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０．はじめに 

本稿の目的は、場所論の観点から、認知言語学のパラダ

イムならびに、認知言語学のさまざまな道具立てについて

再検討していくことである。 

第 1節では、まず「場所」とは何かということからはじ

め、理論的前提となる「場所の哲学」について、明らかに

していく。第 2節では、認知言語学の前提となる哲学的基

盤について検討していく。第 3節では、認知言語学の図・

地の分化、比喩、参照点構造、主観性と視点構成などの理

論・道具立てについて、場所論の観点から検討する。第 4

節では、三尾の提起した「場と文の相関の類型」を再検討

し、新たな類型を提示する。 

 

１．場所の哲学 

 本稿の理論的基盤になる「場所の哲学」は、西田幾多郎

の「場所の論理」、中村雄二郎の「場所論」、城戸雪照の「場

所の哲学」を重要な導きの糸としている。以下、「場所」

とは何かをはじめとして検討していきたい。 

 

1.1 「場所」とは何か 

 「場所」とは、国語辞典的意味としては、「何かが存在

したり行われたりする所。ある広がりをもった土地」（大

辞泉）と定義され、「魚の釣れる場所」とか「約束の場所」

などの用例が挙げられている。また、一般に「ものが占め

るために要する広さ」すなわち、「空間」と同義の意味と

して使われることもある（「立っている場所もない」）。で

は、「空間」と「場所」の違いは何であろうか。最近の「場

所論」をまとめた著作である丸谷（2008:56）によれば、「空

間は一般的に均質な広がりをもっているが、そこに人間が

関与することで空間が意味を帯び、方向性が生れ、徐々に

均質性が崩れていく。このように人間が関わることで空間

が限定して、特殊な空間が生じるが、これが「場所」であ

る。」としている。つまり、人間が関わる空間、体験され

ている空間が「場所」である。ここで注意しなければなら

ないのは、人間に関わりのない物理的空間がまずあって、

そこから人間が関わる「場所」が派生するというより、人

間が開く「場所」がまずあって、そこから抽象的な空間概

念が出てくるのではないかということである１。 

 こうした場所の概念は、地理学２や文化人類学において

重要な概念であり、ここでは、場所は人間から独立して存

在できないし、人間は場所から離れて存在できないという

基本的性質を持つことが言われている。また最近では、「環

境心理学」という新たな分野からも「人間と環境の相互浸

透性（トランザクション）」という概念が提起され、「私と

場所」の問題がふれられている（南 2006）。 

「ここは温かい」－このような体験様式には、「誰が」と

いう主語の規定も、「環境の何が」という対象の規定も、

原初的には与えられておらず、「ここ」の状態として直に

变述されている。つまり、より正確を期すならば、「私が

いまここで温かい」と表現される体験は、私の感覚の記述

であると同時に、場所の性質・状態の記述でもある。両者

は不可分である。「この町はすみやすい」や「この学校は

のびのびしている」といった表現も、より複雑ではあるが、

基本的には「ここは温かい」と同じ構造の变述である。」（南

2006:36） 

 このことについて、矢守（2008:79）は次のようにコメ

ントする。 

 「ここで指摘されていることは、私たちの原初的な体験

様相においては、主体（自己）と対象（環境）とは分離さ

れていない、という重要な事実である。こうした变述にお

いて、主語と対象が明示されないのは、それらが省略され

ているからではなく両者が渾然一体となって融合してい

るからである。…「ここは温かい」という一種独特の雰囲

気が、一方に温かい空気（対象）を、他方にほんわかした

気分（主体）を産み落としている。そして、きわめて重要

なことは、明確に分離しない主体と対象とが一体化した一

つの全体として体験されるとき、そうした体験は、両者が

そこにおいて重合する＜場所＞に帰属されてあらわれる

という点である。「ここは温かい」という形式で。＜場所

＞において、環境と自己は深いトランザクションを果たす

のである。」 

 主体と対象のいずれでもない、それらが分化する以前の、

環境と自己との間の深い相互浸透が生じる「こと」の世界

こそが、＜場所＞と呼ばれているのである。 



 

 また、「場所」という言葉でわれわれは一体何を了解し

ているのかという「場所への問い」をハイデガーの解釈学

的現象学の方法論から明らかにしようとした論考として

阪本（2008）がある。 

 存在と関わりを持つ人間のことをハイデガーは「現存

在」（Da-sein）といっているが、ドイツ語の「Da」とは、

話者が近いと認識する場所を指し示す「そこに」という意

味と、話者の現にいる位置を示す「ここに」という意味が

あるといわれる。人間が差し当たりまず関わるモノは、な

にかをするための道具である。のどが乾けば、ジュースが

入ったコップに手を伸ばす。人間はまず、コップのある「そ

こに」関心を向け、「そこ」から自分のいる「ここ」がふ

り返られる。自分の存在というのは、他のモノの存在を認

知することによって与えられるという意味で、「現存在」

というのではないかと思う。（ドイツ語で「…がある」と

いう表現は、「es gibt~」（それが～を与える）であるが、

ここでの es（それ）とは、人間が開く「現」（そこ）とい

う場所のことではないだろうか。人間が開示する場所が存

在物を与えるのである。） 

 「現存在」とは「世界内存在」である。それは、ある物

体（身体）が、世界の一部を占めるというような、単なる

空間的な包含関係を表しているのではなく、それは世界に

対して常に存在が開かれている関係を表している。つまり

他の存在者に関心を持ち、配慮するという外部に開かれた

あり方を示すのが「現存在」である。ここで「空間」とい

う用語に返れば、「現存在」が生きる空間を「存在論的空

間」というのに対し、「主体」が対象としてモノや対象を

客観的に認識する空間は「存在的空間」あるいは「認識論

的空間」と呼ばれる。「場所」とは、前者の「存在論的空

間」であり、生きられた空間である。 

 この「存在論的空間」は「身体」なくしてあり得ないこ

とを示したのがメルロ＝ポンティである。身体は、それを

通して自分を取り巻く対象世界を体験するための「主体」

の一部である。その一方で身体は、それ自身が対象として

体験される「客体」の一つでもある。このように身体は、

主体と客体との境界にある両義的な存在であり、主客を媒

介する前人称的な存在として意味の源泉となり、意味連関

を分泌していくのである。『知覚の現象学』では、「われわ

れは、われわれの身体によって世界に内属し、われわれの

身体によって世界を知覚する」と述べている。私たちは空

間を欠いた主体ではなく、身体を通して私たち自身が空間

的な形成物として、より大きな包括的空間の中に埋め込ま

れた存在なのである。 

 次に「場所」を主題として包括的に論じた中村（1989）

の「場所論」を紹介する。 

 

1.2  中村雄二郎の「述語的世界としての場所」 

中村雄二郎（1989）は、場所の問題の諸相として、自然

哲学・修辞学の＜場所＞、物理学の＜場＞、非線形の物質

形から生命系を考察し、場所の基体的性格を共通のものと

してあげる。基体とは、基礎あるいは根底にあるものとい

った意味で、アリストテレスでは基体を生成変化の根底に

あって一貫して変わらない主体（主語）としているが、こ

れはギリシア哲学の第一原因あるいは創造主という考え

方、およびそれを受け継いだ伝統的な西洋形而上学の考え

方が前提になっているとして、こうした主語―基体の考え

方を根本的に問い直さなければならないとしている。こう

して、中村は＜基体としての場所＞という問題設定を行い、

（1）存在根拠としての場所、（2）身体的なものとしての

場所、（3）象徴的な空間としての場所、（4）論点や議論の

隠された所としての場所（言語的トポス）という 4つの観

点から「場所」について考察していく。「存在根拠として

の場所」は、生物学・生態学的に見た固有環境や、社会的

な共同体、心理的な無意識などのことで、意識的な自我が

成立し、自己の存在根拠となる場所である。「身体的なも

のとしての場所」は、意識的自我が成り立つ場所であり、

またそこに成立する身体的実存によって空間的場所が意

味づけられ、分節化される。社会的空間の中で作られる固

有の場としてのテリトリー（縄張り）は、身体的な場所の

延長である。「象徴的な空間としての場所」は、典型的に

は宗教的､神話的空間をあらわす。「論点や議論の隠された

所としての場所」は、古代レトリックの具体的な議論法と

して始まる言語的トポスとしての場である。言語と場所は

密接な関係にあり、そこからさらに述語性の観点から場所

の本質に迫っていこうとしたのが、「述語的世界としての

場所」である。ここでは、まず形式論理学における述語論

理学３について考察し、西田幾多郎の「場所の論理」の述

語的論理としての性格を明らかにしようとする。 

西田によれば、これまでの認識論は主観と客観の対立か

ら出発したが、むしろ意識（自覚）からこそ出発すべきで

ある。この場合､認識の根本は、何よりも＜自己の中に自

己を映す＞ことに求められる。すなわち、 

「意識の野は場所としての性格を持つが、そのことが最も

明瞭にあらわれるのは、判断の論理形式中である。判断と

は、元々形式論理学上、特殊（主語）が一般（述語）のう

ちに包摂されること、つまり、特殊が一般においてあるこ

とだからである。このように＜ＳはＰである＞に見られる

包摂関係とは、一般者（Ｐ）が特殊（Ｓ）を包む関係であ

るが、それはさらに言えば、一般がおのれを特殊化するこ

と、つまり一般者の自己限定である、ある判断が現実に妥

当するためには、その根底に具体的一般者がなければなら

ない。そして、この具体的一般者というのは、もっとも豊



 

かに自己において自己を映すような世界あるいは（述語

的）場所のことなのである。（中村 1989:173） 

ここで、西田は、判断は、従来は主語中心であったもの

を、逆方向で述語中心に考えるべきである、と主張する。

判断の背後には述語面がなければならない。そして、どこ

までも主語は述語において存在するのである、と。場所は

自分と物が、ともにそこに「於いてある」場所であり、つ

まり、存在を根源的に可能ならしめる場所、無の場所であ

るが、それは、超越的述語に支えられているのである。 

 

図 1 西田の判断の形式 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうして、西田は「長い間哲学の共通の前提であった主

