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和文とはなにか？
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わかみず会
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∴ 言表の構図 適用・敷衍 和文の述語性 ∵   述語性例示

Ⅰ 詞と辞 詞と辞の再定義 ある・いる・する

の・もの・こと

ではある・ではない

象は、鼻が長い

Ⅱ 場 発言の場 現場の発話

3つの場 話題の場 噂話・俳句

課題の場 プログラム

共感の場 働きかけ です・ます

交感の場 確信度 である・だ

翻訳例

三文小説 Ⅲ 共有言語水準 時枝文法

言語論一般 佐久間文法

国文法諸家 三上文法

フーコー言表論 吉本言語論

スペルベル関連性理論

トマセロ言語習得論 Ⅳ 言語文脈（文法） 係り結び 「ハ」

述語化（和文） 格助詞 「ガノニヲ」

述語一本やり 文末述語

命題化（欧文） 主辞・繋辞・賓辞

（注）下線部は仮説や新説 青いフォントは例文 赤いフォントは話線・接続関係

目次もどき：話線（段落の勢い）分析（１）
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∴ 和文基本5文型 ∴ 構文分析 ∵ 段落陳述度分析 ∴ 結論

観念奔逸文 ○

吉本言語論 思考分裂文 △

迂遠思考文 △

概念乱れ文 △

メタメッセージ

文脈・暗意説明

「目次もどき」

「関連性分析」

一語文

トマセロ 軸語文

三木成夫 島構文 病的構文例分析

抽象的構文 メタメッセージ

文脈・暗意説明

「ハ」 呼応 接続詞拡張

三上 章 「コト」格助詞

三上基本 5文型 三上陳述度 陳述度再定義 段落陳述度

（注）下線部は仮説や新説 青いフォントは例文 赤いフォントは話線・接続関係

目次もどき：話線（段落の勢い）分析（２）
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欧米人に俳句がわかるか？

古池や 蛙飛びこむ 水の音

（芭蕉）

Old pond - frogs jump in - sound of water.

（小泉八雲 ラフカデｲオ・ハーン）

The ancient pond –

A frog jumps in,

The sound of water.

（ドナルド・キーン）

→ 複数の蛙 （ハーン） から単数の蛙（キーン ） まで、

半世紀以上の歳月を要した。行分け、余白にも工夫が

凝らされている。
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欧米人に小説が翻訳できるか？
『雪国』川端康成

国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜
の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。

向側の座席から娘が立って来て、島村の前のガラ

ス窓を落とした。雪の冷気が流れこんだ。娘は窓

いっぱいに乗り出して遠くへ叫ぶように、

「駅長さあん、駅長さあん。」

→ 後知恵の解釈をすると、ここには臨場感がある。主人
公や登場人物は場と交感している。雪国も場の一部に
なっている。場を包む夜には、あたかも意志があるか
のようである。主述文では曖昧とされる臨場感や雪国
や夜は、場の意志を表出する、演繹論理とは異なる述
語文による交感の論理言表であるかのようだ。
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『雪国』の英訳
－エドワード・サイデンステッカーの英訳－

The train came out of the long tunnel into 
snow country. The earth lay white under the 
night sky. The train pulled up at a signal stop.

A girl who had been sitting on the other side 
of the car came over and opened the window in 
front of Shimanura. The snowy cold poured in. 
Leaning far out the window,the girl called to 
the station master as though he were a great 
distance away.
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読み手として：日本人と欧米人の差

『雪国』の冒頭を素描させると、はっきり差が出る。

日本人：２コマ漫画 － 低み（地、場）の視点

(1) 黒い車窓風景

(2) 白い車窓風景

欧米人：１コマ漫画 － 高み（天、神）の視点

(1) トンネルから汽車が煙を上げて出てきた

俯瞰図

→ 同じ小説の追体験とは、とうてい思えない。直訳調のル

パンやホームズについては事情は違うかもしれない。こ

なれた翻案『ああ無常』（ヴィクトル・ユーゴー、黒岩涙香訳）

を小学生が追体験するときも違うかもしれない。
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なぜ、翻訳がこんなに難しいのか？言葉の理解・了解の構図がとてつも

なく複雑だからだという他はない。

まず、話し手・書き手と聞き手・読み手がいる。話し手・書き手には、

意図：命令・依頼・陳謝・発問・決意・感嘆・効果（仄めかしなど）

のような狙いがあり、これが言語入力としてはたらく。聞き手・読み手も

それに合い応じる。話し手と聞き手による談話の場合は、身振りや発話旋

律もある。

さらに話し手・書き手のもって生まれた

前提：生国・齢・性・気質・性格・生業・刷込み（信条）…

のような前提条件がある。これらの情報が話し手・聞き手の背景となる通

時的な共有認知言語知識（心的表象）に散在する。そこから、視点や立ち

位置がもたらされる。さらに、発話状況がある。

その上で始めて言葉のやりとりが 言語文脈（文法的陳述）として双子のプ

ロセスで進捗する。この枠組みを図式化すると、次のような構図になろう。

（注）黒字の鍵括弧つき用語は、ミッシェル・フーコーの『知の考古学』

なぜ翻訳が悪戦苦闘するか？
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言表の構図：話し手・書き手
＜話し手・書き手＞ 視点 ＜聞き手・読み手＞

意図と前提 意図と前提

ナゼ？

＜発話・陳述状況領域＞

「主体」 ≑ 場所 ダレガ？ イツ？ ドコデ？

詞（認識・知覚） 発言の場 ドノヨウニ?

意図 場 話題の場

辞（意志・感情・身振り・旋律） 課題の場

共感・交感の場

言語入力

「関説性」（＝言表） ナニヲ？

＜共有認知・言語水準領域＞ ドウ 話シ書クノカ？

「言表領野」

共有認知・言語水準

＜言語文脈領域＞

「反覆可能な物質性」

述語（和文法）

命題（欧文法）

（注） カギ括弧内用語は、M.・フーコー
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言表の構図：和文とはなにか？
＜視点＞

何のための構図かはっきりしているか？（橋本文法批判？ラネカー批判？その亜流批判？）

どこまで「言表の構図」は、突っ込めているか？ 心許ない。

発話・陳述のプロセスがうまく図示できているか？「詞・辞」をうまく位置づけているか？

＜意志・前提＞

オープンな対話的な問題設定になっているか？言語学の素人のくせに。

＜発話陳述状況＞

「和文とはなにか？」を、「発言の場」で「課題（の場）」として取り上げている。

＜場（＝「主体」）＞

まともな問いにより、まともな答えを期待できるか？

発話者が雑だから、怪しい議論展開（弱い認識力と知覚力）が値踏みされている。

＜主題・副題＞

「和文とはなにか？」「段落の陳述度は成り立つか？」「関連性理論を拡張できるか？」

＜「言表領野」＞

橋本文法（第2英文法）→ 時枝文法 → 佐久間文法 → 三上文法 → 水谷文法

ジョージ・レイコフ ミシェル・フーコー マイケル・トマセロ ダン・スペルベル

＜文法＞

述語文：述語化 → 命題でなく、和文の述語記述で帰納的に設問をたてる。

＜論理＞

主述文：命題化 → この「言表の構図」そのものは、命題化ではなく帰納化である。
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言表の構図：聞き手・読み手
＜話し手・書き手＞ 視点 ＜聞き手・読み手＞

意図と前提 意図と前提

＜発話・陳述状況領域＞

「主体」 ≑       場所

詞（知覚・認識） 発言の場

意図 場 話題の場

辞（感情・情動・身振り・旋律） 課の場 ＜察し＞

共感・交感の場 「コンテクスト」

言語入力 ・

「関説性」（＝言表）

＜共有認知・言語領水準領域＞

「言表領野」 ＜ 値踏み＞

共有認知・言語水準 「認知効果」

＜言語文脈領域＞

「反覆可能な物質性」 ＜品定め・物語り＞

述語（和文法）

命題（欧文法）＜ 理解（誤 解・ 曲解）・了解（追体験）＞

（注）斜体フォントは関連性理論 「明示的意味」
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言表の構図：鯨はケモノだ。

和文の発話だと、次のような反応を伴うことが多い。聞き手・読み手は、

話し手・書き手の言表に寄り添っている。

本当なの？

鯨はデカイなあ！

大きなイカを喰っちゃうからな。 （幼児、小学校低学年）

なんでそんな詰まらないことを言うのか？

それがどうした？ （“ What next ? ”とは含意が異なる。）

もっとましな例文はないのか？

ほんとかね？ 事実かね？ あんたの意見かね？ （詞を問う常套句）

本気かね？ 本音かね？ （辞を問う常套句）

欧文（“ The whale is a mammal.”）だと、発話・陳述を類種の判断であ

るとみなし、（“ What  next ? ”）という反応が典型的になる。



欧文と和文：言表の差

分離： 主語・主体 主述文 命題化 概念（詞中心）

（主語＋述語） 演繹論理

→ 対象（モノ）は、自己の外にあり、分離して言表しようと

対象 する。概念により自己を対象化して、主語・主体を優先す

る。

非分離：身体性∈場 述語文 述語化 認識（詞）

（述語一本やり） 感情（辞中心）

帰納論理

→ 対象は、場所のなかにある。自己は場と不即不離であり、

必要なときしかそれを分離しない。まず、身体を通じて、

場の情報を感受することを優先する。



和文の構図：発話・陳述の解釈

＜前提・意図＞ ＜場・状況＞

表意 暗意 意図隠蔽 悪意意図 発言 話題 課題 安定的 突発的

零記号 文：発話・陳述 零記号

詞・辞 詞・辞 詞・辞

＜先行・後行テクスト＞ ＜言表水準＞



悪意ある意図： 復興構想会議発話
＜前提・意図＞ ＜場・状況＞

表意 暗意 意図隠蔽 悪意意図 発言・話題・課題 安定的 突発的

死んでも延命したい。 しめた！

居座ろう。 チャンスだ！

時間稼ぎをしよう。

献金問題を誤魔化そう。

消費税増税を火事泥的に企もう。

絵空事こそ会議の命だ。

会議立上げをぶち上げよう。

何かやっている振りをしよう。 マスメデｲア受けを狙おう。

言質を取られないようにしよう。 財務省と御用学者を入れよう。

もっともらしい空疎語を振り撒こう。 東北3県の知事も入れよう。

→ 「復興構想会議を立ち上げたい。」

零記号 文：発話・陳述 零記号

詞・辞 詞・辞 詞・辞
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和文の読み：戯画化

左脳 右脳

耳（聴覚） 音楽脳 時間認知

＜仮名・表音記号・ふきだし＞

言語脳
＜漢字・表意記号・絵＞

目（視覚） 空間認知

絵画脳

（注） 知覚系の図示である。もう一つ、感覚系・身体系もあるが、図示しにくい。



17

戯画：解釈
日本人は、音楽に強い音声言語脳（仮名向き）を左脳からやや

右脳の域にまたがってもっている。

日本人は、絵に強い絵画言語脳（漢字向き）を左脳からかなり

右脳の域にまたがってもっている。

私たちは、立川文庫でルビつきの漢字仮名混じり文を読んでも

ほとんど苦労しなかった。鳥獣戯画以来のマンガでいえば、仮

名はふきだしであり、漢字が絵だ。だからマンガを読み耽って

いるとき、表音の脳部位と表意の脳部位とを並行処理させてい

ることになる。

欧米人は、ほとんど左脳の域に偏った音声言語脳（アルファ

ベット）をもっている。失読症の場合、日本人は漢字がだめで

も仮名が読めたり、仮名がだめでも漢字が読めたりする。欧米

人は、全部だめになる。
17
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欧米人と日本人の脳科学的差異
（『日本人の脳に主語はいらない』 月本 洋）

＜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。

18
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和文の言表
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＜場＞ ＜詞・辞＞ ＜共通認知・言語水準＞
俳句や小説（例えば、藤沢周平）の追体験を試みる立場からは、次は逸せない。

（１） 話題の場

（どこまで、元禄や文化文政の江戸や庄内藩を了解して、場に臨んでいるのか？）

→ 主客より場： 発言の場・話題の場・課題の場・共感の場

→ 主述性： 主客・心身分離（モノから構成、場所・時間がない概念思考）

→ 述語性： 主客・心身非分離（関係から構成、場で動きがある。抽象しても、

捨象した関係を温存する思考）

→ 「認知意味論」は、主述性（命題論法）から辞を復元する試みとみなせる。

（２） 詞（概念・知覚）だけでなく、辞（意志・感情・情動）が同時に織りなす側面

（どこまで、「六部の気の弱り」を感得できているのか？）

→ 話し手・書き手の意志・感情・情動の了解は、交流分析などでできるだろうか？

聞き手・読み手の感情・情動を取り入れた値踏みや察しを、どう取り入れるか？

（３） 共有認知・言語水準

（やつがれは、どこまで和文に弱いのか？）

三文小説群の中の立ち位置（藤沢周平とはナンボのものか、見当がつくか？）

話し手・書き手と聞き手・読み手の言語習得水準のレベル・進化・退化

（４） 読み手の追体験は、以上を繰り入れなければなるまい。

（１） ＋ （２） ＋ （３）

その上で、プロセス（韻律→場面選択→転換・展開→喩）を扱う必要がある。
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和文の述語性
欧文の命題化は、主客・心身を分離する体系である。佐久間文法・三上文

