
日本認知言語学会第 17 回大会ワークショップ（2016.9.10 明治大学中野キャンパス） 

 

場の言語学の展開 

―西洋のパラダイムを超えて― 

 

 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。 

 本ワークショップは、以下の 3 つの発表からなり、最後にディスカッサントによる

各発表へのコメントと総括的、理論的な議論を行う。 

 

 第 1 発表：「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） 
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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 

本発表では、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は、「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」 

・事態の体験的把握＝主観的＝自己中心的か 

「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。 

 

（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、個人の主観的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。「主体」」はどうでもよい。場内在的観点、場中心的な捉え方1。 

（２）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。主客分離。 

 

（４）ここはどこですか？  ―「場所」がどこかを問うている。＝場中心的。 

（５）Where am I ?    －「私」がどこかを問うている。＝自己中心的。 

                                                   
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。」 



・「私」は、「主体」（主観）ではなく、「場所」である。2 

（6）雷鳴が聞こえる。                    

（7）稲妻が見える 

（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」→「私」は主格ではなく与格で現れる。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） 

→「私」のゼロ化が「主観性」と結びつくのではなく、その

言語表現においては、文字通り「私」という主体は存在しな

い。「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。日本語では、主客合一（主客非分離）の純粋経験を言語化しうる。 

★ 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」なのではない。 

 

３．内的状態述語の人称制限と主観性 

・内的状態述語の人称制限の実態 →人称詞（主語）はいらない。述語だけで成り立つ文。 

 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. 

  

・視点と人称論（金谷 2004:228）―日本語で人称論は成り立たない。 

                          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」（場中心的）  

 

                                                   

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） 

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



（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：そうだね。／ほんと寒いね。 (b) ??私は寒いね。 

 → 「寒い」は、いま、ここの場の状況を表す「場の文」。自他は場に埋め込まれて体験を共有。 

 ・感情も私秘的ではなく、同じ場において共有しうる（自他非分離性）。 

（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！ 

  

・場の理論からの感情・感覚モデル―「自己の卵モデル」（清水 2003）＋「氷山モデル」 

 「自己の卵モデル」：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。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、

自他は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。 

「氷山モデル」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。それゆえ、感情や感覚は場において共有しうる。＝「自他非分離性」。個々があらかじめ分離

しているという「自他分離」的見方では、他人の感情・感覚はあくまで私秘的であり、理解できない

ものになる。（「他者理解」のアポリア。Cf.「心の理論」） 

★ 日本語における内的状態述語（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。ただ、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 

・なぜ 3 人称では、内的状態述語の直接形が使えないか。 

 (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。 

  

無意識下：根源的な場 



→ 同じ発話場にいる話し手、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。 

→ 現象描写文と同じ構図。発話の場の外の領域（「あ」3）。共同注意の構図。 

→ 場内在的かつ事態外在的描写  

(12) a. 太郎が走っている。b. 雨が降っている。 c. バスが来た。 

  

図 5 現象描写文の構図 

 

 

 

 

 

 

 

＊同じ現象描写文を、場外在的（事態外在的）に描写することもできる。 

(13) この絵では、…二人の子供たちは遊んでいます。（ロシア語話者の日本語発話：松井 2010） 

 

５．おわりに 
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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） 

 

１．はじめに 

 本研究では、日本語から発出する新しいパラダイムとしての「場の言語学」について、

事態把握をする視点の獲得の観点から検証を行う。子どもは、流暢な話し手になる過程に

おいて、その言語に特徴的に見られるような事態把握に基づく話し方を獲得する。言語発

達の初期の段階にある子どもの話し方を見ることで、その言語の基層にあるものの見方を

探ることができるのではないだろうか。 

 本研究では、日本語の子どものナラティヴディスコースを分析することにより、話し手

が事態をとらえている視点のとりかたは、城戸（2003）、岡（2013）、井出（2016）、藤井

（2016）などで論じられている「場」の観点から説明できることを示す。研究方法は、4

歳児が文字のない絵本について物語を語っている日本語のナラティヴディスコースの中で、

絵の中の登場人物の声として語っている「科白」部分に注目し、そこに、語り手の視点が

どのように表れているかについて分析をする。分析を通じてみられる日本語の 4 歳児の話

し方の特徴は、言語事象を外在的な視点ではなく、絵の中を「場」としてそこに話し手自

らを埋もれさせ、内在的な視点からとらえているということを明らかにする。 

 