語論理主義の立場から述語論理主義の立場へコペルニク

ス的転換をおこなうとともに、それを通して、すべての実

在を述語的基体＝無によって根拠づけ、無の場所を有の欠

如としてではなく、積極的にあらゆる有を生み出す豊かな

世界として捉えたのであった。」（同 181） 

こうして場所の論理は、述語論理を主語論理と同等の資

格を持つことを明らかにしたのである。中村はさらに、西

田の場所の論理が、期せずして＜日本語の論理＞を明らか

にしていた、という。そのことをはっきりと気づかせてく

れるものとして、時枝誠記の日本語文法論をあげる。時枝

（1941）のいわゆる＜言語過程説＞は「言語を、人間行為

の一として観察し､すべてを､言語主体の機能に換言しよ

うとする学説」という。時枝の＜言語過程説＞を西田の＜

場所の論理＞とのつながりをことば上見えやすいかたち

で示しているのは、言語活動の基礎あるいは条件としての

＜場面＞という考え方である。＜場面＞は単なる物理的空

間にとどまらず、それを充たすものや色づけるものを含ん

でいる。いやそれは、場所を充たす物事や情景だけではな

く、それらを志向する主体の態度、気分、感情さえも含ん

でいる。「場面は純客体的世界でもなく、又純主体的な志

向作用でもなく、いはば主客の融合した世界である」そし

て時枝は、言語表現に不可欠なこの場面における主体と客

体の関係を、（初期の現象学に似て）客体的事実が主体的

認定によって成立する、という形で捉えた。そして言語で

は、客体的事実は「詞」によって表現され、主体的認定の

過程は「辞」によって表現されるとしたのである。ここに、

言語（文）は、客体的表現（詞）と主体的表現（辞）との

統一、後者によって前者が包まれる統一として捉えられる

ことになったという。こうして、時枝の所説が、期せずし

て西田の場所の論理を日本語の統語論において明らかに

したのだという４。 

中村は、さらに述語的論理として、パレオロジック（古

論理）をあげる。アリストテレス以来の伝統的論理学＝形

式論理学は、主語的同一性に基づいた主語的な論理であっ

た。その逆転としての述語論理とは、述語的同一性に基づ

いた論理であるが、この意味を明らかにしたのが、アリエ

ティ（1976）のいうパレオロジックであった。 

≪すべての処女は聖母マリアを憧れる。 

 彼女は処女である。 

 彼女は聖母マリアを憧れる。≫（S） 

S は通常の形式論理学の三段論法であり、主語の同一性

に基づいている。一方、 

≪私は処女です。 

 聖母マリアは処女です。 

ゆえに、私は聖母マリアです。≫（S‘） 

 

図 2 主語論理と述語論理（中村） 
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（中村 1989:197） 

S’の推論は、述語（処女）の同一性に基づいて結論

が引き出される。これは欲求や願望に基づいた＜私＞と＜

聖母マリア＞との結合である。このような述語的論理は、

分裂病者（ママ５）に見られるが、これに着目しこの種の

無の場所 
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思考法を＜古論理＞としてモデル化したのがアリエティ

であった。 

 アリエティによれば、古論理的思考では、Aは、B＝非 A

でありうるだけではなく、同時に同じ場所で Aであるとと

もに B＝非 Aでもありうる。すなわち、Aは Aか非 Aのど

ちらかでなければならないというアリストテレスの排中

律が無視される。こうした古論理的思考は、病的なものと

して、分裂病者にのみ見られるのではなく、神話的な象徴

作用や芸術的な創造のメカニズムのうちにも見出される

のであり、現代人が積極的にこれを開発して創造的に生か

すべきであると説いたのである。いわゆる、隠喩（メタフ

ァー）の思考法もこうした述語的論理に基づいているもの

と考えられるが、これは 2.2節述べたいと思う。 

 こうして、述語的世界は、述語論理学から日本語の論理

そして西田の場所の論理を経て、パレオロジックに至るま

で、それぞれ場所の問題と深くかかわっていることを中村

は明らかにした。中村の言う場所の論理は、言語学と関わ

って、三上章の主語不要論（述語一本化）、佐久間鼎の課

題の場、三尾砂の「場と文の相関の原理」などと関わって

くる。この点は岡（1996）で論じた。 

 中村は最後に、場所の反対概念としての主体の問題につ

いて触れている。ここで重要な指摘は、場所の重要性を強

調することが、主体を否定することではないということで

ある。中村にとって、主体を実体ではなくて活動として捉

え、主体に正当な位置を与えることが目的なのである。共

同体から自我（個人）の発生・自立は、場所から主体の、

述語から主語の発生・自立に対応しており、主語＝主体の

働きは、何よりも述語＝基体的なものの自覚的な統合にあ

る。本研究の主目的も、主語論理と述語論理の統合という

ことであり、中村の提起にも呼応するものとなる。 

 

1.3 城戸雪照の「場所の哲学」 

城戸（2003）は、西田哲学の問題意識を継承し、これを

科学的視点から考察するものとして「場所の哲学」を提起

する。「場所の哲学」は、主観的観念論（主観が客観を構

成する）と客観的唯物論（客観が主観に反映する）を統合

する「主客構成関係論」、存在者と場所を相補的なものと

してこれを統合する「場所的存在論」、主語の論理と述語

の論理を統合する「場所的論理学（弁証法論理学）」から

構成される。 

これら認識論、存在論、論理学の問題を取り上げる前に、

生命体において認識、存在、論理が成立するには、まず、

個々の生命体によって「場所」が開示されなくてはならな

いということを確認しておきたい。ここでいう「場所」は、

個々の主体が開く場所であり、ハイデガーの現存在の「現」

にあたるものであろう。この「場所」は、個々の生命体の

認識機構、環境世界に依存して異なるが、種を共通にする

限り、開示される場所はほとんど共通することになる。こ

うした共通の認識機構、環境世界によって形成される場所

のことを「場」と城戸は呼ぶ。他者が自己と同一であるこ

とが了解できるのは、個々の生命体の存在する共通の「場」

を基準とするからである。この「場」が相互主観化の基礎

であり、客観の基礎となるとする。ここでいう「場」とは、

複数の個体に共通する場所であり、ハイデガーのいう「共

同現存在」に当たる意味もあり、もう一つは客体を含めた

「世界」という意味をも含めて言っているのではないかと

考えられる。 

まず、認識論としての「主客構成関係論」について述べ

る。「主体」というのは、個々の「場所」を開示する生命

体のことであり、「客体」とは、その「場所」としての生

命体が開示する外的な世界である。認識論的にみると、主

体というのは、「主観」であり、ある認識機構を持つ生命

体が自ら開示した「場所」において、その認識機構に反映

した外界の内容である。「主観」は「場所」によって規定

される。一方、客体は、認識論的にみると「客観」であり、

複数の主体が共有する「場」において、主体によって構成

されるとともに、その主体の認識機構に反映する外界であ

る。客観というのは、主体によって構成されつつ主体によ

って反映するという相補性をもつのであり、構成的側面か

ら見れば、観念論ができるし、反映的側面から見れば、唯

物論ができるが、それらは客観も持つ二側面のうちの一側

面であり、どちらが正しいと言えるものではないという。 

こうして、「認識」とは、「場所」において構成され、か

つ、反映する「主観」と、「場」において構成され、かつ

反映する「客観」との相互作用である。この主客の構成関

係として構築される認識論を「主客構成関係論」と呼ぶ。 

 

 図 3「場所」（場）と主体（主観）、客体（客観） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、存在論としての「場所的存在論」について述べ

る。ある認識機構を備えた生命体によって開示された「場」

それ自体が「存在」であり、その「場」において形成され

場所 

主 

場 

   
主 主 

客 



 

る主体と客体の総体が「存在者」である。「存在」は、「場」

が開示されてはじめて生まれるものであり、かつ主体から

離れた「存在」とはありえないのである。一般に、存在と

いうとまず、存在するものを考えるのが普通である。これ

を存在者＝存在の存在論と呼ぶとすれば、存在を成り立た

せる場所を基盤として考える存在論は場所＝存在の存在

論である。城戸（2003）は「この場所＝存在の立場から存

在者＝存在を考え、存在者＝存在の立場から場所＝存在を

考える存在論は、広い意味で開示されるその場所の立場か

ら基礎付けられる存在論であるから、これを「場所的存在

論」と呼ぶことにする。」（51）と規定する。存在というた

めには個物がなければならない。個物があって初めて存在

ということが生じる。しかし、個物は常に場所においてあ

り、場所に規定されて存在するのであり、個物と場所とは

存在を規定する二つの欠くことのできないモメントなの

である。すなわち、存在とは、個物と場所との相補的な相

互作用である。 

 個物と場所が相関することによって生まれるのが出来

事である。出来事というのは、個物（＝存在者）と場所（＝

存在あらしめるもの）との相互作用である。まず存在する

のは出来事であり（関係の一次性）、そこから個物が生ま

れるのである。 

第 3に主語論理と述語論理の統合としての場所の論理学

について述べる。まず、論理というのは、ある何かと何か

の関係の表現であり、関係が生まれるためには、個々の主

体や客体（「存在者」）と、それが存在する場所（「所在」）

とが互いに分離することが必要であるという。「所在」と

いうのは、「存在者が存在する概念的位置または空間的も

しくは時間的位置」のことであり、広い意味で、その「存

在者」の述語に相当する部分である。「主語論理」とは、

個々の主体または客体（存在者）から出発し、そうした主

体または客体がおかれている所在＝場所＝述語をその主

語に属する性質として論じる論理である。たとえば、「太

陽は輝く」という文では、太陽という主語が輝くという性

質を有すると考える。太陽という主語がまずあって、この

主語に包摂されるものとして輝くという性質を述定する

のである。これに対し、「述語論理」は、所在＝場所＝述

語から出発し、その場所において包み込まれる主体や客体

（存在者）について論じる論理である。例えば、「輝く」

という所在＝場所から出発し、輝くものが包摂するものを

同一のものとして論じるのである。主語論理からすれば、

女性と太陽は、主語、主体としては明らかに異なるもので

ある。しかし、輝くという述語的同一性のもとで見るなら

ば、女性も太陽も輝くものであり、「太陽は輝く」、「女性

は（男性にとって）輝く」故に、「女性は太陽である」と

いう結論を導く。一般にメタファー（隠喩）は述語論理に

従っているのであり、メタファーの重要性を説く認知言語

学は、述語論理の復権という点で評価されるべきであると

考える。述語論理は、言語以前のイメージ的同一性を重視

する論理である。また、述語論理は主語論理よりも基底的、

根底的な論理であり、意識を形成するのが主に主語論理で

あるとすれば、無意識を形成しているのは主に述語論理な

のであるとする。 

  

