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はしがき

本書は、認知言語学の重要な項目について、現代日本語の例のみを用いて解説

したものです。大学の授業でも使っていただければと思い、「14 講」構成としま

した。最初の 4講では、新聞や小説などの実例を多く挙げ、具体的な表現の分析

を通して、認知言語学の基本的かつ重要な考え方に親しんでもらえるようにしま

した。特に、基本的な認知能力の重要性に注目し、1つの事態に対してどのよう

な捉え方で捉えるか（どのような視点から捉えるか、どのような構成要素を焦点

化するか）ということを中心に取り上げました。

5講から12講までは、まず、拙著『認知言語学入門』（2010）で取り上げられな

かった分野・項目の中から、重要だと判断したものを日本語の例に基づき解説し

ました。「シネクドキー」「文法化」「プライマリー・メタファー」「ブレンディン

グ理論」などがこれに当たります。また、上記の拙著に含まれる項目の中にも、

本書であらためて解説しているものがあります。「百科事典的意味」などです。こ

の種の項目は、もちろん、新たな観点を加えて記述していますが、現時点で私が

特に興味を持っている事柄でもあります。

最後の13講と14講は、「流行語」について認知言語学の観点から分析したもの

です。流行語という身近な存在も、認知言語学からアプローチするとおもしろい

ことがわかるということに気づいていただければ幸いです。

各講に 2～3題の「問題」をつけました。主に、認知言語学の考え方を用いて、

自分で日本語を分析してみることによって理解を深めることを狙いとしたもので

す。まず、自分で取り組んでみてください。よくわからないという場合は、「問題

のヒント」を参考にして、あらためて考えてください。また、さらに認知言語学

の勉強を進めたい方のために、「あとがき」に参考文献を挙げ、簡単な解説を記し

ました。こちらも参考にしてください。

さて、私がここまで何とか研究を続けてこられ、本書を書く機会に恵まれたこ

とは、多くの方々のおかげです。まず、恩師・国広哲弥先生に心より感謝を申し
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上げます。大学院を出て四半世紀になる今でも、拙論に対して厳しいご指導がい

ただけることは本当にありがたいことです。怠惰な私は、先生のお言葉に接し、

幾度となく身の引き締まる思いがいたしました。また、教え子とどう向き合うか

ということも、勝手ながら、先生から学ばせていただいた大事なことだと思って

います。

20年以上にわたって続いている「現代日本語学研究会」のみなさんにも深く感

謝申し上げます（この研究会は、同僚の李澤熊さんが献身的に運営してくれてい

ます）。興味深い研究発表と刺激的なディスカッションは、もっとがんばらねばと

いう気持ちにしてくれる貴重な機会です。

いつも私の話に熱心に耳を傾け、鋭い質問で刺激を与えてくれる名古屋大学大

学院国際言語文化研究科現代日本語学講座の大学院生、修了生のみなさんにも感

謝しています。私のつたない指導をものともせずに、博士号を取得し巣立っていっ

た人が、いつの間にか20名に達したことは望外の喜びです。本書についても大学

院修了生の方にお世話になりました。草稿の段階で、有薗智美さん（名古屋学院

大学）、野田大志さん（東北学院大学）、大西美穂さん（名古屋短期大学）に読んで

いただき、貴重なご指摘をいただきました。なお、言うまでもないことですが、

本書の不備は筆者一人の責任です。

このような場で身内のことを少しばかり述べることをお許しください。まず、

妻・陽子に感謝しています（長い長い子育てが一段落したかと思ったら、大学院

に通いはじめ、あっという間に博士号を取得して、博士号のない夫を慌てさせて

くれました）。3人の息子のおかげで、非日常的な夢の世界で胸を躍らせたり血の

気が引いたりなんてこともありました。ずっと私の思いつきを最初に聞かされ続

けてきた三男・泰斗の存在も私の研究に無関係ではない気がしています。長年都

落ちしたままの親不孝息子を見捨てないでいてくれる両親にも感謝しています。

最後になりましたが、今回も研究社の佐藤陽二さんには、本書の企画の段階か

ら完成まで大変お世話になりました。2012 年の暮れに、拙著『認知言語学入門』

に続くものを書かないか（期限は1年）というお誘いをいただき、書くネタがある

のか大きな不安を感じながらも、企画書を作成する約束をしました。その後、他

の原稿を優先するという私の勝手な振る舞いがあったにもかかわらず、辛抱強く

待ってくださいました。3ヶ月遅れで何とか原稿を書き終え、本書の出版に漕ぎ
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着けることができたのは、ひとえに佐藤さんのおかげです。心より感謝申し上げ

