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言語活動の精神現象学を目指して・緒論

塩谷　英一郎

１．序論

言語表出の第1の目的が、意思伝達（コミュニケーション）であることは、

大抵の人は同意されるであろう。(1) 個人主義的な人の中には、「独り言」や、

一人で作文をしている場合などは、コミュニケーションではないのではない

か、と問いかける人もいるかもしれない。しかし、独り言にしても、自分の

中の複数の意識の間の意思疎通といえるし、一人で物を書いている場合でも、

書いたものを読み直す自分なり、いつか読むかもしれない仮想の読者に自分

の意思を伝えたいために書く、と考えることが出来る。

近年、言語学において、subjective, objective, intersubjectiveといったことに

関して、議論されることが増えてきた。subjectiveは、認識のレベルでは「主

観的」、行為のレベルでは「主体的」、名詞形のsubjectの場合、行為のレベル

で「主体」、文法のレベルで「主語」、objectiveは、認識のレベルでは「客観

的」、行為のレベルでは「目標」、名詞のobjectの場合、認識のレベルで「客

観」と「対象（客体）」、文法のレベルで目的語、intersubjectiveは認識のレベ

ルでは「共同主観的」、行為のレベルでは「相互主体的」などと訳される。

言語表現の表す意味内容に関しては、主観性の強いものから客観性の強い

と思われるものまで、幅がある。話者の視点から述べたことが、話者以外の

視点に立つ人から見て違和感が強い場合、日常的な意味で「主観性が強い」、

表明（statement）に合意する人がいる場合「共同主観性が成立」すると言える。

「客観性」の定義は難しい。理想としては、「すべての人が合意する」場

合、究極的に客観的といえるが、「すべての人の同意を得る」ことは、現実

的には不可能である。真理を知っている人が少数で、真理を知らない人が多

数であるような事象は多い（「真理」や「真実」について論考するには、そ

れ相応の別の問題設定が必要になってくる）。ひとつの案としては、異なっ

た「視点・立場」を包括して妥当するような見解を、「より客観的」という

ことが出来るかもしれない。異なった「視点・立場」の者どうしでも合意で
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きる場合は、「より共同主観的」になる。「より多くの人の合意」は「共同主

観」に、より「包括的」になれば、より「客観的」、と想定すると、「多数決が

真実」という誤りがちな問題を回避できるものと思われる。簡単な例として

は、「太陽が地球の周りを回り惑星は変な動き方をする」という天動説より

は「地球も他の惑星も太陽の周りを物理法則に基づいて回る」というほうが、

より包括的な考え方に基づいて説明できており、「より客観的」といえる。

問題は、「異なった視点･立場を包括して妥当するような見解」であると、

どのようにして判断できるか、であろう。たとえば、帰納、演繹、仮説検証

といった科学方法論的な営みが挙げられる。しかし、ある「合意できる帰結」

を導くには、何らかの「すでに合意していた前提」が存在するのではないか、

という問いも可能である。３・４節で論じることになるが、人間に備わっている

「共通感覚」「共通認知処理」の存在について考える必要が出てくるであろう。

このように、漢語の「客観」という言葉は、視点・立場によって異なるよ

うな「主観」との対比で、第三者的な、視点をより包括する見方、という考

え方からきているからこそ、日常生活において、「客観的に考える」ことの

重要性は言うまでもない。レイコフが激しくバッシングしている「客観性」

は、もっと究極的な｢客観性｣を巡るものであることは言うを待たない。レイ

コフがバッシングしている客観主義は、主体的認知から独立した対象の「普

遍絶対の知識」とでもいうものである。そのような知識が可能かどうかに関

しては、西洋哲学は、古代ギリシャの昔から、中世、近世に至るまで、様々

に議論されてきた（たとえば、プラトン的なイデア論とアリストテレス的な

形相論）が、とりわけ有名なのは、17世紀から18世紀にかけての、イギリス

経験論と大陸合理論との論争であり、その論争に対して、すでに200年以上

も前にカントがひとつの解答を提示している。これも、第３・第４節で、認

知言語学との比較を試みる。

主体性・主観性・客観性を巡っては、いくつかの次元に分けて考える必要

がある。

(1-1) 言語行為は本来的に「主体的」と言える。

(1-2) コミュニケーションを成立させるためには「相互主体的」行為と、

「共同主観的」認識が必要である。

(1-3) 個々の言語表現が主観的か客観的か共同主観的か主体的かをどのよう
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に判断するか、という問題。

