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情動・暗黙知・言語

「言語」は、「認知」の海に浮かぶ氷山の一角と位
置づけられる。つまり、認知の約10％しか担えない。

大脳古皮質は、30億年遡る。
→ 基本情動

大脳新皮質は、霊長類以来100万年の歴史をもつ。
→ 暗黙知

言語は、たかだか5万年遡れるに過ぎないからだ。
→ 言語知
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暗黙知・言語知

言語知

（デジタル・1次元・有限）

暗黙知
（アナログ・4次元・無限）
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和文の特異性

国語・日本語

真名 ＋ 片仮名 ＋ 平仮名

漢語 洋語 和語

＜孤立語＞ ＜屈折語＞ ＜膠着語＞

（古典的言語類型論）

和文ハ、和語・漢語・洋語を「テニヲハ」ガ取り纏める。

4



格助詞一覧

三上章の格助詞一覧 (金田一春彦 『日本語』 新版 下）

「ガ」 主格 動作対象・作用対象・属性をもつ対象
「ノ」 連体格 名詞だけに続く。
「ヲ」 対格 作用を受ける対象・移動場所・分離の対象
「ニ」 位格 場所・時･範囲・帰着点・変成結果・目標・漠然とした動詞修飾

「デ」 具格 動作の場所・道具・原因
「ト」 共格 相手・変成結果・談話・思考内容
「ヘ」 与格 方向・帰着点 「ニ」 にもこの与格の働きがある。
「カラ」 奪格 出発点 「ニ」 にもこの奪格の働きがある。
「ヨリ」 比較格 比較の基準

このほかに、「ニツイテ」 「ニヨッテ」 「時の格」 なども格を表す。
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漢語の特徴
造語力・分析力：この恩恵は測り知れない。

波 浪 濤 瀾 波浪 波濤 金波 銀波 風波 秋波 音波
自動車 新車 中古車 外車 国産車 対向車 満車 車間距離
「力」「性」「式」「界」「化」「的」「観」「権」｢状」「主義」

「思ふ」（頭で思い煩いくよくよする）
「念ふ」（心におもい詰める）
「懐ふ」（故人をおもう）
「想ふ」（離れた人の姿をおもう）･･･
→ 『万葉集』 「おもふ」漢字は『名義抄』では67種
→ デカルトの「我おもふ」は「慮ふ」（おもいはかる）があたる。

識別力：漢字のパターン認識の速さは、印欧語の単語の数倍に匹敵する。

「鮎」「鰯」「鰊」「鱈」「鮪」「鮑」「鰈」「鯱」
「疫」「病」「疹」「疲」「痛」「痒」「癌」「癒」

6



漢語取込みの問題その１
問題点(1)：幕末明治以来のほとんどの新造語（抽象語彙）はいまだに 定義

不詳だ。

その系：思考停止・既得権益隠蔽・有言不実行をもたらした。

「ハレ（建前）とケ（本音）」・「ソト」と「ウチ」の二極分化：
「乃公（だいこう）」 ⇔ 「やつがれ」「あっし」

空疎語（役人言葉・政治家言葉・全国紙社説言葉）の氾濫：
「遺憾」「善処」「不退転」「鋭意専心」･･･
絵空事・奇麗事・おためごかし・ひけらかし言葉
声高な物言い・茶の間の正義・出来損ない浪花節言葉･･･

紋切り型（決まり文句・テレビキャスター言葉）の跋扈：
「本日はお日柄もよろしく･･･」（雨天の披露宴）

→ 和語への言換えと遅ればせながらの定義づけが、
不可欠だ。 7



漢語取込みの問題その２

問題点(2)：日本語音韻は、母音・子音が少なく母音で終わる。
（母音5 半母音2 子音14 拍112）

同音異義語の氾濫（短所）：
「利潤の追求」「真理の追究」「責任の追及」
「露店」「露天商」
「端」「橋」「箸」
「製菓業」「生花業」「青果業」「製靴業」
「貴社の記者が汽車で帰社する」（福田恒存）

拍（112）（長所）：
→ 拍を日本の小学生は1年1学期で覚えきる。2学期の作文

は、英米語のそれに比べて、大人並みの出来になる。
→ 日本人の識字率の高さは、ほとんどこれで説明できる。

→ 短所より長所のほうが、断然貴重だ。
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和語の特徴その１
言霊思想：未だに強固なことを再確認し、慶びたい。
「やまとうたは、人の心を種として、万の言の葉とぞなりにけ

る。世の中にある人、ことわざ繁きものなれば、心に思ふこ
とを、見るもの聞くものにつけて、言ひ出せるなり。花に鳴
く鶯、水に住む蛙の声を聞けば、生きとし生けるもの、いづ
れか歌をよまざりける。力をも入れずして天地を動かし、目
に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、男女の中をも和らげ、猛
き武夫の心をも、慰むるは歌なり。･･･」（「古今集」紀貫之）