図 4 主語論理と述語論理（城戸） 
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 新しい論理学は、この主語論理と述語論理を論理の相反

する相補的な二つの側面であることを自覚的に統合する

ものであり、主語と述語とを統合する場所における論理学

であるから、これを「場所的論理学」と城戸は呼ぶ。 

  全く相いれない、相反する二つの論理を統合する論理と

しては、「弁証法論理」がある。弁証法論理が形成される

ためには、感性と悟性とを積極的に統合すること、感性的

認識と悟性的認識とを結合することが必要である。感性的

認識は、言語以前の論理、非言語的論理に基づくものであ

り、悟性的認識は、言語を媒介とした論理である。言語を

媒介とした論理に非言語的なものを結合するということ

は、通常の言語の論理における矛盾律、同一律、排中律と

いう論理法則を相対化することが必要である。概念的言語

に矛盾を抱え込ませることによって、そこに述語論理の切

れ目を入れることによって、はじめて主語論理と述語論理

とが合体して、絶えず変動してやまない現実の世界を表現

することができるようになるのである、と城戸はしている

が、この二つの論理の統合の内容については、別の機会に

個別的なテーマを通して具体的に論じることにしたいと

して、詳細は述べられていない。場所論の観点から、言語

学においてこの主語論理と述語論理の統合をめざしてい

くことは、これからの大きな課題である６。 

 

２. 認知言語学の哲学的基盤 

本節は、前節までで述べた「場所の哲学」の立場から、

認知言語学の哲学的基盤を検証しようというものである７。 

 

2.1  身体性と想像力 
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認知言語学（認知意味論）の哲学的含意に関して、早く

から言及してきたのは菅野盾樹(Johnson(1987)の翻訳者)

である。菅野(1992)では、「メルロ＝ポンティによれば、身

体こそが非言語的であれ、あらゆる意味の淵源なのであ

る。」とし、メルロ＝ポンティの「身体論」を現代的に継

承した、ジョンソン、レイコフの「認知意味論」のエッセ

ンスを「あらゆる認知は、図式と基礎的水準のカテゴリー

が想像力（imagination）によって拡張された所産である

という見解」であるとしている。「認知意味論」の挑戦は、

ハイデッガーやメルロ＝ポンティが２０世紀初頭に投げ

かけた西洋近代的な思考的枞組みに対する現代的な挑戦

であるという。 

ここでいう想像力の問題について、ジョンソン（1987）

は『心の中の身体』において次のように述べている。 

「意味の把握とは、理解するという出来事なのである。

意味とは、＜客観主義＞なら主張するような、たんなる文

と客観的実在との固定した関係ではない。一般に固定した

意味とみなされるのは、沈殿し動きを止められた構造にす

ぎず、これは理解において繰り返し登場するパターンとし

て創発したものである。理解とは 1つの出来事であり、そ

のさなかで世界をわがものとする。あるいはもっと適切な

言い方をすれば、理解とはたえず続けられる一連の相関し

た意味という出来事、そのさなかに世界が現出する出来事

である。このような考え方は、ヨーロッパ大陸では、とり

わけハイデガーとガダマーの著作によって以前から知ら

れてきた。しかし英米系の分析哲学では、意味とは言葉と

世界との固定した関係であるとするあまり、こうした方向

の研究に強固に抵抗してきた。人間の身体化、文化への埋

め込み、想像力による理解、そして歴史的に展開する伝統

内での位置づけ、こうしたものを超越する視点のみが、客

観性が可能であることを保証しうるのだ、と誤って仮定さ

れてきたのである。（pp.334-335）」 

青木（2002）によれば、ジョンソンが言及しているよう

に、「一般に固定した意味とみなされるのは、沈殿し動き

を止められた構造」にすぎないのであり、ハイデガーこそ、

動きを止められる以前の「存在の動的次元」であり、「自

然」と訳されるギリシャ語が指している事象である「フュ

シス」、「意味の固定化」に逆らって、思索し続けた哲学者

なのだという。ジョンソンがカント批判を通して「想像力」

への回帰を唱えるようになったように、ハイデガーも「存

在の動的次元」を、超越した観点から固定化してしまわな

い認識能力として、「構想力＝想像力」を重視したのだと

いう。認知意味論が、ハイデガーから学んでいる点は、ま

さに、この有体的な想像力（＝構想力）が、身体を介した

「存在の動的次元」とカップリングすることで、認知が創

発してくるのだ、という。 

主語論理と述語論理の統合のためには、悟性的認識と感

性的認識が統合しなければならないとしたが、まさにこの

ジョンソンが言う「想像力」こそがその統合を果たす力な

のである。 

 

2.2  認知的無意識と概念メタファー 

以下は、認知科学と哲学の関係を主題にした Lakoff & 

Johnson (1999)（以下 L&J1999）を検討しながら、認知

言語学の哲学的基盤－存在論や場所論との関係について

考察していく。L&J1999 は 3 部構成になっている。第Ⅰ

部は、「身体化された心はいかなる風に西洋哲学の伝統に

挑戦するか」と題して、認知科学の主要な三つの発見とそ

れに基づく哲学的な含意の問題について議論する。第Ⅱ部

は、「基本的な哲学的アイデアの認知科学」と題して、「時

間、出来事と原因、心、自己、道徳性」などの哲学的概念

を、メタファー理論を用いて、分析していく。第Ⅲ部は、

「哲学の認知科学」と題して、古代哲学から始まり、デカ

ルト、カント、分析哲学、チョムスキーの哲学などを、認

知科学の立場から解明しその臆断を批判する。第Ⅳ部は、

「身体化された哲学」と題して、結論を述べる。 

第Ⅰ部では、まず、認知科学の三つの主要な発見につい

て言及する。それは 

１．心は本来身体化されている。－身体化された心 

２．思考はたいてい無意識のものである。 

―認知的無意識 

３．抽象的概念は大幅にメタファー的なものである。

－概念メタファー 

というものである。この3つの発見とこれまでの西洋哲

学の伝統が相いれないことを主張する。 

たとえば、デカルトがいうような、身体と心が切り離さ

れた二元論的人間は存在しない。また、カントがいうよう

な、絶対的な自由、道徳性、超越的な理性をもった存在も

存在しない。また、現象学的内省のみによってマインドと

経験の性質について全て知ることができるような現象学

的人間はフィクションである。あるいは、完全に脱中心化

された主体、すべての意味が恣意的で完全に相対的、かつ

純粋に歴史的付随物であるようなポスト構造主義的人間

も存在しない。すべてが相対的なのではなく、概念システ

ムの基礎は共有された身体と共有された身体的経験の中

に置かれている。また、思考が身体から追放されているよ

うな分析哲学的人間も存在しない。さらに、コンピュータ

ー的人間、チョムスキー的人間も存在しない 

「哲学的な問いに対する答えはいつも、ほとんどメタフ

ァー的である。…メタファー思考は哲学的洞察を可能にし、

またその哲学が取りうる形態に対して制限を加える主要

な道具である。」として、従来の哲学的思考をメタファー



 

思考で縦横無尽に裁断していくのである。 

  場所論との関係で言うならば、身体化された心、認知

的無意識、概念メタファーはすべて場所的思考と結びつい

ている。まず、身体化された心は、知覚や運動のような身

体能力とは独立に切り離された、理性という完全に自律的

な能力などというものは存在しない。理性はそのような身

体能力を用いそこから成長してくるというものだ。身体化

された概念はニューラル・ストラクチャーであり、それは

実際に我々の脳の感覚運動システムの一部であるか、また

はそれらを使っている。したがって、概念的推論は感覚運

動的推論なのである。つまり、理性（概念的推論）の所在

は知覚と運動制御の所在と同じである。これは、色彩概念、

ベーシックレヴェル概念、空間関係概念で実証的に示され

る。 

 認知（感覚・知覚・感情・思考など）の大部分は無意識

的なものであり、認知的無意識というものが存在する。認

知的無意識の構造としてあげられる基本レベル概念、意味

論的フレーム、空間関係概念とイメージ・スキーマ、概念

メタファーはすべて、場所的思考に結びついている。「基

本レベル」は、身体に基礎を持っており、人々がそのレベ

ルにおいて、自らの環境ともっとも適切な相互作用をおこ

なうレベルである。自らの環境との相互作用における存在

物を指す概念として、これは環境＝場所によって決定づけ

られる概念である。たとえば、普通の日本人にとって、日

常生活で出会う「木」は基本的カテゴリーであり、「植物」

は上位カテゴリーであり、「桜」は下位カテゴリーである。

日常生活では、木の種類（桜、梅、松など）を言う必要は

なく、植物というと大雑把すぎる。しかし、タスマニア島

のある部族の言語では、ゴムの木の種類にそれぞれ名前が

あるものの「木」という一般的な名前はないそうだ。ここ

では、ここの木の種類の名前が基本レベルなのである。こ

のように基本レベルは環境によって決定され異なるもの

である。 

「意味論的フレーム」とは、「ある概念を理解するのに

前提となるような知識構造」のことである。たとえば、「ウ

ェイター」という概念は「レストラン」に関する我々の一

般的知識を特徴づける「レストラン・フレーム」によって

意味づけられ、理解されるものである。このような「フレ

ーム」というのも場所の一種と考えられるものである。 

「空間関係概念とイメージ・スキーマ」はまさに「場所的」

な概念である。特に、「ある個体がある場所にある」とい

う知識構造は、「容器のスキーマ」としてその中核にある

ものである。 

メタファー思考とは述語的同一性に基づいた述語論理

に基づいているのであって、抽象的概念がメタファーによ

って作られているという概念的メタファーという考え方

は、場所的思考と一致するものである。そして主語論理と

述語論理の統合という目的に、メタファー思考は重要な役

割を果たす。「概念的言語に矛盾を抱え込ませることによ

って、そこに述語論理の切れ目を入れる」（城戸 2003:101）

とは、メタファー的思考なのではないかと思われる。たと

えば、「男は狼である」は、狼男のことを言っているので

なければ、主語論理としては、人間が狼と等しいというの

は矛盾であるのだが、男と狼の述語的同一性（（女の）人

を襲う）によってこのメタファーが成り立っていることを

示すことは、概念的言語に述語論理の切れ目を入れるとい

うことである。ただ、メタファー思考で従来の哲学すべて

が裁断できるかどうかは検討課題である。第二世代の認知

科学にいたって、哲学と認知科学の関係が逆転して、哲学

が認知科学を基礎づける（「認知科学の哲学」）のではなく、

認知科学が哲学を基礎づける（「哲学の認知科学」）のであ

るとするが、これはあくまで、従来の英米哲学に限定され

た哲学と認知科学の関係であろう。L&J1999 では、ヨー

ロッパの哲学（ハイデガーなど）や東洋の哲学思想などに

ついては取り上げられておらず、その点不十分だと考えら

れる８。ハイデガーの存在論とのからみについては、次節

で考えていくことにする。 

 