(1-4) 物象記述が、多くの人にとって合意される記述が多く、心象記述だと

物的な「共通認知」が少なくなるが、それでもって、後者の記述は一

律に「主観化」と名づけてよいかどうかという問題。

(1-5) 言語表現の中に「自分（たとえば、一人称の「私」）」を明示する場合、

明示的でない場合と比べて、「自己の客観化」と言える場合もあるが、

単純に、「より主観的でない（less subjective, more objective）」と言える

かどうか。

(1-6) そもそも、言語理論自体が、「客観性」を確立できるかどうか。

(1-6) に関しては、理論言語学を科学と考える場合、クーンのパラダイム論

など、様々な議論を考察しなければならないが、上記に挙げた客観性の条件、

すなわち包括性との照合で、相対的に客観性の度合いを考えることは、門前

払いされるべきことではないであろう。

小論としては、言語表出における (1-1), (1-2) を妥当な言語観として前提に

しながら、(1-3) という大きな問題を考える拠となるいくつかの基準を吟味し、

そのような大きな問題意識との対比で、(1-4) や (1-5) といった問題をどのよ

うに位置づけるか、大枠的なことを考える。

２．言語表出の主体性と主観性

言語表出の役割に関する、とりわけ基本的な分類として、(2-1) 観念構成機

能、(2-2) 対人的機能、(2-3) テキスト形成機能、が挙げられる（Halliday）。

観念構成機能は、語に関する知識を基にして、何を主語とし、どういう述

部をもった文を作り上げるか、に関わる。英語の7文型や日本語の助詞、さ

らに各言語の諸構文などは、観念構成の上で基本的な知識と言える。述部は、

言いたい内容に応じて単純な動詞を使ったり、複雑な動詞句を使ったりする

し、事態の成立している時・所を明示したり、記述内容に精確を期すために、

様態の副詞を加えたり、名詞に形容表現を付加したりする。

対人的機能は、様々な働きかけ（挨拶、お願い事、問いかけ、指示、意見

表明など）を言語化する機能で、英語の助動詞、日本語の助動詞の多く、疑

－51－



－52－

言語活動の精神現象学を目指して・緒論

問形、命令形、レトリカルな表現（婉曲表現など）、などは、この部分に該

当するものと思われる。

テキスト形成機能は、文の記述をつなげていくもので、接続詞や文副詞の

用法や、広くは論理展開の仕方まで、ここに含まれるものと思われる。

これらの諸機能は、先のsubjective, objective, intersubjectiveのどの営みに該

当するだろうか。

観念構成は、第一義的に、主体的な営みといえる。観念を構成して出来た

文は、聞き手・読み手の同意が増加すればより「共同主観的」、得られなけ

れば「主観的」、内容的に包括性が増せば、より「客観的」、というわけで、

結論としては、「営みとしては主体的」、「構成された言語表現の主観性・客

観性評価は個別の文によって異なる」。

対人的な言語表現は、話者（や表現者）と聞き手（や読者）の視点や立場の違

いが言語表現に直接現れる。すなわち、「相互主体性」が顕著に現れるもの

と考えることが出来る。話者の主体性が出てくる、という点では、観念構成

レベルの表現だけと比較すれば、主体性付加、と言えるかもしれない。

テキスト構成レベルの場合、転換の仕方が、話者の主体的個性による場合

もあれば、多くの人が納得する共同主観的な論旨展開もあれば、厳密な演繹

のような客観的論理まで、ある。

まとめて言えば、どれも主体的な営みであるが、「話者自身の主体性」を

言語に一番明示されやすいのは、対人的機能の部分といえる。他の二つは、

聞き手による「客観的修正」がやりやすい、といえる。

言語学の重要な研究対象として文がある。語も文にまとめなければ何が言

いたいのか分からない場合がほとんどであるし、逆に、談話分析もテクスト

分析も、個々の文に対する理解がなければ不十分なものとなろう。

文を組み立てる仕組みとして「文法」がある。「文法」をこのように定義

したとしても、その守備範囲に関しては、様々な議論がなされてきた。

一般に、「文法」といえば、言いたいことを正確に伝えるための文の組み

立て方や、文法的機能語の使い方といった「決まり＝共通知識」である。個

別言語の「文法」は、言いたい内容と、どのような談話・コンテキスト状況

から、どのような語を、どのような文型や機能語を使って組み合わせるか、

を説明する（その母語話者であれば、無意識のうちに身につけるようになる



と言われているが、どこまで正確に使えるかは、幼稚園児、小学生、中学生、

成人で差があるし、個人差もある。たとえば、日本語母語話者の場合、「て

にをは」が間違って使われることはそれほど多くはないが、敬語くらいにな

ると、習得できずに成人になる人から、平均より多く、オーバーなまでに敬

語を使うような人もいる）。このように、ある言語の文法を身につけてその

言語が使えるようになるということは、語法から文型、そして談話・コンテ

キストにわたる、広義の「文法」を身につけるということと言える。複数の

言語を学んでみれば、それぞれの言語の文法には、大枠としての類似点と、

個別の数多くの差異があり、「言語を身につけてその言語の文を不自由なく

発する」ようになるためには、語法・文型・談話・コンテキストの諸レベル

での数多くの経験学習を要する。10個前後の抽象原理だけでは、とても文を

構成する仕組みを身につけることの十分な説明にはなりえない。(2) 母語の場

合でも、母語話者の環境あっての言語獲得といえる。一般に、母語獲得もそ

の他の言語習得も、言語学習者と言語文化環境との動的な相互作用システム

として考える必要がある。もちろん、個別の発話としては、他の母語話者が

発しないようなオリジナルの文はたくさん発せられるが、その基盤として、

その言語の語彙と文型（とくに動詞構文）を習得する必要はあるし、習得に

際して、その意味する内容に関してかなりの程度までの共通了解なしには正

確に言語を習得することができない。言語は相互主体的（intersubjective）に獲

得されるものと考えることができる。(3)