「志貴嶋の倭国は言霊の佑はふ国ぞ幸くありこそ」 （ 人麻呂）

「歌詠みは下手こそよけれ天地の
動き出してはたまるものかは」 （宿屋飯盛）

忌み言葉・コトワザ・指差呼称・囃子・標語･･･
「ヨイショ」・「コラショ」・「スットコドッコイ」・
「狭い日本そんなに急いでどこへ行く。」･･･
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和語の特徴その２

即物性：
おつけ一ぱい、ざるそば二まい、さんま三びき、ようかん
四きれ、ごはん五ぜん、さけ六ぽん、なっぱ七たば、はっ
さく八こ、とうふ九ちょう、おだんご十くし･･･

情緒的・身体感覚的：
濡羽色、照柿色、瑠璃色、利休鼠、･･･

気分、気がね、気が引ける、気がさす･･･

擬音語（オノマトペ）：
サラサラ、サクサク、わんわん、ごろごろ･･･

→ さいとう・たかお 『ゴルゴ１３』
宮沢賢治 『どんぐりと山猫』
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印欧語と日本語

英米人（印欧語系）と日本人の脳科学的差異
（月本 洋『日本人の脳に主語はいらない』）

＜英米人＞ ＜日本人＞

右脳で、ともに自他識別をする。

左脳に、ともに言語野がある。

右脳で母音を聴く。 左脳で母音を聴く。

右脳の聴覚野から左脳の言語野 左脳の聴覚野から左脳の言

への神経伝達に時間がかかり、 語野への神経伝達が速い。

そのギャップを人称代名詞など だから余分な主語・代名詞

で埋める。 は多用しない。
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印欧語の変貌

次の印欧語は、ラテン語を規範とする俗語化・ピジン化によって、生成され
た。（「ピジン・イングリッシュ」は、中国訛り英語のこと）
格好をつけていえば、エクリチュール（書記法）から各国語（話し言葉：音
声言語）が生成されたのだ。（柄谷行人『日本精神分析』）

仏蘭西語 ピジン・ラテン デカルトによる『方法序説』の俗語化
独逸語 ピジン・ラテン ルターによる『聖書』の俗語化
伊太利語 ピジン・ラテン ダンテによる『神曲』の俗語化

英語にはピジン化が少なくとも3回あり、印欧語のなかの特異言語である。

英語 ピジン・ゲルマン
ピジン・ゲール
ノーマン・コンクエストによる仏語混入（50％～）

特異言語である英米語が、第2次世界大戦以降、またインターネット普及後、
蔓延ってきているのは、嘆かわしい。
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英語の変遷
（金谷武洋 『英語にも主語はなかった』 ）

＜動詞活用語尾＞ ＜主語強要＞ ＜語順＞ ＜文法標識＞

ゲルマン古語？（～700） × × 自由 ？

古英語（700～1100） ○ × 自由 名詞変化

（文末は動詞？）

中英語（1100～1500） →× ○ SVO →×

3単現s 出現文・発見文

（here , there）

近代英語（1500～1900） →× 馬鹿主語 疑問文・否定文

(it) 強調文・動詞代行

(do)

現代英語（1900～） →× 過剰なit 過剰なdo

現代日本語 △ × 自由 係り助詞・格助詞

（文末は動詞、ラテン語と同じ）13



世界語：英米語の土着語化
英米語は、できるだけ早く相対化されることが望ましい。つまり、文法や綴

りを簡略化し合理化したすっきりした新たなピジン英米語を、人智を集めて
作成・制定して「世界語」（リンガフランカ）とすればよい。

→ 例えば、社会言語学者、鈴木孝夫の提案は次だ。
不規則変化（名詞・動詞）の廃止（ラテン語系が怒るか？）
慣用語句の払拭
頻出動詞＋前置詞の禁止
Yes , No やりとりを質問文の繰り返し型へ（ラテン語が喜ぶ。）

ちなみに、主語を強要する印欧語（含む、英米語）の話者人口は、全世界の
10％であり、主語を強要しない話者人口は90％である。

そのとき、いまの「英語」「米語」「豪語」は、「日本語」と同じように
「現地語」ないし「土着語」扱いにすればよい。こうすれば、世界語習得の
不平等はかなり軽減され、痛みわけになる。
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和文の主語捜し！？

(1)基本文
「赤ん坊だ。」 名詞文
「愛らしい。」 形容詞文
「泣いた。」 動詞文
「静かだ。」 形容動詞文

(2)三上章の「空き地」文
「その家は、周囲が広い空地である。」 主格
「その家は、周囲に広い空地がある。」 位格 主格
「その家は、周囲を広い空地に取り巻かれている。」 対格 位格
「その古い家は、門内を東北新幹線が走っている。」 対格 主格

(3)日本語文法学者が主語を探しあぐねた擬似主語文
「コンニャクは太らない。」 （蒟蒻文） 動詞文
「僕はウナギだ。」 （鰻文） 名詞文
「象は、鼻が長い。」 （象鼻文） 形容詞文
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詞と辞・指示表出と自己表出
（時枝誠記・吉本隆明）