法によれば、和文では命題化は課題の場の幹部（コトの言表）でなされる。

和文の述語化（述語性）は、心身・主客を分離しない述語一本やりの体系

である。

和文では、発言の場・話題の場・課題の場で、導入部（ハの言表）が幹部

（コトの言表）を包んで、係り係られる構文によって述語が言表する。

「象ハ、 鼻が長い。」

導入部（ハ） 幹部（コト）

コトには、「時・動き・行為・場所」が認められない。つまり、分離体系

では、分離されたモノと分離されたモノとの間の関係は、単なる項目と項

目の関係になっている。和文は、非分離の体系となっている。非分離体系

では、場所において物事が時とともに動いていく。行為が内在している。

さらに、和文の追体験に当たっては、語、語句、文、文章の詞（概念・知

覚）と辞（意志・感動・情動）の両面を読み取らなければならない。
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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＞

→ 物 もののあわれ

事 こと（状態・動作・事象）

-万葉集で300弱の出現頻度 -

言 ロゴス（束ねる：ギリシャ語） こと（言葉）

ダーバール（駆り立てる：ヘブライ語）

→ 和文ハ、「テニヲハ」ガ 和語・漢語・洋語を取り纏める。
22
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時枝文法：言表は、詞と辞からなる

23

「犬が走っている。」

という文で、「犬」 （名詞） や 「走る」 （動詞） は、認識による概念であ

る。これを 「詞」 という。

さらに、この文が事象を発話・陳述しているだけとはみなさないで

犬が走っている。 零記号

とみる。「犬が走っている。」 は、単なる認識だけではなく、そこには少

なくとも選択判断や肯定判断の語気があり、感覚・感情が込められて

いるとする。これを 「辞」 という。つまり、零記号の辞が風呂敷のよう

に、発話を包んでいるとみなすのである。判断文のときは、

犬は動物 だ。

のように、記号化された肯定判断の助動詞 「だ」 が辞として発話を包

む。（→ 名詞の 「犬」や 「猫」 に零記号があるとはみない。）
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時枝文法は、助詞、接続詞、ほとんどの助動詞と副詞を辞と称

し、その他の品詞を詞とした。そして、格助詞にまつわる句と

文末について、詞辞論を展開したのだった。

名詞「犬」 や 「猫」 という言葉によって、人はどういう記憶

表象をもつか？

モノとして、感覚的、感情的にその姿や鳴声を想起する。

コトとして、つまり概念として動物の一種だと判断する。

この両方がある。イメージや姿を想起するとき、零記号が働い

ているとみなそう。

「動物」 「関係」「国家」 「社会」 「法」 「平和」 「自

由」「民主」 などという名詞では、イメージや姿はふつうで

てこない。零記号はほとんど働いていないとみる。

「犬」 や 「猫」にも、辞がある
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話し手・書き手や聞き手・読み手が、「海」や「山」をどう

理解・了解するかは、発話・陳述状況や言語文脈状況また個

人の意志や前提によって異なるのがふつうである。

海：詞 大洋、外海、内海、汽水湖、領海、…

辞 瀬戸内海 温和な白砂青松の海

犬吠岬 逆巻く海岸

山：詞 山脈、山地、台地、丘、岡、里山、…

辞 日本アルプス 登山家が狙う険しい山々

三笠山 万葉・古今にあるなだらかな山

さらに、これらの名詞が文中にあるとき、その前後にも零記号

があるとみなす。余白や行間を繰り込みたいのである。

「海」 や 「山」にも、零記号がある
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詞 指示表出 と 辞 自己表出（吉本隆明）
感動詞

助詞

助動詞

副詞

形容詞

辞

自己表出： 意志・感情 動詞

代名詞

名詞

詞

指示表出：知覚・認識

詞と辞は、語、文、それらの間で、縦糸・横糸が織りなす織物のようになっている。

→ 詞と辞の按分は、語彙や文末のほかに、意志と場と共有言語水準で決まる。
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詞 と 辞：例文（１）

＜対象＞

＜認識＞ ＜感情＞

概念・知覚 意志・感覚・情動

詞（客体的） 辞（主体的） （時枝誠記）

指示表出 自己表出 （吉本隆明）

零記号（判断） 零記号（感情）

＜言表＞

零記号 ････････････ ･･ ･･･ ･ 「おーい」

「太郎君、･･････････････ ･･･ ･･･ おーい」

「火事･････････････････････ ･･･ ！」！：零記号代行

「火事・だ･･････････････ ･･・ ･･･ ･ よ！」

（認識）（判断） （呼び掛け）

→ 音韻（語調・韻律・声位）や身振りにも、指示表出や自己表出がある。
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詞 と 辞：例文（２）

＜対象＞

＜認識＞ ＜感情＞

概念・知覚 意志・感覚・情動

詞（客体的） 辞（主体的） （時枝誠記）

指示表出 自己表出 （吉本隆明）

零記号（判断） 零記号（感情）

＜言表＞

山に登る。 零記号の肯定判断

山に登るのは愉快だ。 「愉快」（辞）「だ」（辞）肯定判断

登山は愉快だ。 「登山」（概念・詞：実体的名詞化）

→ 認識が勝った語句や文にも、零記号を見て取るのがいい。
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詞 と 辞：例文（３）

＜対象＞

＜認識＞ ＜感情＞
概念・知覚 意志・感覚・情動

詞（客体的） 辞（主体的） （時枝誠記）
指示表出 自己表出 （吉本隆明）

零記号（判断） 零記号（感情）

＜言表＞

客がある。 家がある。 抽象的・静止的 存在表現

客がいる。 ？家がいる。 具体的・動的 措定表現

いいアサリがある。 新幹線が車庫にある。 抽象的・静止的 存在表現

あ、アサリがいる。 新幹線がホームにいる。 具体的・動的 措定表現

→ 「ある」「いる」は、対象の無情（無生物）・有情（生物）に拠るという解釈
は拙い。
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水谷文法：詞と辞
「言表の構図」で、＜発話陳述状況領域＞の「詞・辞」から＜言語文脈領域＞

への写像を取り上げた。 （水谷静夫 『日本語の曲り角』）

言語入力 → 語彙化 → 詞と辞に按分 → 数値化された品詞（辞書）

述態文（係り結び：概念分析）

喚態文（感応と応声：態度表明）

「辞」の種類は、次とする。

＜文法機能＞ ＜文法カテゴリー＞ ＜道具立て＞

Ⅰ 述態句間に働く 句結合子 2項演算

関係づけ 格表示・容態化・連体化 2項演算

並置 n 項演算

Ⅱ 単体句間に働く

態度表明 述態辞（零記号） 単項演算

係り結び（陳述拘束） 特殊操作
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水谷文法：『岩波国語辞典第7版』
その上で、品詞（見出し語）に数値化（16進3桁）された機能を与える。

機能化の目安が次である。

＜着目する性質＞ ＜目安＞ ＜その趣旨＞

格助詞 ガ、ヲ どちらか一方がつく

その他 「ガ」「ヲ」以外の格助詞

名詞特殊用法 s’ 「この際」

s” 「読んだ際」

連体修飾の手段 ナ

ノ

るが 連体形または連体助詞「ガ」

述素に立てる ダ 「らしい」「ε（零記号）」

連用修飾の手段 ニ

ト

係 係り結び

ε（零記号）
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水谷文法：辞書づくり
水谷文法の狙いは、辞書づくりにある。時枝誠記の弟子筋だから、文法か

ら詞と辞に対する目安を設けて、すべての語彙に当てはめようとする。

ところで、辞書だけでは次のような疑問に対して、十分には応えられない。

① なぜ、文法を知らなくても、母語を使えるのか？

② なぜ、同じ文法的に正しい語・句・文でも、言葉（発話・陳述）が

届いたり、届かなかったりするのか？

③ 言葉が届くあるいは追体験をまともにするにはどうすればいいのか？

④ 命題表現と述語表現で陳述や了解・追体験がどう違ってくるか？

三文小説を追体験する立場でいえば、ふつう辞書の語彙説明や文法は「言

表の構図」にある次を繰り込んではいない。

（１） 場：発話・陳述状況

（２） 詞と辞：認識と感情（意志・情動）

（３） 共有認知・言語水準：当該主題の言表の通時的・共時的水準

つまり、どんな場で、どんな思考と感情（意志・情動）が、どのような認

知・言語水準で発話・陳述されたかを、理解・了解しなければ、三文小説の

追体験には至らない。



33

水谷文法：厳密な意味
水谷文法のもう一つの狙いは、意味の厳密な解釈にある。これを一階の述

語論理（NBG）により、とことん追求する。詳細には立ち入れないが、

② なぜ、同じ文法的に正しい語・句・文でも、言葉が届いたり、届か

なかったりするのか？

について、引用されている句の解釈を見ておこう。（『意味記述体系』）

「太郎と花子が結婚する」

第一の読み：太郎を花子が夫にした

第ニの読み：太郎・花子の夫婦が成立した

第三の読み：太郎が誰かを妻にし、花子が誰かを夫にした

この違いを、三文小説を追体験する立場に拘って、真偽を求める論理によ

る厳密な解釈に頼らずに、むしろ実用的に粗っぽく

（１） 場：発話・陳述状況

（２） 詞と辞：認識と感情（意志・情動）

（３） 共有認知・言語水準：当該主題の言表の通時的・共時的水準

に基づく文・構文の解釈によって、理解・了解するのが本稿の立場である。
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述語性：場
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述語性：場
主客・心身を分離しない場

述語性とはなにか？ どんな（前）概念や（前）論理があるのか？

和文は、主語・述語と二分する命題型ではない。つまり、主客・心身と二

分して、言表をなす欧文とは異なる。

和文は述語一本やりである。そこでは、話し手・書き手は、場と不即不離

の非分離となっている。分離は、格助詞表現によるコトの世界でなされる。

（１） 発話・陳述状況への係わり方：

発言の場・話題の場・課題の場

（２） 聞き手・読み手への係わりかた：

共感の場「です」 第三者の場「である・だ」（「コト」）

（３） 場の展開：発話・陳述プロセス

韻律 → 場面選択 → 転換 → 喩（また係り結び）

（４） 場の語彙： 名詞・形容詞・動詞・助詞・感動詞･･･

（５） 場の構文： 一語文、軸語文、語彙依存島構文、抽象的構文･･･35
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佐久間文法：発言・話題・課題の場
いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どう言ったのか？

話し手・書き手と聞き手・読み手は、言語文脈の 表出・理解・

了解・追体験にあたって、3つの場を区別 しなければならない。
（佐久間 鼎）

発言の場 話題の場 課題の場

（現場の発話） （非現場の発話） （解決志向の発話）

→   同じ文章・段落・文・構文でも、場の違いによって、意味や解釈が異

なるのがふつうである。

→   例えば、プログラムは、課題の場の言表である。

→ 仕様書は、原則として、話題の場そして課題の場の言表である。

→   つまり、主として「コト」（係助詞「ハ」を除いた格助詞「ガ」

「ノ」「ニ」「ヲ」「デ」「ハ」（兼務）…）の世界に属する。
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発言・話題・課題の場：例文

「この金槌は重い。」 （普請現場）発言の場

「三上君は 近どうしてるか？」 （噂話） 話題の場

「三角形の内角の和はいくらか？」（授業） 課題の場

（佐久間 鼎）
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発言の場：例文

「塩を取ってくれ。」 （指さしながら）

「この金槌は重い。」 （木槌を取ってくれ）

「戸を閉めろ。」 （入ってきた人に）

→ 食卓現場・普請現場・来客現場の発話・陳述

である。

→ 身振りや構文旋律が加わることが多い。

（佐久間 鼎）
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話題の場：例文

昔々、おじいさんとおばあさんとがありました。 （童話）

菜の花や 月は東に 日は西に （俳句）

我輩は猫である。 （小説）

→ 発話・陳述された言表である。 （佐久間 鼎）

→ 文芸では、詞と辞が係り係られて展開される。



40

課題の場：対格型文
コトの世界

トマト・エッグの作り方 （料理文）

トマトはよく熟したものを横に7ミリ厚さの輪切りにし、一人二切れづ
つ準備します。一人前のグラタン皿にバターをぬり、トマトを二切れお
き、その中に玉子二個割っていれ、・・・

小学校3年生の課題 （操作文）

水を入れたビーカーを台バカリの上に乗せた。そしてこの水に木片を

浮かせた。このとき台バカリの目盛りはどうなるか？

クマのプーさん絵本の原画展 （報告文）

「くまのプーさん」 は作者ミルンが息子ロビンをモデルに書いた。英
国の田園を舞台に、ロビン少年とプーさんたちが愉快な事件を巻き
起こす。展覧会では、直筆原稿やオリジナル原画、スケッチなど・・・
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課題の場：プログラマの生業