認知言語学では、意味（認知図式や伝達意図を含む）とは無関係な文法規

則が初めからあるという恣意的な仮説は立てない。むしろ、文法は、様々な

抽象度の差こそあれ、用法が、コンテキストに左右される度合いが段々と減

って定着したものと考え、それゆえ変動可能なものと考える。実際、言語の

歴史書をひも解けば、世代の何代もの交替と共に変化した文法現象は実に多

い。たとえば、英語のmayやmustなどは、行為に関する話者の指示的機能か

ら、推量の度合いを表す意味にも使われるようになったし、また、推量の度

合いに関しても、時代とともにずれが生じたと考えられているし、willなど

は、「意思する」という本動詞から、未来などを表す助動詞として使われる

ようになった。意味機能に広がりのある文法的な機能語は、歴史的に用法が

分化して機能が広がったものと考えられる。たとえば、英語のhaveは、時制、
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間接受身、使役など、様々な文法機能表現として用いられるようになったし、

日本語の「れる・られる」が受身だけでなく可能、自発、尊敬などの意味で

も使われる、とか、ちょっと考えただけでも、機能に広がりを持つ文法表現

形は多い。認知言語学的に研究する目的として、「どうしてこの言語ではこ

ういう表現や言い方をするのか」という問題に関して、動機・意味づけ・認

知図式という観点から多様な言語表現についての理解を深め、適正な表現を

選んだり、新たな表現を考案する糧を得る、という一面もあろう。

ところで、人間は、どうして文を発するのだろうか？因みに、現代日本語

の「どうして」は、多くの場合、「なぜ（英語のwhy）」の意味で用いられる

が、今でも時たま、その形態素の元の意味、「『どう』『して』」「どうやって

（英語のhow）」に近い意味で用いられる場合もある。機械論的な理論は大部

分を後者（how）の証明に充てるが、人間の主体的営為として言語を探究する

場合、前者（why）への問い、すなわち動機（motivation）への問いは、決定論

的ではない言語の多様性を問う上で欠かせない。最初の出発点としては、意

思伝達（コミュニケーション）のためである、という答が考えられる。意思

伝達が言語の諸機能の中でとりわけ重要であることは当然のことであるが、

伝達内容の多様な可能性について説明することなしには、犬猫やカラスなど、

様々な動物の鳴き声との違いを説明したことにはならない。文をいくつか思

い浮かべてみれば、その大多数は２語以上から構成されている。一語からな

る文もたまにはあるが、その一語文で何を言いたいのか考えると、その言い

たい内容を明確に説明しようとすれば、複数の語の組み合わせ（その大方は、

主題部と述部を含む）によって構成される文によって表現される（たとえば、

「水！」と言えば、状況によって、「私は水がほしい」と意思を表したり、

「水が漏れているよ」と注意を喚起したりする、という風に一語文が解釈さ

れる）。文が複数の語によって構成されるということは、それぞれの語が何

かを表す意味を持ち、また、その複数の語が文によって何らかの関係づけを

されるということを意味する。つまり、語と語を関係づけるという作業の前

提として、頭の中で何らかの認識と判断が行われている、と考えることがで

きる（観念構成的機能）。また、その判断内容を人に伝えるうえで、断言す

るか、婉曲表現を使うか、丁寧語を使うか、断定を避けてモダリティ表現を

使ったり疑問文にしてみたりするか、といった機能もある（対人的機能）。



さらに、どのような文の次にはどのような文が発せられるか、に関しても、

多相にわたる認識内容に基づいて文に関連性を持たせること（たとえば、時

間順、気がつく順、原因と結果、推定と根拠、前提と結論、など）によって、

発せられる文の語順や、接続表現などの機能語の選択（「その後」、「その前

に」、「それから」、「なので、」「だから」、「なぜなら」、「ならば」等等）など

が、ある程度、規制されるものと考えることができる（テキスト形成機能）。

認知言語学は、以上のような観点をたえず留意しながら文を扱う。これは、

言語のメタ機能として対人的機能、観念構成的機能、テクスト形成機能を想

定するHallidayを中心に展開された機能主義（選択体系機能理論）とも共通

の問題意識を持つものと考えることができる（詳細はHalliday[1989]、小泉

編[2000]参照）。「認知言語学」というとき、その守備範囲は狭義の「観念構

成的機能」にとどまらず、対人的機能やテキスト形成機能をも考慮に入れる

ことを目指していることに留意されたい。

３．言語習得の観点から

次に、個人の言語表現の発達、という点から、主体性、主観性、客観性を

見てみたい。

文は、様々な機能的誘因・動機によって形成され、発せられるものと認知

言語学では考える。それでは、文を形成する諸機能や動機づけは、どのよう

なもので、どのようにして身につくものであろうか。

人間は言語を発する前提として様々な知識を体得する。もちろん、単語や

短文を発する幼児から、様々なものを聞き話し読み書く大人まで、知識の量

や複雑度は様々であるが、言語を初めて発する幼児にしても、五感や安心

感・不安感、快・不快などの感情や欲求を含む情報処理で様々なことを経験

学習し、それなりの知識体系のネットワークを身につけていよう。(4)