ます。

生命の息吹が日本そして世界に漲ることを祈って

 籾山　洋介

本書の表記について

1. 言語表現の意味、あるいは意味を構成する要素を、〈　〉で括って示した。

2.  例文において、考察の直接の対象となる表現には実線の下線を施し、考

察に何らかの関連を有する表現には点線の下線を施した。
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 ポイント

• 認知言語学は、言語は人間が有する一般的な「認知能力」、人間の「認知」の営

みを反映したものであると考える。

• 認知言語学は、身体を通してのさまざまな「経験」が、言語の習得・使用の重要

な基盤を成していると考える。

認知言語学の基本的な考え方第 1 講

 はじめに

第 1講では、新聞や小説などの日本語を取り上げ、認知言語学（cognitive lin-

guistics）の観点から分析・考察すると、その表現のどのような点が問題になるの

か、どのような興味深いことがわかるのかについて見ていく。その過程を通して、

認知言語学の基本的な考え方について説明する。

さて、認知言語学は、その名のとおり、言語は人間が有する一般的な「認知能

力」（cognitive ability）、人間の「認知」（cognition）の営みを反映したものであ

ると考える。なお、認知とは、「人間が、身体を基盤として、頭や心によって行う

営み」、「人間が行う知的・感性的営み」と広く考えておく。以上を踏まえて、こ

の講では、言語の基盤として、認知言語学で重要だと考えられている認知能力に

はどのようなものがあるのかについて、いくつかの日本語の具体例を取り上げて、

簡単に説明する。

さらに、認知言語学は、一般的な認知能力を重視することに加えて、私たちの

身体を通してのさまざまな「経験」が、言語の習得・使用の重要な基盤を成して

いると考える。このような考え方を「経験基盤主義」（experientialism）と言う場

合がある。この講では特に、物事に関して経験的に身につけた多様な知識が、言

語表現（の意味）の理解には不可欠であることを簡単に見る。

また、この講は、具体例に基づき、認知言語学の基本的な考え方を示すととも
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に、本書全体のガイドの役割も持っている。つまり、言語における認知能力と経

験の重要性を垣間見ながら、この本では、特にどのようなことを取り上げるのか、

あるいは、この講で触れたことを、今後この本のどの講で詳しく検討するのかと

いったことも随時述べていく。したがって、この講では、問題提起にすぎないよ

うな事柄もあるが、その種のことは、今後、どこかの講で何らかの考察を行う。

 言語の基盤を成す認知能力

以下では、日本語の具体例の検討を通して、言語の基盤として重要だと考えら

れるいくつかの認知能力について見ていこう。

捉 え 方

まず、同じ 1つの物事を異なる捉え方（construal）で捉えることができるとい

う認知能力を取り上げる。

1　斜面の雪をかき、平坦にして、そこにザックを降ろす。二人はそこで大仕事

を始める前の、あの妙にあんのんな気持で煙草を喫んだ。雪のついた岩壁は、

向うから自分たちに挑んでいる。魚津はそんなことを思いながら、自分たちが

これから登る百五十メートルの大岩壁を仰いでいた。（井上靖『氷壁』、p. 95、

新潮文庫）

「雪のついた岩壁」はただ（魚津の目の前に）存在しているだけであって、「雪の

ついた岩壁が（目の前に）ある／そびえている」などと言ってもいいだろうが、こ

れから登る登山家にとっては、「雪のついた岩壁は、向うから自分たちに挑んでい

る」と感じられるというわけである。つまり、「雪のついた岩壁」とはある状態の

地形にすぎないわけだが、これから登ろうとする者にとっては、自分たちを倒そ

うと向かってくる、いわば格闘技などの相手のように捉えられると言っていいだ

ろう。このように、同じ1つの物事や状況であっても、（置かれた立場などによっ

て）異なる捉え方で捉えることができるという認知能力が私たちにはあり、その

捉え方に応じて、異なる表現をすることができることになる。言語表現の基盤と

して、この捉え方という認知能力が重要な役割を果たすことは、第 2講「1つの

事態に対する多様な捉え方」であらためて取り上げる。
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視点の転換