客先打合せ 契約書・仕様書

開発打合せ 仕様書 …

プロジェクト会議 進捗計画書・品質計画書

仕様・設計 検討 設計書 …

プログラミング コード・注釈

テステｲング 製品機能・検査仕様書

研修 技能・知識

報告 報告書

技術発表 論文



場と発話・陳述：例文
＜発言の場＞ ＜話題の場＞ ＜課題の場＞

＜独白＞ ＜談話＞

＜詞＞ 三上は私です。 象は、鼻が長い。 対格型文

この金槌は重い。 吾輩は猫である。 操作文

客がある。 昔々、… 。 料理文

塩をとってくれ。 「である・だ」体 報告文

戸を閉めろ。 富士が見える。

暗い。 一番星、見つけた。 古里へ廻る六部の気の弱り

あ、アサリがいる。 古池や蛙飛び込む水の音

「です・ます」体

淋しい。

水が飲みた！

暑い！

２礼２拍１礼（零記号：場との交感、伊勢神宮）

２礼４拍１礼（零記号：場との交感、出雲大社）

＜辞＞



比喩そしてカテゴリ化

一般化（類で種を表す、全体で部分を表す）

特殊化（種で類を表す、部分で全体を表す）

＜直喩・隠喩（メタファー）＞
情緒的・感覚的意味

（場の共起性：特徴・関係・構造・慣用・共感覚）

少女 花

類似関係

モノ→カテゴリ写像

部分全体関係 類種関係

隣接・モノ変換 タイプ・クラス・カテゴリ変換

ポニーテール 梅・桜

＜換喩（メトニミ）＞ ＜提喩（シネクドキ）＞

シーン・スクリプト的意味（場の連続性） カテゴリ的・スキーマ的意味



隠喩

（１） ＜知覚的認知的隠喩＞

見るとは分かることだ。 経験的相関（場の共起性を分離して理解）

① 一方向性 ② 異概念間 ③ 有限

見る 知覚的サブシーン

融合 プライマリーシーン

分かる 認知的サブシーン

多いとは上のことだ。 経験的相関（場の共起性を分離して理解）

（２）＜概念融合隠喩＞

アキレスはライオンだ。 類似性： 一般概念の事例化

転職は賭だ。 類似性： 目標概念の特殊一般化

① 双方向性 ② 同一概念 ③ 無限



類種と部分全体

類種比喩：Σ 様式

花 桜 一般化

白いもの 雪 一般化

ごはん 食べ物 特殊化

ググる 検索する 特殊化

部分全体比喩：Π 様式

眼鏡 レンズ 一般化

青目 欧米人 特殊化

木 桜∨梅∨柿･･･ 類種 Σ 様式

木 枝∧葉∧根･･･ 部分全体 Π 様式
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佐久間文法：品定め文と物語り文
品定め文： 題目語「ハ」＋ 叙述語

ほぼ名詞文・形容詞文（代動詞 アル）にあたる。

あれハ富士だ（ね）。

富士ハ日本アルプスより高い（よ）。

富士ハ静岡・山梨の県境にある。

物語り文： 叙述語のみ

ほぼ動詞文（代動詞 スル）にあたる。

富士ガ見える（わ）。

富士ガ雲に隠れた（ぞ）。

題目語の省略：あの山ハなんだ？ に対して

富士だ！富士さ！富士だろう。（「ハ」の省略）

物語り文の圧縮：

富士！ 富士だ！（三尾 砂）
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佐久間文法：構文の基礎的枠組み
言語機能 発言事態 構文種別 「構文旋律 」 特性的語詞

表出 内面状態の映発 感動文 語調 感動詞

（一語文も） 速度など

訴え 対人的働きかけ

ⅰ)呼びかけ （喚体） 硬い声位 間投詞

ⅱ)命令 命令文 硬い声位 動詞命令形

ⅲ)頼み・勧め 願望文

ⅳ)発問 発問文 尻上り語調 間の助詞

α)肯定・否定 質問 “か”

β)未知項ｘ 疑問 疑問の語詞

演述 事象所見の伝達 平叙文

（いいたて文）

1)動作表現 物語り文 動詞

2)状況表現 品定め文

a)性状表現 規定 性状語など

b)判断措定 措定 措定
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佐久間文法：文の誘導部と幹部
＜誘導部＞ ＜幹部＞

呼びかけ・命令文 まあ！ うれしい！

ホタル！ こい！

光よ！ あれ！ （× 学校文法）

品定め文 性状表現 象ハ 鼻ガ長い。

今日ハ 天気ガいい。

品定め文 措定判断 象ハ いちばん大きな獣だ。

（いちばん大きな獣ガ 象なのだ。）

（象ガ いちばん大きな獣だ。）

いちばん大きな獣（っての）ハ 象だ。

物語文 そもそも（それ、ここに…） （文語調）

さて（ときに、ところで…）

連文・段落 話のつぎほ、言葉の受けわたし、文章のあや…

（注）三上の「ハ」提題は、ほぼ佐久間の課題の場の「導入部」にあたり、三

上の「コト」解題は、ほぼ佐久間の課題の場の「幹部」にあたる。
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佐久間文法：発言の場の意図・働きかけ
聞き手への働きかけ：語句例

命令：動詞命令形・否定命令（動詞「ナ」）・

動詞「ナサイ」・動詞「コト」・平叙文「ノダ」・

助詞「ヨ」

発問：肯否疑問文・疑問語（「カ」）疑問文・

選択疑問文・否定疑問文

構文旋律

決意：動詞終止形・動詞未定(意向）形

「ゾ」「ゼ」

効果：文末助詞 「ゾ｣「ゼ」 警告・脅し・押しつけ

「ヨ｣「ワ」 念おし（聞き手への情報提示）

「ネ」「ナ」 同感表明（聞き手との情報共有）

（注）もちろん、この他に「敬語法」がある。
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佐久間文法：発言の場の言表態度
話し手の確信度：語句例

認定：零記号

動詞・形状詞の終止形

断定：「ダ」「デス」「ノダ」「ノデス」

「ニチガイナイ」「ハズダ」「ハズ（ワケ）ガナイ」

自信：「サ」「トモ」

推定：「ダロウ」「デショウ」「カモシレナイ」「シソウダ」

「ヨウダ」「ラシイ」「ミタイダ」「マイ」

「（ヨ）ウ」「トオモウ」

想像：「ヨウダ」「ミタイダ」

伝聞：「ソウダ」「トノコトダ」「トイウコトダ」「ソノ由」

「ッテ」「トイウウワサガアル」
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コソアド: 代名詞（佐久間 鼎・三上 章）
承前代名詞と指示代名詞がある。承前代名詞は、文脈承前であり、中称（中

和・中立の中）という。代名を文字通りに取れば、中称代名詞だけが、代名

詞である。その他の代名詞は代名を削って、単に指示詞といったほうがいい。

話し手に近いのが 近称、聞き手に近いのが 中称、話し手・聞き手から遠い

のが 遠称という説明のしかたもある。（松下大三郎）

近称 遠称

聞き手称 話し手称 他称 疑問称

物称 それ これ あれ どれ

そいつ こいつ あいつ どいつ

（文脈承前）

所称 そこ ここ あそこ どこ

方称 そっち こっち あっち どっち

そちら こちら あちら どちら

人称 あなた わたし かれ どなた

（そなたの昇格） （承前専用）

おまえ おれ だれ

きみ ぼく 51
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中称：文脈承前の そ（三上 章）

次は、そ 系だけのくずれ方である。

それなら → そんなら

それでは → それじゃ

そうして → そして

文脈指示機能のない そ 系は、方向性を失って文脈承前専門になる。これを

中称という。（その他に、彼 彼女 が翻訳で加わった。）

疑問称が対象探索を諦めると、不定代名詞 どれか だれか におちつく。

指示作用が低下すると、中称の それ になる。 だれかれ どこそこ は不定詞

である。

次は、代名詞ではない。

それは － 非常に

それが － ところが

それに － おまけに

それとも － もしくは
52
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です・ます と である・だ

「私ハ三上です。」 「私ハ三上だ。」

「私ハ三上であります。」 「私ハ三上である。」

発言の場 話題の場・課題の場

品定め文 → 性状判断 説明判断文 → 措定判断

述語化 命題化

「ハ」：共有言表領域 「ハ」：言語文脈領域

話し手・聞き手が言表を共有 書き手が言表を独占

（共感の場） （第三者の場）

参考

「私ガ三上です。」 「私ガ三上である。」

「コト」の丁寧表現 「コト」の陳述表現

（山本哲士 『哲学する日本』）
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である・でない と ではある・ではない

（1）存在・非存在の表現

ガある。ガない。より ﾊある。 ハない。 → 命題として落着く。

（2）説明判断の表現

ＡガＢダ。 より ＡハＢダ。 → 命題として落着く。

「デハ」を導入すると

ＡハＢデハアル（ガ…） → 命題の外への探索につながっている。

ＡハＣデハナイ。 → 命題の外への一つの探索結果になる。

(3)  否定の表現

人間ハ猿デナイ。 自由ハ放任デナイ。 → （欧文・和文）

人間ハ猿デハナイ。 自由ハ放任デハナイ。→ （和文のみ）

→ デハは、別物のあることを含意して、命題自体の内面にはないが、

命題のおかれている場の“ひずみ”として課題の場の力理として切

言されているというべきだ。“スベテノ人間ハ”とか“若干ノ物ハ”

という表現は、外来的で日本語としては落ち着かない。（佐久間 鼎）

→   同一性文（“ 猿ハ猿ダ ”）を、わが小学生は、直ちに了解する。
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だ 全称 と がある 特称

すべての河豚は、すべて有毒だ。 全称（翻訳調）

存在表現ではなく、措定

河豚は、有毒だ。 全称（和文）

河豚は、有毒である。 全称（現代口語文）

存在表現もどき

河豚には、有毒なのがある。 特称（和文）

存在表現

ある種の河豚は、有毒だ。 特称（翻訳調）

存在表現もどき
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場に拡張される名詞：場・所・場所

～場 瞬時あるいは一時になされるところ

神が降り来るところ、祈りの場（白川静）

工場、運動場、競技場、会議場、試験場、留置場、停車場、火葬場、

霊場、浴場、風呂場、牧場、退場、入場、登場、独壇場、満場、市場

～所 長い期間継続的になされるところ（→ 「処」に等しい。酒処）

棒を立てて神が降り来る場、祈祷所（白川静）

研究所、会議所、登記所、取引所、保育所、役所、住所、事務所、

裁判所、刑務所、便所

場所 場と所が総体として働くところ（時空環境）

居場所、初場所、夏場所、生息場所、死に場所、出場所、住み場所

（山本哲士）



場を身体で感受する：気・氣
辞書では、「天地間を満たすもの」「生命の原動力となる勢い」「心の動

き・状態・働き」「場を包み漂うもの」「特有の味や香り」と、主述性か

ら説明してしまう。以下を命題に翻訳するのは、ほとんど不可能だ。

気分、気持、空気、気配、気品、気色、気味、雰囲気、気（ケ）、

気風、気迫、気力、気概、気合、意気、気骨、勇気、強気、弱気、気兼ね、

霊気、瑞気、妖気、鬼気、産気、病気、殺気、毒気、火の気、水気、

天気、気象、気節、大気、気体、磁気、電気、

呼気、吸気、気息、疝気、悋気、上気、気鬱、気がかり、気ぶっせい、

暢気、稚気、若気、元気、活気、血気、侠気、人気、

酒気、山気、景気、商売気、娑婆気、男っ気、女っ気、向う気、乗り気、

気取る、気取られる、気にかける、気をまわす、気に病む、気が気でない、

気が合う、気がいい、気がある、気を引く、気が利く、気に食わない、

気を抜く、気を揉む、気が遠くなる、気を失う、気が触れる、気色ばむ、

合気道家の藤平光一によると、気は氣が本義という。心身一如の謂である。

説文解字によると、「氣」は「客に饋（おく）る芻米なり」とある。
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大きい・小さい、多い・少ない
広い・狭い

＜言語文脈＞（文法の領域）だけでなく、＜発話・陳述状況＞

（詞・辞 や場）まで含めた和文の形容詞の論理性

大きい・小さい まとまりのあるモノ 測る

多い・少ない ばらばらなモノ 数える

広い・狭い 場所（立ち位置が決め手）

→ 絨毯が大きい。 モノ

→ 絨毯が広い。 立ち位置
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長い・短い、高い・低い、深い・浅い