中でも、生後間もなくの段階から備わっている能力の一つとして、最初に

原初的な感覚や気分があろうが、それほど遅れることなく、何かまとまった

ものを環境の中から知覚する能力があろう。これは心理学的に反省して考え

れば、図と地を分化し、とくに図を優先的に知覚することと考えられる。言
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語を習得する上で、まとまったものや同一の感覚などを周囲の地（base）から

区別して言語で示す。

もちろん、「図地」認識から、「図」を言語化して示すようになるまで、

「示す言語形式」と「示される事象」との間の同定の情報処理習得が欠かせ

ない。

まず、文法範疇の場合、概略として、名詞は、認知的出発点として、「ま

とまったモノ（thing）として知覚される事象」を表す語の集まりと考えられる。

ここでモノとカタカナ表記をしたのは、後で述べるように、物理的なまとま

り（いわゆる物）だけでなく、抽象名詞の指示内容などをも指すものとして

拡張して用いるからである。

次いで、生きるために行動するためにも、モノとモノ、モノと感触、モノ

と位置、モノと事象（変化や作用など）を関係づけて判断する必要性が出て

くる。そこから、様々な関係（relation）を表す文法カテゴリー（動詞、日本語

の助詞、中国語の介詞、SVO言語の多くに見られる前置詞や後置詞、など）

が各語各様に歴史的に様々に作られてきたし、幼児も母語環境下で、こうい

った機能的な語がどんな関係づけを意味する場合に使われるのかを少しずつ

身につけていく。モノとモノとの関係を表す言葉として、「前」「後」「左」

「右」「上」「下」といった身体を基盤とした空間関係を表す言葉が早い段階

から獲得できるが、日本語の場合、「上を見て」、「上から降ってくる」、「机

の上にあります」、「ボールが野手の差し出したグローブの上を越えていった」

のように、「上」一語で表すことでも、英語でup、on、overの使い分けがあ

る、というように、このような原初的な空間認知の場合でも、言語コード化

とその広がりには、様々な認知内容が統括され、そのまとめ方にも早くも言

語差が出ている。

一方では幼児でも分かる対象物とその名称の同定を確立しつつも、並行し

てそれに伴う様々な感覚やその対象物が登場すれば頻繁に生じる事象を記憶

していく。「モノ」とも「プロセス」とも「関係づけ」とも異なる、物事と

触れ合って感じる「一定の性質」を表す語の集合として、「名詞」「動詞」

「機能語」とも異なる、「形容詞」としてまとめられる文法範疇が多くの言語

に見出されるのも自然であろう。なお、日本語の場合、漢語由来の言葉も多

い関係で、形容詞とは語尾の異なる「形容動詞」という範疇を立てる考え方



も成立するが、同じ「形容動詞」でも、名詞的な位置に生起することの出来

ないタイプ（「彼の振る舞いは奇妙だ」、「奇妙な男」、*「彼が今朝表情に出し

た奇妙が気になる」、*「彼の振舞の奇妙を推し量る」）、名詞に「的」をつけ

た複合形容動詞、名詞として振舞えるもの（「私は潔白だ」、「清廉にして潔

白な人」、「潔白を証明する」；国語辞典の多くは、〔名詞・形容動詞〕と表記）

まで、いろいろあり、プロトタイプ的カテゴリー観で考えるべきであろう。

ここでは、形容詞・形容動詞を合わせたものを形容詞類と呼んでおく。基本

的な形容詞類は、その「五感」・「体感」・「感情的に一定の感覚」の名称として

まず体得すると思われる。形容詞の場合、感覚器官を通して対象に対してい

だく感覚（「痛い」、「かゆい」、「くすぐったい」、「まぶしい」）・感情（「面

白い」、「すごい」）から気分を表す形容詞（「いやだ」、「気持ちいい」）、程

度・比量を表すもの（「弱い」、「小さい」、「重い」）、さらには価値や性格評

価などを表せるもの（「安い」、「貴重だ」、「安易だ」、「のんきだ」）まで幅は

多々あるが、総じて言えることは、認知者として持つ一定の感覚に対応する

語としてまずは体得し、その後、他者との交流を通して価値づけを複雑にし

ていって習得していくものと思われる。(5)

