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１．はじめに 

 最近、文法をイメージで捉え、教育に生かしていくという

試みが、英語教育の領域で盛んになってきている（大西

2006,2009. 田中他2007、今井2010など）。これらは、すで

に、NHKの教育テレビでも公開され、おおむね好評である。

やはり、イメージで文法を捉えることがわかりやすく、教育

上の効果があると言うことであろう。これらは、著者によっ

て違いはあるが、主に認知言語学の理論を教育に応用しよう

とするものである１。認知言語学の提唱者が、アメリカ人であ

り、英語を中心として理論を立てているところから、英語教

育への応用が中心になっていることはわかる。では、こうし

た「イメージ文法」を日本語教育に生かしていけるだろうか。

すでに、個々の文法事項での認知言語学を応用した日本語研

究は多く見られ、語彙の領域では、イメージを利用した辞典

の制作が行われている（森山2012２）。ただ、「イメージ文法」

の枠組みで、日本語文法を体系化するという試みにはまだ至

っていない。 

 本稿では、認知言語学と場所の言語学（岡2013）をベース

として、「イメージ日本語文法」を提唱することを目指す。2

節で、認知言語学のイメージ文法の考え方を紹介し、3節で、

場所の言語学の考え方と事例研究を紹介し、4 節では、その

日本語教育への応用の仕方として、江副文法の「文法の可視

化」の考え方と実践を批判的に検討しながら、今後の「イメ

ージ日本語文法」の設計図を提案していきたいと思う。 

 

２．認知言語学とイメージ文法 

 認知言語学の提唱者であるレイコフやラネカ－自体が「イ

メージ文法」という用語を使っているわけではないが、「イメ

ージスキーマ」は、認知意味論を提唱したジョンソンやレイ

コフが提唱したものであり、認知文法の提唱者であるラネカ

－は、文法の記述に盛んに「認知図式」を使っている。認知

文法以前に、ラネカ－は「空間文法（space grammar）」を提

唱し、このような図式を多用していた。イメージ文法を真正

面から押し出しているのは、山梨（2010）である。ここから、

まず「イメージ文法」の基本構想を紹介したい。 

 「言語能力は、人間の進化における単なる知性の産物ではな

く、生物一般の感覚－運動的な身体的経験に根ざす認知能力（特

に、認知能力の中核を成す想像的イメージ能力）を不可欠の前

提としている。想像的イメージ能力が、言語能力の根源的な基

盤として日常言語の発現を支えている。」（p17）として、イメー

ジ能力が言語能力の基盤であるという視点をはっきりと打ち出

している。そして、「認知言語学のアプローチでは、日常言語の

記号系を言語主体から独立した抽象的な記号によって表示する

のではなく、語彙、句、文等のいずれの言語単位も、人間の認

知能力に根ざすアナログ的な経験のパターンを反映するイメー

ジ図式（ないしは認知図式）とイメージ操作に関わる認知プロ

セスによって規定していく。」（p2）としている。 

具体的には、「日常言語における意味発生の創造的基盤の中核

を成すイメージ能力の諸相（e.g.イメージ形成、イメージの組み

替え、重ね合わせ、合成、プロファイリング、スキーマ化、ゲ

シュタルト変換、メタファー変換、メトニミー変換、等）にか

かわる言語事例を具体的に考察することにより、言語能力の発

現と記号化のプロセスの根源的な問い直しを試みた。」としてい

る。 

  ここでは、具体例をあげないが、認知言語学は、言語の構造

を抽象的な命題や記号によって表示するのではなく、身体経験

に基づくイメージスキーマによって表示していく。イメージス

キーマとは、抽象的な命題ではないと同時に、具体的なイメー

ジとも異なることをおさえておきたい３。 

 