＜言語文脈＞（文法の領域）だけでなく、＜発話・陳述状況＞

（詞・辞や場）まで含めた和文の形容詞の論理性

長い・短い モノの長短

バットが長い・短い。

丸太が長い・短い。 （寝かせた丸太）

高い・低い 場所（立ち位置・居場所が決め手）

丸太が高い・低い。 （立てた丸太）

木が高い・低い。 （地面より上）

下駄が高い・低い。 （横から見て）

下駄が大きい・小さい。 （上から見て）

深い・浅い 井戸が深い・浅い。 （地面より下）

深い音色・深い味わい・深い香り（共通感覚）
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赤い・青い・黄色い

＜言語文脈＞（文法の領域）だけでなく、＜発話・陳述状況＞

（詞・辞や場）まで含めた和語の形容詞の論理性。色彩と明度

の移り変わり。

古層 → 「古事記」 → 「おもろ草子」

（沖縄本島） 「万葉集」

赤（死：稲収穫後） 赤 赤（生：明るさ）

黄（黄葉、黄大根）

青（生：稲生育中） 青

青（死：葬所、拝所、墓所）

（くれない、むらさき、みどり）

（吉本隆明『心的現象論 本論』）
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赤・黒 と 明るい・暗い
上代の 場所・モノ 非分離

＜言語文脈＞（文法の領域）だけでなく、＜発話・陳述状況＞

（詞・辞や場）まで含めた和語の形容詞・名詞・動詞の論理性

赤 ak-a 明るい ak-arui 夜明け yo-ake あげる ag-eru

黒 kur-o 暗い kur-ai 日暮れ hi-gure くれる kur-eru

日の出 / 夜明け ak- / ag-

日没 / 夕暮れ kur- / gur-

東：日＋向か＋し

西：去（い）に＋し

（金谷武洋『英語にも主語はなかった』）
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歩く：擬態語
場と不即不離で、身体的に了解・思考する表現として、以下がある。

和文の感性表現の強いところである。

＜辞＞の含意 ＜詞＞の含意

よちよち歩く。 幼児

よろよろ歩く。 老人

ふらふら歩く。 病人

すたすた歩く。 若者

つかつか歩く。 若者

のろのろ歩く。 怠け者

のこのこ歩く。 迂闊者

あたふた歩く。 慌て者

とぼとぼ歩く。 山頭火

おろおろ歩く。 宮沢賢治

しゃなりしゃなり歩く。 美人
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場で含意の異なる擬音語・擬態語

岩がごろごろ転がる。 河原に石がごろごろしている。

物がばったり倒れた。 噂がぱったり途絶えた。

はっきり発音せよ。 はっきり区別せよ。

しっかり歩け。 しっかりした考えをもて。

スラリとした八頭身だ。 障子がスラリと開いた。

ほんのり こんがり かんがり（萩原井泉水の造語）

ころころ ころり ころっ ころりころり ころんころん ころりんこ
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場に左右される繰返し語：両義性

わざわざお越しいただき… わざわざきてやったんだ。

（とりたてて、特別に：敬意） （故意に、ことさらに：威嚇）

よくよく気をつけよう。 よくよくのことだ。

（念を入れて、極度に） （止むを得ない、よっぽどの）

なかなかよい。 なかなか出来まい。

（ずいぶん、すこぶる） （とても、容易には）

たまたま会ったのだ。 たまたま出くわしのだ。

（偶然、たまさか） （まれに、たまに）

しばしば機械は故障する。 しばしば原発は復旧する。

（たびたび） （めったに～ない：反語）
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場で肯定・否定になる副詞：両義性

やはり 前と同じく 案の定

どうも どうしても 何だか まったく

どうせ いずれにしても つまりは 所詮

せめて むりに いたく せいぜい

さすが やはり 本文にたがわず

なまじ できそうもないのに しなくていいのに うかつに

せっかく つとめて わざわざ

よほど 程よく また かなり

まさか よもや いくらなんでも

よろしく 適当に まさに

ぼつぼつ すこしづつ さかんに

ちょっと しばらく こころみに わずか かなり

仕方がない やむをえまい（肯定） やむをえない（否定）

面倒くさい 煩わしいが（肯定） 煩わしい（否定）
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発言の場の文末詞：ね・ねえ・よ

ふつうの解釈

寝ようね。 （念押し）

食べようね。 （念押し）

ね、食べようよ。 （促し、相手との共感を求めている）

わたしはね、おっかさんにね、言ったのね、それでね…

（念押し、間どり）

ね、そうでしょう。（相手との共感を求める）

そうですね。 （相手との共感を求めているとはかぎらない）
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発言の場：文末詞への聞き手の反応
ね・よ・の・絵文字 ☺・零記号

場の遷移：話し手が共感の場を狙ったときの聞き手の反応

＜零記号のはたらき＞

（１）引込み： 聞き耳をたてる。

（２）共感： あいづちをうつ。

（３）反応誘発： 談話に加わって、談話の場が成り立つ。

ね・よ・の 先行状況・発話との関係

もう帰るよ。 終止符を打ちたい。

もう帰るね。 皆も帰るから、私もそうする。

もう帰るの。 聞き手に落着き先を委ねている。
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述語性： 詞 と 辞
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述語性：詞 と 辞 再考
認識と感情が織りなす織物としての言表

述語性とはなにか？ どんな（前）概念や（前）論理があるのか？

言表は、詞と辞が織りなす織物のように展開される。（和文は、用言から

用言へ係っては係られ、係っては係られて、ついに文末に達する。三上 章）

（１） 述語一本やり： 文末は述語できめる。

主語はなく、適宜、主格補語が現れる。

（２） 構文： 「ハ」「モ」による提題と解題が、係り係られて展開され

る。

（３） 辞（感情）： 感動詞 助詞 助動詞 形容詞 動詞 名詞･･･

（４） 詞（認識）： 名詞 代名詞 形容詞 動詞･･･

主として、格助詞によるコトの言表に用いられる。

和文では、認識を主目的とするコトの言表でも、感情・情動を伴なって展

開されることが多い。水谷国語辞典の分析や和文型の解析が必要である。
69
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詞・辞 の交流分析による近似

翻訳は、褒めれば、創造行為である。翻訳語を選択、新造、省略する。文
法的結構も整える。そしてふつう、できるだけ翻訳文を原文に近似させよ
うとする。しかし、一般的に異なる言語体系の間には深い溝があり、近似
はそれを隠蔽しがちだ。

文化人類学の交流分析よると、例えば、「データ」「意味」「意義」「行
動」の差を、印欧語の文脈の中で ＜情報の取込みプロセス＞ によって、
次のように、説明することがある。（バージニア・サテｲア）

「データ ( data )」 情報の取込み 1次的情報
「意味 ( meaning )」 情報の解釈による知識
「意義 ( significance )」 好み・価値判断による知見・知恵
「反応 ( response )」 意義づけによる行動・振舞い

日本語の言語学者のある解釈は、「意味」を言葉の表わす中身、「意義」
を味わい・含みなどと説明する。原語との差は、明示的に説明しない限り、
比較も理解も困難だ。

無理に翻訳すると、データや意味が詞に相当し、意義と反応が和文の辞に
相当するといってもよい。
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欧文と和文：それぞれの判断

心理学者 ヴィルヘルム・ヴントは、判断を次のように三分した。

(1) 説話的 （物語） 判断 （≑ 動詞文：代動詞 スル）

(2) 記述的判断 （ ≑ 名詞文、形容詞文：代動詞 アル）

(3) 説明的判断 （ ≑ 命題： 準詞 ダ・デアル）

→ 論理学で扱うのは、ふつう(3)の繋辞をもつ命題である。

欧文は、(1)も(2)も、(3)の命題形式で扱ってしまう。

理事長は、私です。 ← 私が理事長です。 指定

雨は冷たい。 ← 雨が冷たい。 措定：属性・内包

雨は日照雨だ。 ← 日照なのに雨だった。 措定：類種・外延

雨は昨日降った。 ← 昨日雨が降った。 動作
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措定と指定

措定： 無格 第一準詞文 （何ダ？） 私は幹事です。イナゴは有害だ。

指定： 有格 第二準詞文 （ドレダ？） 幹事は私です。君の帽子はどれです？

→ 指定以前の文に戻せる。 私が幹事です。 どれが君の帽子です？

→ 述語として有格の指定にしか使われないのが代名詞である。

境遇性あり 個別的 代名詞

境遇性なし 個別的 固有名詞

境遇性なし 一般的 普通名詞

端折り： 第三準詞文 姉さんはどこだ？ 姉さんは台所だ。

理事長は私です。 ← 私が理事長です。 指定

雨は、冷たい。 ← 雨が冷たい。 措定：属性・内包

雨は、日照雨だ。 ← 日照なのに雨だった。 措定：類種・外延

昨日は、雨が降った。 ← 昨日雨が降った。 動作

（三上 章）



73

和語には抽象的表現が多い
動詞： 使用頻度上位３語 ある いる する

名詞： 使用頻度上位３語 の もの こと

その他の名詞：

てん 「そのてんはご指摘のとおりです。」

かた 「次のかたは？」

め 「さんざんなめにあった。」

ところ 「そういうところが気にいらない。」

ほか 「花よりほかに知る人もなし。」

わけ 「そんなわけはないだろう。」

ゆえ 「手許不如意ゆえお許しください。」

はず 「こんなはずではなかった。」

ため 「あいつのために損をした。」

まま 「このままにはしておけない。」

うえ 「話を聞いたうえで相談にのろう。」

→ 明治以来の新造漢語 1 万語の概念明確化が必要だが、和語の抽象語に

ついても、その＜概念＞や＜感情の論理＞の理解も必要であるようだ。
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詞の認識・抽象レベル：名詞

普通名詞

(a)青いりんごはすっぱく、赤いりんごはあまい。

(b)私が干渉した行為は、よくなかった。

形式名詞

(c)青いものはすっぱく、赤いものはあまい。

(d)私が干渉したことは、よくなかった。

抽象名詞

(e)青いのはすっぱく、赤いのはあまい。

(f) 私が干渉したのは、よくなかった。

（三浦つとむ）
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渡辺刑事は 賊が店から出てきたのを 捕まえた。

渡辺刑事は 賊が店から出てきたところを 捕まえた。

賊は 現金が置いてあったの（？ところ）を 鷲掴みにして逃げた。

賊は 現金が置いてあったのを 目撃した。

賊は 現金が置いてあったことを 知って驚いた。 （補文）

賊は 現金が置いてあったことで 鷲掴みにして逃げた。 （副詞節）

賊は 現金が置いてあったもので ぎょっとした。 （副詞節）

？賊は 現金が置いてあったのを 表情ひとつ変えなかった。

？賊は 現金が置いてあったところを 鷲掴みにして逃げた。

坊やは 今朝おっかさんが切ってくれたケーキを 3時のおやつに食べた。

？坊やは 今朝おっかさんがケーキを切ってくれたのを 3時のおやつに食べた。

烏賊げそをあぶった の/もの に醤油をかけた。

の ところ もの

モノと動的な出来事 ○ ○ -

モノと静的な出来事 ○ - -

動作結果 ○ - ○

の・ところ・もの・こと
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詞の認識・抽象レベル：形容詞

早番 形容詞 属性概念

足早 標準はずれの量の実体的認識

長患い 形容詞 属性概念

面長 標準はずれの量の実体的認識

高禄 主従関係で禄が主（高い禄）

禄高 主従関係で高が主（禄の高さ）

長い暇 属性概念表現

長の暇 属性を直接実体的にとらえた実体概念

（三浦つとむ）
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津和野方言：痛み

はしる 虫歯のようにきりきり痛む

うばる 腹全体が張るように痛む

うずく 間欠的にときどき痛む

にがる 下るように痛む

→ 森 鴎外は郷里のこれらの語彙を共通語にしようとして、果たさな

かった。

→ このように有用な和語は、方言にはみちみちているはずだ。篤志家

や国語学者による収集を期待したいところである。
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詞と辞 を異にする名詞：先・先っぽ

＜詞＞が勝っている名詞 ＜辞＞が勝っている名詞

先 先っぽ

ろくに ろくすっぽ

ねずみ ねずっぽ

そと そっぽ

片方 片っ方

長身 のっぽ

空 空っぽ

尻 尻っぽ

のらくら のらっぽ
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係り結び（略）
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和文の文型（略）
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格助詞（略）
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構文と陳述度
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空間化度： 環界との関係として人の存在から疎外された心的領域の構造

（自己関係）

→ 対象化識知（詞・指示表出の拡張概念）

知覚・対象志向

視覚（空間性 → 構造的時間性：擬似了解）

聴覚（遠隔化された触覚 → 構造的時間性：擬似了解）

触覚（直接性）嗅覚（浸透性）･･･

→   固有空間性

関係意識＝ベクトル（原生的疎外）ー ベクトル（純粋疎外）

時間化度： 身体としての人の存在から疎外された心的領域の構造

（自己抽象）

→ 自体識知（辞・自己表出の拡張概念）

判断・了解志向

衝動・本能・感情･･･

→   固有時間性 （吉本隆明『心的現象論序説』）

→ 詞（指示表出）と辞（自己表出）のその後の吉本隆明の考察を覗いておく。

心的現象論
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感情：本来、時間性として存在する心的な了解作用が空間性として疎外されるような

