
 

 
本章のはじめに 

 
 
 本章では，(技術の基礎として使われる)理論に関して，以下の諸点を検討

する。 
 
1. 第一世界(現実的事態)，第二世界(モデルを作る人)と第三世界(モデル) 
 現実的事態(経営過程)をなんらかのモデル(事態に対する「模型」)とし

て記述する際，第一世界(物的状態の世界)と第二世界(モデルを作る人)と

第三世界(モデル)の 3 つの間に成立する関係を考慮しなければならない。 
 
2. 意味(指示関係)と意義(表現関係) 
 意味関係は，指示関係と表現関係の 2 つに切り離される。第二世界(モ

デルを作る人)と第三世界(モデル)の間に成立する関係は表現関係である。

論理的意味論では，第三世界(モデル)と第一世界(事実的対象)の間に成立

する関係(指示関係)を「意味」という。 
 
3. 語彙と文法 
 モデルは，事実的対象の指示関係を示す語意を選んで，文(構造)を構成

する文法を提示しなければならない。表現関係の記法を扱うのがモデルで

はない。 
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  理論編-1 モデル(modeling)と 3 つの世界 

 

 現実的事実(経営過程)を，なんらかのモデルとして記述する際，以下の 3
つの世界の間で成立する関係を考慮しなければならない。 
 
 (1) 物理的世界 (物的状態の世界) 
 (2) 心的世界 (心的状態の世界) 
 (3) 知性が把握しうる世界 (客観的意味の世界) 
 
 この 3 つの世界では，(1)と(2)が相互作用し，(2)と(3)が相互作用する。

この 3 つの世界を論証した人物がポパー氏(Popper, K.R.)である。ポパー氏

は，(3)を「第三世界」と呼んでいる。 
 すなわち，現実の事象(経営過程)をモデル化する，ということは，以下の

3 つの対象がある，ということになる。 
 
 (1) 経営過程(事実的対象) 
 (2) モデル(記号) 
 (3) 経営過程をモデル化する解釈者 
 
 あるモノ(x とする)と他のモノ(y とする)との間に，「x は y を意味する」

という関係が成立するならば，その関係を「意味関係」という。カルナップ

氏(Carnap, R.)は，意味関係には，以下の 2 つの関係概念があることを論証

した。 
 
 (1) x は y を指示する。(指示関係) 
 (2) x は y を表現する。(表現関係) 
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理論編-1 モデル(modeling)と 3 つの世界 

■3 つの世界 

 

第一世界 第二世界 第三世界 

物的状態の世界 心的状態の世界 客観的意味の世界 

事実的対象 認識主体 モデル 

     

 
 
■意味関係(指示関係と表現関係) 

 

意味関係(意味する) 

① 指示関係(指示する) ② 表現関係(表現する) 

事実的対象 記号 解釈者 

     

相互関係 相互関係

 
 
 
 
 
[理論編-1 を執筆するために参考にした文献] 

 カール・R・ポパー 著，森博 訳，「客観的知識」，木鐸社，1999 年。 

 ルドルフ・カルナップ 著，永井成男 他訳，「意味と必然性」，紀伊國屋書店， 

  1999 年。 

 永井成男・和田和行，「哲学的論理学」，北樹出版，1997 年。 

 山岡謁郎，「現代真理論の系譜(ゲーデル，タルスキからクリプキへ)」， 

  海鳴社，1996 年。 
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  理論編-2 構文論と意味論 

 

 経営過程を対象にしてシステムを作る際，システム・エンジニアの力量に

頼った「
し

恣
い

意性」をできる限り排除して，「科学的な」手法を導入すること

がモデルの論点である。したがって，モデルは――およそ，モデルというな

ら――，以下の 2 点を提示しなければならない。 
 
 (1) 生成規則 (構造を作るための文法を扱う) 
 (2) 指示規則 (モデルと事実的対象の指示関係を扱う) 
 
 「文法を扱う領域」を構文論(syntax)といい，「指示関係を扱う領域」を

意味論(semantics)という。 
 文法は，以下の 2 つを前提にして示される。 
 
 (1) 言語 L の語彙 
 (2) 文の生成規則 
 
 指示関係では，「真」概念が論点になる。すなわち，モデルが現実的事象

を記述しているのであれば，モデルの中で使われている
ご

語
い

彙(記号)が，どの

ような現実的事象を指示しているのか，という点が論点になる――記号と現

実的事象の間に指示関係が成立していれば「真」とされ，指示関係が成立し

ていないければ「偽」とされる。 
 2 値論理(「真または偽」という 2 つの値を扱う論理)の中で指示関係を扱

う際，「null」(値なし)が論点になる。「null」は，「unkown」と「undefined」
の 2 つの「意味」があるので，2 値を前提とした指示関係の中で，「真」と