また、ある対象物が「見える」「現れる」「消える」「聞こえる」「動く」

「変わる」等の基本体験がそれぞれの言葉と対応するものとして認識し、こ

れらの自動詞や「太郎のカバンがある」、「花子がいる」といった存在を表す

動詞が習得できる。そのうち、状態動詞よりも変化を表す動詞のほうで、完

了表現、完了と相補的に進行表現などが体得できよう（たとえば、「消える」

よりも「消えた」、「動く」よりも「動いている」の方が、先に習得しやすい

ものと思われる）。このようにして、まず１項述語表現が獲得できる。

次に、２つ以上の事物を結びつける表現を習得する段となるが、言語化す

る場合、その事物を取り上げる上で時間的な順番がどうしても伴う。さらに、

２つの事物A、Bを関係づける場合で言えば、AとBがまさに同じ「格」で扱

われること（たとえば日本語で「AとBはC[述語]」）もあるが、一方が他より

「目立つ」「気になる」ということは多い。「より目につくもの」「より気にな

る物事」は「第１の図（primary figure）」「第１の焦点（primary focal point）」

といえるが、「最も目につくもの｣→「事象の中心」→「動きの中心」という

ことで、認知心理学の用語「トラジェクター」（trajector、強いて日本語に訳
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せば軌道体、略号TR, tr）で呼ばれたり書かれたりすることが定着している。

また、それとは対照的に、第１の指示対象に選ばれなかった２番目以下の事

物は、「２次的な図（secondary figure）」などといえるが、「トラジェクターの

引き立て役」→「トラジェクターの目印」ということで、これも認知心理学

の用語「ランドマーク」（landmark、日本語に訳せば道標体、略号LM, lm）

と呼ばれたり書かれたりすることが多い。

２項関係や多項関係にはどういったものが考えられるだろうか。日常の事

象の中で、物と物との間に一定の位置関係にあることも言語化しやすい関係

であろう。位置関係の場合、日本語のように格助詞と（出発点として、「上」

「下」「前」「後」「左」「右」「中」「外」のような漢字一文字で表される短い

語の習得から始まる）関係を表す名詞に助詞を付接する場合から、ヨーロッ

パ諸語（たとえば英語の in、on、over、under、before、after、through、at the

left of、in front of など）のような前置詞や前置詞句に至るまで、言語により

品詞として独立していたり名詞などの一部になったりするが、関係を表すこ

とが前面に出るか、安定した境界のある領域という属性が強くなるかによる

差と考えることができよう。さらに、日本語では、「＜場所＞に＜物事＞が

ある／いる／現れるetc.」といった、「ニガ構文」のコード化が英語よりも発

達している。(6)

次に、方向的な接近や離れる様子から、動詞と方向性を表す表現とを組み

合わせた不完全自動詞のような表現が習得される（「私は駅に行く」、「太郎

は横浜から来た」、I
,
ll go to the station.／He came from Yokohama.）。さらには、

ある対象の存在様態に別の対象が絡んでいることが経験学習できる。絡み具

合も、力やエネルギーの伝授やコントロールを感じるものから、常日頃共在

することが感得されるケースまで、いろいろあるが、前者が典型的で受身形

も可能なタイプの他動詞形（The girl pushed the cart／The cart was pushed by

the girl、「太郎が猫のタマを飼っている」「猫のタマは太郎に飼われてい

る」)、後者は言語によって様々だが、例えばいわゆる不完全自動詞(「太郎

の家は花子の家と向かい合っている」、His house stands next to the post office.）

や受身形を持たない他動詞形（This house has three rooms.）などにコード化さ

れる。もちろん、因果関係も単なる２者間の関係にとどまらないことを感知

して、さらに使役構文などの複雑な文を習得するようになる。



まとめて言えば、動詞の場合、事物の存在、事物の変化、複数の事物の間

の作用、などの認知・言明から、存在を表す用言、自動詞、他動詞・使役表

現などが言語表現として体得される。このような、「時間を意識した事象」、

「事物と事物の関係」を表すことが出発点となっている文法範疇として動詞

が考えられる。名詞類は文の中で自律した（autonomous）存在であるのに対し、

動詞にせよ形容詞にせよ位置表現にせよ、何らかの実体に関して述べるから

こそ具体的な内容ができる、という点で、関係表現は名詞のような必要な項

に依存（dependent）している、と言うことができる。なお、（先述の「前」の

ような）関係を表す名詞は、名詞句として意味充足をすることのほうが、用

言との関係で「文の主題」になるよりも先に認識されることが多いと言うこ

とができる。(7)

以上のように品詞を認知的に説明する際に問題にされるものとして抽象名

詞がある。ラネカー流の認知文法では、そのような抽象的な諸概念も、様々

な認知内容の総括・抽象化によってもたらされるものと考える。一般に、物、

事、性質は、典型的にはそれぞれ名詞、動詞、形容詞に対応する語が多く、

ただ、事と性質は、事態という統一概念の下、それぞれ、動詞転成名詞や形

容詞転成名詞というふうに、名詞になる。先の典型的な関係はプロトタイプ

と考える。一般に、名詞的なものは、述語を構成する他の二つに比べ、時間

の流れを順次に追うことをするというよりは、一遍にまとめて考える。ラネ

カーは、時間の流れにそって事態を順次に追うプロセスを順次的走査

（sequential scanning）、一括してまとめて把握してしまう処理を累加的走査

（summary  scanning）と呼び、典型的には、前者は時制や相を具体表示する事

態表現に関係し、後者は派生名詞の事態認識に対応し得るものと扱うことに

より、時間の変化に関して（性質は変わっても）実体として一定の物事をあ

らわす範疇として、名詞を統一的に扱う、という路線を立てており、文法範

疇と、事態のなかの安定したもの、プロセス、性質の状態、との対応づけが

明晰になることが期待できる。

以上を主体性、主観性、客観性の点からまとめると、主体性・主観性・客

観性といった概念を認識論的に関係付けようとする場合、次のような認識の

手順を想定することが出来る。

(3-1)  幼児は、産声から始めて、よちよち歩き、探索に至るまで、無自覚的
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ながら生来、「主体」的である。また、その認知内容は、「他の視点か

