含まれ

（2）発話

るわけではない。日常会話では，「高次明意」の過程

綾子：栄養あるから

を経て「暗意」が捉えられるわけであるが，「高次明

（2D）明意
綾子は，実の反論に対して，フレンチトーストとミル

意」は会話のコンテクストと話者間の共有認識などを

クティは栄養があると理由を説明している。

もとに想定して捉え，そして推論を用いて「暗意」を
捉えることができるのである。

（2E）高次明意

今後，会話研究のみでなく，認知語用論の語彙研究

綾子は，実の反論に対して，フレンチトーストとミル

への応用も試みたい。

クティは栄養があると苦心に説得している。
（2F）暗意

注

綾子は実にフレンチトーストとミルクティを食べてほ
しい。
（3）発話
大和田：まだまだ未熟者でございまして

注1

*ULFH（198926）では，
「協調の原理（&RRSHUDWLYH 3ULQFLSOH）

を

0DNH \RXU FRQYHUVDWLRQDO FRQWULEXWLRQ VXFK DV LV UHTXLUHG DW

WKH VWDJH DW ZKLFK LW RFFXUV E\ WKH DFFHSWHG SXUSRVH RU GLUHFWLRQ RI

（3D）明意

WKH WDON H[FKDQJH LQ ZKLFK \RX DUH HQJDJHG （話し手は今行われ

大和田は健一のことをまだまだ未熟者であると説明し
ている。

ている会話の方向や目的に矛盾しない形で言語伝達を行うこ
と）としている。

（3E）高次明意

注2

「飽和」と「自由拡充」は，東森・吉村（2003）の用語である。

大和田は健一のことをまだまだ未熟者であると弁解し
ている。
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認知語用論の観点から見る日本語の曖昧表現の意味解釈の過程
―― 関連性理論に基づいて ――
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Abstract
,Q WKLV SDSHU , H[DPLQH WKH VRFDOOHG -DSDQHVH DPELJXRXV H[SUHVVLRQV LQ GDLO\ FRQYHUVDWLRQ ZKLFK DUH GHILQHG DV WKH
XQGHUGHWHUPLQDF\ IURP WKH YLHZSRLQW RI WKH UHOHYDQFH WKHRU\ DQG WU\ WR FODULI\ KRZ H[SOLFDWXUH KLJKHUOHYHO H[SOLFDWXUH DQG
LPSOLFDWXUH DUH FORVHO\ UHODWHG LQ WKH SURFHVV RI PHDQLQJ LQWHUSUHWDWLRQ RI DQ XWWHUDQFH
Keywords: XQGHUGHWHUPLQDQF\ HOOLSLVLV FRJQLWLYH SUDJPDWLFV KLJKHUOHYHO H[SOLFDWXUH LPSOLFDWXUH
International Student Exchange Center, Tokyo Gakugei University, 4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-shi, Tokyo 184-8501,
Japan

要旨 :

本稿では，日常会話の用例を用いて意味確定不十分な表現，いわゆる曖昧表現の一つと言われている

「言いさし表現」を認知語用論の関連性理論の観点から論じ，また「明意」「高次明意」「暗意」の互いの関係
を明らかにすることを試みる。
キーワード : 意味確定不十分な表現，言いさし表現，認知語用論，高次明意，暗意
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