も「偽」とも判断できない。したがって，「null」を指示関係の中で扱うた

めには，3 値論理あるいは 4 値論理を導入しなければならない。 
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理論編-2 構文論と意味論 

■モデルの体系 
 

モデル 

① 意味論(semantics) ② 構文論(syntax) 

指示規則 生成規則 

記号と事実的対象の指示関係を扱う 構造を作るための文法を扱う 

「真」概念 「偽」概念 語彙 文の生成規約 

2 値(真と偽)を前提にすれば，「null」は，指示関係の中で「多義」になる。 

 
 
★★ カルナップ氏の論理的意味論 ★★ 

 カルナップ氏によれば，論理的意味論は，以下の規則を提示していなければな

らない。 

 

 (1) 指示規則(記述的定項――例えば，個体と述語――を定義する) 

 (2) 生成規則(許された文の形式を定義する) 

 (3) 真理性(「真」を定義する) 

 (4) 範囲規則(与えられた文が成立する状態記述――真・偽――の集合を 

   定義する) 

 

 なお，「真」概念として，事実的対象との指示関係の中で検証される「真」も

あれば――それを，カルナップ氏は「F-真」といっているが――，「F-真」(意味

論)を前提にして，構文論の導出関係の中で証明される「真」もある――それを，

カルナップ氏は「L-真」といっている。 
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  理論編-3 構文論(語彙，文生成規則) 

 

 文の生成規則を構文論(統語論的規則)という。モデルを記述するために使

われる言語は，語彙と文の生成規則を含んでいる。「言語 L は経験論的言語

である」と言われるのは，以下の条件を満たすときである。 
 
 (1) 言語 L の語彙 
  (1-1) 論理学の語句 
      でない(not)，かつ(and)あるいは(or)，ならば(if..., then...) 
      すべての(all)，ある(some)， 
      ...であるようなすべてのモノのクラス(the class of all things  
      such as that...)， 
      ...は，クラス...のメンバーである(...is an element of class...) 
  (1-2) 観察述語 
  (1-3) 以上の語彙を前提にして定義できる任意の表現 
 (2) 言語 L の文形成規則 
 
 「観察述語」とは，ヘンペル氏(Hempel, C.G.)が導入した概念である。「観

察可能な特徴」は，物理的対象の性質あるいは関係が，適当な条件の下で，

与えられた事態の中に現れるか現れないか，という点を直接の観察によって

確かめられることをいう。つまり「観察述語」とは，「観察可能な特徴」を

指示する語句のことをいう。 
 すなわち，「言語 L が経験論的である」というのは，論理学の語句・公理

系を前提にして，事実的対象の観察可能な特徴を記述しているときである。

そういう言語 L を，「物言語(thing language)」という。 
 事業過程を対象にすれば，「観察述語」は，管理過程の「情報」の中に記

述された語-言語[(主語と)述語]である。 
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理論編-3 構文論(語彙，文生成規則) 

■言語 L(語彙と文法規則) 

 

論理学の語句 

でない(not)，かつ(and)あるいは(or)， 

ならば(if..., then...)， 

すべての(all)，ある(some)， 

クラス(the class of all things such as that...)， 

メンバーである(...is an element of class...) 

観察述語(言語 L の経験的な基本語彙となる) 

語彙 

以上の語を前提にして定義できる任意の表現 

文法規則 現代論理学の中で認められている公理系(PM など) 

 

[理論編-3 を執筆するために参考にした文献] 

 カール・G・ヘンペル 著，竹尾治一郎・山川学 訳，「意味の経験論的基準に

おける問題と変遷」。 

 この論文は，以下の書物に収録されている。 

 「現代哲学基本論文集Ⅰ」，坂本百大 編，草書房，1986 年。 

 

 ヘンペル氏は，この論文の中で，「事実的対象と記号」の指示関係として，(い

わゆる「論理実証主義」が提示した)「検証可能性」を批判して，「翻訳可能性」

という概念を提示した。しかし，彼は，出版後，「翻訳可能性」という概念を捨

て，使わなくなった。 

 なお，いわゆる「分析哲学」――言語分析を中核的手法とする考え方，現代で

は，哲学のほぼすべての領域に浸透している考え方――が，どのような論点を対

象にして，どのようにして形成されてきたか，という点を知るためには，以下の

書物を読まれたい。 

 