２．研究方法 

 本研究のデータは、Berman and Slobin（1994）の Frog Story の言語獲得研究プロジェ

クトによるものである。この研究プロジェクトでは、”Frog, where are you?” (Mayer, 1969)

という文字のない 24 枚の絵によって構成されている絵本を被験者に見せて、話の内容に

ついて語っているデータを様々な言語で様々な年齢の被験者から収集し、同じ出来事を表

現しているナラティヴの言語間の比較、また、発達段階を追っての比較を行っている。本

研究では、24 枚の絵のうちで、主人公である男の子がペットとして飼っていたカエルがい

ないのに気づき、どこにいるのかと、まず家の中を探し、窓から外を見まわして、そして

家の外に出て、口を開いて、カエルを呼んでいるような絵が描かれている 4 枚目から 6 枚

目の 3 枚の絵についての発話を分析対象とする（絵については図を参照）。この 3 枚の絵に

ついては、主人公である男の子の「科白」が出現しやすいため、その表現方法を見ること

によって、語り手の視点がどこにあるのかについて考察を行うこととする。 



 「科白」部分を分析の対象にするのは、Berman and Slobin（1994）でも論じられてい

るように、言語発達の初期の段階にある子どもは、絵本の内容について語るときに、登場

人物である男の子を主人公に定め、その男の子の行動について描写することが顕著である

ためである。この傾向は多くの言語でも見られ、男の子が登場しない絵については、特に

何も語らないことも多い。4 歳の語り手にとって、最も認知しやすい対象である男の子が

発話しているシーンをどのように表現するかを分析することで、話し手の視点がどこにあ

るのかが明らかになると考えられる。 

 

３．日本語のデータの分析 

 上述の 3 枚の絵を描写している 4 歳児の日本語のナラティヴディスコースの「科白」部

分に注目をし、それがどのような言語形式で表現されているかを調べると、登場人物であ

る男の子の「科白」として、つまり、引用として表現されている発話（Reported Speech）

には、2 つの特徴的なパターンがあることがわかった。 

 1 つ目のパターンは、発話例(1)に代表されるような、誰がその科白を言ったかを明示す

ることなく、科白そのもののみを表現するものである。 

 

(1) あれ、かえるがいない。おおい、どこいったの。 [4;11] 

 

このようなパターンの発話では、日本語の引用表現で典型とされる「と」や「って」など

の引用マーカーや、その後に続く「言う」をはじめとする伝達動詞も伴われていない。こ

のようなパターンの引用表現が話しことばに見られることは、砂川（2003）で指摘されて

おり、さらに、大久保（2013）では、このようなパターンの発話を「ゼロ型引用表現」と

呼び、他者のことばを臨場感豊かに描くことで聞き手を物語の世界に引きこんでいると分

析している。本研究でも、(1)の発話は、話し手も聞き手も絵の中に入り込んで、内在的な

視点から事態把握をしていると考えることができる。 

2 つ目のパターンは、発話例(2)に代表されるような、引用表現のマーカーと考えられる

「って」が伴われて表現されるものである。 

 

 (2) かえるさん、どこって。いないなあって。  [4:10] 

 

このようなパターンの発話では、(1)とは異なり、「って」という引用マーカーが使われてい

るが、(1)と同様に、その後に続く「言う」をはじめとする伝達動詞は伴われていない。話



し手も聞き手も絵の中に入り込んで、内在的な視点から事態把握をしていることには変わ

りはないが、「って」を伴って引用を行うことによって、自己と他者の異なりを意識してい

ると考えることができる。 

さらに、(1)も(2)も引用した発話の主体である登場人物である男の子が明示的に示されて

いないことが特徴である。このことから、話し手も聞き手も、登場人物である男の子と同

様に、絵で描かれている「場」の中に埋もれていて内在的な視点を共有しているため、そ

こで明らかなことを示していないと解釈することができる。これは、井出（2016）で論じ

られている日本語に主語がない言語事象を説明する「場の語用論」の考え方と一致するも

のである。 

 