次に、私たちは、同じ物事であっても、異なる視点（viewpoint）から見ること

によって異なる姿を目にすることになる。さらに言えば、同じ物事に対して、（想

像上の視点も含めて）異なる視点を設定してそこから捉えるという認知能力もあ

る。また、異なる視点から捉えることによって、当然のことながら、同じ物事に

対して異なる表現をすることになる。次の例に基づき、視点の問題について少し

ばかり考えてみよう。

2　列車がホームを滑り出すと、見はるかす庄内平野の上には小さい雪片が縦横

に舞っていた。幾つもの駅を過ぎる間、平野は尽きなかった。（井上靖『氷壁』、

p. 186、新潮文庫）

この例の「平野は尽きなかった」という表現は、列車で酒田から山形まで移動

中の人の視点から、庄内平野を捉えたものである。「平野は尽きなかった」とは、

簡単に言えば、列車に乗ってからここまで通ってきたところはずっと平野だった

ということである。さらに言えば、このような表現は、もちろん 1つの視点から

平野を描写したのではなく、「幾つもの駅を過ぎる間」という表現からもわかるよ

うに、列車で移動中のいくつもの視点から見た結果（可能性としては無限の視点

がありえる）、どの視点から見ても平野であったということである。以上のよう

に、「平野は尽きなかった」という表現は、いくつもの累積的な視点から庄内平野

（のある範囲）を捉えたものであることになる。

一方、仮にこの列車に乗っている人が移動したのと同じ範囲の庄内平野を一望

できるところがあったとして、その視点から平野を捉えたとしたら、「見渡す限

り、平野だった／平野が広がっていた」といった表現をするであろう。つまり、

同じ庄内平野を目にする場合にも、どのような視点から見るかによって見え方は

異なり、それを言葉で述べる場合も異なる表現となる。視点の問題については、

第 3講「視点の転換」であらためてやや詳しく検討する。

焦 点 化

続いて、物事の捉え方の一種として、複数の要素からなる物事に接した場合に、

異なる要素に注目できるという認知能力を取り上げる。
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3　「開発が遅れてご迷惑をおかけしました。しかし本日、試作品が完成しまし

たので、ご報告させていただきます」

 「ありがとう。よくやってくれた」

 　興奮で震える声で細川がいうと、部屋のあちこちから拍手が沸き上がった。

はにかんだり、涙ぐんだりする顔を見ながら、細川もまた視界が滲んでいく。

（池井戸潤『ルーズヴェルト・ゲーム』、p. 391、講談社）

この例は、社運をかけた「新しいイメージセンサー」の試作品が完成したとい

う状況であり、「細川」は社長である。例3の「細川もまた視界が滲んでいく」と

は、おおよそ「細川にとって、視界がぼやけて見えるようになる」ことを表して

いる。つまりは、この表現は、「細川の視界の変化」に焦点を当てたものである。

ただし、このような表現に接して、私たちは、視界（にある物事）そのものが変化

したのではなく、細川自身、万感胸に迫る思いで涙が出てきた結果、「視界がぼや

けて見える」ということがすぐに理解できる。つまり、「（他の人と同様に）細川

も涙が出てきた」ということと、「細川の視界がぼやけて見える」ということは同

時に生じるわけだが、このような状況で、「細川の視界がぼやけて見える」ことの

方に注目し、例 3では、「細川もまた視界が滲んでいく」と表現しているのであ

る。このような、ある状況において何らかの要素を柔軟に焦点化（focusing）でき

るという認知能力に基づく表現については、第 2講と第 4講「焦点化」でやや詳

しく取り上げる。

また、文字通りには「細川の視界の変化」を表す表現に接して、細川自身の心

理的・生理的変化を読み取れるということは、私たちの経験を基盤とするもので

ある。つまり、目に涙をためているときには、対象がぼやけて見えるということ

を経験的に知っているからこそ、上記の表現が理解できるわけである。少し一般

化して言えば、ある対象が焦点化された表現に接して、その対象と関連のある焦

点化されていない物事について知ることができる場合もあることになる。

カテゴリーの伸縮

まず、学生が論文だと思って書いたものを見た教師が、「こんなのは論文ではな

い」と言ったとしよう。このような状況で何が起こっているのかと言えば、「論
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文」というカテゴリー（category）をめぐって、学生と教師で食い違っているわけ