「犬が走っている。」

を、単に事象を発話・述定している現象文とみなさないで

犬が走っている 零記号

とみる。「犬が走っている。」 は、単なる事象の現象文ではなく、そ

こには少なくとも肯定判断があるとする。あるいは、選択判断もあ

るとするのだ。つまり、零記号が風呂敷のように、発話を包んでい

るとみなすのである。助動詞のときは、

犬は動物 だ

のように、言語化された肯定判断の助動詞が発話を包む。「犬」

や「動物」にも零記号があるとする見方ももちろんなりたつ。
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和文の陳述類型化

陳述内容 名詞文 形容詞文 動詞文

Ⅰ 同定（措定・指定も含む） ◎ △

類種（外延） ○ △

Ⅱ 属性

性質（内包） ○ ◎ ○

Ⅲ 状態 △ ○ ○

（現象文）

Ⅳ 動作・作用 △ ◎
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名詞文の例文

同定(措定・指定） 「花は桜だ。」

「ジキル氏はハイド氏だ。」

類種（外延） 「桜は薔薇科だ。」

属性 「桜は山桜だ。」 （佐野藤右衛門）

性質（内包） 「染井吉野は雑木だ。」

「君は植物学者だね。」 （反論があれば）

状態 「柳は緑、花は紅」

「敗戦の時は小学生だった。」

動作・作用 「禁煙ファシズムとは絶交だ。」

「中英語でやっと、主語の出来（しゅったい）だよ。」18



「コト」 の5類型
（三上章『構文の研究』）

甲型 乙型

カナメの品詞 主な補足語 主な補足語

一の型 動詞 A ガ （スル） 動作 A ニ B ガ （スル）

動作・作用

二の型 形容詞 A ガ （アル） A ニ B ガ （アル）

副詞＋準詞 状態・属性 存在・所有・偶発・可能

必要・知覚・ 感情

三の型 名詞＋準詞 A ガ （ダ） 事物
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文型（必須補語） 動詞 副次補語 動詞例 項数

1 人／ものガ 単純自動詞 （時ニ） 起きる・始まる 1

2 人ガ 所ヘ／ニ 移動自動詞 （所カラマデ） 行く・来る 2

3 人ガ ものヲ 基本的他動詞 食べる・する 2

4 所ニ ものガ 存在文 ある・いる 2

5 人ガ 所ヲ 通過・出発時動詞 （所カラ、所ニ） 通る・出る 2

6 人ガ 所ニ 移動自動詞 （所カラ） 入る・座る 2

7 人ガ ものニ 対象自動詞 勝つ・答える 2

8 ものガ ものニ 変化自動詞 （ものカラ） なる・変わる 2

9 人ガ 人ニ ものヲ 相手・対象自動詞 教える・見せる 3

10  人ガ 人ニ／カラ ものヲ 9の反対方向 貰う・借りる 3

11  人ガ 人カラ ものヲ 9の反対方向、「ニ」 は不可 買う・盗む 3

12  人ガ 所ニ ものヲ 移動他動詞 （所カラ） 置く・入れる 3

13  人ガ 所カラ ものヲ 12の反対方向 （所ニ） 取る・出す 3

14  人ガ ものヲ ものニ 7に対応する他動詞 する・変える 3

15  人ガ 人ト 相互関係の動詞 結婚する・ぶつかる 2

16  人ガ ものヲ ものト 15対応他動詞 並べる・間違える 3

17  人ガ 人ト／ニ （ものヲ） 相互関係・方向性動詞 話す・会う・混ぜる 2

18  人ガ ものヲ ものト 言語・精神活動動詞 呼ぶ・決める 3

19  人ハ 人・ものガ 能力・所有動詞 （「ハ・ガ文」） わかる・ある 2

基本動詞文型表（庭三郎）
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メンタル・スペース（１）

＜発話陳述文脈・状況領域＞

＜認知・言語交差領域＞

＜言語領域＞

「ハ」の領域

(1) 主題化・副題化

(2) 係り係られ(呼応）

(3) 上位格助詞兼務

「コト」の領域(文類型)

連用格助詞の域 連体「ノ」の域

「ガ」 「ニ」 「ヲ」 「デ」
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メンタル・スペース（２）

＜認知・言語交差領域＞

基底域・視点域・焦点域・総称域・融合域

探索・想起・連想・写像・ 仮措定・決め措定・提題化・連文化

＜言語領域＞

「ハ」の領域

(1) 主題化・副題化

(2) 係り係られ（呼応）

(3) 上位格助詞兼務

「コト」の領域(文類型)

