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 本ワークショップは、西洋で作られた言語学のパラダイムを超えた、日本から発出する場の観点

からの言語学のパラダイムを提起し、最近の具体的な展開、実証的研究を明らかにするものである。 

 西洋で作られた言語学のパラダイムの根底には、近代科学と近代哲学の基盤にある、主客分離（主

語中心、自己中心）、個物と因果関係のパラダイムがある。構造言語学や形式意味論、生成文法な

どの客観主義を批判してきた認知言語学は、認知主体の捉え方（construal）が言語の意味を生み

出すという主体の復権を成し遂げた。身体性や経験を基盤とするパラダイムは言語学を人間科学と

して大きく発展させたといえる。しかし、認知言語学の前提にも、依然、主客分離（主語中心、自

己中心）のパラダイムがつきまとっている。 

 それらを乗り越える新しいパラダイムとは、日本語から発出する主客非分離（述語中心、場所中

心）、場における相互作用のパラダイムである。このパラダイムを持つ言語学が「場の言語学」で

ある。場の言語学は、主体の言語学をも含みそれを乗越えるより普遍的なパラダイムを提案することを

目指している。 

 

 本稿は、ワークショップの発表に基づき、下記の構成からなる。第 1 論文では、認知言語学の主

観性について再考し、その指標と言われる人称制限の問題について議論する。第 2 論文では、ナラ

ティブ・ディスコースにおける事態把握の獲得について、実証的な議論を行う。第 3 論文では、「フ

ットボール」の実況中継を日英で対照することにより、場内在的観点と場外在的観点がいかに現れ

るか、また場における相互作用の実証的なデータを提起する。最後にディスカッサントによる各論

文へのコメントと総括的、理論的な議論を行う。 

 

 第 1 論文：「場の観点から言語の主観性を再考する」岡 智之（東京学芸大学） 

第 2 論文：「ナラティヴディスコースの「科白」部分に見られる視点の内在性：「場」の共有に基

づく事態把握の獲得について」櫻井千佳子（武蔵野大学） 

第 3 論文：「フットボール・ストーリーと場の理論」多々良直弘（桜美林大学） 

ディスカッサント： 大塚正之（早稲田大学） 

 

  



場の観点から言語の主観性を再考する 

岡 智之（東京学芸大学） 

 

１．はじめに 

本稿では、日本語の「主観性」の指標とされている現象－特に内的状態述語の「人称制限」が、

「主観性」の指標というより、「場内在的」か「場外在的」かという場の観点から説明できるこ

とを主張する。また、3人称述語や現象描写文における事態把握、「場内在的」でありながら、

発話の場の内部から外部の事態を描写する仕方（事態外在的）であることを主張する。よって、

「主観性（主体）の言語学」から「場の言語学」への発想の転換を提案する。 

 

２．日本語は主観的な言語か？ ―日本語における「私」 

認知言語学では、主観的把握と客観的把握という二つの事態把握があり、日本語は主観的把握を

する傾向が強い言語、英語は客観的把握をする傾向が強い言語としている。池上（2011）では、次

のように定義されている。 

「事態把握の 2 つの基本類型」（池上 2011) 

主観的把握：話者が問題の事態の中に自らを置き、その事態の当事者として体験的に把握する。 

客観的把握：話者は問題の事態の外にあって、傍観者ないし観察者として客観的に事態把握をす

る。 

ここで問題は、主観的把握とは、すなわち、事態の体験的把握であり、自己中心的な把握である

のかということである。まず、おなじみの『雪国』の冒頭の文を再検討することによってそのこと

を検証する。 

 

（１）国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。 

（２）The train came out from the long tunnel into the snow country. 

     （英語の直訳：列車が長いトンネルから雪国に出てきた。） 

（３）（列車が/ 私が/ 島村が/ 私たちが / あなたが） 国境の長いトンネルを抜けると、 そこは 

雪国であった。 

 