2.3  存在論と認知科学 

 第Ⅱ部の「時間、出来事と原因、心、自己、道徳性」な

どの哲学的概念を、メタファー理論を用いて、分析してい

く展開は非常に興味深いものであるが、これらについての

コメントは別の機会に述べるものとして、第Ⅲ部の「哲学

の認知科学」に関して若干言及する。 

哲学の認知科学は認知科学の概念的な道具、方法と結果

を哲学理論の本性を理解しその適切性を評価する方法と

して適用できるとし、具体的には、認知科学の見解が哲学

に次のようなものを供給するという。１．概念分析… 

我々が持っているような種類の哲学理論をなぜ持ってい

るのか、それらが前提とする想定は何か、そしてそれらが

我々の生活のさまざまな部分にどんな含意を持つかにつ

いて、深い理解を獲得できる。例えば、存在、真理、善と

は何か？といった問題である。２．批判的評価…我々に諸

理論を批判し評価するための認知的基礎も与える。また、

３．建設的哲学理論構成を与えるというものである。では、

その分析を具体的に見ていこう。 

まず、「ソクラテス以前：早期ギリシア形而上学の認知

科学」についてであるが、早期ギリシア哲学者たちは彼ら

が自然（フュシス）に関する根本原則を発見し、それによ

って事物がどのように存在になるのか、事物がそれらが振

る舞うように振る舞うのはなぜかを説明できると考えた

という。これらの自然哲学者にとって、存在は自然―ダイ



 

ナミックな物質世界を意味していた。たとえば、ミレトス

学派自然哲学者たちは、元素に関する通俗理論をもち、「存

在の本質は物（土、水、空気、火）である」をもっていた。

ここでは、次のような通俗理論や思い込みが前提となって

いるとしている。 

・世界の可知性に関する通俗理論…世界は系統的意味をな

し、我々はそれについて知識を獲得できる。 

・一般的種類に関する通俗理論…すべての特定の事物は事

物の一種類である。 

・本質に関する通俗理論…すべての実体は一つの「本質」

または「本性」を持ち、これはそのものをその種類のもの

たらしめている属性の集合であり、そのものの自然な振舞

いの因果論的な源である。 

・形而上学に関する根底的思いこみ…複数の種類が存在し

それらは本質により定義される。 

・全てを包含するカテゴリーという通俗理論…存在するす

べての事物の一カテゴリーがある。 

・一つの事物の本質はなんでありうるか？－物質、形式、

変化のパターン 

 こうした、世界の理解可能性、本質、一般的種類と全て

を包含するカテゴリーという４つの通俗理論が形而上学

を作り出したという。とりわけ、存在に関する奇妙な問い

を発するための二つの楽天的思いこみとは、１．すべての

ことには、それがなぜそうであるかの理由がある。２．我々

はその理由を知ることができる。ということであり、これ

らが、神と神の本性に関する問いや神の本性は存在の本質

という思考につながっていったとしている。 

 しかし、「事実存在（existentia）」（あるものがあるかな

いか）と「本質存在（essentia）」（あるものが何であるか）

の区別を言い、本質存在が事実存在より優位であるとした

のは、ソクラテス以前の哲学者ではなく、プラトンやアリ

ストテレスである。このことはハイデガーが『現象学の根

本諸問題』で示している。（木田2000a）「本質存在」の優

位を言うことによって、形而上学が始まり、存在の本質と

しての神につながっていくのである。だから、「本質に関

する通俗理論」がソクラテス以前から始まったというのは

誤解だと思われる。また、「一般的種類の通俗理論」は、

カテゴリー構造をいうものであり、これもアリストテレス

に由来すると考えられ、「すべてを包含するカテゴリー」

というのは「本質の本質（善のイデア）」をいったプラト

ンに由来すると考えられる。 

「ソクラテス以前の思想家たちが思いを凝らした＜自

然（フィシス）＞も、けっして今日の自然科学が研究対象

にしているような物質的自然などではなく、どうやらすべ

ての存在者の＜本性＞、そして＜真のあり方＞だったよう

である。彼らのもとでは、＜自然＞は＜万物＞という言葉

と置き換え可能な言葉だったというから、そうした真のあ

り方をしている存在者の全体をも意味していたことにな

る。そこには、人間も人間の社会も、人間的諸事象も、さ

らには神々さえもふくまれていた。そうしたすべての存在

者の真のあり方に彼らは思いを凝らしていたのであろ

う。」（木田2000a:185） 

ここでいう、＜本性＞は、essence としての本質という

より、ものごとの自ずからあるありさまといったものであ

る。そもそも＜physis＞という名詞は、＜生える＞＜なる

＞＜生成する＞といった、植物的生成の動きを示す動詞か

ら派生したという。 

「彼らにとって、万物は、おのれのうちに内蔵している

運動の原理―これも＜自然＞と呼ばれた―によっておの

ずから生成してきた（そして消滅していく）ものなのであ

り、＜ある＞ということは＜なる＞ことだった、と見てよ

い。」（同186）としている。 

この存在を生成＝自然とみる考えは、ソクラテス以前の

ギリシアに限らず、『古事記』の古層に見られるような古

代の日本人の考えに近いといわれる。丸山真男は『歴史意

識の古層』の中で、日本の歴史意識の古層―基底範疇に「な

る」があると主張する。「有機物のおのずからなる発芽・

生長・増殖のイメージとしての「なる」が「なりゆく」と

して歴史意識をも規定していることが、まさに問題なので

ある。」（丸山1992:309）としている。日本語では、「なる」

が、実が「なる」というイメージを基底として、物事の変

化や成就を表すのである。また古代語の「ある」は、出生・

出現をあらわしたという。まさに、「ある」ことは「なる」

ことであったのである。そして、こうした「なる」的発想

が、日本語のあり方に影響を与えていることは確かである。

池上嘉彦の『「する」と「なる」の言語学』の基底にこの

丸山の「歴史意識の古層」があったことは池上自身が述べ

ているところである。ここでは、作為としての「する」的

発想と自然としての「なる」的発想があり、英語はスル型

が優勢であり、日本語はナル型が優勢であるとする。そし

て、この事態把握は、ハイデガーが言う「制作としての存

在概念」と「生成としての存在概念」という存在把握の違

いに由来すると考えられる。 

 ここで、L&J1999 に戻ると、彼らアメリカの言語学者

には、「生成としての存在」という発想はあまり見られな

いように思う。「存在」概念自体が、ソクラテス以前の自

然哲学者の奇妙な問いとして設定され、その前提としての

通俗理論を設定しているのだが、これらはすべてプラトン

／アリストテレス以降の存在概念に基づいているのであ

る。こうしたことを指摘し、「存在論の歴史の解体」をめ

ざしたハイデガーの問題意識は L&J1999 には見いだせな

い。これは、言語学的にも、スル的事態把握をナル的な事



 

態把握で相対化していく視点を失わせるものになるので

ある９。 

 