心的領域である。

判断が先験的にあるのではなく、判断作用にとって必ず必要とされる心的な了

解の時間性が空間化されているため、感情においては対象を受容するための心

的な空間化と空間化された了解作用とが二重に絡まって、対象を措定している

と考える。

感情においては、心的な了解作用に伴う時間性はただ空間化されてしか存在し

ない。

時間として了解すべき判断に、空間化が作動させられている。 （吉本隆明）

→ 難解である。これによって、現象論の素人に、「快・不快」「好悪」「悲喜」「

怒り・和み」「不安・安心」「驚き・無関心」「夢中・超越」などが、理解・了

解可能になるかどうかは心許ない。

感情
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幼児の言語習得：粗っぽいまとめ

語彙による 参与項の 出来事の

構文進化 場面分割 統語表示 カテゴリー化

（語彙分割） （マーカー） （名詞句動詞句）

一語文 ○ × ×

（12ヶ月） 「ママ」「マンマ」

軸語スキーマ ○ × ×

（18ヶ月） 「ママ いない」「ミルク ちょうだい」

語彙依存構文(島構文) ○ ○ ×

（24ヶ月） 「パパ が いる。」「ポケモン を だして。」

抽象的構文 ○ ○ ○

（36ヶ月～） 「ママ と 公園 で 遊びたい。」

→ マイケル・トマセロ『ことばをつくる』に拠っている。この枠組みは、

プログラマが新分野を習得するときにも、応用できるかもしれない。
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なぜトマセロの言語習得論か？
解剖学者 三木成夫の知見とピッタリ符合するからだ。（『ヒトのからだ』）

年齢 内容

受胎後32日 首筋に刻まれたエラ孔。魚類のおもかげ。

受胎後36日 爬虫類のおもかげ。胎児の上陸。

受胎後38日 哺乳類のおもかげ。狛犬の顔、額はヒト、鼻は哺乳類。つわり。

受胎後 8 週 母親の腹を突いたり蹴ったりする。

受胎後10 週 胎児の形は誕生の時と同じになる。

生後6ヶ月以降 聞き耳をたて父母の声を聞き分ける。

生後8ヶ月過ぎ レム睡眠。

生後直ぐ 対象のない笑い。

生後13ヶ月 単語を口にする。あやすと笑う。

生後14ヶ月 口語文で話しをする。「マンマ」

生後15ヶ月 人の顔をみて笑う。

生後17ヶ月 はいはいする。

生後18ヶ月 動作を反覆する。人見知りが始まる。マルや三角を書く。

生後20ヶ月 玩具をおねだりする。「これ なあに？」

生後24ヶ月 枕を見つけて寝る「フリ」をする。指差しを始める。

中学レベルの本が読める。
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「言表の構図」による解釈：一語文以前
＜視点＞

共同注視フレーム構築（～12ヶ月）：意図・目標志向活動の観点から定義される。

＜意志・縁＞

伝達意図理解（9～12ヶ月）：自分の意図状態に対する他者の意図理解

「座れ」と発話する親の意図に対して、自ら座る意図を持って「座る」活動

入れ子による定式化：他者は[私が〔Ｘ〕に対する注意を共有すること]を意図している。

Ｘには、「鳥だ！」「やあ」「ありがとう」…が入る。

役割交代学習（模倣）

＜発話陳述状況＞

原発言の場：3項関係（幼児ー大人ーモノ・出来事）

視覚（選択的注視、視線追従） 聴覚（原会話） 身体的動作模倣

＜「主体（＝場所）」＞

＜主題＞

パターン発見：視覚的 前カテゴリー化

聴覚的 発話分割（前語彙ー前カテゴリーの生成）（4，5ヶ月～）

身振り： →  儀式的（抱っこ、バンザイ）

→  直視的（親の注意をひく）

→  記号的(匂いをかぐー花、喘ぐー犬、両腕広げるー飛行機…）

指示対象前概念化：名詞（基本カテゴリーは半分） 両範疇語（「ブラシ」「キス」）

動詞 前概念化（モノ・出来事）
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「言表の構図」による解釈：一語文

＜視点＞

共同注視フレーム構築（12ヶ月～）：意図・目標志向活動の観点から定義される。

＜意志・縁＞

伝達意図理解（12ヶ月～）：自分の意図状態に対する他者の意図理解

役割交代学習（模倣）

＜発話陳述状況＞

叙述 命令 質問

＜「主体（＝場所）」＞

＜主題＞

物の存在要請あるいは指示

モノ・出来事の再出現要請・描写（more, again, another）

（up, down, on, off, in, out, open, close）

人の活動要請・描写（eat, kick, ride, draw）

モノや人の位置（here, outside）

基本的質問（Whats-that ?,  Where-go ?, ）

属性付与（pretty, wet）

遂行的表現（hi, bye, thank you, no）

＜「言表領野」＞

共同注視フレーム・伝達意図理解・文化学習（役割交代・模倣）
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「言表の構図」による解釈：軸語スキーマ
＜視点＞

共同注視フレーム構築（～18ヶ月～）

＜意志・縁＞

伝達意図

役割交代学習（模倣）

＜発話陳述状況＞

発言の場

カテゴリー化の過程（機能役割による強制がある）

「構文の島」仮説

「スロットフィラー」カテゴリー

＜「主体（＝場所）」＞

共同注視フレーム・伝達意図理解・文化学習（役割交代・模倣）

＜主題＞

語結合（～18ヶ月）：（more cookie, no bed, other bread, all done…）

軸語スキーマ（18ヶ月～）：（more ～, no～, ～off, see～, all～, ～there…）

＜「言表領野」＞

共同注視フレーム・伝達意図理解・文化学習（役割交代・模倣）

＜文法＞

構文なし 一つひとつの軸語スキーマは「構文の島」となって孤立
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「言表の構図」による解釈：語彙依存構文
＜視点＞

共同注視フレーム構築（～24ヶ月、～30ヶ月）

＜意志・縁＞

伝達意図

役割交代学習（模倣）

＜発話陳述状況＞

耳にする発話一日 5,000 ～ 7,000（断片、疑問文、命令文、コピュラ、SVO）

指示対象概念化 「スロットフィラー」カテゴリー

「動詞の島の構文」仮説

＜「主体（＝場所）」＞

動作主＋動作（欧文の場合：名詞句の語順、格や主述一致）

ガノニヲ（和文の場合：多分、上位格・下位格、そして係りの助詞「ハ」）

＜主題＞

「～を投げる」「～が走る」「～を壊す」「～が倒れる」「～が～に～を与える」

＜「言表領野」＞

共同注視フレーム・伝達意図理解・文化学習（役割交代・模倣）

＜文法＞

軸後スキーマや構文の島はカテゴリー化の過程 カテゴリー化は機能に基づく。

統語表示（マーカー)

構文（語、マーカー、語順、音調）
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「言表の構図」による解釈：抽象的構文
＜視点＞

共同注視フレーム構築（～36ヶ月～）伝達意図 役割交代学習（模倣）

＜意志・縁＞

一般認知スキル 社会認知スキル 学習スキル

＜発話陳述状況＞

共同注視フレームのなかの聞き手の知識・期待・観点を話し手が勘案する。

話し手のズームイン（解釈の焦点化）ができる。

＜「主体（＝場所）」＞

抽象的構文のなかの主格

＜主題＞

＜文法＞のなかに見られる抽象的構文の発話

アナロジー（1対1 関係構造における役割）

分布分析（使用頻度による機能に基づく品詞やカテゴリー化の形成、特に名詞と動詞）

＜「言表領野」＞

発話された抽象的構文の中身

共同注視フレームのなかで、聞き手の知識・期待・観点を、話し手が勘案する。

＜文法＞

抽象的構文

同定 属性付与（所有や場所）

自動詞文（所有・移動変形・物理的行為、心的行為）、他動詞文（自動詞文に同じ）

二重目的語文、位格文、受益構文、受動文、中間構文、再帰構文、疑問文
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抽象的構文：例文
抽象的構文の第1 の機能は、前景化・背景化にある。

Fred broke the window.

Fred broke the window with a rock.

The rock broke the window.

The window got broken.

The window was broken by Fred.

The window was broken by a rock.

What Fred did was break the window.

What got broken was the window.

It was Fred that broke the window.

It was the rock that broke the window.

It was the window that Fred broke.

It was the window that got broken.

どの構文を選択するかの決め手は、共同注視フレームのなかの聞き手の知識・期待・観点

を話し手が勘案し、その上で自身の意図を発話するところにある。（マイケル・トマセロ）

→ 伝統的文法論でいう「意味」が同じでも、言表は異なるとみるしかない。つまり、

「文法だけから言表を無理に解釈する」という立ち位置が、そもそも危ういのだ。

→ トマセロの意見は、ほぼこの草稿の「言表の構図」に近い。そこに、詞と辞、場、和

文の特異性（呼応・格助詞・段落論）を持ち込もうというのが、この草稿の狙いだ。
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「入院ですか、それは私の弟が私のことを病気だ病気だとい
いましてね。弟はそれはひどい人間なんです。小さいときに
はよく山へ連れていってやりましたのにね。あの山には桜が
綺麗に咲いていて、桜はいいですね。花は桜木人は武士なん
て、武士といっても今は兵隊もからっきし駄目になってしま
いましたがね。アメリカから偉い大将がやってきて、あの何
といいましたっけ、そうそうマッカーサー、マッカーサー。
マッカーサーや松かさやときますね。松かさといえば私昔松
葉酒を飲みましたよ。…」

（大田幸雄・岡田幸夫『精神医学シノプシス』）

→ 以下、典型的な病的発話の例文をいくつか分析する。
それに基づいて、課題の場における言表の分析を試みる。
そのために、陳述度（文や段落の話線の勢い）と接続詞群を導入する。

終的に、本稿自体の段落の勢いを分析し、「目次もどき」とする。

観念奔逸：例文
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「入院ですか」という発語が可能なための条件は、だいいちに「入院」という概念の心的な自

己抽象の度合、いいかえれば時間化度がある水準をもち、けっして単なる点でないならば、そ

してつぎに「です」という助動詞の概念の心的な自己抽象の度合がある水準であるならば、…

「入院ですか」という発語が可能であるとかんがえるのである。

もうひとつは、「入院」「です」「か」という 言葉の自己抽象の時間化度の相異しているこ

とが心的に受容されるならば、「入院ですか」という発語が可能であるとかんがえるのである。

このばあい、「入院」と「です」と「か」のあいだの自己抽象の時間化度が相異していること

が、心的に受容されるならば、それは「変化」が心的に受容されるために「入院」のつぎに

「です」がやってきて、そのあとで「か」がやってくるというような順序を可能にするもので

あるとかんがえられる。

もし、反対に「入院」という概念の自己抽象の度合と「です」という自己抽象の度合と「か」

という自己抽象の度合の相異が、心的に受容されないならば、時間はのっぺらぼうであるため

に「入院ですか」という発言の順序が不可能である。このばあいには、「入院」という発語だ

けが可能であるか、あるいは発語自体が不可能なものになるだろう。

こうして、心的現象としての言語の意味を自己抽象の時間化度の水準であると定義することが

できる。 （吉本隆明）

→ 難解である。＜時間化度＞ ＜空間化度＞という概念は、吉本隆明の仮説である。

観念奔逸の解釈（１）
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「入院」のつぎに「です」がやってきて、そのあとに「か」がやってきたと

きにだけ、ひとつの発話体系（脈）が成立 することを意識が識知するために

は、意識は「規範」として、言い換えれば自己意識に対する「関係」の意識

として存在しなければならない。つまり、自己関係の空間化度のちがいが識

知されていなければならない。

人が自己意識にたいする自身の関係を意識しうるのは、ほかのどんな理由か

らでもなく「わたしがここが存在する」という意識を「場所」的にとらえら

れることに根源をおいている。その意味では 初の自己関係の意識の空間化

度は「わたしの身体がここに在る」ということを、「場所」として識知する

ところに発している。

ある発語体系を「概念」の自己抽象の時間性の度合としてみることと「規

範」の自己関係の空間性の 度合としてみることとは、あたかも光を波動とし

てみるか粒子としてみるかというほどの相異にすぎない。 （吉本隆明）

→ 同じく難解である。実用的にマイケル・トマセロの言語習得論で補完する。

観念奔逸の解釈（２）
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「入院ですか」には、３つの異なった心的な「時間」がなければならない。