  （１）は、列車に乗っている主人公の視点から述べたものであり、個人の主観的体験を述べたも

のであると言われる。果たしてそうだろうか。試しに、（３）のように、誰が（何が）トンネルを

抜けたのかということを明示してみよう。「列車が/ 私が/ 島村が/ 私たちが / あなたが」どれを入

れても、「…抜けると」は成り立つ。つまり、主体はなんでもいいということである。それでは、

この文章の主節「雪国であった」の「主語」はなんであろうか。それは個人的主体ではなく、「そ

こは、雪国であった」としか言えない、その場の情景を述べたものというしかないのである。すな

わち、語り手個人の体験を述べたものというより、語り手が、場に起こる事態をありのままに描写

したものと言えるのではないだろうか1。現象描写文とは本来そのようなものであり、誰が見ても

そのような情景である、個人の主観的な、あるいは自己中心的な描写などではないのである。こう

いう見方は、場の言語学でいう「場内在的観点」と言っていいだろう。ここでは、主体と客体は分



離していない。いわば、主客非分離的事態把握である。 

一方（２）の英語の翻訳文は、全能の語り手が、場の外から事態を描く仕方であり、「場外在的

観点」と言っていいだろう。これこそ主客分離的事態把握である。 

 また、（４）（５）の対比は、日本語では、主体は言語化されず、「場所」がどこかを問うている

のに対し、英語では、主体を言語化してその「私」がどこかを問うている。この対比では、日本語

は、場中心的であると言えるが、英語が「自己中心的」と言えるのではないか。 

 

（４）ここはどこですか？  

（５）Where am I ? （私はどこですか）    

 

 ここで日本語では「私」が言語化されないという意味について考えてみる。認知言語学では、「私」

が言語化されず、ゼロ化されることを「主観化」といい、このような表現を「主体的な表現」と言

っている。しかし、先ほど見たように、これは主客非分離的表現なのであって、ここで主客分離を

前提にした「主観的、主体的」という用語を使うのは適切ではないと考える。 

 そして、主客非分離的観点においては、「私」は、「主体」（主観）ではなく、「場所」であると捉

えられていると考える。2  

 

（6）雷鳴が聞こえる。                    

（7）稲妻が見える 

  

（6）（7）のような表現は、英語などでは「I can hear a thunder(私は雷鳴を聞こえる)」「I can see 

a lightning.(私は稲妻を見える)」のように「私」（I）を言語化せずには表現できないであろう。日

本語では、「私」は必要ないのである。あえて言語化すれば「私には雷鳴が聞こえる」のように対

比的ニュアンスになってしまう。また、「＊私が稲妻が聞こえる」のように「私」は主格（ガ格）

で現れるのではなく、与格（ニ格）で現れるのである。すなわち、「私において、雷鳴（稲妻）と

いう現象が起こっている」という事態把握である。「私」は「主体」ではなく、「場所」として捉え

られているのである3。 

こうして「私」のゼロ化が「主観性」と結びつくということではなく、この言語表現では、「雷

鳴が響き渡っている」という出来事があるだけである。あえて言えば、「私」はその出来事が起こ

っている「場所」である。西田幾多郎の言う「純粋経験」というのは本来、言語化しえないもので

あるが、日本語では、純粋経験に近い言語化が可能だと言えるのではないか。そしてこの純粋経験

は、主観的な、自己中心的な体験というようなものではなく、事態把握の根源的な形であると言っ

ていいのではないかと考えられる。 

結論的に言って、日本語は、場における事態をありのままに表現する言語であって、個別的な「私」

の主観的体験を述べる「主観的言語」ではないと考える。 

 

３．内的状態述語の人称制限と主観性 

池上（2005）では、いわゆる内的状態述語の人称制限を日本語の主観性の指標としている。「寒

い」などの内的状態述語は、一人称主語でしか使えない、2，3 人称では非文になるからというこ



とらしい。しかし、日本語ではそもそも人称詞（主語）をつけないのが自然なのであって、「私は

寒い」とはふつう言わない。日本語は述語だけで文が成り立つのである。人称詞を使わない言語に、

そもそも人称制限なる議論が成り立つのであろうか。 

 

 日：1 人称：?私は寒い。/さむっ！/ 寒いよ。 2 人称：??あなたは寒い。/ 寒い？ 

3 人称：＊彼は寒い。  

 英：①I’m cold. ②?You are cold. ③ He is cold. 

 

 金谷（2004:60）では、日本語にはそもそも英語などのように「I」一つで言える人称代名詞は存

在しないのであって、場面と相手に応じて、言い方が変わる人称名詞に過ぎないとしている。そし

て、人称制限なるものは、視点論で解釈できるとしている。すなわち、「神の視点」をとる英語で

は、「I」も「you」も「s/he」もすべての人称が、状況から引き離された高みから見下ろされる。

それゆえ、2，3 人称も同じく「内的状態述語」が使える。一方、「虫の視点」をとる日本語では、

話者は状況の中に入り込んでいる。そうすると 1 人称である「私」は自分には見えないから客体化

することができない。状況の中で、見えない話者は自分自身を客体化できず、常に聞き手との関係

で、「私」「僕」「俺」「先生」「パパ」などに変化する。ここでは、人称による動詞活用などはない

のであって、人称論自体が日本語では成り立つか疑問である。金谷の視点論は、場の観点からいえ

ば、「場外在的観点」と「場内在的観点」の相違と言い換えられであろう4。 

  