連用格助詞の域 連体「ノ」の域

「ガ」 「ニ」 「ヲ」 「デ」
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「ハ、ガ」 文

『象ハ鼻ガ長い。』 （三上章）

「ハ、ガ」 文は、和文の特異性を象徴する基本文型である。

メンタル・スペースの中で、「ハ」 の働きは、次で特徴づけら

れる。

(1) 心的走査による領域と写像の探索・連想・想起

(2) 領域と写像の絞り込みと措定

(3) 係りと係り先（呼応）の調整・措定

(4) 格助詞(ガノニヲ）の兼務
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古典的カテゴリー論

古典的カテゴリー論の前提

→ 集合論を援用し、次を仮定する

(1) メンバーには共通する性質がある。

(2) カテゴリーには境界がある。

(3) 客観的に定義できる。

(4) メンバーは同じ資格でカテゴリーに属する。

古典的カテゴリー論が成り立たない例
(1) ゲームの1人占い（ヴィットゲンシュタイン）

→ 全体的類似性で網状に繋がった家族的類似性

(2) 桜

→ 染井吉野（二親は大島桜と江戸彼岸）

(3) 玩具の銃・造花・偽札

(4) 山桜・染井吉野（中心性と周縁性）

（注）発話状況：「男は男よ。」「女は女だ。」 24



概念とプロトタイプ

人が概念 （カテゴリー） を生成するときの、大本になる基本カテゴリー
をプロトタイプという。プロトタイプは、ふつう身の丈レベルである。

上位レベル 動物 家具
中位レベル 犬 椅子
下位レベル 秋田犬 籐椅子

の例では、「犬」 や 「椅子」 がプロトタイプ （基本カテゴリー） である。

プロトタイプは、

① カテゴリーに 「属する・属さない」 の判断が速い。
② 典型例として想起されやすい。
③ 習得が早い。
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3つの認識軸
（A） 具体・抽象の軸 （記号的操作：概念と概念の関係 kind-of）

（B） 個別・特殊・一般の軸 （知覚的認知操作：記号と対象の関係化 part-of）

（C） 役割・値の軸 （目的・関係的操作：記号・対象の抽象的関係化 y = f(x)）

(C)は、状態や役割－値をとる認知方式である。「野良犬」 「狂犬」 「駄犬」 「番犬」 「盲導

犬」 「子犬」 「親犬」 などが、これでカテゴリー化できる。

＜抽象化＞

類化

（まとめる・括る）

動物

＜一般化＞ ･･･ 猫 ･･･ 犬 ･･･ 虎 ・・・ ＜個別化＞

秋田犬 シェパード マルチーズ ･･･

種化

（ばらす・解（ほど） く）

＜具象化＞ 26



ＸＹＺ構文：“X is the Y of Z.”
基本的写像の文例：

「ポールはサリーの父だ。」

複雑化する写像の文例：

「ゼウスはアテナの父だ。」

（アテナは、父の頭から鎧をまとって生まれたとされる。）

「ヨセフはイエスの父だ。」

（イエスは、大工とマリアの子。処女懐胎による神の子という含意がある。）

「教皇はカトリックの父だ。」

「教皇はカトリック教会の父だ。」

「ワシントンは国の父だ。」

「ニュートンは物理学の父だ。」

「不安は残虐の父だ。」 （エズラ・パウンド）

「子供は人の父だ。」 （ワーズワース） 27



「ポールはサリーの父だ。」
男 ＜総称スペース＞

女

＜入力スペース＞ ＜入力スペース＞

Ｉ1 Ｉ2

父 ポール

子 サリー

父 ポール

＜融合スペース＞

娘 サリー

28



「エリザベスはポールの娘の父だ。」

＜入力スペース＞

上司 （“b”）

●

部下 （“w”）

●

＜融合スペース＞

上司′（“b′”）

● 開コネクタ

部下′（“ｗ′”）

● 開コネクタ

29



複合スコープ：複素数
総称スペース

（可換環）

入力スペース 入力スペース

（2次元空間の点 （正数、負数、

ベクトル変換） 加法、乗法）

融合

（複素数、虚数部、実数部、引数、大きさ、加法、乗法） 30



代数的記号論
ヨセフ・ゴギャンは、メンタル・スペースの融合理論とカテゴ
リーセオリー（圏論）との関係づけとその拡張を試みている。

記号論：記号を系（システム）と見なす。

文脈： 記号は文脈現象であり、意思疎通を目的にする。

関手： オブジェクトと構造を保存する関手は、表現をなす。

オブジェクトと関手は構造と共に、カテゴリーをなす。

融合・共極限：オブジェクトのカテゴリー化が融合である。

代数仕様：抽象データ型理論向きの等式論理に基づく意味論に

よって、記号系と射・関手は正確に記述できる。

応用分野は次である。

詩の創作系

文法解析（最適化原則 → 非最適化原則）

文体解析

映画音楽・ビデオ・ゲーム・建築・雑誌デザイン･･･
31



メタファー（隠喩：類似関係） 「卵の黄身－月見うどん」

メトニミ（換喩：隣接関係） 「作者－著作」 （時間的）

「患者－病気」 「女の子－赤ずきん」 （空間的） 「油揚げ－狐うどん」

シネクドキ（提喩：類種関係） 「親子丼」 （類種） 「白いもの－雪」 （典型）

メタファーについては、80年代の 「何でもメタファーで理解できる」 解釈から、多少の洗練化を経てき

た。1次的（primary）メタファーと複合的（complex）メタファーの区別ができた。

(1)身体経験と相関（経験の共起）にもとづくメタファー

「わかるとは、見ることだ。」( “ Understanding is seeing. ” ) 