(1)  「入院」という発語に要する自然的時間と「入院」という概念に向かう心的に共存する時間とは異なって

いる。 （語順：語彙や軸語スキーマ）

(2) 時間的な順序の統括 （文：語彙依存的島構文や抽象的構文）

(3) 「入院」と「です」の発話の間には、「入院」「です」というそれぞれの発話自体とは違った心的な「時

間」がぜひとも存在しなければならない。 （文法・規範：零記号と抽象的構文）

→ 結節点で自分の喋っていることがらが相手に伝達されないという不安が貌をのぞかせているようにみえる。

…失語症ではない。

→  はじめに「わたしがここに存在する」という意識に比べて、「病院に入ること」という概念が異なった空

間性の度合として、わたしの意識と「関係」していることだけは確かに識知されるはずである。それなら

ば、「入院ですか」という発語体系が、時間性の変化と順序としてではなく、空間性の変化順序として

「わたし」に統覚されうるのは、それぞれの発語が「わたしがここに存在する」という自己の場所的な存

在にたいする自己関係に対して、それぞれ異なった空間性の度合として存在することが「わたし」に認知

されるためである。このようにして「入院ですか」という発語の体系は、いわば正常な発語としてはじめ

て存在し、またはじめて「他者」に理解されるということができる。

→ 「観念奔逸」というのは、発語体系内部の障害ではない。つぎの発語体系との転換に「異常」があるとい

うことである。話が転換してしまうのは、それまでの発語体系を統覚している時間化度と空間化度の総合

的な構造が 「私」にとっての「弟」という発語の時間化度と空間化度との総合的な構造の強度に及ばな

かったということである。 （以上、吉本隆明、カッコ内は筆者）

→ 抽象的構文の間の結節点（接続）で、関連性（零記号：詞と辞）が失われ、異常な転換が起きている。

語順・軸語・島構文・抽象的構文
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「入院ですか、

→ そのわけは

それは私の弟が私のことを病気だ病気だといいましてね。

→ というのも

弟はそれはひどい人間なんです。

→ ちなみに

小さいときにはよく山へ連れていってやりましたのにね。

→ ところで

あの山には桜が綺麗に咲いていて、桜はいいですね。

→ 桜と言えば

花は桜木人は武士なんて、武士といっても今は兵隊もからっきし駄目になってしまいましたがね。

→ ところで

アメリカから偉い大将がやってきて、あの何といいましたっけ、そうそうマッカーサー、マッ

カーサー。

→ 語呂合わせなら
マッカーサーや松かさやときますね。松かさといえば私昔松葉酒を飲みましたよ。…」

→ 省かれた接続詞を無理に当てはめると、例えば上記のようである。もっと異なる接続詞を
心的に想起（あるいは非想起）している可能性は大いにある。
文の接続はクロウズド（話線から逸れる）になっていて、結論へオープンに続いていかな
い。

観念奔逸の発話：省かれた接続詞
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「山羊は愛すべき動物ですが、本来の動物としての野生が鼠

や犬にも存在するほど存在しない。病院の山羊は実験用の動

物でむしろ人間に近いが、私には近親感がない。野生は人間

にもあるが、私と山羊とは類似性があり、それは近親感では

ない。…」

（大田幸雄・岡田幸夫『精神医学シノプシス』）

→ 心的な概念の時間性と空間性の変化が強度として微弱であるために、

あたかもある種の夢のばあいとおなじように、発語体系は「わたしが

ここに在る」という意識の時間的了解と空間的関係づけに対して疎遠

なところでなりたっている。 （吉本隆明）

→  語彙や軸語あるいは島構文に不備はないが、抽象的構文として文間の

結節点に飛躍があり、まともな推論が展開されていない。

思考滅裂：例文
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「この道をずっと行って 初の横丁を右へ曲るのですが、そ

の角の家はそば屋で、その向側は文房具屋ですからすぐわか

ります。もし左の方へ曲ると原になってしまって家がありま

せんから、戻って右の方へ行かなければなりません。曲らず

まっすぐ行くと、もっとにぎやかになって…（省略）ここま

で来ては行き過ぎですから、もどってさっきのそば屋のとこ

ろを曲って、その隣があんまさんで、格子のある二階家で、

揉療法という札がかかっています。…」

（大田幸雄・岡田幸夫『精神医学シノプシス』）

→ 発語体系は 「わたしがここに在る」 に対して疎遠ではないが、酔態のばあ

いとおなじように、時間的な了解に障害があって、変換や順序として認知

されるものが、いつも循環のように認知されるという時間構造をもっている。

→ しばしば文の間に滞留がでてしまうのは、抽象的構文の伝達にこだわりが

あり、無用な念押しをせざるを得なくなっている。

迂遠思考：例文
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「処女マリアは処女である。わたしは処女である。だから、
わたしは処女マリアだ。」

「スイスは自由を愛し、わたしは自由を愛する。わたしはス
イスだ。」

（Ｓ．アリエテイ『精神分裂症の心理』加藤正明他訳）

→ 心的な規範としての言語面の障害である。言語表現における関係意

識の障害が存在している。この障害は、さらに極端におしすすめれ

ば、独言症のうち、なんの概念構成の志向性もなしに、自動的に独

言が表出される症状までゆきつくはずである。 （吉本隆明）

→ 語彙や軸語スキーマや零記号の関係づけ・了解が不全になっている。

推論の不全があり、処女マリアのように清らかだ。という発話に至らない。

概念構成水準の乱れ：例文
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陳述は、一般的な叙述から文法専用の一面を取出したものである。叙述対陳述の関係

は文章対センテンスの関係に等しい。陳述の前隣は統覚である。すなわち、統覚作用

の終ったところから陳述作用が始まる。次の仮定を設ける。

単式 単式 不定法 シ（ハスル） 0/4

単式 中立法（中止連用形） シ（テ） 1/4

軟式 条件法 スレバ 2/4

複式 硬式 準終止法（係り） シタ（ガ） 3/4

硬式 終止形・命令形 シタ、セヨ 4/4

→ 分類の基準

第1則 連用補語を食止めるか否か？

第2則 連体として収まるか否か？

第3則 丁寧体への変更がふさわしいか？ （三上 章）

→ 陳述度は、いわば、述語で終止する勢い （話線） を指す。マイケル・トマセロの

（一語文以前 →） 一語文 → 軸語スキーマ → 島構文 → 抽象的構文

における抽象的構文の話線を分析する、一つの尺度になっている。

三上 章の構文論：活用形の陳述度
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手紙を書いて、何度も読み返した。 手紙をは次の動詞にも係る力をもつ。

手紙を書いたら、よく読み返してみよ。 手紙をは書いたらで係りは終わる。

手紙を書いて、雑誌を読んだ。 雑誌が邪魔をしている。

手紙を書いて、散歩に出かけた。 散歩に出かけたは不可能な接続である。

手紙を書きながら… 底（名詞句をつくる）がはいると、補語

手紙を書いてから… を通さなくなる。だから、補語を食止め

手紙を書いても… ず、ムウドを示さない「書き」と「書い

て」を一括することが必要になる。

第１則によって、活用形を単式と複式に

わける。

陳述度：第１則
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冷淡そうに見えても、こちらから頼んで行けば、ずいぶん世話を焼いてくれる男

条件法「行けば」の係りは連体形「くれる」で結び、全体として連体法のはたらき

をして名詞句を作っている。条件法は連体法に収まって、間接性のクロウズドになっ

ている。

軟式 （雨が降るので遠足を止めた連中）が… 連体法に収まる。

硬式 雨が降るから （遠足を止めた連中） が… 連体からはみ出す。

接続助詞（終助詞）からはオウプン

に逸れる。

陳述度の高い活用形は、途中の心変わりを食いとめるのであるが、少し弱いと連体へひき

こまれることになる。

狭いながら（も）、楽しい我家 動詞連用形

狭くて（モ）、楽しい我家 連用形

狭いのに、楽しい我家 連体形

狭いけれど（も）、楽しい我家 終止形

狭いが、楽しい我家 終止形

陳述度：第２則
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第3則は連体形の陳述度を決めるためのものである。

丁寧体を基調とするセンテンスにおいては、途中の活用形は丁寧体のほうが陳述

度が高く、普通体のものが陳述度が低い。普通体のセンテンスなら、まず言切り

を丁寧体に改めてみて、それにつれて係りの活用形を丁寧体に変更することが適

当か否かをためしてみる。そういうスタイルの変更を必要とするほど、そこの活

用形の陳述度が高いことになる。

雨が降るので、遠足は止めました。

連体

雨が降りますから、遠足は止めました。

終止

陳述度：第３則
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いろいろ試してみると、連体形に予想した平均値は2/4はまずいいようである。仮

定法3/4は少し過大で、5/8くらいがよいようである。（注：後に2/4に変更した）

しかしこれらの分数値は基数ではなく一種の序数だから、順序さえ狂わねば多少過

大でもかまわないわけである。

活用形を裏付けている形式感、あるいは活用形に裏づけられる形式感というものは

相当強いのである。たとえば終止形は一たん言切る形だから陳述度が非常に高く、

従って終止形の箇所はすべてスタイル（注：敬語法）の変更を要すると言ってもよ

いくらいである。 私は活用形を重視して、終止形に続くものだけを接続助詞とし、

「なにやら然形＋ば」だの「連体形＋ので」だのは別扱いにする。

ともかく同一の活用形が用法によってひどく陳述度を異にすることは少ない。終止

形の使われるムウドを列挙してみれば、一種の不定形の役をするほかは、

１ 言切り

２ 引用句の言切り

３ 疑問法

４ 接続法

などであって、何れも陳述度が高い。 （三上 章）

→ この枠組みを、文間の分析と段落（パラグラフ）間の分析に応用してみる。

陳述度：まとめ
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詞・辞論の流れでは、この草稿の不全は、＜対象識知不全＞ か ＜自体識知不全＞

かあるいはその両方に拠っている。要するに、知力の不足、貶せば ＜痴力＞ の展

開になっている。

とくに、文間あるいは段落間の飛躍が激しい。その所以は、

概念構成不全（語彙・軸語 の 理解・了解不全）

観念奔逸（話線の維持不全）

思考滅裂（推論不全）

にあるようだ。とくにこの草稿の行き詰まりは、端的に＜対象識知不全＞が主因

だとみなされる。

主題の首尾一貫性をどう保てばいいのだろうか？

文間接続（つなぎ）・接続表現をどう推敲するか？

メタメッセージに有効な工夫はないか？

さしあたって、次を試みる。

三上陳述度の段落への拡張： 話線論・陳述論（基本文型論）

マイケル・トマセロの言語習得論の活用： 島構文・抽象的構文

ジョージ・レイコフの認知意味論の援用： （別稿で扱う）

動機づけ
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文の形を図示するとき、欧文は下に根を張り、和文は上に枝状をなす。

He                                            丙助が 英語を

studied

English  by himself. 独習した。

枝どうしが前後に並んだとき（我々は一直線にしゃべることしかできない）後の

枝は前の枝に対して「閉じ」ているという。

活用形の開閉の程度は、次の順になる。

全開き 中止法と終止法 彼は、一等になって、大いに喜んだ。

全開き ファイナル 彼は、一等になったから、大いに喜んだ。

半開き 仮定法 彼は、一等になれば、大いに喜ぶだろう。

半閉じ 連体法と半引用法 彼は、一等になることを、切望した。

全閉じ 全引用法 彼は、「一等になる」と、断言した。

「彼」の優勝であるか否かは、提示語「彼は」の磁線がそれぞれの活用形の中を

通って流れるか否かで決まるといえよう。「彼」は 中立形とファイナルとの中を全部

通るが、仮定形に出会うと、2/3位しか通らず、連体形を通るのは1/3位に減る。 話線の

方向に対して、各活用形は30度ずつくらいな開きで、傾いているとみなす。 （三上 章）

文の開（オウプン）と閉（クロウズド）
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＜三上文法の陳述度＞

全引用法

仮定法

連体法

話線 中止法とファイナル

開（オープン）： 話線のつながり（文の勢い）が続く。

閉（クロウズド）： 話線のつながり（文の勢い）が、（段階を追って）途切れる。

→ 「言切り」になる５つの活用形を「ファイナル」という。

陳述度：文
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時間・空間 その後、以前は、やがて、となりは、反対側に、西には

継起・並列 そして、そうして、それから、すると、

累加・逆接 それに、そのうえ、しかも、しかし、だが、けれども、ところが

目的・手段 このために、…のために、…からだ、…ためだ、…おかげだ

因果・論証 だから、それで、そこで、したがって、なぜなら、だって

比較・対照 同様に、と似て、一方、他方、逆に、それにも拘わらず

対比・対立 しかし、反対に、あるいはまた、それに対して

列挙・追加・補足 まず、なお、かつ、次に さらに、その上、その他に、さらに、

ちなみに、第1に…第2に、ただし、ただ、もっとも、なお

選択 それとも、あるいは、または、…か…か、…かあるいは…

言換え・結論 つまり、すなわち、要するに、以上から、結局、結論づければ

転換・敷衍 それでは、さて、ところで、閑話休題、敷衍すると、

仮定・譲歩 もし、かりに、例えば、それなら、このように、もっとも

例示・引用 例えば、適例は、その説によれば、引用すると

メタメッセージ 脱線すると、メタレベルでは、「後ろの人、聴こえますか？」

文脈・暗意説明 ここまで来ると、のだ、わけだ、…のだった、再考すれば、

結論を先にすると、次の入れ子では、まとめると、抽象化すれば

接続詞相当句の段落への拡張（試案）
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＜序論＞ → ＜本論＞ → ＜結論＞