・視点と人称論（金谷 2004:228）―日本語で人称論は成り立つか。 

                         

      図３ 「神の視点」         図４ 「虫の視点」 

 

                               

 

 

 

 

（場の観点から） →「場外在的観点」    → 「場内在的観点」  

 

 そもそも、「私は寒い」とか「あなたは寒い」という表現を使わない日本語では人称制限という

用語を使うのは適切ではない。日常会話では、たとえば、（8）のように、「今日は寒いね」と話し

手が語れば、聞き手は「寒いね」と答える。ここでは、同じ場での「寒い」という体験を共有して

いることを確認しているわけである。「寒い」という体験は、話者だけに感覚可能な主観的な体験

ではなく、場の中で自他非分離的に共有されている体験である。 

 

（8）（戸外で誰かと会った時の発話＝対話）→同じ場における体験の共有を確認。 

  (a) 話し手： 今日は寒いね。 聞き手：寒いね。 (b) ??私は寒いね。 

 

(I) (you) (s/he) 
(あなた？) (私？) (彼/彼女？) 



 「寒い」「暑い」というような体感だけではなく、感情も私秘的ではなく、同じ場において共有

できるものであることは、日常生活で経験しうることである。例えば、サッカーの試合で勝った時、

チームメイトはお互いに「うれしい」「うれしい」といい合っている。ここに自他の分離はないで

あろう。また、応援している人たちも共に「うれしい」であり、この際「私は嬉しい」「あなたは

嬉しい」ということ自体がナンセンスだろう。 

 

（9）（同じチームで試合に勝ったとき） A: うれしい！  B: うれしい！ 

  

 ミラーニューロンの議論を持ち出すまでもなく、人間は本来他人が痛がっているとき、顔をしか

め、幸福そうにしているとき、同じく微笑むのである。自他分離を前提とした近代パラダイムでは、

他人の感情はいつまでたっても理解しえない謎でしかないのである（「他者理解のアポリア」）5。

感情表現の人称制限の議論は、人間が自分の感情のみが理解でき、他人の感情は理解しえないこと

を前提としている。この前提は、自他分離を前提としたパラダイムであり、自他非分離を前提とし

た場の言語学のパラダイムでは、人称制限の議論自体が疑似問題になってくる。 

ここで、清水（2003）の場の理論（「自己の卵モデル」）を援用して、場の感情感覚モデルを提唱

してみたい。これまでの理論では感情・感覚を感じる主体としての自己中心的領域（核）のみを考

えていたが、個別的な感情・感覚は、「局在的自己」（黄身）の「局在場」（身体場あるいは情意場）

で起こっていると考える。さらに局在的自己を取り囲む「遍在的自己」（場所的領域：白身）があ

り、自他が相互作用し、場が共有されることによって（白身が融合するように）、感情・感覚を共

有することができるということになる。この自己の卵モデルは、自他の水平的な関係を捉えたもの

であるが、更に本稿では、垂直的なモデルである「氷山モデル」を提唱する。ここでは、意識下の

「自己」と「他者」は、無意識下の「根源的な場」ではつながっていると考える。日本語における

感覚・感情・思考は、「私」という場所で起こっている出来事である。それは私秘的な「主観的」

なものというより、場が共有されることによって、共有可能になる。いやそもそも根源的な場では

つながっているものなのである。 

 

 図 4 自己の卵モデル（清水 2003）      図 5 氷山モデル 

 場所的領域（遍在的自己：白身）         

                      意識下 

                       自己     他者 

                        （場の共有） 

                        

 

局在的自己（黄身）  自己中心的領域（核） 

局在場（核以外の場）        

 

４． 3 人称述語と現象描写文 

内的状態述語において、人称論を持ち出すのが適切でないと述べたが、やはり 1 人称で主に使え

て、3 人称ではなぜ内的状態述語の直接形が使えないかという疑問は残る。 

  

無意識下：根源的な場 



 (10) a. ＊太郎は寒い。 b. ＊彼はうれしい。 

(11) a. 太郎は寒そうだ。 b. 彼は寒がっている。 c.彼はうれしそうだ。 

 