である。あるいは、1人の人が、ある書き物を見て、それを「論文」と言ってい

いかどうか迷うという場合もないとは言えない。このように、「論文」というカテ

ゴリーも、論文であるかないかの境界が明確であるとは言えず、ある程度の柔軟

性を持っていると言える。このような観点から次の例を見てみよう。

4　この先、どんな事態が待ち受けるかも知れないまま、主審はプレーボールを

宣告した。くどいようだが、グラウンドは田んぼ状態のうえ、雨脚は強まる一

方の中で、である。もはや「これは野球ではない」のか、それとも「これも野

球」なのか。いつもの試合ならベンチにどっかと座り込んで戦況を見つめる蔦

も、最前列に立って選手たちと同様にずぶ濡れになりながら指揮を執った。（富

永俊治『阿波の「攻めダルマ」蔦文也の生涯』、pp. 132‒133、アルマット）

この文章の舞台は、昭和 54 年春の甲子園である。「グラウンドは田んぼ状態の

うえ、雨脚は強まる一方」という記述からわかるように、試合を中止にするのが

妥当だとも思える最悪の状況である。このような状況で行われる野球の試合につ

いて、「もはや『これは野球ではない』のか、それとも『これも野球』なのか」と

ある。始まったのは、間違いなく野球の試合であるにもかかわらず、このような

表現がなされた理由について考えてみよう。

まず、あまりにもひどいグラウンド状態、天候で行われる野球は、ボールがほ

とんど転がらない、ボールが滑ってまともに投げられない、ちゃんと走れないと

いう具合で、通常の状態で行われる野球とかけ離れているという判断に基づいた

場合、「これは野球ではない」という表現となる。一方、このような状況で行われ

る野球であっても、あくまでも野球というスポーツのルールに従って行われると

いったことを重視すれば、「これも野球」という判断に至る。以上のように、今始

まった試合と「野球」というカテゴリーのどのような特徴に注目するかによって、

この試合を「野球」というカテゴリーに含めるか否かについて意見が分かれるこ

とになる。言い換えれば、「野球」という言葉が表すカテゴリーは伸縮させること

ができるのである。

なお、目の前で行われていることが「野球」であることはわかっているが、グ

ラウンド状態や試合のレベルが通常の野球とかけ離れている場合に、「こんなのは
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野球ではない」と言う場合は、一種の誇張表現だと考えられる。つまり、目の前

の「野球」に対して、「野球ではない」とあえて表現することは、今見ている野球

が（何らかの観点から見て）あまりにもひどいことを取り立てて言うことになると

考えられる。カテゴリーの伸縮に関わる例をもう 1つ見てみよう。

5　魚津は小坂乙彦に腹立たしいものを感じた。男のくせに、あきらめの悪いや

つだなと思った。（井上靖『氷壁』、p. 80、新潮文庫）

この例の「男のくせに、あきらめの悪いやつだ」という表現を理解するには、

〈潔くあきらめる〉という特徴を有する「男」の集合（つまりは、「男」のカテゴ

リー全体のうちの下位カテゴリー）を認める必要がある。この種の「男」は、「男」

全体の中でも、（ある観点から見て）好ましいメンバーで構成される下位カテゴ

リーである。そして、例5の「小坂乙彦」に対して、魚津は、「男」のこの好まし

い下位カテゴリーに属さないと判断しているわけである。ここでの「男」も、上

記の「野球」と同様に、あるカテゴリーを伸縮する（ここでの「男」の場合は、カ

テゴリーを縮小するケースである）という認知能力に関わる言語表現であること

がわかるだろう。このような、あるカテゴリーを伸縮するという認知能力に基づ

く言語表現については、第 5講「カテゴリーの伸縮とシネクドキー」で詳しく検

討する。なお、第 8講「百科事典的意味の射程（2）」で取り上げる、あるカテゴ

リーの「理想例」という考え方も、ここでの「男」をめぐる問題に関係する。

思考・感情を「もの扱い」

以下の3つの例に基づき、「思考」や「感情」をどのように捉えることができる

かについて見ていこう。

6　しかし、美那子はすぐ、自分が魚津からかばわれているといったそんな考え

方を向こうへ押しやった。そんなことがあろう筈がないと思った。（井上靖『氷

壁』、p. 220、新潮文庫）

7　そういう確信に似た思いがふいに、この時美那子の心に飛び込んで来たから

であった。（同前書、p. 231）

8　突如として猛烈な感情が彼女の中で立ち上がった。（岩城けい『さようなら、
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 オレンジ』、p. 92、筑摩書房）