このプライマリメタファーは、日常生活で自然に無意識に習得されるメタファーであり、身体性と心的

判断が相関・融合されている。

(2)概念の類似性にもとづくメタファー

「アキレスは、獅子だ。」( “Achilles is a lion.” )

この複合メタファーは、概念間に生じる類似性に基づくメタファーである。カテゴリーとして、類種関係

（“Generic  is specific. ” ） に基づいている。

(3)概念としての目標や役割の類似性にもとづくメタファー

「転職は、賭だ。」 （ “A career change is a high-stake gamble.”）

カテゴリーとして、関数関係になっている。(2) と(3) は、始領域から終領域に至る写像が(1)と異

なることが分析されている。

語用論的写像関数

32



命題論理（お浚い）

真か偽のどちらか一方の値をとる言明を命題と呼び、 命題に
対する正しい推論形式のことを命題論理という。

命題を (連言：∧)、(選言：∨)、(否定：￢)などの論理記号
を組み合わせて、 論理式が作られる。 命題論理では、 公理系
と推論規則から定理式を導く構文論と、 個々の命題の真偽と
全体の論理式との真偽の関係を論ずる意味論がある。

言明が変数をもつ場合、 その言明を述語と呼び一般に命題と

は区別される。

33



1階述語論理（お浚い）
1階述語論理（first-order predicate logic）あるいは述語論理 (predicate logic) は、数理論理学

の形式体系のひとつであり、命題論理を拡張したものである。述語 (predicate) が変項化され

ないものを1階述語論理と呼び、述語を変項化したものを2階述語論理（さらに一般化して高階

述語論理）と呼ぶ。

命題論理にない1階述語論理の特徴は、量化 (quantification) である。φ を任意の論理式とした

とき、∀xφ と ∃xφ が新たに導入される。前者は「すべての x について φ である。」とい

う意味であり、後者は「ある x が存在し、φ である。」という意味である。意図を明確にする

ために φ を φ(x) と書き、φ(x) 中の x の自由な出現すべてを a で置換した結果を φ(a) で

示す。 ∀xφ(x)は 、φ(a) が任意の a について真であることを意味し、 ∃ xφ(x) は φ(a) 

が真となるようなa が少なくともひとつ存在することを意味する。

2階述語論理（とそれ以上の高階述語論理）では、述語記号に対して量化子を導入する。例え

ば、同一性 (equality) は2階述語論理において、x = y ≡def ∀P(P(x) ↔ P(y)) と定義できる
。

述語に対する量化は1階述語論理では許されない。

1階述語論理は、数学のほぼ全領域を形式化するのに十分な表現力を持っている。1階述語論理

は、有限あるいは再帰的に枚挙可能な公理集合および、そこから導出可能な式からなる。通常

使われている集合論の公理系ZFCは1階理論の例であり、古典数学の全体はZFCで形式 化できる

と一般にみなされている。

34



論理の限界
いまでは、論理にはおしなべて限界があることも、よく知られるようになった。

(1) 論理は、はなから限界がある。

公理系だけからは、公理系の真偽は決定できない。(ゲーデルの不完全性定理)