本稿では、同じ発話の場にいる話し手、聞き手（1,2 人称）は、場において体験（事態）を共有

しうるが、発話の場の外側にいる人（3 人称）は、体験を共有しないで、観察の対象となるという

ことで説明したいと考えている。日本語では、1 人称対、2,3 人称の対立の構図になっているとい

う池上（2004）の主張に反して、日本語では、話し手と聞き手がいる発話の場の内部とその外部と

いう対立（あえて言えば、1，2 人称対 3 人称）の構図が基本なのではないかと考える6。これは、

現象描写文と同じ構図であり、「雨が降っている」という場合、話し手、聞き手が同一の発話の場

にあり、その外にある現象を観察し描写している。また、指示詞で言うと「こ」と「そ」に対する

「あ」の対立である7。これはいわゆる、共同注意の構図でもある。 

 

(12) a. 太郎が走っている。b. 雨が降っている。 

 

図 6 現象描写文の構図 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 場の観点からいうならば、場内在的かつ事態外在的描写である。一方で、同じ現象描写文を、場

外在的（事態外在的）に描写することもありうる8。 

 

５．おわりに 

以上、内的状態述語の人称制限なる議論が疑似問題であり、日本語の主観性の指標であるという

議論の問題性を指摘してきたが、その他、「行く」「来る」、「あげる」「くれる」、間接受け身などの現

象も、主観性や自己中心性の指標というより、「今ここの場」中心にモノ、事態が現れるという場中心

性から考えるべき現象であると考える。客観的、主観的という対立ではなく、場外在的か場内在的とい

う場を中心とした観点がより、日本語の現象を自然にとらえうるのである。紙面の都合で十分展開でき

なかった現象について記述を展開し、場の言語学の説明力を実証的に明らかにしていくことは今後の課

題である。 

 

注 

                                                   
1 雪国の冒頭の文について、これが「ある人物がたまたま持った経験を述べた文ではない」と明確に言って

話し手 聞き手 

発話の場 

 
場の外部の人、

モノ、事態 
話者の視界 



                                                                                                                                                                         

いるのは、永井（2006）だけである。「もし強いて「私」という語を使うなら、国境の長いトンネルを抜け

ると雪国であったという、そのこと自体が「私」なのである。だから経験をする主体は存在しない。西田幾

多郎の用語を使うなら、これは主体と客体が分かれる以前の「純粋経験」の描写である。」 

2 「すべての経験的知識には「私に意識せられる」ということが伴わねばならぬ、自覚が経験的判断の述語

面になるのである。普通には我という如きものも物と同じく、種々なる性質をもつ主語的統一と考えるが、

我とは主語的統一ではなくして、述語的統一でなければならぬ、一つの点ではなく一つの円でなければなら

ぬ、物ではなく場所でなければならぬ。」（『西田幾多郎哲学論集Ⅰ』p141） 

3 （6）’ 「雷鳴が響き渡っている―取り立てて言うなら私において」「取り立てて言わなければ、私など存在

しない（無である）。」（永井 2006） 
4 ここで注意が必要なのは、金谷（2004）では、見えない話者（1 人称）と見える相手（2，3 人称）には断

絶があり、主観表現の「悲しい」「嬉しい」「飲みたい」などは、話者にしか使われず、客体化の可能な 2，3

人称にはそのまま使うことができないとしていることだ。これだとやはり、話者（1 人称）のみを特権化し、

人称制限は主観性の指標という議論にやはりなってしまうだろう。次節で述べるように、話者と聞き手とそ

れ以外という区別が重要だと思われる。 
5 「心の理論」は、自他分離の前提に立って、いかに他者の心を読むことができるかを説明する装置として

出されてきているものであるが、自他非分離の立場に立てば、「心の理論」のような概念装置を前提せずに済

むのである。（岡 2013 第 14 章参照） 
6 池上（2004）は、人間言語がモノローグから始まり、ダイアローグに発展したと考えているが、場の言語

学の立場は、場における体験の共有を基盤に言語が形成されるという逆の立場になる。 
7 バンヴェニスト(1983)は、1 人称・2 人称だけが人称であって、3 人称は「非人称」であるとしている。ま

た、佐久間(1966)は、人称代名詞は、指示代名詞の「こそあ」と対応していると指摘している。「1 人称・2

人称」対「3 人称（非人称）」の構図は、「こ」と「あ」の対立と並行している。3 人称代名詞と、「あ」に当

たる指示代名詞が同一の言語がある（クルド語）。 

8 ロシア語話者の事態認知を調査した松井 2010 では、共通の絵を見て、日本語母語話者が「二人の子ども

たちが遊んでいます」とその場に入り込んで見る描写をするのに対し、ロシア語話者は多くが「この絵では、

二人の子供たちは遊んでいます。」のように、事態を場の外から眺める表現をするという。 
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