４． まとめ 

 日本語のナラティヴディスコースにおいては、「科白」が誰によって言われたのかを示さ

ず、また、引用表現に顕著な「って」などのマーカーや、後続する「言う」などの伝達動

詞が伴われず、それは「場の語用論」の枠組みで説明ができることを論じてきた。4歳児の

データにおいてみられた引用表現は、日本語の事態把握の基層となる「場」の概念を支持

するものである。 

 本研究でみられた引用表現は、日本語の大人のデータでも多くみられるものである。さ

らに、今後の課題として、他の言語でこのような内在的な視点から事態をとらえた引用表

現があるか、また、発達段階によって違いがあるのかを「場」の概念から考察することが

必要である。 

 

＊本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）（研究代表者：大塚正之）「言

語コミュニケーションにおける場の理論の展開:近代社会の問題解決を目指して」（平成 26

～28 年度）の交付を受けたものである。 
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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） 

 

１．はじめに 

本研究発表は、日本語と英語で放送された同じ試合（場面）のサッカーの実況中

継を分析し、両言語においてどのような認知資源（選手のプレーや動き、選手を取

り巻く状況など）が言語化され、フットボールという物語が創られているのか、ま

たそれらがどのような言語表現やスタイルで伝えられているのか比較検討するこ

とを目的とする。実況中継の参与者たちは、ボールと選手が絶えず移動する流動的

な試合を即興的に描写、解説することが求められるわけだが、文化によって視点の

取り方や文化的価値観が異なるため、試合の中で起こる同じ出来事が異なる形で解

釈されたり、出来事の異なる側面が言及されたりすることがある。本発表は、スポ

ーツの実況中継という制度的談話の対照分析を通じて、日本語と英語の好まれる表

現方法や言語化される対象の差異、そして相互行為の特徴を場の理論の立場から考

察する。 

 

２．データ 

 本発表では、FIFA World Cup 2014™ ブラジル大会（５試合）、国際親善試合（３

試合）、イングランド・プレミアリーグ 2013-2014 シーズン（２試合）における日

本語と英語による実況中継を分析し、両言語で観察される特徴を考察していく。現

在サッカーは各国の国内リーグ、クラブや各国代表が参加するワールドカップなど

の国際大会が世界各地で報道され、同じ試合が通訳や翻訳を介さずにさまざまな言

語で中継されているため、英語と日本語（のみならず様々な言語）の実況中継を対

照分析することは、それぞれの言語の相互行為の特徴や好まれる言語表現を明らか

にするには非常に良いデータということができる。 

 

３．実況中継の日英対照研究と場の理論 

 日本語の実況中継には、あいづち、繰り返し、リレー発話、重複発話、他の参与

者の見解を求める疑問文などが頻繁に使用され、協調的、相互依存的な相互行為の

特徴が観察される。またこのような協調的、相互依存的に共同構築されている談話

において、上下（タテ）関係などの人間関係や専門家などの社会的地位を重要視す



る日本文化的な価値観やコミュニケーションの文化的規範が反映されている。一方、

英語のコメンテーターたちは、疑問文や付加疑問文を使用して互いの見解を求めた

り、自分の発言に対して相手の同意や補助を求めたりはせず、プレーに対して自身

の意見（賞賛や批判など）を自由に述べ、日本語の実況放送に見られるような相互

依存的な相互作用は観察されない。 

 (1)から(6)の事例からも明らかであるように英語の実況中継では参与者個人個人

が出来事を描写し、自分の見解を互いに述べあう「対話する言語文化」が、一方で

日本語の実況中継ではアナウンサーが積極的に解説者に話しかけたり、質問を投げ

かけたりし、解説者もその質問に答えながら、相互協調的に実況中継の談話を構築

するという「共に語る言語文化」の特徴が観察される（井出（2006、2014）、藤井・

金（2014）、Fujii (2012)など参照）。 

 

(1) 01 A: Juan Mata takes it. John Terry dashed across, but it just veered wide. 