ら見る」意識が足りないという点で、主観的である。

(3-2)  養育者などの他者の認知。情緒の「体感」（感覚・感情形容詞表現の

もと）。

(3-3)  外来の刺激から、「対象」の「存在」を感知する。（具象語獲得の前悌。

存在文の認知的根拠）

(3-4) 「対象」の持つ「刺激」や、「対象」の動き・変化を認知する。（自動詞

構文、状態記述構文などの認知的基礎）

(3-5)  複数の「対象」の間の関係の認知

(3-5-1)  複数の「対象」の位置関係（位置関係構文の認知的根拠）

(3-5-2)  とくに、養育者などの他者の別の物への働きかけとその結果

（行為動詞、他動詞、さらに後には使役動詞構文の認知的根拠）

この段になって、「客体」の中でも変化のもとを作り出す「原因」「第1の主

体」が認識されるものと思われる。英語は日本語と比べると、他動詞表現や

使役構文が発達しているということが通説になっているが、逆に言うと、日

本語文化は、現状では、「原因」を究めようという姿勢が不徹底である、と考

えることが出来るかもしれない。(8)

以上は、文型の習得の認知的基盤として、大枠的な事柄の中でも基本的な

ものをいくつか挙げただけである。

言語習得との関連で言えば、もちろん、養育者など、人生の先輩とのコミ

ュニケーション無しに言語が習得できるわけではない。Tomaselloは、言語

の取得における「共同注意（joint attention）」(4-1) の重要性を指摘している。

たとえば、モノの名前を習得するに際し、「同じ対象を見ている」（眼が見え

ない人の場合は「同じ対象を感じている」）という、共同主観的行為を解す

る必要があると思われる。

事象を記述する言語を習得する上で「共同注意」が必要である一方で、

「呼びかけ」に始まって、「人称」の概念を獲得する。人称の概念を得てから、

「おなかが痛い」といったような身体感覚を表す言語表現も、自分の身体状

態に関する養育者からの問いかけや、第3者の表情・振る舞い（痛そうに腹

を押さえているところなど）の観察とを重ね合わせることによって、「私的」

なはずの身体感覚を表す言語表現も習得できるものと思われる。



人称の概念が獲得されてから、「自分はこう思う」「相手はこう思うだろう」

「第3者はこう言っているけれど」といったように、個人ごとに考えることが

違っていることを、きちんと認識し、言語表現化できるようになる。

この場合、I think, I believeなどは、特別な位置を占める。

(5-1)  I think he is a genius, isn
,
t he?

(5-2)  You think he is a genius, don
,
t you?

(5-3)  She thinks he is a genius, doesn
,
t she?

(6-1)  I told you that he was a genius, didn
,
t I?

デカルトの有名な「我思う、ゆえに我あり」を持ち出すまでもなく、「自分

の考え」は特別な地位を占める。「認識主体としての自分」の自覚、これは、

十分に他者とは別存在としての自己、自己とは違った考えを持っている他者

に語る自己、を自覚していることであり、こういった意識が不鮮明で、自己

言及表現の出来ていない段階より進んだ段階ということが出来よう。

もちろん、言語の習得は、基本構文の習得に終わるものではない。言語表

現の含意、様々なコミュニケーション方略の習得は必要である。また、「認

知」も、基本的な感覚や知覚にとどまらず、「社会的認知」のレベルまで考

察する必要があることは言うまでもない。

４．「意味を共有できる」根拠について

言語表現を身につける上で、他者との経験（「共同注意」や「人称」概念

の習得など）と、人間としてほぼ共通に備わっている認知処理の両者から、

言語表現に至る連合が、言語習得の中核にあることを見てきた。

問題として、そのようにして習得される「言語」は、どこまで文化相対的

か、という問題が出てくるが、その問いかけを逆転して考えると、「言語」

（あるいは言語の前段階）において普遍的なものを摘出できるか、という問

いにもなる。

認識形成は主体的で、認知内容は、他者と共有できる主観と、他者と共有

しない主観の両方を含むが、しかし、いずれにしても、言語で表現すると、

他者は、その意味するところを、共有している語義やコノテーションなどか
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ら、読み取ろうとする。背景知識の違いから誤解を生じることもあるが、聞