３．場所の言語学による助詞のスキーマとネットワ

ークの記述 

 場所の言語学とは、西田哲学の「場所の論理」を哲学的背

景としながら、日本の伝統的言語学（時枝誠記、佐久間鼎、

三尾砂、三上章など）で提起されている場の考え方（場面論、

入れ子構造、概念の場、場と文の相関の原理、述語一本立て

など）を継承し、言語学的な場所理論、認知言語学の理論（主

観的・客観的事態把握、参照点構造など）を応用して、提起

されたものである（岡 2013）。具体的な事例研究としては、

ハや格助詞を場所論の考え方からスキーマ化し、ネットワー

クとして示すという試み、また、さまざまな日本語諸構文（名

詞文、形容詞文、動詞文、テイル・テアル文、ラレル文）を

存在文や生成文を中核にネットワーク化する試みをおこなっ

ている。日本語の言語現象は、日本語がきわめて場所的考え

方に貫かれている言語であることを示すと同時に、普遍的な

言語理論として、様々な言語にこれを応用することを目指し



ている。 

 その理論と事例研究について、詳しくは岡（2013）を参照

していただきたいが、ここでは、助詞のスキーマについて、

紹介したい。 

 まず、「は」は、概念の場である。「XはY」という構造は、

Xを参照点にYを指し示す参照点構造を持っている。「は」は

参照点の支配域と考えられる。いわゆる主題の働きとは、こ

の場の限定と言うところから来ると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 「は」のスキーマ 

 

 格助詞「が」のスキーマは、出来事の中核となる事物を指

し示すものである。すなわち、「鳥が飛んでいる」では、「鳥」

を、「富士山が見える」では、「富士山」というモノを指し示

しているだけであり、「主体（動作主）」とか「対象」といっ

た意味役割は、「が」そのものの意味ではないのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 「が」のスキーマ 

  

格助詞「に」のスキーマは、場所に向かう指向性といえる。

平たく言えば、場所を指し示すことである。「机の上に本があ

る」（存在の場所）、「学校に行く」（着点）もいずれも「に」

の意味としては場所を指し示しているだけである。「花子にプ

レゼントをあげる」（相手）の「に」も、人がモノが移動する

場所に比喩的に捉えられているのである。 

 

 

 

 

 

図3 「に」のスキーマ 

  

格助詞「を」のスキーマは、起点・経路・着点のイメージ

スキーマをベースにして、経路が焦点化されれば経路用法（道

を歩く）、起点が焦点化されれば起点用法（家を出る）、着点

が焦点化されれば対象用法（リンゴを食べる）などとなる。

いずれも起点から着点への移動が含意されている。 

 

           Xを 

 

     起点    経路   着点 

図4 「を」のスキーマ 

 格助詞「で」のスキーマは、出来事の背景となる場のイメ

ージである。「学校で勉強する」などの動作の行われる場所が

最も中心的な用法となるが、「バスで行く」（手段）、「風で扉

が開く」（原因）なども広義の場所として解釈できる。「箸で

食べる」（道具）などはこの図式で理解しにくいが、「食べる」

という出来事を限定するものとして一種の背景として考える

こともできる。場所と道具をどう統一的に説明するかは、4

節の江副文法での教授法が優れているのでそこで紹介したい。 

 

 

 

 

 

 

 

図5 「で」のスキーマ 

 

 主要格助詞は、移動事象に限って言えば、起点・経路・着

点のイメージスキーマで説明できる。起点はカラ格が、経路

はヲ格が、着点はニあるいはマデ格が具現化し、その全体を

包む（限定する）形でデ格が位置づけられる。 
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図6 主要格助詞のスキーマ 

 

 岡（2013）では、おおむね上記のような形で主要格助詞の

イメージスキーマを提示した。教育教材として、このような

スキーマを利用していけるのか、次節の江副文法での提示法

と比較しながら検討していきたい。 
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４．江副文法と文法の可視化 