   02 B: May have brushed the post there John Terry, Medels on the post, you can see, 

there it is there, ooh, just looks like it comes off the outside of the post as Medel 

misses it, obviously confident that it was going away, but just brushes that post. 

 

(2) 01 A: マタが入れて、ターゲット後ろから来たぁっと！テリーでしたか？いやぁ、 

     斜めに走り込んで来て 

   02 F: はい、コース変えましたからね。 

   03 A: わずかにそれました。 

 

(3) 01 A: Well, Jordon Mutch, somebody’s going to pounce on this and he scores.  

        Chelsea caught down and Cardiff stun Stamford Bridge by taking lead. 

   02 B: Well, there’s a case of David Luiz completely switching off. 

   03 A: He still took all the finishing from Jordon Mutch, he even wasn’t composed  

        in taking it. 

 

(4) 01 A: [おっとぉー！ 

   02 F: [おっとぉー！ 

   03 A 先制点か？先制点です！カーディフ先制！ 

   04 F: おーっ[とぉー 



   05 A:       [初先発のマッチのゴールです。何がありましたかチェルシー？ 

   06 F: んー、ちょっとミスというところが、失点につながってしまいましたね。 

 

(5) 01 A: そのダヴィド・ルイス…あぁ、狙いに行きましたぁ 

   02 F: 行きましたぁ 

 

(6) 01 M：まあ、一ついい形を作ったんじゃないですかぁ？ やっぱり 

   02 A: はい 

   03 M: 自分たちの一つのパタンで、 

   04 A: えー 

   05 M: ここで踏ん張りましたね、16 番山口。 

   06 A：そして、G さん、 

   07 G: はい 

   08 A: この距離ですけれども、本田の場合だとどうですか？ 

   09 G：いや、狙うんじゃないですか？一発目ですからね、 

   10 A: はい 

   11 G: 是非狙って欲しいですよね、ここはね。 

   12 A: 距離としては３０メートル近くあるでしょうか？最初のセットプレーです。 

   13   オランダ壁は３人。その壁の間に日本の清武、山口。 

   14 M: あとこぼれたとこだよね。[こぼれたところをねぇ。 

   15 A:                          [二人がはいっています。岡崎、吉田、大迫が 

   16    狙っています。本田、本田、距離がある所。 

   17 M: お、ん？ 

   18 A: 壁にあたりましたが…グリエーニ主審の笛がなりました。もう一度やり直し 

   19    ますか？ 

   20 N: おそらく壁が先に飛び出したので、 

   21 A: えー 

   22 N: もう一度やり直しのような形になりますね。 

   23 A: [あー、ここですね] 

   24 M: [あー、ここですね]、デ・ヨングね 

 

 また、両言語の実況中継を分析すると、試合における異なる認知資源が言語化さ



れたり、同じ認知資源が異なる形で解釈されたりすることがあり、同じ出来事が異

なるストーリーへと創られていることがわかる。英語の参与者たちは出来事を外在

的な視点から描写しているのに対して、日本語の参与者たちは内在的な視点から試

合中の出来事や選手のプレーを描写する傾向が強い。日本語の実況中継にみられる

特徴として、(a)間投詞を多用し、反射的な声（Goffman (1981)など参照）が発せ

られる、(b)心内引用の形で選手の心理的側面に言及し、選手と同一化し意図を理

解しようとする、(c)選手が置かれている状況について言及する、(d)ボールを持っ

た選手（だけ）を言及するのではなく、周りでサポートしている集団としてのチー

ムプレーについて述べるなどが挙げられる。 

 このような特徴を持つ日本語と英語の実況中継であるが、本発表では場の理論の

立場から両言語の相互行為の特徴や言語化される対象の差異とその動機付けなど

を様々な事例をもとに分析していく。 
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