2.4 カテゴリーと論理 

 それでは、次にプラトン、アリストテレスの哲学の検討

に移る。プラトンは、「本質はイデアである」というメタ

ファーに基づき、「本質の本質」として特定の本質すべて

の因果的源泉である「善のイデア」を導き出した。すなわ

ち、プラトンは個々の物質的対象物は影であり、その本質

としてのイデアこそ、その源泉であるとしたのである。も

う尐しこれを解説すると（木田2000b）、すべての個物は、

イデアから借りてこられた形相（エイドス：形）と一定の

質料（ヒュレー：材料）との合成物であり、そうした個物

においてその存在性を左右するのは、あくまで形相であっ

て質料ではない。そして形相とは、「それが何であるか」（本

質存在）を決定するものであり、質料とは、「その物があ

るかないか」（事実存在）を決定するものであるとすれば、

「存在」がもっぱら本質存在（…デアル）の意味に理解さ

れているのである。これはたとえば、仕事場にある材料と

しての材木に、制作者の頭の中にある机の形相がおしつけ

られて、机ができあがるというものであり、こうした事物

の存在構造は、制作物をモデルにして得られたものである

と考えられる。こうした制作的存在論が、ソクラテス以前

の存在者のすべてを包括するものであった自然（フィシ

ス）を、制作の単なる質料（材料）におとしめ、「物質的

自然観」を成立させたのであるという。 

それに対し、アリストテレスは、リアリティーを究極的

に世界の中に位置づけており、本質はそれがそのものの本

質である対象物の中にのみ存在するとした。L&J1999は、

ここでアリストテレスは「イデアが本質である」というメ

タファーを採用したという。この点は、理解しにくい点で

ある。木田（2000ｂ）によれば、アリストテレス自身は、

プラトンのイデア論を批判し、修正しようとして、「質料

―形相」という図式を「可能態（デュナーミス）－現実態

（エネルゲイア）」という図式に組み替えたのだという。

たとえば、樫の木の種子は「可能態」にある存在者であり、

その可能性が現実化された樫の巨木は「現実態」にある存

在者という具合だ。こうして制作的存在論と自然的存在論

を調停しようとしたアリストテレスの描く世界像は、すべ

ての存在者がそのうちに潜在している可能性を次々に現

実化していく目的論的運動のうちにあり、極めて動的で生

物主義的なものだったという。ただ、そのすべての存在者

の運動が目指している目的（テロス＝終極点）を、「純粋

形相」として設定しているところは、プラトンのイデアと

同質であり、イデアを否定したのではなく、批判的に継承

したといえるのである１０。「純粋形相」が最終目的という

アリストテレスの考え方が、「イデアが本質」というメタ

ファーとして理解できるとかんがえる。こうして、この現

実の自然の外になんらかの超自然的原理を設定し、それに

照準を合わせながらこの自然を見ていこうとする特殊な

ものの見方、すなわち「形而上学」が始まったわけである。 

 次に、認知言語学の立場からも様々に批判されるアリス

トテレスのカテゴリー論と論理学についてみていく。私た

ちが知覚・経験する事物から何らかの一般性を抽出したり、

類似性に基づくなどして、グループにまとめる認識上のプ

ロセスをカテゴリー化という。（河上1996）古典的カテゴ

リー論の基礎にあるメタファーは「カテゴリーは容器であ

る」というものであった。ここでは、カテゴリーは客観的

に抽出される意味属性に基づいた境界のはっきりしたも

のである。容器とは、場所のことであるので、古典的カテ

ゴリーは、場所的思考に基づいていると言える。L&J は、

アリストテレスの論理学は、「カテゴリーは、容器である」

「述定は包含である」というメタファーに基づいていると

している。たとえば、アリストテレスの三段論法は、次の

ようになっている。 

人間はすべて死すべきものである。（大前提） 

ソクラテスは人間である。    （小前提） 

故に、ソクラテスは死すべきものである。（結論） 

 ここで人間をH、死すべきものをM, ソクラテスをｓ

とすると、集合論的に基盤を持つベン図を用いた包含関係

で表現できるのである。（杉本1998:25） 

 

図 5三段論法のベン図表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような関係は、現代の形式論理学にも継承されてい

るものであり、古典的カテゴリー論とされている１１。 

ここでは、これを場所の論理との絡みで考えたい。アリ

ストテレスの形式論理学が、容器のメタファーに基づいて

いるということは、容器が一種の場所であることからして

も、場所の論理に基づいているということである。しかし、

一方で、アリストテレスの論理は、主語（個体）の同一性

に基づいた主語の論理である。ここで注意しなければなら

ないのは、「A は B に基づいている」ということと「A は

Bである」ということは全く違うことであることだ。だか

ら、「主語の論理は場所の論理に基づいている」というこ
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とは言えるが、「主語の論理は場所の論理である」という

と全く矛盾したことを言っていることになる。 

 こうして、認知言語学の哲学的基盤を検討してきた。

認知言語学の哲学的基盤は、基本的に場所の論理に基づい

ている。ただ、そこでは存在論の正しい理解が求められる

と考える。 

 

３．認知言語学と場所論 

 本節では、場所論と関わる認知言語学の理論と道具立て

についてみていきたい。3.1 では、「図と地」の分化の問題、

3.2では、比喩、 3.3では、参照点構造、3.4では主観化と

視点構成の問題について取り上げる。 

 

3.1 図と地 

 認知言語学がその基盤として援用する心理学の概念に

「図と地」がある。私たちが、物事を知覚する際に最も基

本的な認知能力の一つに、図と地の分化の能力があると考

えられる。これはあるものに目を向けたとき、目立つもの、

際立つもの、図柄として認定するものを「図」（Figure: 前

景）、その背景としてみなすものを「地」（ground）という。 

この図は輪郭のある「モノ」であり、地は「場所」である。 

図と地の分化というのも、結局、モノと場所を区別して知

覚する認知能力によっていると言えるだろう。そもそも、

人間の視覚的認識ルートには、「モノ」を認識するルート

と「場所」を認識するルートが異なり、モノと場所を識別

できることが、図と地の反転を可能にしていると言える１２。 

 

図 6 ルビンの図形 

 

 図6の有名なルビンの図形では、黒を地とすれば、図と

して盃が見えるし、白を地とすれば、図として向かい合っ

た二人の人の顔が見えるのである。 

この場所とモノの分化によって、認識が可能になり、また

存在が認知され、推論も可能になるのである。認識論、存

在論、論理学の基礎にあるのは、この場所とモノの分化の

認知能力なのである。 

 認知言語学は、こうした図と地の分化の能力が、言語に

も反映されているとする。ラネカーの認知文法におけるベ

ース（base）とプロファイル（profile）の区別や trajector

と landmarkの区別もこの図と地の区別の応用である。 

 図７では、斜辺という概念は、直角三角形というベース

があることによってはじめて成り立つものである。 

 

      図 7 ベースとプロファイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、ベースと関連した概念として、ドメイン（領域：

domain）がある。これはより一般的な背景知識のことで

あり、直角三角形のドメインは「空間」のドメインにおい

て理解される。基本的ドメインとして、「空間」「時間」「色」

などがあげられる。 

次にトラジェクター、ランドマークであるが、 

The lamp is above the table.  

においてThe lampはトラジェクターであり、  the table.

はそれを位置づけるランドマークである。（図8） 

 

   図 8 トラジェクターとランドマーク 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、ラネカーの landmarkは、trajectorの背景とな

る場所のこともあれば、trajectorが最も際立つモノ（主語）

であり、その次に際立つモノ（目的語）として landmark

が概念化される場合もあるが、基本はまず場所であろう。

また、landmarkはモノだけではなく、関係（relation）を

表す場合もある。モノと関係は、すなわち主語と述語の関

係である。 

 

3.2 比喩 
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 メタファーについては、すでに1.3、2.2で、述語論理に

基づいていることを述べた。 

 Lakoff&Johnson(1980)では、「存在のメタファー」

（ontological metaphor）をあげ、出来事や活動、感情や

考えを、存在物や内容物としてとらえる見方だと定義して

いる。たとえば、「インフレが我々の生活水準を低下させ

ている」という文は、「インフレは存在物である」という

メタファーに基づいている。これは、「モノのメタファー」

といっていいと思う。一方で、存在のメタファーの中で、

「容器のメタファー」をあげている。容器は空間だけでは

なく、容器の内容物も容器としてみなすことができるから、

活動、状態をも表わす。 

 カンザス州には、たくさんの土地がある。（場所） 

 船がだんだん視界の中に入ってきた。（視界） 

 窓洗いの最中に、私は水を撒き散らしてしまった。（活

動） 

 彼は恋愛中だ。（状態） 

 本稿の枞組みでは、存在とは「ある場所に、モノがある」

ことを表すので、場所とモノのどちらに焦点を置くかによ

って、「モノのメタファー」と「場所のメタファー」に二

分できると考える。ここで、容器のメタファーではなく、

あえて、場所のメタファーとするのは、容器は単なるモノ

が入れられる空間であるが、場所は人間が関わるより根源

的な概念であるという点で、空間や容器より上位に置きた

いという意図からである１３。「存在のメタファー」がメタ

ファー全体の中で、どの位置に占めるのか、また「場所の

メタファー」のさらに下位分類としてどういうものがある

のかは、今後の課題としておく。 

 次に、メトニミーとシネクドキーについて述べる。メタ

ファーは類似関係に基づき、メトニミーは、隣接関係に基

づき、シネクドキーは包含関係に基づくとされている。 

 「月見うどん」は、「月」が「卵の黄身」と類似関係に

あることに基づいたメタファーである。ここでは、両者が

「丸くて黄色い」という性質を共有している、つまり、述

語的な同一性に基づいていることから成り立つものであ

り、メタファーは述語論理に基づいていると言える。 

 「きつねうどん」は、「きつね」と「あぶらあげ」の隣

接関係（「きつねは油あげが好きだ」）に基づくメトニミー

である。また、「研究室をノックする」は、実際には「（研

究室の」ドアをノックする」わけで、「研究室」と「ドア」

は全体と部分に基づくメトニミーになる。 

 「親子丼」は、「親子」と「鶏と卵」が上位概念と下位

概念にあることに基づいたシネクドキーである。 

 

 

 

図 9 メトニミーとシネクドキー 

 メトニミー１（隣接関係） メトニミー２（全体部分） 

 

 

 

 

 シネクドキー 

 

 

 

 

 菅井（2003:148）によれば、イメージ・スキーマの観点

からいうと、メタファーはカテゴリー化に準拠し、メトニ

ミーは、＜連結のスキーマ＞や＜全体と部分のスキーマ＞

に支援されるが、より理論的には「参照点能力」に還元さ

れる。「参照点能力」については次節で述べる。また、シ

ネクドキーは、＜上下のスキーマ＞によって、上位概念と

下位概念の間の相互作用を反映したものと捉えられる。 

 場所論の観点から、メトニミーとシネクドキーはどのよ

うに位置づけられるだろうか。メトニミー2 とシネクドキ

ーは包含関係であることから、場所からモノへのアクセス

と捉えられるだろうか。また、メトニミー１はどのように

位置づけられるだろうか。このことを考える上で、参照点

構造について、考えることが必要になる。次節で参照点能

力と場所論の関係について取り上げよう。 

 