 さて、江副文法とは、新宿日本語学校校長の江副隆秀が提

唱している日本語教授法と実用文法のことである。日本語教

育の創生期から30数年にわたって、外国人への日本語教育を

実践していく過程で、作り上げてきた日本語教授法と教育文

法の体系である。それゆえ、まず理論があって、その応用と

しての教授法を作ったのではなく、実践の過程から作り出し

てきた文法である。その教授法の核心とは、文法の図解化あ

るいは視覚化ということであった。具体的には、「重箱カード」

による品詞の表示である。まず、①活用する言葉（動詞グル

ープと文末表現）は、四角のカードに活用する部分を示す三

角がついている。②活用しない言葉（名詞グループ）は、四

角のカード、③それらと別の言葉（副詞グループ）は、四角

のカードの角を丸くしたもの、④これらを接続する言葉（助

詞グループ１）は、その関係の表し方によりかたちが異なる

（後述）。⑤その他（助詞グループ２）という具合である。か

たちだけではなく、色分けや斜線の表示などによって細かい

下位の品詞分けをしており、ここでは詳しく述べないが、④

の助詞グループの可視化の方法が非常に興味深かった。3 節

で、場所の言語学に基づいた格助詞のスキーマ化をおこなっ

たのだが、一部の結果が江副文法と非常に似通った結果にな

ったことが、筆者を江副文法に近づけるきっかけとなった。 

 以下助詞のカードによる提示法を紹介した後、江副文法に

ついて検討していきたい。 

 

4.1 助詞「を」の表示法 

助詞「を」に関しては、図7のカードを使う。（江副2012） 

 

 

 

 

 

 

     図7 「を」のカード 

  

「山を登る」の「を」（通過）では、両側に出ている矢印の

方向に指を動かしながら、「通過」の様子を示す（図8）。「バ

スを降りる」の「を」（離脱）では、向かって左側の矢印部分

を隠す（図 9）。そして、「パンを食べる」のような対象を示

す「を」は、矢印の両側を隠す（図10）。これによって、「移

動」でも「離脱」でもないことを示す４。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図8 通過の「を」 

 

 

 

 

 

 

 

     図9 離脱の「を」 

 

 

 

 

 

 

     図10 対象の「を」 

 

この図式化は、3 節で述べた「を」のスキーマと焦点化に

よる各用法の説明の仕方とよく似ている。すなわち、まず、

起点・経路・着点のイメージスキーマをベースとして、「経路」

部分を焦点化したものが、「経路」用法であり、「起点」部分

を焦点化したものが「起点」用法である。いずれも移動が含

まれている。筆者の図示と異なるのは、「対象」の表示である。

「対象」に関しては、「着点」の焦点化として、矢印が隠され

るのではなく、むしろ矢印が「を」の方に向かうような示し

方をすべきだと考えている（図 11）。それによって、対象物

にエネルギーが向かっていることを示せる。また、この表示

は、「向こうを見る」のように方向を表す「を」の表示をする

ときにも生かせるであろう。 

 

 

 

 

 

 

     図11 対象・方向の 「を」（提案） 

 

このカードでの示し方は、筆者のスキーマとネットワーク

の表示よりもおそらく直感的で学習者にはわかりやすいと思

われる。「対象」表示のやり方を修正して示せば「を」に関す

る用法をすべてカバーして示す有効な方法になりえると考え

を 

を 

を 

を 

を 



る。 

 

4.2 助詞「で」の表示法 

 助詞「で」は、場所、範囲、時間、手段、原因などのさ

まざまな用法があるが、江副文法では、原因以外の「で」を

図12のように、包括するというイメージのカードで表してい

る。 

 

 

 

 

 

 

        図12 「で」のカード 

 