(2) 論理は、世界を覆えない。

いつでもどこでも、世界の一部にしか言及できない。「なぜなぜ問答」はど

こまでやればいいのかの基準は難しい。

(3)  論理は、出発点に縛られる。

「国際化だから小学生から英語を。」

意味不詳である。既得権益隠蔽や時流への阿り（隠れた前提・仮定）が、諸

悪の根源にしかすぎない。

(4) 長い論理は危ない。短い論理でも危ない。

「風が吹けば、桶屋が儲かる。」「いじめ対策は、皆で仲良く。」

例えば、「演繹推論」には、２つの隠された前提がある。

① 結論にいたる前提が真である。

② 前提から結論にいたる推論形式が妥当である。

しかし、世の中には、真っ白、真っ黒はほとんどない。灰色がふつうだ。仕様書は

演繹推論だけでは書けないことがほとんどだ。また、「ＡはＢだ。」と言った途端

に勝負がついてしまう。結論は、真か偽のどちらかしかない羽目に陥る。 35



ロナルド・ラネカーの格
始領域 終領域

AG  EXPER 能動的参与者

主格：ガ 与格：ニ／ヘ

INSTR             TH 受動的参与者

具格：デ 対格：ヲ

AG(Agent)：動作主、EXPER(Experiencer)：経験主、INSTR(Instrumental)：道具

TH(Theme)：主題、PAT：被動作主

実線の○：参与者、実線矢印：エネルギー伝達、点線矢印：心的走査

主格：始領域の能動的参与者（プロトタイプはAG）

具格：始領域の受動的参与者（プロトタイプは INSTR）

位格・与格：終領域の能動的参与者（プロトタイプはEXPER）

対格：終領域の受動的参与者（プロトタイプはPAT）

ここの位格は、三上文法でいう「奪格」である。和文の「位格」が見あたらない。また、

『日本語の構文』で見限られた能動（受身可能）所動（受身不能）のような概念を、軸とし

て用いているのは、英文法の刷込みであろう。 36



述語内容 ガ ニ ヲ デ

題目（「ハ、ガ」文） 部分主格 ○ ○ ○

同定（措定・指定・端折り） 判断主格

存在 存在場所

所有 所有対象

属性（類種） 対象 対象

属性（性質：品定め文） 対象 対象 知覚・感情

「ニ、ガ」文 知覚・感情・可能・難易 知覚・感情・可能・難易

偶発・要不要・適不適 偶発・要不要・適不適

状態・状況（物語り文） 対象 対象

場所 静止場所（点） 被動作場所 動作場所（範囲）

基準・限度（様態）

道具・手段・原因

動作・作用（物語り文）

所動（受身にできない） 所動主格 所動対象 所動対象

能動 能動主格 能動対象 能動対象 動作対象

使役 使役主格 使役対象 使役対象

和文の表現意図と格助詞
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述語内容 「ガ」 文例

題目（「ハ、ガ」文） 部分主格 象ハ、鼻ガ長い。 牡蠣ハ、広島ガ本場だ。

同定（措定・指定・端折り） 判断主格 私ガ幹事です。私ガ菅直人です。

存在 面白い話ガある。冴えた考えガある。

所有 わずかながら所得ガある。孫ガいる。

属性（類種） 対象 （鯨ガケモノだ。）

属性（性質：品定め文） 対象 鯨ガ旨い。

「ニ、ガ」文 知覚・感情・可能 私ニ考えガある。字ガ読める。

難易・偶発・要不要 筆ガ要る。

適不適

状態・状況（物語り文） 対象 雨ガ降る。歯ガ痛い。歯ガ痛む。歯ガ生える。歯ガ抜ける。

場所 静止場所（点）

動作・作用（物語り文）

所動（受身にできない） 所動主格 ガある。ガ要る。ガ見える。ガ聞こえる。ガ似合う。

窓ガ開く。目ガ覚める。感じガする。

能動 能動主格 ガ…する。…ガいる。…ガ来る。

使役 使役主格 私ガ彼に仲人をさせる。

「ガ」の文例
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述語内容 ニ 文例

題目（「ハ、ニ」文） 焦点化 要（かなめ）ハ、格助詞ニある。

同定（措定・指定・端折り）

存在場所 イワナは渓流ニ住む。

所有対象 柳の下ニ泥鰌がいる。

属性（類種） 対象 私ニ異議ガある。

属性（性質：品定め文） 対象 親ニ子供ガ似る。

「ニ、ガ」文 知覚・感情・可能・難易 彼女ニそれガいとわしい。彼ニ英語ガ話せる。

偶発・要不要・適不適 私ニ忍耐力ガ要る。 割れ鍋ニ綴じ蓋ガ相応しい。

状態・状況（物語り文） 対象 手ニ触れる。

場所 静止場所（点） 都会ニ住む。

動作・作用（物語り文）

所動（受身にでない） 所動対象 ご馳走ニなる。世話ニなる。苦痛ニ耐える。

能動 能動対象 都電ニ乗る。

使役 役対象 子供ニ行かせる。

「ニ」 の文例
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述語内容 ヲ 文例

題目（「ハ、ヲ」文） 焦点化 要ハ、格助詞ヲ活用する。

同定（措定・指定・端折り）

属性（類種）

属性（性質：品定め文）

「ニ、ガ（ヲ）」文 要不要 30分ヲ要する。秘書ニ有能な人ヲ（ガ）欲しい。

状態・状況（物語り文）

場所 被動作場所 空ヲ飛ぶ。家ヲ出る。

動作・作用（物語り文）

所動（受身にできない） 所動対象 日本語ヲ教わる。命ヲ（ガ）助かる。

能動 能動対象 日本語ヲ教える。命ヲ助ける。

使役 使役対象 人ヲ笑わす。

「スル」動詞 プログラム ヲ インストールする。

携帯ヲ（ハ）購入しない。

「ヲ」 の文例
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述語内容 デ 文例

題目（「ハ、デ」文） 焦点化 格助詞ハ、論理デ訓練する。

同定（措定・指定・端折り）

属性（類種）

属性（性質：品定め文）

「ニ、ガ」文