3.3 参照点構造と場所論 

 ラネカーが言う参照点構造は、「あるもの X を指すのに

まず隣接するYを指し、そこからXにアクセスするメカニ

ズムを言う。このとき、Yを参照点と呼び、Xをターゲッ

トと呼ぶ。」（菅井 2003）参照点構造の例としては、所有

表現があり、dog’s tail「犬の尾」において、まず参照点と

しての dog （犬）にアクセスし、tail（尾）というターゲ

ットにアクセスするプロセスである。ここで重要なことは、

犬と尾は、全体と部分関係になっており、犬という領域を

支配領域あるいは探索領域として尾を指し示すという構

造になっている点である。本稿の枞組みでは、参照点能力

というのは、場所を手かがりにモノを認知する人間の基本

的能力として位置づけられる。日本語の「XハY」構文も

この参照点構造として、ハは概念的場として位置づけられ

る（岡2007）。参照点構造は、まずXという個体がYとい

う個体にアクセスするための構造として考えているが、参

照点は、まず場所ではないだろうか。たとえば、存在構文 

「Y ニ X ガアル」においては、そもそも場所 Y と個体 X

は一体的なものであるが、語順的にYが先頭に立つことか

ら、まず場所YにアクセスしてXに達するという構造にな
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っていると考えられる。「あの木の上にウグイスガいる！」

においは、「ウグイス」というターゲットに到達するため

の参照点としてまず「あの木の上に」という場所が指し示

されているのである。「象は鼻が長い」であれば、「象」と

「鼻」は全体と部分関係で、「象」という全体を参照点に

かつ支配領域として、「鼻が長い」を指し示す構造となっ

ている。  

 

図 10 所有表現 

 

 

 

 

 

 

図 11存在構文 

 

 

 

 

 

         図 12 「XハY」構文 

 

 

 

 

 

 それでは、先の全体部分関係を表すメトニミーの場合

は、まず場所を参照して個体を指すという関係で説明でき

るが、ではメトニミーで全体部分関係ではなく、単なる隣

接関係を表す場合はどう説明すればいいのだろうか。隣接

関係というのもさまざまである。「漱石を読んでいる」 

のように、作者で作品を指す場合もある。これは、広義

に全体―部分関係と解釈できないこともないが、「シャン

プーは朝の方がいい」では、モノで行為を指している。こ

れは全体―部分関係では明らかにない。先の「きつねうど

ん」の場合は、「きつねが油あげが好きだ」という知識が

背景にあって、初めて「きつね」で「あぶらあげ」を指す

ことができることを考えれば、隣接関係とはある背景的知

識（フレーム）のもとではじめて成り立つものであり、や

はりそういう場所が必要ということになるだろう。 

 

 

 

 

 

      図 13 メトニミー（隣接関係） 

 

 

 

 

 

 

 

こうした解釈は、「ぼくはウナギ」などのウナギ文にも適

用できるものである。食堂というフレームのもとで、はじ

めて、「僕」と「ウナギ」を注文する人とその物としてメ

トニミー的に解釈できるわけである。 

 メトニミーに関して参照点構造が基盤となるとし、基

本的に全体―部分関係は、場所からモノへの認知として捉

えられるとしたが、ただ、部分から全体へと認知が進む場

合もあり（「顔を見せる」などは、「顔」という目立つ部分

で全体を指す）、まずアクセスされるのは、全体であれ部

分であれ、目立つものが参照点になるということであろう。

比喩の構造と場所論との絡みについては、より詳しい検討

が必要であるので、今後の課題としておきたい。 

 

3.4 主観性と視点配列 

 ラネカーの枞組みでは、主体が、概念化の対象である

客体的な事態を、外から客観的に把握する場合と、その事

態を構成する一部となってその事態を把握する場合があ

る。これをそれぞれ最適視点配列（optimal viewing 

arrangement）と自己中心的視点配列（egocentric viewing 

arrangement）とよんでいる。（以下の記述は主に深田・

仲本 2008 による）あるいは、池上（2003、2004）では、

それぞれを「客観的把握」と「主観的把握」と呼んでいる。 

 

図 14 最適視点配列   図 15 自己中心的視点配列 

   （客観的把握）      （主観的把握） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この図で、MSは概念化の対象となっているすべてのも

のを含む最大領域（Maximal Scope）、ISはこのMSの中

でプロファイルされているものを最も直接的に特徴づけ

ている直接領域（Immediate Scope）を表している。 
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図 14 の最適視点配列は、主体（C）が事態の外から自

らが参与者となっていない事態（O）を把握するもので、 

They are approaching Tokyo.（彼らは東京に近づいて

いる。）のような文があげられるている。 

図 15 の自己中心的視点配列は、主体（C）は、事態の

中に入ってその事態（O）を把握するもので、 

Tokyo is approaching.（東京が近づいている。）のよう

な文があげられている。ここでは、主体は自らの移動によ

ってこの事態が起こっているにもかかわらず、＜東京の移

動＞という事態（＜見え＞の変化）を認知する主体として

の役割を担っている、としている。 

ここで、一つの問題は、ラネカーが英語などに特徴的

な図 14 のような客観的視点を標準的なものとみており、

図 15 のような自己中心的視点に移ることを主観化として

いるが、このことについて、山梨（2009:83）は次のよう

に言っている。 

「Langacker(1985)は、英語のような言語に特徴的な客

観的な視点構成を「標準的」としているが、これは英語を

はじめとする欧米言語の自己中心的な主観を反映してい

る視点ということもできる。…言語類型論的な立場から見

るならば、「標準的」という言葉は、日本語にも欧米語に

も相対的に適用することが可能である。この立場から見る

ならば、いわゆる「客観的」視点構成が、英語のような欧

米語では「標準的」であり、「主観的」な視点構成が、日

本語のような言語では「標準的」であるということも可能

である。この言語類型論的な立場は、言語の標準性、典型

性などの判断が、言語現象を分析する研究者の主観性（な

いしは主観的視点）に多分に左右されることを示してい

る。」 

ラネカーの視点はやはり、西洋中心特に英語的事態把

握に依拠しており、日本語的な事態把握、視点でそれを相

対化する必要があると考えられる。 

 

図 16 自己の客体化  図 17事態が起こる場を形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、図 16 は、主体（C）が、事態の外から自らが参

与者となっている事態（O）を把握するもので、 

 We are approaching Tokyo. 

  （？私たちは東京に近づいている。） 

のような例文が挙げられているが、日本語では通常この

ような表現は自然ではないと思われる。 

図 17 では、主体（C）は、事態が起こる場を形成し、そ

の上で事態（O）を把握するとして、 

 The island came into view. 

  （島が視界に入った。＝島が見えた。） 

のような例文を挙げている。 

 場所論の観点からすれば、図 17 のような事態把握が、

主体が自ら事態が起こる場を形成しているという指摘は

重要だと思われる。深田（2008）では、このときのMSは

主体によって開かれた視界であると解釈されていると思

われるが、稿者の立場からすると、図 17 の事態把握に該

当する例文は、「島が見えた」のような知覚文ではなく、

むしろ、「鳥が飛んでいる」などの現象文や、「木の上にウ

グイスガいる」のような存在文に当たるのではないかと思

われる。 

 あそこに、鳥が飛んでいる。 

 木の上に、ウグイスガいる。 

なぜなら、図 17 での IS は具体的な「鳥が飛んでいる」

場所＝「あそこに」、あるいは「ウグイスがいる」場所＝

「木の上に」を指していて、認知主体はその IS には含ま

れていないからである。「島が見えた」などの知覚文では、

島がある場所＝「向こうに」などが言語化されるとともに、 

「私（の視界）に島が見える。」と主体の視界が言語化さ

れるので、主体は ISの中に含まれる図15の認知図式が適

当だと思われる。図 15 での MS は視界だけにとどまらな

い（聞こえる範囲もある）のだから、視界は IS に限定し

た方がいいかと思う。 

また、図17は存在文の認知図式を表していると言ったが、

日本語では、MS は主体が開く現場を表しているが言語化

はされていないのに対し、英語では存在文はThere構文で

表わされ、このときの thereはこの現場すなわちMSを表

していると考えられる。 

 There is a book on the desk. 

 （There＝MS, on the desk=IS, a book=O） 

机の上に本がある。 

 （MS:言語化されない現場、机の上に：IS（物理的空

間）、本：O） 

 there（そこ）という場所を開いて、存在物を指し示す

という構図は、人間が「現存在」であるというハイデガー

の指摘と合致するのではないかと思われる。認知主体は、

「そこに」存在物を見出し、「ここに」いる存在なのであ

る。 

事態把握の分類は、図 14 から図 17 のような認知図式だ
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けでは尽きないと思われる。たとえば、日本語に見られる

「暑いなあ！」というような述語だけの文はどのような図

式になるのか、また「水が欲しい」「犬が恐い」などの「私」

の欲求、情意を表す文などの認知図式はどうなるのかなど、

英語とはまた違った認知過程や視点をとる事態把握につ

いて、ラネカーなどの西洋の言語学者ははっきりと認識し

ていないのではないだろうか。この点で、そのような事態

把握の仕方を日本語の側から提起していくことが、より普

遍的な言語理論を構築する上での日本語側からの貢献に

なると思われる。 

本節では、認知言語学と場所論の絡みを主題にしたが、

最後に、日本語において「場と文の相関の類型」を提起し

た三尾砂の分類を再度考察しなおし、その認知図式を提示

しながら、新たな分類を提起してみたい。 

 