「全部で 300円です」のような包括の「で」は、円の中に

3本のペンを入れるかたちで示せる。 

最も典型的と考えられる場所の「で」を教えるときは、「に」

「で」「を」のセットで教えるといいという。例として次のよ

うな「に／で／を」のセットを挙げる。 

①「学校に行きます」 

②「学校で勉強します」 

③「学校を出ます」 

①では、「に」の助詞のカード（後述）で、「学校」を指示す

る。②の場所の「で」は、学校の写真などを用意して助詞「で」

の丸の中に入れるようにする。③では、図 7 の「を」のカー

ドを用意し、図 9 のように一方を隠して、残った矢印で離れ

る状況がわかるようにする。 

 他にも様々なバリエーションを作る。 

 ④「バスに乗ります」 

 ⑤「バスで行きます（寝ます）」 

 ⑥「バスを降ります」 

普通「バスで行きます」の場合は、手段の「で」というよ

うな分類をすると思われるが、「で」のカードの丸の中に「バ

ス」を入れる方法で、「バスで行きます」も「バスで寝ます」

も同じイメージで示せるのである。手段の「で」も、バスの

中にいて移動が行われるわけだから場所のイメージを持ちや

すいのだろう。 

そして、非常に興味深かったのが、「箸で食べる」というよ

うな道具の「で」もこのカードで同じイメージとして示せる

と言うことであった。つまり、実際にお箸を「で」の丸の中

に入れて、「お箸で食べます」というジェスチャーをしてみる

という方法である。 

3節の「で」の説明の中では、場所の「で」と道具の「で」

をどう統一的に説明するかで苦労し、複雑な図解をしてしま

ったが、このカードでの提示では、そのような悩みが一度に

解消してしまったようである。江副氏の卓見に脱帽してしま

う。 

ただ、一つ言わせてもらえば、原因の「で」を別立てにす

る必要はないというのが私の考えである。「大雨で電車が遅れ

た」という場合、「電車が遅れた」という出来事の原因となる

事象として「大雨」がその背景にあるという理解で、「で」の

丸の中に「大雨」の絵を入れるというかたちで示せるのでは

ないか。この場合の「で」は、明らかに単文であって、「これ

はペンで、あれは鉛筆です」のような二つの文を接続する「で」

とは異なると考えられる。 

 

4.3 助詞「に」の表示法 

助詞「に」のカードは、ほとんどが「或る点」を指すとい

う形で示される。 

 

 

 

 

 

    

図13 「に」のカード 

 

「机の上にあります」は、「机」をこのカードで指せばいい

だけだし、「9 時に来ます」も時計の 9 時を指すだけだ。「友

達にあげます」も「友達にもらいます」も友達を指すだけだ

し、「猫に食べられました」も「猫」を指すだけである。結局、

筆者が 3 節で述べた「指向性」を表すという「に」のスキー

マに合致するのである。こんなに単純な方法で、これまで「場

所」や「着点」、また「起点」をどう統一的に説明したらいい

かというような観念的な悩みは簡単に解消してしまうのであ

る。 

 その他の助詞の可視化の方法については、ここではこれ以

上触れない。少なくとも、助詞のカードに関しては、素晴ら

しいアイディアであり、日本語教育において、この提示方法

が有効であることを確信する。後の項では、江副文法の核心

である「日本語の文の基本構造は、情報と述部から成り、そ

れを二列の助詞がつないでいる」という仮説について、検討

していく。 

 