 (1) 「現代哲学基本論文集Ⅰ」，前掲書。 

 (2) 「現代哲学基本論文集Ⅱ」，同。 
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  理論編-4 個体の一意性(個体と記号の指示関係) 

 

 「現実世界」では，「同一の 2 つの『個体』は存在しない」という前提は

正しい。というのは，個体の存在は「...の時間に，...の所にある」という概

念だから，1 つの空間(1 点)を 2 つの個体が占めることはあり得ない。した

がって，「モデル」の中で使われている記号が，「現実世界」の中に存在す

る「個体」を指示するように定義されているなら――例えば，指示語が個体

指示子として定義されているなら――，例えば，記号 a と記号 b が言明「a = 
b」として記述されていれば，記号 a と記号 b が指示する対象は同一である，

と判断できる。もし，現実世界の中に存在する個体と記号(個体指示子)の間

に，「1 対 1」の対応関係(指示関係)を作ることができるなら，現実世界を

対象にして現実世界のモデル(像)を作ることができる。この考え方を，「写

像理論(picture theory)」という。しかし，筆者は，この考え方を否認する。 
 経営過程を対象にしてモデルを作る際，「現実世界」の中に存在する「個

体」のみがモデルの対象になるわけではない。例えば，「カラー・コード」

とか「サイズ・コード」を考えてみればよい。 
 「現実世界」の中に存在する「個体」には，――集合論的「無限」を論点

にしないのであれば――「長さ」がある。したがって，「長さ」は「個体」

に帰属する性質であって，「長さ」そのものは「現実世界」の中で単独の「存

在」として指示できない。言い換えれば，「1 メートル」という記述と「...
の時間に，...の所に存在する個体 a の長さ」という記述には，そもそも役割

が原理的に違う。 
 「サイズ・コード」の中で記述されている「1 メートル」が「有意味な」

指示規則として作用できるのは，「『規約』として使う」という同意を前提

にしている。 
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理論編-4 個体の一意性(個体と記号の指示関係) 

■個体の一意性(個体と記号の指示関係) 

 

指示語 
 

  

 

① 現存する個体 ② 反復する抽象的な事物 

「...の時に，...の所にある」 規約として使う 

指示する 

 

★★ ホワイトヘッド氏の事物観 ★★ 

 自然科学が取り扱う対象として，ホワイトヘッド氏は，以下の 4 項目を示して

いる。 

 

 (1) 持続する現実的な事物 

 (2) 生起する現実的な事物 

 (3) 反復する抽象的な事物 

 (4) 自然の法則 

 

 (1)は，例えば，山だとか岩だとか，あるいは，経営過程でいえば，商品とか。

(2)は，例えば，日々の中で起こる出来事とか，人間の体の中で起こる出来事と

か，あるいは，経営過程でいえば，受注とか。(3)は，例えば，色合いだとか，

あるいは，経営過程でいえば，サイズ・コードとか。(4)は，万有引力の法則と

か，因果律とか。 

 
[理論編-4 を執筆するために参考にした文献] 

 ホワイトヘッド, A. N. 著，藤川吉美 訳，「科学的認識の基礎」，理想社， 

  1970 年。 

 ウィトゲンシュタイン, L. 著，藤本隆志・坂井秀寿 訳，「論理哲学論考」， 

  法政大学出版局，1968 年(この文献は，「写像理論」を記述している)。 

 クリプキ, S. A. 著，八木沢敦・野家啓一 訳，「名指しと必然性」， 

  産業図書，1985 年。 
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  理論編-5 意味と意義 

 

 記号が「現実世界」の個体を指示して，かつ，2 つの記号(a と b)の間に同

一性の関係が成立するならば，「a = b」が真であるとき，「a = a」と「a = b」
は同じ概念である。すなわち，「a = b」という等式を使うということは，a
と b という 2 つの記号が同一のモノを意味している，という「規約」として

使うことができる。ただし，この関係が成立するのは，記号が「なにかを表

示している(指示している)」限りにおいてのみである。 
 例えば，「明けの明星」と「宵の明星」は，同じ個体(金星)を表示してい

る。記号が表示する個体を「意味」といい，(表示された)個体の「様態」は

記号の「意義」として考えられる。したがって，「明けの明星」と「宵の明

星」は，「意味」は同じであるが，それらの表現の「意義」は同一ではない。 
 記号の「意味」が感覚的・知覚的な対象であるならば，(対象の)表象は，

認識主体にとって，主観的な「内的な」像である。すなわち，ある人が抱く

像(表象)は，ほかの人が抱く像(表象)と同じではない。固有名詞の意味は，

固有名詞を使って表示される対象そのものであるが，どのような像(表象)を

抱くか，という点は主観的である。 
 「意味」と「像」との中間に，「意義」が成立する。例えば「月(the moon)」
を考えれば，「月」それ自体は「意味」に対応するが，「兎が餅つきしてい