4.  「場と文の相関の類型」再考 

 三尾砂（1948=2003）は、「話の場」という概念を提起し、

場と文の相関原理から文類型を提起している。 

「話手の「つもり」の発生から言の実現までを言語行動と

いうならば、次のように話の場を定義することが出来よう。 

 あるしゅんかんにおいて、言語行動になんらかの影響を

あたえる条件の総体を、そのしゅんかんの話の場という。」

（23）「話の場も、話手という主体が中心で、場は話手の

作用を受ける被動の場であると、かんたんには考えられが

ちである。しかし、話における場はあべこべであって、話

手は場から働きかけられるものである。場が能動で、話手

は被動なのである。場が話手に影響をあたえる、すなわち

場が話手を規定するのである。話手は場「において」話し

ているだけでなく、場「によって」規定されているのであ

る。ゆえに話の場というのは、話手を被動主体として、そ

の主体「に」影響をあたえる限りの勢力けんをいうのであ

る。いいかえると、話手に影響をあたえる限りの力の総体

が話の場である。」（19） 

 一言で言って、場が話手を規定し、文を規定するのであ

る。 

「たとえば、 

 「ああ、あつい」という文があるとする。そしてカンカ

ンとてっている日の光や、熱気や、うちわを使う動作や、

流れるあせや、胸をはだける動作や、今まで外にいてあつ

くてもあついといえないでがまんしてきたものが、家へか

えってきて、やれやれといった気持ちでえんりょなしに足

を投げ出してすわりこんだ、といったような事態のいっさ

いをふくめた「場」の中にあって、「ああ、あつい」とい

う言が出たのだとする。すると、そういう「場」が「ああ、

あつい」と言わしめたのである。「ああ、あつい」は場の

中で生き、意味をあたえられている。「ああ、あつい」の

意味脈絡は「場」との間でなされる。「ああ、あつい」の

前後の文は「場」である。すなわち「場」こそ文脈に他な

らぬ。」（16） 

 「文の具体的な、あるがままの在り方は、場のなかにあ

るとともに、場によって完全に影響されてあるものである。

場の「中に」、場に「依って」、在るものである。場に規定

されてあるのであるから、場をはなれては現実に存在しな

いわけである。だから、生きた雑多な文の在り方を見きわ

めるには、そういう文がその中に在る場の構造をあきらか

にすればよいわけである。」（38） 

 こうして、場と文の相関原理を適用して、「場と文の相

関の類型」を提起する。それは、次のようなものである。 

（１） 場の文 

 場 の文は、それ自身がひとつの場であって、新しくひ

とつの場をもちだすもので、<…が+動詞>という形で、

現象文となる。（例：雨が降っている） 

（２） 場を含む文 

  場を含む文とは、課題に対して判断を行うもので、課

題の場の文と転位の文がある。＜…は＋用言（のだ）＞

＜…は＋体言＋だ＞という形をとり、判断文となる。

（例：それは梅だ） 

（３） 場を指向する文 

場を指向する文とは、概念的な展開は不完全のまま

だが、場の全領域を指向するもので、感動詞や一語文

などで、未展開文となる。（例：あ！雨だ！） 

（４） 場と補い合う文 

 場と補い合う文とは、課題の場とその解決との二つ

の文節を持つ一全体のうち、片方の文節が言い表され

ていない文で、分節文とよばれる。（これまでの文法で

は「省略文」とよばれたものである。）（例：梅だ） 

図 18 三尾の「場と文の相関の類型」 
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 文（言語）は場に規定されたものであるという三尾の主

張は、場所の論理と通じるものがあり、それを具体的な文

類型に応用しようとした点で、三尾の研究は評価されるだ

ろう。 

ただ、「場の文」というと、現象描写文というより、「寒

い」「12 時だ」のように、状況そのものを述べた文を指す

のに適当であると思われる。現象描写文はむしろ、現場の

中で、ある出来事がある、あるいは、生起したことを述べ

る文であるから、場の文というより、「現場の文」である

としたほうがいいのではないか。それから判断文は、三尾

では「場を含む文」とされている。助詞「は」によって、

課題の場が設定され、その解答がその場の中で提出される

と考えれば、「課題の場の文」とするのはいいが、「場を含

む文」という規定は納得しかねるのである。三尾があげて

いる「転位文」に関しては、「あの方が委員です」のよう

な文は、それ自体で成り立つものというより、「誰が委員

ですか」という質問に呼応して出てくるものであり、むし

ろ四番目の場と相補う文に含めたほうがいいのではない

かと思われる。三番目の「未展開文」に関しては、「あ！」

などの感動詞や「ごはんですよ」などの呼びかけ、「ゴキ

ブリ!」などの一語文はこの類型に入れてもかまわないと

考えるが、「雨だ！」「火事だ！」は「だ」がすでに判断作

用を表していると考えられるので、一語文とは区別するべ

きではないだろうか。これ自身現象を描写していると考え

ると現象描写文のひとつに数えられるかもしれない。四番

目の「分節文」であるが、ここで重要なのはこの文は「実

際の話の場においては不完全文でもなく省略されたとこ

ろもないのである。その場にあってはそれで十全な文であ

る。ただ言葉の上の表現だけを場から切り離してみたとき

に、それが不完全に見えるのである。」という指摘である。 

 「話の具体的な場を一つの表現体系だと見るならば、そ

れは 表現体系=場の表現価×言語的表現価 のように、

場の表現価と言葉の上の表現価（文）との相乗積といえる

だろう。」としている。 

 「お前はこの本が読めるか」の場において、「読めます」

はりっぱな文であり、省略されたものではない。場に規定

されて、その文が成り立っているのである。分節文を認め

ることは、日本語が主語―述語から成り立っていて、その

主語が省略されているというより、場と文の相関から成り

立っていることを示唆している。 

 このような場と文の相関原理からの文類型を稿者なり

にまとめてみると、 

①場の文（述語だけの文）…天候、気候、時間などを表

す文「暑い！」「10時だ」。これらは認知主体を取り巻く場

そのものが文になったものと考えられる。この類型はガも

ハも出現しない述語だけの文であるが未展開文ではない。

多くの言語でも、無人称文（無主語文）として現われてい

る。 

②現場の文（～ガ…）…従来の現象描写文。これは三尾

がいう場と文が一致するというより、話し手を含む現場に

おいて、ある事態を知覚しそれを描写するものであるから、

現場（最大スコープ MS）に事態（文）が含まれるもので

ある。このとき、「鳥が飛んでいる」や存在文などの文は、

認知主体が直接スコープ ISに含まれない（「鳥が飛んでい

る」場所に、「私」は含まれない）のに対し、「富士山が見

える」などの知覚文は、直接スコープに認知主体が含まれ

る点が異なる。この型は、「（私には:MS）向こうに(IS)富

士山が見える」と二つのニ格があらわれうるもので、②と

③の中間的な類型と考える。 

③自己の場の文（（私は）～ガ…）…情意や願望、痛覚

を表す文（「（私は）犬が恐い」「（私は）ジュースが飲みた

い」）「（私は）足が痛い」は、一人称（私）＝認知主体（を  

参照点にした）場の中で、情意や願望の事態が成り立って

いる文である。通常「Ｘガ述語」型であり、「私は」言語

化されない。「私は」が言語化されれば、対比的ニュアン

スを持ち、④の課題の場の文に移行する。 

④課題の場の文（～ハ…）…従来の判断文「太郎は学生

だ」である。これはハによって課題の場が作り出され、そ

の中においてその解答が指し示されるものであるので、

「場を文が含む」というより、課題の場の中で文が成り立

っていると考えた方がいい。ここでは、Ｘを参照点にその

支配域（ハの領域）において目標Ｙを指し示す参照点構造

になっている。 

⑤場を指向する文…未展開文。感動詞「あ！」、「い」の

ない形容詞発話「いたっ！」、一語文「ゴキブリ！」など。

ただ「火事だ！」などが「火事が起こっている」の未展開

のものとは考えにくく、そのまま現象文にしてもかまわな

いかと考える。図では、場の境界線が点線になっているが、 

場自体は展開されているわけなので、この図が適当であ

るか、またそもそもこの類型を立てるべきかは、検討の余

地がある。 

⑥場と相補う文…分節文。「それは（なに）？」という

質問に対し「梅だ」と答える文である。これは、「話の場」

において、その中にさらに課題の場があり、その解答とし

て発せられる文である。三尾があげている転位文「私が社

長です」はそれ自体で独立した文ではなく、話の場の中で、

「社長は誰ですか」という質問の回答として成り立つ文で

あるので、「場と相補う文」に含めたい。 

 

 

 

 



 

図 19 新「場と文の相関の類型」 

① 場の文 

.① 場の文              
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 ⑥ 場と相補う文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「誰が社長ですか？」  「私が社長です」 

  （「社長は誰ですか？」）  （「（社長は）私です」） 

（Ｃ：認知主体、Ｏ：認知対象、ＩＳ：直接スコープ、Ｍ

Ｓ：最大スコープ、Ｘ：参照点、Ｙ：目標） 

 

こうして「場と文の相関の類型」を精緻化することによ

り、日本語の文は場に規定されており、「主語」がいらな

い日本語の特質も明らかにされると考える。 

 

５. 結論 

場所論の観点は、認知言語学のパラダイムや理論の基本線

と一致する。ただ英語に特徴的な客観的視点や事態把握を標

準的なものととらえる西洋中心的（英語中心的）視点が認知

言語学の中にもあり、日本語の主観的視点やナル的事態把握

などは、そうした西洋中心的視点を相対化する可能性を与え

る。より普遍的な言語理論に認知言語学が発展するためにも、

こうした日本語からの問題提起が貢献する可能性がある。今

後の課題として、場所論が類型論的に様々な言語でどのよう

に反映されているのかを調査することは興味深い課題である。

本稿は、場所論に基づく言語学＝場所の言語学の序論的な位

置づけとして、今後の研究の指針にしたいと考える。 

 

 

参考文献 

＜日本語の文献＞ 

浅利誠（2008）『日本語と日本思想』藤原書店 

青木克仁（2002）『認知意味論の哲学』大修館書店 

アリエティ（1976）『創造力―原初からの統合』新曜社． 

池上嘉彦（1981）『「する」と「なる」の言語学』大修館書    

店 

――――（2000）『「日本語論」への招待』講談社 

――――（2003）「日本語における＜主観性＞と＜主観性

＞の言語的指標（１）」『認知言語学論考』

No.3:1-49. 

 

 

 

 

 

 

       MS 

 

IS Ｏ 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

               MS 

O 

C 

  

暑い 

Ｃ 

     ハ Ｘ 

Ｙ 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

       MS 

 

IS Ｏ 

Ｃ 

Ｃ 

Ｏ 

話の場 

社長 社長 

誰

？ 

私 



 

――――（2004）「日本語における＜主観性＞と＜主観性

＞の言語的指標（２）」『認知言語学論考』

No.4:1-60. 

岡 智之（2006）「「主語はない」「場所はある」～場所的

存在論による日本語主語論への一提案」『東京学

芸大学紀要 人文社会科学系Ⅰ 第 57 集』、

97-113 

――――（2007）「場所的存在論によるハとガの統一的説

明」『日本認知言語学会論文集 第7巻』、321-331 

――――（2009）「認知言語学の哲学的基礎づけと言語研

究への応用可能性」『東京学芸大学紀要 総合教

育科学系』第 60集 pp547-560. 