以上の3つの例について、ここで問題にする表現の骨格を取り出すと、「考え方

を（向こうへ）押しやる」（例6）、「思いが（心に）飛び込んで来る」（例7）、「感情

が（彼女の中で）立ち上がる」（例 8）となる。ここで、「押しやる」などの 3つの

動詞の典型的な使い方を考えてみると、「（テーブルの上の）札束を（相手の方に）

押しやる」「ボール／小鳥が（家に）飛び込む」「学生が立ち上がる」などが思いつ

く。つまり、「押しやる」対象は「札束」などの「もの」であり、「飛び込む」主

体は、「ボール」「小鳥」などの「もの」あるいは「生きもの」であり、「立ち上が

る」主体は「学生」などの「人間」である。（「人間」を含む）「生きもの」も物理

的な存在であるという点で「もの」と共通していることに注目し、「もの」に含め

ると、「押しやる」などの対象あるいは主体は、いずれも基本的に「もの」である

ことがわかる。

ここで、あらためて例6～8を見ると、「押しやる」などの対象あるいは主体は、

「考え方」「思い」「感情」であり、いずれも人間の「思考」「感情」に関わるもの

である。さらに言えば、思考や感情は抽象的な存在である。以上からわかること

は、「考え方を押しやる」といった場合は、「考え方」などの抽象的な存在を「も

の扱い」していることになる。認知言語学では、抽象的な存在を「もの扱い」す

ることなど、つまり、直接把握しにくい抽象的な存在を、より把握しやすい「も

の（物理的存在）」などを通して理解するという私たちの認知能力を「概念メタ

ファー」（conceptual metaphor）と言う。そして、このような概念メタファーが、

例6～8のような言語表現の基盤となっていると考えるわけである。このような考

え方については、第 9講「概念メタファー」であらためて取り上げる。

 言語の基盤となる経験的知識

以下では、認知言語学のもう 1つの重要な考え方である、私たちのさまざまな

「経験」に基づく知識が、言語の重要な基盤を成しているということについて、具

体的な言語表現に基づき少し考えてみよう。
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第1講

9　ピンチサーバー、ピンチレシーバーとして起用されることの多かった菅原貞

敬は東ドイツ戦では先発し、得意のサーブで勝利に貢献した。オーバーハンド

のフローターサーブをエンドラインの 10 メートルも後ろから打つのである。

するとボールは自陣で頂点に達し、相手コートに加速しながら落ちていく。無

回転なので不規則な変化もする。相手としてはレシーブのタイミングをとりに

くい。「木の葉落とし」と呼ばれたサーブは威力を発揮した。（佐藤次郎『東京

五輪 1964』、p. 251、文春新書）

この文章は、バレーボールの「『木の葉落とし』と呼ばれたサーブ」についての

ものである。ここでは、「木の葉落とし」という命名について考えてみよう。この

サーブの特徴を簡単にまとめると、「不規則な変化をしながら、相手コートに落ち

ていく」ということである。このような特徴を有するサーブを「木の葉落とし」

と名づけたのは、このサーブと「木の葉」には共通点が見出せるからである。周

知のとおり、「木の葉」が木の枝から空中を舞い落ちていくとき、空気の影響に

よって、不規則な、あるいは複雑な動きをする。「木の葉」の舞い落ち方について

の私たちのこのような経験的な知識が、サーブに対する「木の葉落とし」という

命名の前提になっているわけである。「木の葉落ち」ではなく「木の葉落とし」と

名づけられたのは、サーブは意図的な行為であり、「ボールを、木の葉が落ちるよ

うに、落とす」ことを表しているからであろう。

以上のことを少し一般化して言うと、ある種の言葉の意味を適切に理解するに

は、その言葉が指し示す対象の特徴（たとえば、「木の葉」の指示対象の〈不規則

な舞い落ち方〉など）に関する知識が必要な場合があるということである。このよ

うな考え方については、第7講と第8講「百科事典的意味の射程（1）（2）」であら

ためて詳しく検討する。

次に、「カラス」という語の意味を検討する。

10　優勝した作品「ステンドカラス」は、漆黒のドレスのスカートを羽のよう

に広げると内側に美しいステンドグラスの模様がある。コンセプトは「カラ

スのように嫌われものでも、実はキラキラしたすてきな部分を持っている。

人も同じ」。（『朝日新聞』（朝刊）2012 年 9 月 13 日、聞蔵Ⅱビジュアル）
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