状態・状況（物語り

場所 動作場所（範囲） 2階デ寝ています。

3時デ締め切ります。

基準・限度（様態） 日本デ一番大きい。

スーツ姿デやってきた。

道具・手段・原因 折紙デ鶴を折る。

事故デ怪我をした。

動作・作用（物語り文）

所動（受身にできない） 所動対象 1人デ暮らす。

能動 動作対象 その件ハ、警察デ調べている。

使役

「デ」の文例
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学校文法の欠点

学校文法の欠点の1つは、自動詞・他動詞の誤った定義にある。

（金谷武洋『日本語に主語はいらない』）

学校文法では、英文法を密輸入して、他動詞を「ヲ」を必要と

する動詞、自動詞をその他の動詞全部のように位置づける。

次をどう説明するか？

「子供ヲ二人授かった。」 （自：「授かる」／他：「授ける」）

「英語ヲベテｲに教わった。」 （自：「教わる」／他：「教える」）

「車が角ヲ回った。」 （自：「回る」／他：「回す」）

「太郎は会社ヲ変わった。」 （自：「変わる」／他：「変える」）

42



自動詞と他動詞
日本語では、自動詞と他動詞は形が違う。同じ語幹を共有し、

形の上で対立するペアが自動詞／他動詞である。

自動詞は人の力の及ばない自然な勢いを現し、他動詞は意図的

な行為を表す。

語幹が子音ひとつでない場合、対立する自／他動詞のペアのう

ち、-ARU で終わるものがあれば、それが自動詞である。-SU 

で終わるものがあれば他動詞である。これはそれぞれ動詞「ア

ル」と「スル」が付加したものである。

回る／回す、通る／通す、渡る／わたす、なる／する

-ARU も –SURU も両方とも付かない動詞がペアとなるときは、

I/E の対立で説明する。

立つ／立てる、育つ／育てる、焼く／焼ける、割る／割れる43



中動相の解釈

この自動詞／他動詞の区別はさらに、「受身」（と「自発」／

「可能」／「尊敬」）と「使役」までを体系的・統一的に説明で

きるようになる。

「アル」の勢い ← →「スル」の勢い

(R)ARE- ARI SI (S)ASE

(1)受身 (2)自動詞 (3)他動詞 (4)使役

（＋自発／可能／尊敬）
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文末決定性の工夫
(1)  述語を前に繰り上げる。「私は思う、･･････と。」「孟子曰く。」

(2) 語句、例えば名詞句などを前に繰り上げる。「願わくは、」「私が考え

るのに、･･･」「私が考えると、･･･」「私の考えでは、･･･」「白い鳥

デ嘴と足が赤くて鴫ぐらいの大きさなノが、水の上に･･･」

(3) 前触れの副詞を使う。「私は、幸イニ、きょう･･･」「私は、アイニク

きょう･･･」「決シテ」「少シモ」「サゾ」「多分」「願ワクハ」「惜

シムラクハ、」「曰ク、」「知ラズ」「紅屋デ娘ノイウコトニャ、」

(4) 倒置法を使う。「ドウシタノ。目ノ上ノトコロハ。」「･･･ケレド。」

「･･･ナノニ。」「･･･ダカラ。」「･･･ナラバ。」（文末）

(5) 疑問形を挿入する。「･･･のはなぜだろうか？」「ハタシテ、そうだろ

うか？」

(6) 否定形を挿入する。「･･･というほかはない。」「･･･としか考えられな

い。」「おもしろくもおかしくもない。」「なにほどのこともない。」

(7) 体言止めを使う。 → ただし、下品になるのはいけない。

(8) 補足を追加する。「もっとも、･･･」「ただし、･･･」

(9) 句読法を使う。「窓ヲ閉メナサイ；窓ヲ･･･」（途切れ）「イヤ ヨ；ソン

ナコト．」（倒置）「咲いた、咲イタ、桜ガ咲イタ。」（引伸ばし）
45



無主格文：主格消去（省略）
(1) 時の副詞句は「デアル」を接尾して一文の体裁を与えることができる。

「ある日の暮方のことである。」（羅生門）

「天保二年九月のある午前である。」（戯作三昧）

(2) 時間、寒暖、距離を表すときに、しばしば主格を欠く。

「春です。うららかな天気です。」「暑い。うだるようだ。」「駅まで歩いて十五分かかる。」

(3) 所動詞「（ニ）ナル」にも主格を欠く用法がある。言表わされない主格は、時ガ、

気温ガ、状態ガ、事態ガである。

「暖かくなりましたね。」「十一時になった。」「いい天気になった。」

「すぐにご飯になった。」「課外指導には、手当がつくことになった。」

「手当が」は名詞句中の主格で、直接「なった」に係っていない、という解釈だ。

(4) 格助詞「カラ」「デ」「ニ」が主格の代用を勤めることがある。

「そのことは、私から伝えておきます。」「先方では、脅威を感じたらしい。」

「警察で事故の原因を調べている。」「殿下には、式後直ちにご帰京になった。」

(5) この３例は市川孝氏のものである。

「わたしとしては、賛成できない。」「この子に限って、うそはつきません。」

「佐藤さんにしたところで、これいいとは考えまい。」

(6) 端折りや陰題で「ガ」が文面から消えている場合も数に入れておく必要がある。

「あっ、雨が降ってきた。」「あっ、雨だ。」

(7) 副詞ソウ、コウ、ドウをめぐる問がある。

「鯨はケモノかい。」「そうです。」

この「そう」はコト全体を受けている。つまり「鯨が」を吸収している。無主格で自足的な文である。

(8) 主格を不問にする言い方がある。対格型の文がそうだし、細則（その4）にもそれがあった。

「三の鳥居をくぐって、なお五十メートル進むと、やっと拝殿に達します。」 46



公教育：和語
公教育では、英米語を小学校から教える前に、例えば、次のような大和言葉を
習得させるのが先決だ。もちろん、明治以降の和文の恩人、漱石、鴎外、四迷
などは必読書である。