主題・副題 因果 要約・結論

目的 比較・対照

追加・列挙

…

選択

…

時間

空間

仮定・譲歩・例証

→      メタメッセージ

文脈・暗意説明

→ 段落間の接続を、多少無理でも、話線に沿って接続詞で表示する。

→ 絶句の＜起承転結合落＞ 散文の＜起承舗叙結＞ 経文の＜序分・正宗

分・流通分＞ 楽曲の＜序破急＞でも、接続関係を問うことができる。

論文の段落へ接続詞の当てはめ
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三上文法の陳述度を段落に拡張する。

全引用法・メタメッセージ・文脈暗意説明

仮定法

連体法

話線 段落のまとまりと結論

論文・文章を、段落（パラグラフ）に分ける。そして、パラグラフ間の接続を推敲・

改変して（ほとんどの場合、パラグラフそのものの改変に至る）、＜接続詞＞ で表示

する。例えば、次図のようにする。

引用

仮定

主題・副題 → 列挙 選択 因果 → 結論

フィードバック（赤線）をかける。結果が「目次もどき」である。

陳述度との類比：段落
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「言表の構図」では、文法や構文論は

＜言語文脈領域＞

に位置づけられたのだった。この草稿の陳述度による「構文論の試み」を過不足

なく位置づけるには、さらに次の３つをメタレベルで再考する必要がある。

（１）＜発話・陳述状況の詞と辞＞

和文の場で、話し手・書き手はどんな和語・語句・構文を選択すれば論理

的・感覚的に適切な言表に至るのか？あわせて、零記号や接続表現も。

（２）＜発話・陳述状況の場＞

和文の場で、話し手・書き手はどんな和語・語句・構文を使って、場の意

志や臨場感や論理を構築できるのだろうか？

つまり、場を分析する構図と方法をどう確立するか？

聞き手・読み手に若いプログラマを想定する課題の場で、有意な言表とは

なんだろうか？

（３）＜共有認知・言語水準＞

国語学・認知言語学・語用論のどこに位置づけられ、なにごとかを言表し

たのであろうか？

陳述度の先：メタレベルの再考
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詞と辞の分析で観念奔逸・迂遠思考・思考滅裂・概念構成不全にふれた。

この草稿に付いてまわる言表不全は、次の３つだった。

① 概念構成不全 → 語彙・軸語の概念の理解・了解不全

② 観念奔逸 → 話線の流れ不全

③ 思考滅裂 → 推論不全

さらに言えば、② は言表に対する心的な＜不安＞に拠っている。そして、

これらは「気質」や「性格」あるいは「知能水準」の欠陥に基づいていよ

う。この話線に沿ったこれ以上の議論の展開・詮索は、ここで打ち切る他

はない。痴力の治療や言葉の学習理論は別の話題だ。

実用的な立ち位置で ①～③ を顧慮するには、次を試みるしかない。

（１） 和文の語彙や語句あるいは文の概念を、明確化する。

（２） 話線の流れを、文と段落の陳述度と接続表現で再構築する。

（３） 推論の適否を再吟味するほか、対話により批判を仰ぐ。

（４） 本文とメタメッセージを、わかりやすく按分する。

詞と辞：言表不全・メタメッセージ



114

＜若手のプログラマへの配慮＞

話し手の確信度： 結論の確信度の明示

引用と自身の意見の峻別

仮説の明示

聞き手への働きかけ： 段落ごとの主題の発問文化

肯否疑問文・カ疑問文・選択疑問文・否定疑問文

の活用

設計方法論： 対格型文の強調 比喩・一般化・特殊化の理解

わかりやすさ： ですます調の採用

文法用語の平易化

和語の効果的利用

面白さ： はっとする冴えた例や例文採用

眼から鱗が落ちる（頭で分かり腑に落ちる）説明

メタメッセージのほどよい挿入

課題の場：引込み・共感・触発
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（１）言語類型論（タイポロジー）の「構文の連続性」議論との突き合せ

（２）話線論・陳述論と「基本文型論（三上 章の５文型）」の融合

（３）「幼児の言語習得論」（マイケル・トマセロ）と発達心理学（ジャ

ン・ピアジェ）の「子供の論理発達段階論」との突き合せ

（４）メンタルスペース理論（ジル・フォコニエ）の「スペース写像」の

検討

（５）ダン・スペルベルの関連性理論との突合せ

（６）なによりも、和文（三文小説や古典）の読み込み

言表水準の嵩上げ：関連分野
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関連性分析



言表の構図：発話・陳述の構図（再掲）

＜前提・意図＞ ＜場・状況＞

表意 暗意 意図隠蔽 悪意意図 発言・話題・課題 安定的 突発的

零記号 文：発話・陳述 零記号

詞・辞 詞・辞 詞・辞

＜先行・後行テクスト＞ ＜言表水準＞



悪意ある意図： 復興構想会議発話
＜前提・意図＞ ＜場・状況＞

表意 暗意 意図隠蔽 悪意意図 発言・話題・課題 安定的 突発的

死んでも延命したい。 しめた！

居座ろう。 チャンスだ！

時間稼ぎをしよう。

献金問題を誤魔化そう。

消費税増税を火事泥的に企もう。

絵空事こそ会議の命だ。

会議立上げをぶち上げよう。

何かやっている振りをしよう。 マスメデｲア受けを狙おう。

言質を取られないようにしよう。 財務省と御用学者を入れよう。

もっともらしい空疎語を振り撒こう。 東北3県の知事も入れよう。

→ 「復興構想会議を立ち上げたい。」

零記号 文：発話・陳述 零記号

詞・辞 詞・辞 詞・辞



関連性理論の守備範囲拡張（試案）

偶発的 －

意図隠蔽 ー →  △

情報伝達 (covert)

仄めかし・間接表現・尺度含意・隠喩・

意図的 オックスブリッジ発音

悪意 ー →  △

意図明示 情報的意図 ○

(overt) 善意

伝達的意図 ○

確信度表現・身振り・構文旋律

→ 語用論の関連性分析で、原発問題の発話・陳述を分析しようとしても

意図的な隠蔽を扱わない。さらに、悪意ある意図をもった発話も扱わ

ない。そこで、関連性分析で触れない悪意ある意図また意図の隠蔽の

場合も含めた語用論の拡張を試みる。



関連性の粗い定義

認知的な処理過程への入力となる

外的な刺激（知覚、発話、行動）

内的な表示（思考、記憶、推論から得られる結論）

がもつ潜在的な特性。想定の集合。

→ ここには、コンテクストを取り込もうという志向はある。

しかし、詞と辞また零記号のような感情・情動・身体性を繰り

込む構図はない。

場を明示的に取り上げようとする志向もない。

意図は、直指的推論的モデルで示されるとされる。他者の意図

は類比的（アナロジー）に了解できるとし、悪意ある意図や隠

蔽意図が扱えない。



コンテクスト

コンテクスト：

発話を解釈するための心的に表示された複数の想定。心理的構築物。

（１）発話が行われる場所での物理的環境または状況

（２）発話に先行（後行）するテクストや談話

（３）その他：語・句・文

文化的知識・科学的知識・常識的想定

聞き手が想起できる独特な情報

コンテクストの選択こそが、真の語用論の課題であるとする。

聞き手の課題は、多くの可能な解釈からコンテクストと明示的意味と非明示

的意味の組合せを選択し、話し手の意味についての仮説をたてることだ。



関連性（明示的意味・コンテクスト・認知効果）

認知効果（情報処理結果）

（１）不確かなコンテクスト的想定を強化する場合

（２）コンテクスト的想定と矛盾し、打消す場合

（３）コンテクスト的想定と結びつき、コンテクスト的含意をもたらす場合

（０）コンテクストに関連性がなく無関心な場合（筆者、追加）

（ー１）悪意ある意図や悪意ある隠蔽意図がある場合（筆者、追加）

処理コスト

近使われたか？

頻繁に使われるか？

言語的に複雑か？

論理的に複雑か？

個人的関連性

認知効果と処理コスト



伝達的関連性の原理

発話（他の顕示的刺激）は、関連性を確信（presumption）させる。

適関連性の確信

発話は、聞き手が処理するに値する関連性をもつ。

発話は、話し手の能力と選択が許す範囲内でもっとも高い関連性をもつ。

関連性理論による解釈手順

処理コスト 小になるように認知効果を計算する。

解釈を接近可能な順序で吟味し、

予測された関連性レベルまで達したら解釈を打ち切る。

発話（他の顕示的刺激）は、それ自身が 適の関連性をもつことを確信し

ている旨を伝達する。



聞き手の解釈手順
潜在コンテクスト・明示的意味・認知効果の相互調整

聞き手の察し

話し手の明示的意図（表意・名意）

話し手の暗示的意図（推意・暗意）→ 推意前提と推意帰結 強い 弱い

適切なコンテクスト選択

適関連性の確信から得られる結論

（１）関連性原理に適合する 初の解釈が 終的解釈である。

（２）余分な処理コストは、別の認知効果で補われる。

指示対象確定

一義化（百科事典的知識、スキーマ、フレーム、スクリプト）

拡充

特定化

コンテクストの暗示的意図 → 推意前提と推意帰結 ＆ 強・弱

間接的応答（余分な労力はかけても、新たな認知効果をもたらす）

隠喩

繰返し表現



明示的意味と暗示的意味（含意）の拡張

明示的意味 表意・明意（expricature）

グライス 関連性理論

暗示的意味 含意 推意・暗意（implicature）

暗意とは、意図されたコンテクスト的含意である。

発話には、聞き手の関連性への期待を満たす十分な暗意がなければならない。

（１）発話の意図された暗意は、明意と適切なコンテクスト的想定から推論

されなければならない。

（２）期待した認知効果を引出すために、符号化された文の意味に肉付けを

行い、簡単に接近できるコンテクストと組み合わせ可能になるまで補

強して明意を復元する権利を聞き手は持っている。

明示性の度合い：

復号化の相対的貢献が大きくなればなるほど、また語用論的な推論の相対的

貢献が大きくなればなるほど、明意の明示性は増す。（その逆もなりたつ）



表意・明意

明意は、復号化と推論によって復元される。

推論は、関連性理論による次の手順により行われる。

（０） 指示対象確定

（１） 一義化 複数の意味から意図された意味を選択

（２） 拡充 指示対象特定のような空所補充

（３） 特定化 特定化

（４） アドホック概念構築 語レベルのその都度の復元

（５） 文副詞など 基礎的名意を発話行為動詞や命題態度動詞の目

的節によって文を作成



推意（非明示的伝達）・暗意

聞き手は、

表意（明意）・推意（暗意）・コンテクスト

を関連性の期待水準まで調整する権利を持つ。

暗意は、暗意された前提と暗意された結論からなる。

暗意には、強弱がある。

グライス 意味 話し手は聞き手の思考を変えようとする。

スペルベル 顕示 話し手は聞き手の認知環境（思考の可能性）を変えよう

とする。

冗談や詩

非明示的伝達を明示的伝達に変えると伝達の強さが変わってしまう。

非明示的伝達を明示的伝達に変えると話し手と聞き手の関係が変わる。



嘘の分析（参考：ジョージ・レイコフ）

うそ： コールマンとケイの発見
① 中味が誤っていると思う（プロトタイプ）
② だますつもりがある。
③ 実際に誤っている。（プライオリテｲが一番低い）

人助け原理：人々は助け合おうとするものである。

ふつうのコミュニケーションのICM：
（１）発話に際して、真実と思っている場合にかぎり人に役立とうとする。
（２）役立とうとしない限り、だまそうとしている。

正当な根拠のある確信のICM：
（３）真実だと思っていることには、十分な理由（根拠）がある。
（４）十分な理由（根拠）があって真実だと思っていることは、真実である。

white lie（悪意のないうそ） （２）が不成立
social lie（社交上のうそ） （２）が不成立
exaggeration（誇張）
joke（冗談）
kidding（かつぐ）
oversimplification（過度の単純化）
tall tale（ほら話）
fiction（フィクション）
fib（罪のないうそ）
mistake（間違い）