き手・読み手の「読み」にしても、あるいは「誤解内容」の説明にしても、

大方は、既存の言語知識を組み立てて（場合によっては、既存の言語知識に

新概念を加味して新語を造成して）、言語化に努めることが出来るものと推

察される。

諸言語は少しずつ違っていながら、「意味の共有」を成り立たせるものは

何か、言語に相対性がありながら、翻訳をかなりの程度に可能ならしめてい

るものは何か、少し考えてみたい。

認知言語学的に考えれば、言語の前梯として、人間の多くにかなり共通し

て備わっている「認知能力」（とくに「認知の枠作り機構」）がある。

個々の認知内容のフレーム（枠組み）をどの構文形式に適用させるかに関

して、たとえば、他動詞構文にせよ使役構文にせよ、言語ごとに形式とその

適用範囲は異なるけれども、また、たとえば、英語のような「する」的言語

と日本語のような「なる」的言語との間で、作用性が弱い事象の記述に際し

前者が他動詞構文を適用し、後者が自動詞構文を適用する、といったような

表現習慣の違いはあるにせよ、「原因」・「作用主」、「作用」、「被験者」と

いう関係が意識される場合は、構文適用前のフレームの知識に共有される概

念情報がなければ、翻訳は不可能になるであろう。

というわけで、普遍的なものがあるとすれば、それは、非常に基本的ない

くつかの基本的なメタ認知範疇、ということになろう。

具体的レベルの範疇の場合は、LangackerやLakoffやTaylorが言うように、

カテゴリーの広がりは、経験や文化環境、百科的知識ネットワークなどによ

って変動しうるものであろう。

と同時に、それぞれのカテゴリーの中核的なプロトタイプには、認知され

やすい事象が来る。具体的な物を表す名詞の場合は、何がプロトタイプに来

るかは、生活世界・文化習俗によって、多少の変動は出てくることもあり

うる。

しかし、より抽象的な形容詞や動詞の場合、基本的な感覚や行為や経験は

どこまで文化的に相対化されるか、に関しては、一考する必要はあるであろ

う。社会習俗的な行為、たとえば、祭りや「まつりごと」に関して、時代・

環境的な相対性は、（しかも同じ文化圏の中でも）十分に存在する。感覚語



の場合、「きめの細かさ」とかいった日本語は、その適用範囲は、他の語と

は違っているだろうし、もっと基本的な「柔らかい」「硬い」などの場合、

原初感覚は人間に共通しつつ（また心的その他へのメタファー転用も人間共

通の感覚から考えれば、他にも同じような転用のある言語はいくつも見出せ

るであろうし）、適用範囲の広がりに関しては、言語ごとに少しずつ使用範

囲にズレがあることは、歴史的な積み重ねを考えれば自然であろう。

もう少し抽象的なレベルで、「数」であるとか「時間」であるとか、「原因」

「結果」といった概念はどうであろうか。こういったレベルの「抽象カテゴ

リー」ともなると、すべて、具象語からの抽象化によって形成されると言い

切れるのであろうか。

認知言語学は、「認知機構」と「経験的認知内容」の２元を否定しない。

ただ、具体的な言語を分析する場合、後者の持つ多様性、用法の範囲や微妙

な意味の違いなどを説明することの方が、現実問題として外語理解や母語の

見直しにもつながり、有意義だと考えられることが多い。共通する「認知機

構」の方に関しては、自動詞・他動詞だとか、テンス・アスペクトだとか、

能動態・受動態だとか、モダリティだとか、あるいは、フレームだとかスキ

ーマだとかいった抽象概念を定義づけるに際し、それとなく言っているだけ

の場合が多い。

すでに今から300年も前にヨーロッパで行われたイギリス経験論と大陸合

理論の論争にあるように、具体的な知識は経験的に増えると考えるほうが、

ドグマティック（独断的）にもならず現実の知識の変化を考えれば理に適っ

ているのに対し、いっぽうで、知識が個人の頭の中の連想だけとなると、

「共通認識」を得る根拠がどこに行くか、という問題に至る。

経験論と合理論の対立を克服する考え方として、カントを無視することは

出来ないであろう。カントは、個人の知識の「主観性」を認めつつ、共通認

識の基盤として、「メタ認知カテゴリー」を想定した（カント自身は「メタ

認知」という言葉は使っていなかったが）。

カント自身は、「数理物理学の客観性の擁護」ということもあって、「数・

分量」、「性質（quality）」、「関係性（付属と自存、原因と依存、相互性）」、

「様態（可能と不可能、現実と非現実、必然性と偶然性）」を、思考を統括し、

先験的に備わっているカテゴリーと考えた。
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認知言語学的に考えて、どのような整理方法を考えることが出来るだろう