る」像を描く人もいれば，「アポロ号が着陸した」像を描く人もいる。した

がって，語・文は，以下の 3 段階の中で認識主体に対して作用する。 
 
 (1) 像(表象)に関わる。 
 (2) 「意義」に関わるが，「意味」に関わらない。 
 (3) 「意味」に関わる。 
 
 モデルが記述する「意味」は，「記号と事実的対象」の指示関係である。 
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理論編-5 意味と意義 

■意義と意味 
 

① 意義 ② 意味 

明けの明星 

宵の明星 
金星 

(1) 関係に対して付与された名称 

 「明けの明星」と「宵の明星」は，「そのもの-の」性質を示す個体名称

(指示語)ではなくて，「...に対して」という関係(例えば，太陽との関係)

の中で成立する名称である。すなわち，関係に対して付与された名称であ

る。したがって，個体を「指示する」という意味ではない。 

 

(2) 意味と指示規則 

 現代では，上述した「意義」を「意味」として扱うので，「意義」と「意

味」を混同しやすい。「意義」と「指示規則」は，切り離して考えなけれ

ばならない。 

 
■主観的と間主観的 
 (複数の人たちの認識――主観――の間に成立する関係を，間主観的という。) 

 

主観的 像(表象)に関わる。 

主観的・間主観的 「意義」に関わるが，「意味」に関わらない。 

間主観的 「意味」に関わる。 

 
[理論編-5 を執筆するために参考にした文献] 

 フレーゲ, G.著，土屋俊 訳，「意義と意味について」。 

  (「現代哲学基本論文集Ⅰ」，前掲書に収められている。) 
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  理論編-6 意味と真理値 

 

 「思想(あるいは，主張や情報など)」では，文字通りに言えば，文の「意

義」が論点であって，文を構成している固有名の「意味」まで考慮しなくて

もよい。しかし我々は，文を構成している固有名の(「意義」のみならず)「意

味」を検討したがる。というのは，「情報」の真理値(真・偽)が問われるか

らである。言い換えれば，文の「意味」が問われるのは，「情報」の真理値

が問われるとき，そのときのみである。したがって，文の真理値をその文の

「意味」として考えざるを得ない。つまり，文の真理値とは，文が真であっ

たり偽であったりする，という状態である。それ以外に――真あるいは偽の

ほかに――，真理値はない(参考)。 
 とすれば，真あるいは偽を判断するために，記号と個体の指示関係が問わ

れる。したがって，論理的な言語(モデル)では，以下の 2 点を考慮しなけれ

ばならない。 
 
 (1) 既に導入された記号を前提にして，文法的に正しい導出規則を適用

して構成された記述は，すべて，実際上，ある対象を指示すること。 
 (2) いかなる記号も，それに対する「意味」が保証されることなしに，

新たに固有名(記号)として導入されることはないこと。 
 
 
 
 「真および偽」という 2 値を前提にした 2 値論理である。 
 さらに，「必然性」や「可能性」を加味した，様相論理もある。 
 
 
 
 フレーゲ氏のいう「意義」は，現代の通説では「意味」として理解されて

いる。ただし，そういう「意味」は，「指示規則」と混同されてはならない。 
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理論編-13 集合的と周延的 

■文の真理値(2 値――真と偽――を前提にする) 

 
                 文                           真理値 

                 S1                           T(true) 

                 S2 

                 S3                           F(false) 

                 : 

 
 
■記号と個体の指示関係 
 

    記号(言語 L の語彙)が，対象を指示しているならば， 

    モデル(言語 L)は，以下の 2 点を実現していなければならない。 

① 
既に導入された記号を前提にして，文法的に正しい導出規則を適用

して構成された記述は，すべて，実際上，ある対象を指示すること。 

② 
いかなる記号も，それに対する「意味」が保証されることなしに，

新たに，固有名(記号)として導入されることはないこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
[理論編-6 を執筆するために参考にした文献] 

 フレーゲ, G. 著，土屋俊 訳，「意義と意味について」。 

  (「現代哲学基本論文集Ⅰ」，前掲書に収められている。)   
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