河上誓作編著（1997）『認知言語学の基礎』研究社出版． 

木田 元（2000a）『ハイデガー『存在と時間』の構築』岩

波現代文庫 

――――（2000b）『反哲学史』講談社学術文庫． 

阪本英二（2008）「場所を現象学すること―生きるという

方法」サトウタツヤ・南博文編『質的心理学講座

③ 社会と場所の経験』東京大学出版会. 

菅井三実（2003）「概念形成と比喩的思考」辻幸夫編『認

知言語学への招待』大修館書店 

杉本孝司（1998）『意味論２―認知意味論―』くろしお出

版 

菅野盾樹(1992)「はじめにイメージがあったー認知意味論

に関する二、三の考察」『imago 1992.6 特集：認

知心理学への招待』青土社 

瀬戸賢一（1995a）『空間のレトリック』晦鳴社． 

――――（1995b）『メタファー思考』講談社現代新書． 

時枝誠記（1941）『国語学原論』岩波書店 

中村雄二郎（1989）『場所―トポス―』弘文堂 

西田幾多朗（1987）『西田幾多朗哲学論集Ⅰ 場所・私と汝

他六編 』上田閑照編、岩波文庫 

野村剛史（1991）「助動詞とは何かーその批判的再検討―」

『国語学165集』 

野村益寛（2008）「アリストテレス派言語学としての認知

文法」『英語青年』6月号、研究社． 

ハイデッガー（1927）『現象学の根本諸問題』ハイデッガ

ー全集第24巻、溝口競一他訳、創文社、2001 

深田智・仲本康一郎（2008）山梨正明編『講座 認知言語

学のフロンティア３ 概念化と意味の世界』研 

究社 

丸谷一（2008）『「場所」論―ウェブのリアリズム、

地域のロマンチシズム』NTT出版 

丸山真男（1992）「歴史意識の「古層」」『忠誠と反逆』筑

摩書房 

三尾砂（1948）『国語法文章論』（三尾砂著作集Ⅰ、くろし

お出版、2003所収） 

南博文（2006）「環境との深いトランザクションの学へ」『環

境心理学の新しいかたち』誠信書房． 

メルロ＝ポンティ（1945）『知覚の現象学』中島盛夫訳、

法政大学出版会、1982 

山梨正明（2009）『認知構文論』大修館書店 

山元大輔（1997）『脳と記憶の謎』講談社現代新書． 

矢守克也（2008）「阪神・淡路大震災を記憶した＜場所＞」

サトウタツヤ・南博文編『質的心理学講座③ 社

会と場所の経験』東京大学出版会。 

レルフ（1999）『場所の現象学：没場所性を越えて』ちく

ま学芸文庫． 

 

＜英語の文献＞ 

Casey, Edward S. (1997) The Fate of Place: A 

Philosophical History, University of 

California Press. （邦訳：エドワード・ケー

シー（2008））『場所の運命―哲学における隠さ

れた歴史』新曜社. 

Johnson,M.(1987) The Body in the Mind. University of 

Chicago Press.（菅野盾機他訳『心の中の身体』

紀伊国屋書店、2001（復刊版）） 

Lakoff,G.(1987) Women, Fire and Dangerous Things. 

University of Chicago Press （河上誓作、池上

嘉彦他訳『認知意味論』紀伊国屋書店,1993） 

Lakoff and Johnson （1980）Metaphors We Live By.  

The University of Chicago Press. （邦訳：『レ

トリックと人生』渡辺昇一他訳、大修館書店、

1986）  

Lakoff and Johnson （1999） Philosophy in the Flesh.  

Basic Books. （邦訳：『肉中の哲学』計見一雄

訳、哲学書房、2004） 

Langcker(1985)  Observations and speculations on 

subjectivity. In Iconicity in syntax, ed.John 

Haiman, 109-50. Amsterdam: John 

Benjamins. 

Varela,Thompson,Rosch (1991) The Embodied Mind: 

Cognitive Science and Human Experience, 

MIT Press. （田中靖夫訳『身体化された心―

仏教思想からのエナクティブ・アプローチ』工

作舎、2001） 

 

 

注 

                                                   
１ Casey(1997)は、西洋哲学の中で、「空間」概念のもとに

隠蔽され、抑圧されてきた「場所」の概念の歴史を明らか



 

                                                                               
にした。そして、「場所」の理念を、カント、フッサール、

ハイデガー、メルロ＝ポンティなどの現代の哲学思想を組

み合わせながら、復興しようとしている。 

２ レルフ『場所の現象学』などで論じられている。 
３中村（1989）によれば、述語論理学とは命題を関数の形

式F(x), G(x,y)・・によって表現し、あらゆる主語を述語の

場において捉える論理学だという。命題は主語的実体本位

ではなく述語的関係性において、また、述語は埋めるべき

空白を含んだ一種の場として捉えられるわけである。ただ、

注意すべきは、こうした共通性はあるものの、形式論理学

としての述語論理学と場所の論理としての述語論理とい

うのは異なるものである。述語論理は、主語論理を生み出

し、その基底にある原初的な論理のことである。 

４ ただ、日本語文法論の立場からは、時枝の文法論に対し

てはさまざまな問題点が指摘される。たとえば野村（1991）

は、「詞と辞、客体的表現と主体的表現、变述内容と陳述

の区別という文観、述語観は、近代的な客観・主観図式に

基づいている。動詞＋助動詞に分析される述語には、客観

も主観も認められない。それは一まとまりに事態の見え姿

を表わしているだけである」とする。稿者も、時枝の文法

論を全面的に受け入れるわけではないが、時枝の場面論は、

言語がその場面との関係において表現される、という基本

的な姿勢を維持するものとして、注目される。時枝文法の

全体的評価はまた別の機会にしたいと思う。 
５ 現在、分裂病は「統合失調症」と呼ばれているが、出典

の用語のまま使うことにする。 
６ 場所論の観点から、日本語の主語の問題について考察し

た論文として、岡（2006）を参照。 
７ より包括的な認知言語学の哲学的基礎づけと言語研究

への応用については、岡（2009）を参照。 
８ Varela et al(1991)では、認知主義とコネクショニズムに

描かれる自己の断片化を理解するのに無自己が役立つと

し、仏教の非二元論（中観派）が、メルロ＝ポンティ及び

認知を行為からの算出と見るより最近の考え方と並置し

うるとしている。このような東洋思想と認知科学のかかわ

りについては今後の課題として別の機会に論じたいと思

う。 
９ ここで一つ断っておきたいことは、ナル的事態把握が日

本語に独特のものであるという誤解である。どの言語にも

ナル的事態把握というものはあるのであり、日本語ではそ

れが優位であるにすぎない。そして、それは日本語だけで

なく、古代ギリシアあるいはアメリカ先住民などにもある

原初的な事態把握であるということである。また、ここで

は、「作為に対する生成の優位」を主張するわけではない。

この主題は、柄谷行人の一連の著作を通して浅利（2008）

でも指摘されているので、また稿を改めて論じたいと思う。 
１０ この点で、アリストテレスがプラトンのイデア論（感

覚・知覚から自律した思惟―心身二元論）を否定し、身体

性に根ざした感覚・知覚を重視することで、認知言語学を

特徴づける考え方と共通するという野村（2008）の見解は

お門違いなものと思われる。そもそも感覚・知覚から自律

した思惟―心身二元論を唱えたのは、デカルトであって、

プラトンのイデアは「知ることは見ること」というメタフ

ァーに基づいて感覚を基盤として捉えられている。身体性

に根ざした感覚・知覚を重視したのはアリストテレスとい

うより、メルロ＝ポンティ以降の哲学である。アリストテ

                                                                               
レスの哲学は、古典的カテゴリー観、形式論理学、実体的

思考というような点で認知言語学の立場からも批判され

るべきであり、認知言語学が「アリストテレス派言語学」

などというのは、まさに「悪しき先祖がえり」である。 
１１ それに対して、認知言語学で援用するプロトタイプ論

は、成員に段階性を認め、その境界は連続的でかつ曖昧で

あると考える。Lakoff(1987)でいう放射状カテゴリーは、

容器のスキーマというより、「中心と周縁」のようなイメ

ージ・スキーマに基づいていると考えられる。 
１２ これは、城戸（2003:106-107）で言及されており、人

間の脳において、モノに関する情報の認識ルートと場所に

関する認識ルートが異なることは、山元（1997:109-111）

で言及されている。 
１３ 瀬戸（1995b）では、メタファーを悟性的メタファー

と感性的メタファーに分け、感性的メタファー以下、外部

感覚のメタファー―五感のメタファー―視覚のメタファ

ーの下位分類として「空間のメタファー」を置き、その下

位にさらに「存在のメタファー」を位置づけている。この

ようなメタファーの分類の妥当性については、今後検討の

余地があるが（なぜ空間のメタファーが視覚のみに限られ

るのかなど）、瀬戸の「存在のメタファー」の位置づけに

ついては、一言言及しておきたい。瀬戸において「存在の

メタファー」とは、「あらゆる思考対象をこの世に存在す

る「もの」と＜見立て＞るメタファーである」と定義する。

「横浜は東京の南にある」のように「横浜」という場所も

モノ化するし、「今朝早く、地震があった」のように「地

震」という出来事もモノ化する、という。瀬戸（1995a）

では、「「存在」とは、必然的にある＜もの＞の存在のこと

であろう。「存在」というプロセスは、ある＜もの＞が一

定の形を保って特定の空間を占めていることである。ここ

に「存在」という「こと」が＜もの＞に意味的に移行する

契機がある」としている。本稿の枞組みで言えば、「存在」

とは「もの」だけで成り立つのではなく、「場所」がある

ことによってはじめて成り立つことである。 

瀬戸の発想は、「存在」＝存在物＝モノとするモノ的存在

論、実体的思考に基づいていると考えられる。それゆえ、

「存在のメタファー」の下位分類として、「モノのメタフ

ァー」と「場所のメタファー」が置かれなければならない

のである。 