か。過度に原理的なものを少数に絞る極端な還元主義は、生産的なことを生

み出さないが、かといって、メタ認知カテゴリーの存在を全面的に否定する

のも、「認知の成立」を真面目に考える上で、問題だろうと思われる。

メタ認知カテゴリーの選定には、それなりの時間と検討を要するかもしれ

ないが、今後のためにある程度の見通しを立てておくことにする。

① 「図」と「地」（中でも人が「図」として選ばれやすい仕組み）

② 物象の位置・動きと、空間・時間

③ 質感（qualia）:五感、安心系・不安系（快・不快と連動）

④ 作用・因果連鎖

⑤ 「自」「他」の分化、「人称」認識、「共感」感覚

⑥ 現実と仮想

⑦ 量

⑧ 比較、類似性認識

少なくとも、上記のようなメタ認知カテゴリーから、諸言語の多くにわたっ

て出現する文法概念が成立するものと思われる。

カテゴリー化に関して、Taylorが日常概念のカテゴリーの２分法では捉え

きれない流動性を指摘したことは正しい。しかし、それをもってして、アリ

ストテレスが導入したカテゴリー論が全面的に否定されるものではない。

「強い相対主義」はQuineやDavidson等によって論駁されているが、その根

拠として、カント的なメタ認知カテゴリーは有効であると考えることが出

来る。

５．小結

小論では、言語的営みの中の、主体性・主観性・共同主観性・客観性の問

題に関し、最初に、認知言語学専門用語としてではなく、日常の意味や哲学

的な意味の一端を比較の上で導入しながら、言語習得における、相互主体

性・共同主観性の諸相を簡略に述べ、４節では、主観的な営みである言語の

共有の根拠として「メタ認知カテゴリー」が必要であることを述べた。



このように、認知言語学は、単なる連想主義的なヒューム派言語学を超え

て、カント派言語学の域には達しているものであることを示した。

「言語の精神現象学」を目指すには、言語相対性についての考察、「子ど

もの表現」から「大人の表現」へ、より良いコミュニケーションとは何か、

等等、それぞれに十分に検討を要する事項が多々あるが、時間等の条件によ

り、またの機会としたい。（９）

───────────────

注
（１） もちろん、コミュニケーション論は非常に間口が広い（その幅の広いコ

ミュニケーション論を網羅的ながら適量・簡明にまとめたものとしては、末

田・福田[2003] 参照）。各論を見ても、語用論（Thomas[1995]、橋内[1999]、

東森・吉村[2003]）から、クリティカル･シンキング系の論（青木[2000]、野

内[2003]）等にいたる幅広い包括的な考察を要すると思われる。

なお、Hegel も、晩年は「絶対知」にとらわれて思考が硬化したが、若

い頃は、「コミュニケーション的理性」を目指していたといわれている

（Habermas [1968]）。

（２） Steinberg(1993) に、言語習得に関する「生得原理主義」に対するさらな

る懐疑が述べられている。

（３）「文法化」に、言語文化的な多様性とある程度の傾向性があることは、

Heine & Kuteva (2002) 参照。

また、モダリティの共通性と多様性に関しては、Narrog (2002) 参照。

（４） 言語習得における純粋経験主義や極端な生得主義の双方の隘路に関して

は、今井(1997)参照。

イメージ･スキーマが原初的な認知であることは、Johnson (1987)参照。

文型と認知内容との対応性に関しては、類像性の理論を参照（Haiman

[1980] など）。そこから、各言語ごとの「構文の習得」が始まることに関し
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ては、Tomasello (2003), Goldberg (1995), Hopper (1998), 大嶋(2000), Croft

(2001)、武本(2002)等を参照。

また、言語習得は、「ひとりで」に行われるのではなく、「視点の共有」が

必要であるということは、定説になってきている（Tomasello [1997, 2003] ）。

心理学のサイドでも、似たことは指摘されている（ヴィゴツキー[2002]、浜

田[1999] ）。

（５） 形容表現の「共有」「私有」「類推」を巡っては、脳生理学にも根拠があ

ると思われるクオリアの議論が欠かせない。比較的多くの人が共有できる

「感覚クオリア」に対して、「各人各様の受け止め方」ともいえる「志向性ク

オリア」の根拠に関しては、まだ解明途上とも言える（茂木[1997, 2001,

2004] 参照）。

さらに、「感覚」から「感情」まで話を広げると、問題はさらに大きく

なる。たとえば、認知と感情との関係は、近年活発に論じられている（丸野

編[1988]など）。情動が認知活動を動かすマグマのような存在である（山鳥

[1998] ）と同時に、認知は感情の暴走を抑える役割も担っていると言える

（北村[2003]、青木[2000]）。

（６） 認知機構が人類にほぼ共通にあるにしても、認知内容の文化的相対性が

比較的早い段階から入っていることはTomasello (2003)でも指摘されている。

言語文化の相対性に関しては、たとえば、日本語と英語の基本的な違いに関

しては、池上(1981)以来、様々な論考がある。

（７） 言語によって母語の学習の過程で動詞志向と名詞志向に多少の差がある

ことも小椋(2001) 等で指摘されている。

（８） 日本認知言語学会第５回大会で、池上(2004)は、単に日本語と英語の相

対性を言うだけでなく、省略形の多い、主観的表現の多い日本語の反省点に

関しても言及している。

（９） コミュニケーションに関しては、注(1) を参照。また、「社会的認知」に



関しては、対人言語行為や「スキーマのステレオタイプ化の危険性」等、今

後、言語学側でも検討すべき課題は多い（岡編[2004] 参照）。
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