4.4 「述部」と「情報」について 

 まず、江副文法で言う「述部」と「情報」について、検討

してみる。江副（2007）によれば、「述部」とは、「品詞にか

かわらず『時制・肯定／否定・意志／意向』を含む部分」で、

言いたいことの中心であるとする。そして、述部の次に大切

な部分として「情報」を設定する。例えば、「行く」という述

部に「時間の情報」を加えたいなら、「今日、行くよ」となり、

で 

に 



「手段の情報」なら「電車で行くよ」などとなり、情報を組

み合わせていくことによって、文が生成されていくという。

伝統的に根強い、「主語」と「述語」が文の基本構造である、

という見解をここでは取っていないことは評価したい。ただ、

「情報」という用語について、述部の次に大切なものという

定義なら「補語」あるいは「補部」でいいのではないだろう

かという素朴な疑問が浮かぶ。三上章や金谷（2002）では、

「述語」に対して、格助詞などが接続した部分を「補語」と

している（主格補語など）。なぜ、「補語」という用語を使わ

ないかについて、江副（2012:60）では、「補語」と「動詞」

（述語）という関係だけでは、「ビジネスは信用が第一」とか

「芸能人は歯が命」のような文をどう説明するかがわかりに

くいからだとしている。すなわち、「ビジネスは（情報）信用

が第一（文が述部）」という構造で理解しているわけである。

しかし、これは、「述部」については、三上の分析とは矛盾し

ないと思われる。三上の解釈では、「ビジネスは」は「題目」

であり、「信用が第一」は述部である。そして「述部」の中の

「信用が」が補語、「第一」が述語ということになる。筆者は、

江副氏が「X は」を他の格助詞と同様単なる情報としてしま

い、「題目」として、別格としていないことに違和感がある。

「は」で示される「題目」と、格助詞で示される「補語」と

をはっきり区別することが三上の主張の骨子であったと思わ

れるのだが、それが江副文法でははっきりしていないのであ

る。また、「芸能人は歯が命」の「歯が命」というのは、「述

部が文になっている」としているが、「歯が命」だけで文とし

て成立するのだろうか。「誰にとって」という情報がないと、

「歯が命」だけでは何を言っているのか分からないだろう。

やはり、この述部は文相当というより、一種の句相当とみた

方がいいと思う。その点では、「象は鼻が長い」も「かき料理

は広島が本場だ」も、同様の構造を持つのである。（私には「象

は長い」も「鼻が長い」も、「かき料理は本場だ」も「広島が

本場だ」も文脈なしでは独立した文としては成り立たないと

考える。）江副氏が日本語の文を「情報」と「述部」に分ける

とするのは、自由であるが、「情報」は「補語」と言い換えて

も問題がないのであれば、新しい用語として作る必要もない

と思われる。あえて言えば、「述部」が「情報」となる場合も

ある。「太郎は何年生ですか」に対して「２年生です」と答え

る場合は、むしろ述部が新しい情報である。こういう無用な

誤解を生むので、「情報」という用語はやめて、「補語」とい

う従来の用語を使ってはどうだろう。 

 