和歌
「にひばり筑波を過ぎて 幾夜か宿つる

日々並べて 夜には九夜日には十日を」 （日本武尊 火焼き老人）

「いはばしる たるみの上の さわらびの
もえ出づる春に なりにけるかも」 （志貴皇子）

「久方の 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらん」（紀貫之）

「見わたせば 柳桜をこきまぜて 都ぞ春の 錦なりける」 （素性法師）

俳句・川柳
「古池や かはづ飛び込む 水の音」 （芭蕉）

「菜の花や 月は東に 日は西に」 （蕪村）

「くろがねの 秋の風鈴 鳴りにけり」 （蛇笏）
「分け入っても 分け入っても 青い山」 （山頭火）

「古里へ 廻る六部の 気の弱り」 （川柳）
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公教育：和文脈
小学唱歌

「われは海の子 白波の

騒ぐ磯辺の松原に

煙たなびく苫屋こそ

わがなつかしきすみ家なれ」 (宮原晃一郎『尋常小学読本唱歌』) 

詩歌

「時は春

日は明日

明日は七時

片岡に露みちて

揚雲雀なのりいで

蝸牛枝に這ひ

神、空に知ろしめす

すべて世は事もなし」（ロバアト・ブラウニング 上田敏訳『海潮音』 ）
48



公教育：和文法
日本文法は、次の4文の相違が説明できなければならない。

（三上章『文法小論集』）

主題の数

(1)「太郎ガ上着ヲ脱いで、ハンガーにかけた。」 1

(2)「太郎ハ上着ヲ脱いで、ハンガーにかけた。」 1

(3)「太郎ガ上着ヲ脱ぐと、ハンガーにかけた。」 2(?)

(4)「太郎ハ上着ヲ脱ぐと、ハンガーにかけた。」 2

係り（呼応）の範囲： (1)(2) → 主題は1回でてくる。

(3)(4) → 主題は2回でてくる。

対格・位格も制限付きだが、同断。

係りの表現法： 文節型（橋本進吉） ＜ 入れ子型（時枝誠記）

「ハ、ガ」文： 題述・主格（≠主語）の体得、主格の消去

述語論理尊重： 主述関係から「ガノニヲ訓練」へ

活用形の簡素化： 未然形の廃止 ･･･ 49



英語は客観的で日本語は主観的か？
“Where am I ?” 「ここハどこだ？」

この例文を根拠にして、英文は事態をソトから視る

が、和文は事態をナカから視るとして、

英語は客観的 日本語は主観的

とする民俗説がある。

英語は主語を持ち出し、日本語は題目を持ち出し

ているに過ぎない。強いて区別したいなら、

英語は自己中心的 日本語は事態中心的

（仕手を高望み） （舞台で控えめ）

という方が、正確だし、より客観的であろう。 50



英語は論理的で日本語は非論理的か？

同じく、英語は 「論理的」 で、日本語は 「非論理的」 だと

見なす民俗説もある。

英語は、主辞・繋辞・賓辞からなる基本命題文を用いる三

段論法には向いているが、述語論理向きではない。

（コピュラ -be- による命題論理）

日本語は、任意有限個の個体間に成り立つ関係を述べる

命題を表すから、述語論理にはめっぽう強い。

言語としては、日本語の方がより論理的な潜在力を持ち、

印欧語を凌いでいるのが事実なのだ。（論理学者吉田夏彦）

日本人が、どう和文を表出し、どう追体験するかは、和文文

法とは次元の違う問題だ。（酒仙千野栄一、飲んだくれ筆者） 51



和文脈指南

和文脈論から言えば、（少しひけらかし気味だが・・・）

（0） 暗黙知は開いているか？言語知は確かか？語彙の好き嫌いはまともか？

（１） 詞と辞が、言語の大本にあることを意識する。「サマ・コト」 でいくか、「コト」 でいくか？

（２） 裏返しになるが、真偽に敏感になる。つまり、事実と判断をどう按分するか？

（３） 和文のまともな文型を用いる。文意がとおる省略は構わない。翻訳調にするかしないか？

（４） 「ハ」 で、まともな提題化・副題化をする。係り先をしっかり決めているか？

（５） 「ガノニヲ」 と下位格助詞を使い分け、1階・2階の述語論理の項を把握しているか？

次の指南も文法からできそうだ。

（６） 「文末決定性」 に工夫を凝らす。ただし、凝りすぎない。

（７） まともな「省略」 を心がける。欧文脈が和文脈もどきになる。

（８） 和語・漢語の按分とまともな漢語の活用を工夫する。ルビそしてイメージや図を活用する。

一般論ならば、谷崎以降の文章読本がごまんとある。

（9） 初心者は短文主義でいけ。（三上章）

（10） 名設計書・名プログラムを読むように、名和文を読め。（筆者）

（11） 起承転結なり、序論・本論・結論なりをしっかり書き込め。（通念）

（12） 書き物は、冒頭の2～3行や段落が勝負だ。2，3日寝かせて推敲する。（文体論）

・・・ ・・・ （その他） 52
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