4.5  二列の助詞を基準とした文法論について 

 江副氏は、「京都へは行ける」は言えるけれども「京都はへ

行ける」とはいえない、ということから、「日本語の助詞は、

そもそも二列なのではないか」と考え、その延長で、「その二

列の前後は入れ替わることがないのではないか」と考え、「日

本語の助詞は二列」という仮説を立てた。 

 そして、一列目の助詞として、「×（助詞不要）、へ、に、

で、を、と、て、く、くて」を挙げ、「情報」と「述部」の間

の関係を述べる助詞として、「関係助詞」と命名し、次に、二

列目の助詞は、「は、も、でも、さえ、すら、なり、だって、

しか」を挙げ、これらを情報の中の選択や並列をする助詞で

あると考え、「選択と並列の助詞」と命名している。 

 ここで、一つの疑問は、情報と述部の間に並ぶ関係として

調べた結果、二列の助詞の関係が出てきたというのは理解で

きるのであるが、そこから、一列目の助詞は「関係助詞」、二

列目の助詞は「選択助詞」というような意味づけが果たして

可能かと言うことである。そもそも、「格助詞」自体が、述語

との関係を表すという助詞であるのだから、「関係助詞」とい

う用語は当然と言えば当然だが、そこに、どうして「て、く、

くて」というような接続助詞が入ってしまうのか、接続助詞

が述語との関係を表しているのだろうか。また、「が」は、述

語との関係では、「主体」あるいは「対象」という関係を表す

のであって、意味的には「関係助詞」のはずであるが、これ

は、承接関係からは、一列にも二列にも入らないとされ、「情

報助詞」と命名されている。他の格助詞も情報を指すのに、

なぜ「が」だけが「情報助詞」となるのか、理解に苦しむと

ころである。 

 また、「選択助詞」という命名も誤解を生む。特に、「は」

の「選択」は、「情報」の中の複数の「情報」から一つを選ん

でいる状態であり、いわば「単独選択」にあたるとしている

が、複数の情報から一つを選ぶ操作は、むしろ「が」などの

格助詞が持つ条件ではないだろうか（浅利2008）。すなわち、

「果物の中でりんごが一番好きです」の場合、複数の果物か

ら一つを選び出す操作をしている。一般に、格助詞は疑問詞

がつけられる訳なので、「が」に限らず、格助詞すべてが「単

独選択」の操作を持つのである。（「何が好き？」「どこに行く？」

「何を食べる？」「誰と行く？」「どこで勉強する？」など）。

「は」には、疑問詞はつかないので、「単独選択」ではなく、

むしろ、「は」は「Xは」でXとそれ以外を分けるのである。

だから「京都は行った」は、「京都以外は不問」と対比される。

そういう意味で、「京都」と「京都以外」の対比なのである。

他の 2 列の助詞がいかなる意味で「選択」というのかという

ことはここではおいておく。（「取り立て助詞」の「とりたて」

とどう違うのだろうか？）とにかく、承接関係で助詞を 2 列

に分けるのはそれなりの意義があるかもしれないが、その 1

列目は関係を表すとか、2 列目は選択を表すと意味づけを加

えるには、もう少し説明が欲しいところである。 

 色々批判めいたことを書いたが、実際の教える現場では、

文法用語でいちいち説明しないのであるから、「情報」だの「関

係」だの「選択」だのと本質的には用語は問題ではないかも

しれない。江副氏の30数年にわたる教育実践とそこから生み



出された教授法と実用文法には敬意を払うものである。実際

に、外国人の日本語教育で大いに成果を上げており、また最

近はろう児の日本語教育にも応用されているという。色々学

ぶべき点も多い。現在の時点で、江副氏の体系に修正は加え

られても、それを上回る体系を提案する用意はないので、こ

れ以上は、論評を差し控えることにする。 

 

５．イメージ日本語文法の構想 

 さて、以上、認知言語学のイメージ文法、場所の言語学、

江副文法を検討してきたが、これらのいい面を取り入れ、教

育上も有効な「イメージ日本語文法」を具体的に構想してい

く。語彙的な面では、既に森山（2012）らの辞典が制作され

ているので、次の段階としては、学習者にとっても使い分け

が難しい、複合助詞、複合動詞を中心とした記述が求められ

るだろう。また、それぞれの表現の多義性と共に、類義表現

との意味の違いが鮮明になるようなスキーマとそのネットワ

ーク、用例の提示が必要になると思われる。以下のような「イ

メージ日本語文法」の設計図を提示し、本稿をその序説とし

たいと思う。 

 

「イメージスキーマで学ぶ日本語 

～複合助詞、複合動詞編～」（仮称） 

１． 日本語の基本構造とイメージスキーマ（序論） 

２． 基本助詞のスキーマ （は、が、に、を、で、と、から、

まで、へ、より、の） 

３． 複合助詞のスキーマ 

（～について／関して／対して／とって／おいて／よっ

て／したがって／つれて…、～をめぐって／通して、と

共に／として…） 

４． 接続助詞と複文（から／ので／のに／ても／ば／と／な

ら／たら…） 

５． テ形補助動詞のスキーマ（～ている・ある／おく／しま

う／くる・いく／あげる・くれる・もらう／みる） 

６． 複合動詞のスキーマ（～あげる・あがる／こむ／でる・

だす／つく・つける／かかる・かける／あう／きる／ぬ

く／とおす） 

 

あと、続編として、取り立て助詞、終助詞、指示詞、自動

詞・他動詞などの記述を続けていく。 
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注 

                                                   
１ ただし、大西泰斗（2006,2009）は認知言語学の理論を背

景としていることを明確化しているわけではない。が、認知

言語学の考え方と通底している部分が多い。また、田中他

（2007）は、認知意味論をベースとしているが、「イメージス

キーマ」ではなく、コアスキーマやコアイメージといった用

語を使っている。 
２他に、名詞編、形容詞・副詞編も出ている。 
３ ジョンソン2001参照。大西2006、田中他2007の従来の

教材で使われているのは、イメージスキーマというより具体

的なイメージに近いと思われる。また、森山2012では、中心

義自体は、命題の形で提示しており、イラストは具体的なイ

メージを使っている。ラネカ－の認知図式はかなりスキーマ

化されたものでイメージスキーマと言ってもいい。教育教材

としては、最も抽象化されたイメージスキーマから、具体的

なイメージまで様々な抽象化のレベルの図式を使い分けるの

がいいかと思われる。山梨2010でも、イメージスキーマとイ

メージははっきりわけられるものではなく、程度問題だとい

う注釈がある。 
４ ここでは、「フランス語の勉強をする」「フランス語を勉強

する」の「を」については省略する。 