会話の公理（グライス）と反会話の公理

＜善意＞ ＜悪意＞

Ⅰ 量： 過不足ない情報 隠蔽（隠す）

Ⅱ 質： 真偽と根拠 虚言（嘘つく）

Ⅲ 関連性： 有意な（根拠）発言 はぐらかし ・脅し

Ⅳ 様式：

（１）曖昧性 明確・正鵠 あやふや

（２）両義性 明快・一義性 ふたまた

（３）冗長性 簡潔 だらだら

（４）順序性 語順・正順 順不同

Ⅴ 敬語法 丁寧体 ののしり

→ ポール・グライスの腑分けは、原発発話にはあまり有効ではなさそうだ。

発話状況（意図・前提＆場）・言表（認知効果）

などを繰り込みにくい。



隠蔽意図・悪意意図による発話の構図
関連性分析の拡張（試案）

Ⅰ 隠蔽：悪意ある意図により、不作為犯を図り、情報隠蔽の発話をする。

揉み消し語法；直隠し・しらばっくれ・空耳・婉曲

曖昧化語法； はぐらかし・ぼかし・おとぼけ・カタカナ語・霞ヶ関語

Ⅱ 虚言：悪意ある意図により、発話を誤魔化し、歪曲する。

歪曲語法； 騙し・すりかえ・まやかし・「狼少年」与太・絵空事

真しやか語法；誑かし・お為ごかし・仄めかし・知ったかぶり

責任転嫁語法；言い繕い・居直り・開き直り・三百代言・敵前逃亡

狂言語法； でっち上げ・工作・出来レース・操作・抱きこみ

Ⅲ 恫喝：コンテクストで優位に立ち、悪意ある意図を隠蔽・強要する。

発話だけでなく、犯行・振舞いに及ぶ場合もしばしばある。

誹謗語法； 中傷・愚弄・揶揄・嗜虐・虐め・冷やかし・粗探し・罵り

高飛車語法； 傲慢・居丈高・居直り・驕り・夜郎自大・手前味噌・衒い

恫喝語法； 恐喝・迫害・村八分・脅し・責め・嫌がらせ

浪花節語法； 泣落し・恩着せ・殺し文句・褒め殺し・気休め・手懐け

差手争い語法；先手争い・面子繕い・ひけらかし・後出しじゃんけん



原発事故：発話例（１）

…と理解しております。 …と了解しております。 （東電・官邸常套句）

よく確認してから発表します。よく整理してから発表します。 （東電・官邸常套句）

確認できるかどうか、確認します。 （東電・官邸常套句）

検討中です。いずれ検討します。 （東電・官邸常套句）

想定外です。 （東電・官邸常套句）

念のため検討中です。万一のための避難です。 （東電・官邸常套句）

全力を尽くして、 万全を期して、 大限の努力を （菅某常套句）

国民のみなさんは冷静に対処してください。 （官邸・御用機関常套句）

風評被害に鑑み、発表を控えました。 （官邸・御用機関常套句）

守秘義務に鑑み、発表を控えさせてください。 （官邸・御用機関常套句）

この事象に対して、速やかな措置のために、自衛隊の派遣の要

請を検討しております。 （東電・官邸常套句）

自衛隊に汚されたくないので、食堂や部屋には鍵をかけました。 （東電）

作業は下請けに任せ、社員は県外に避難しました。 （東電、ＮＨＫ取材）

原発事故は神の仕業です。 （東電、賠償逃れ）

スピーデｲは天気予報より粗く、単なる参考情報なので発表は控

えました。 （西山某）

メルトダウンを燃料が原形を保ってないという意味とすれば、メ

ルトダウンです。 （西山某）



原発事故：発話例（２）

爆発事象がありました。大きな音と白煙が発生しました。 （枝野某）

万一のための避難です。あくまでも念のための措置です。 （枝野某）

首相は原子力について少し勉強したいということで原発視察しました。 （枝野某）

ただちに健康に被害はありません。 （枝野某）

…の可能性も否定できないと考えられる。 （枝野某）

この事象に対して、速やかな措置のために、自衛隊の派遣の要請を検

討しております。 （枝野某）

助言機関として黒子に徹してきました。 （斑目某）

高濃度汚染水の処理の知識を持ち合わせておりません。東電と原子力

安全・保安院の指導を仰いでください。 （斑目某）

災害時の調査員派遣が1ヶ月後に一人だったことは、反省しております。 （斑目某）

プルトニウムは食べても大丈夫です。 （大橋某）

大隕石と同じで、1億年に1回の危険レベルです。 （大橋某）

今から授業がありますので、質問は止めてください。 （大橋某）

放射能はクヨクヨしている人にくる。ニコニコしている人には来ない。

動物実験で分かっております。 （山下某、福島県放射線アドバイザ）

安全とは言ってません。安心と言ってます。 （山下某、福島県放射線アドバイザ）

（参考）

東京には決して戻りません。どうしても放射性物質を捨てるなら東京

に捨ててください。 （浅草生まれ、京大助教、小出裕章）



マスコミ・官邸・２ｃｈ工作員論法例
気休め論法

ただちに健康に影響はない。

雪だるま式論法・風が吹けば桶屋が儲かる論法

原発がないと北に占領される。

先回り論法

原発に賛成しないと計画停電だぞ。

二者択一強制論法

原発がなくなると地元が過疎に戻るぞ。

人身攻撃論法・すりかえ人身攻撃論法

小出助教は昔でいえば助手だ。小沢さんは元原発派だったのだ。

藁人形論法・二段階藁人形法‐反論取込み・生贄藁人形法‐ワイン販売）

小出助教は反原発派だ。小出さんはここのところ論文を書いてない。

立証責任転嫁論法

発癌の疫学的根拠をすぐ見せてくれ。

感情訴求論法

今こそ元気で頑張ろう。がんばろう、日本。日本の力を信じよう。



福島原発：隠蔽・虚言・恫喝事例
福島原発水素爆発後 データ隠蔽手口 （東電・官邸・経産省御用機関）

メルトダウン 隠蔽手管 （東電・官邸・経産省御用機関）

ＳＰＥＥＤＩデータ 隠蔽手口 （東電・官邸・経産省御用機関）

潤沢電力量 隠蔽詐欺 （東電・経産省・マスコミ）

計画停電 脅し （東電・経産省）

原発代替電力量 隠蔽手口 （東電・経産省・マスコミ）

炭酸ガス温暖化 キャンペーン仕掛 （東電・経産省・マスコミ）

原子力村権益 隠蔽誑かし （東電・経産省・原子力部落・マスコミ）

「地震なら原発へ逃げるのが一番安全」 （ビートたけし）

小沢問題すり替え論法 （マスコミ）

活断層情報 隠蔽手管 （東電・経産省・原子力部落）

被曝量測定地 小化 手口・地上18メートル測定 詐欺 （東電・自治体）

浜岡原発停止要請 方便 （菅某、延命画策・責任回避）

20mSv基準 1mSv 努力目標 詭弁 （文部科学省・経産省手先機関）

東京都節電協力願い 茶番劇 （蓮舫某）

お茶の葉検査 隠蔽手口 （地方自治体）

福島原発 生データ 隠蔽手口 （現在進行形、あと何年続くか？）



悪意ある意図：財務省・日銀増税作為
隠蔽 歪曲 恫喝

先進国中唯一のデフレ国 ○

先進国中経済成長率 低 ○

プライマリー・バランス論議 ○

金融政策 不作為（デフレ容認） ○

GDP ギャップ30兆円放任 ○

特例公債の日銀直接引受け ○ ○

埋蔵金 ○ ○

赤字 900兆円喧伝 資産隠蔽 ○ ○ ○

財務省 資産・国有地売却不作為 ○ ○ ○

国債発行 財政破綻論 ○ ○ ○

記者クラブへの情報小出し ○ ○ ○

原発事故 財政施策 ○ ○ ○

消費税増税キャンペーン ○ ○ ○

参事官 高橋洋一 迫害 ○ ○ ○

経産省大臣官房付 中島茂明迫害 ○ ○ ○



悪意ある意図：経産省・東電作為

隠蔽 歪曲 恫喝

生データ（隠蔽） ○

メルトダウン（隠し） ○ ○

SPEEDI 情報（５月まで隠蔽 ） ○ ○

不揮発性プルトニウム検出（隠蔽） ○ ○

作業員被爆250シーベルト引上げ ○ ○

取組みロードマップ（工程表） ○ ○

水棺方式固執 ○ ○

電気事業法 ○ ○ ○

原子力損害賠償法 ○ ○ ○

原子力発電コスト（歪曲） ○ ○ ○

原子力発電炭酸ガス非排出論（歪曲） ○ ○ ○



悪意ある意図：経産省・東電等作為

隠蔽 歪曲 恫喝

原子力 後進国論（しらっばくれ） ○ ○

発電・送電・配電分離論先延ばし ○ ○ ○

計画停電（陽動停電） ○ ○ ○

節電キャンペーン（節電狂言） ○ ○ ○

発電設備容量（埋蔵電力） ○ ○ ○

大電力需要量 ○ ○ ○

もんじゅ 原子炉等規制法除外 ○ ○ ○

もんじゅ １兆円捨て金 ○ ○ ○

六ヶ所 再処理工場 ２兆円捨て金 ○ ○ ○

やらせメール（九電） ○ ○ ○

水道水・食料品等 インチキ基準 （厚労省） ○ ○

児童被爆量 インチキ基準 （文科省） ○ ○



そんじょそこらの「基準」談義例
放射性ヨウ素検出の水道水に対する国の基準（ＮＨＫ）

“ 原則飲むのを控えるよう求めるが、代替がなければ飲んで
も差し支えない 。”

→ 接続助詞「ガ」を、止せばいいのに使う。

→ 「原則」「控えるよう求める」「代替」「差し支えない」

は、「基準」を定める文言には向かない。役人の権限・裁

量を 大化する表現だ。数字を使え。

→ 結局、飲んでいいのかいけないのか、市井の人には判断で

きない。

→ 都や区は、どっちなのかを政府・厚労省に問い合わせてい

るが、そもそも国に判断を求める姿勢はたるんでいる。

→ 例によって、市井の人が自身で（身体を張って）判断する

しかない構図になっている。



悪意ある意図：官邸・菅某発話

隠蔽 歪曲 恫喝

爆発事象がありました。 ○ ○

大きな音と白煙が発生しました。 ○ ○

万一のための避難です。あくまでも念のための措置です。 ○ ○

首相は原子力について少し勉強したいということで原発

視察しました。 ○ ○

ただちに健康に被害はありません。 ○ ○

…の可能性も否定できないと考えられる。 ○ ○

この事象に対して、速やかな措置のために、自衛隊の派

遣の要請を検しております。 ○ ○

助言機関として黒子に徹してきました。 ○ ○

高濃度汚染水の処理の知識を持ち合わせておりません。

東電と原子力 安全・保安院の指導を仰いでください。 ○ ○

災害時の調査員派遣が1ヶ月後に一人だったことは、反省

しております。 ○ ○



悪意ある意図：官邸・菅某常套句

隠蔽 歪曲 恫喝

…と理解しております。 ○ ○

…と了解しております。 ○ ○

よく確認してから発表します。 ○ ○

よく整理してから発表します。 ○ ○

確認できるかどうか、確認します。 ○ ○

検討中です。いずれ検討します。 ○ ○

想定外です。 ○ ○

念のため検討中です。万一のための避難です。 ○ ○

全力を尽くして… ○ ○

万全を期して… ○ ○

大限の努力を… ○ ○

国民のみなさんは冷静に対処してください。 ○ ○

風評被害に鑑み、発表を控えました。 ○ ○

守秘義務に鑑み、発表を控えさせてください。 ○ ○



悪意ある意図：官邸・菅某発話
隠蔽 歪曲・まやかし 恫喝

今こそ元気で頑張ろう。 ○ ○ ○

がんばろう、日本。 ○ ○ ○

日本の力を信じよう。 ○ ○ ○

国民のみなさんは冷静に対処してください。 ○ ○ ○

風評被害に鑑み、発表を控えました。 ○ ○ ○

守秘義務に鑑み、発表を控えさせてください。 ○ ○ ○

原発事故は神の仕業です。

→ 初心を装い、賠償逃れを企み、発電・送電の分離論を隠蔽する阿漕

ぎで蔭湿な発話。

小沢問題を真の区切りとするために…

→ 小沢問題をでっち上げ、現政権延命を狙い、原発問題の要を目くら

まし、購読者激減を招いている。購読中止直後に、頼みもしないの

にお試し購読を押し付ける。ゴミ処理の手間が掛かる。



悪意ある意図：ヒューモア？醸成
先行テクストへの表意・暗意

自衛隊に汚されたくないので、食堂や部には鍵を

かけました。 （東電）

普及開発関係費（← 広告宣伝費） （東電）

作業は下請けに任せ、社員は県外に避難しました。 （東電、ＮＨＫ取材）

スピーデｲは天気予報より粗く、単なる参考情報な

ので発表は控えました。 （西山某）

メルトダウンを燃料が原形を保ってないという意味

とすれば、メルトダウンです。 （西山某）

首相は原子力について少し勉強したいということで

原発視察しました （枝野某）

大きな音と白煙が発生しました。 （NHK）

プルトニウムは食べても大丈夫です。 （大橋某）



悪意ある意図：霞ヶ関用語
(1)“ 再就職斡旋の禁止 ”（民間議員の国会提案）

“ 押し付け的な再就職斡旋の禁止 ”（役人の書き換え語句）

→ 押し付け的な斡旋だけは根絶するが、押し付け的でない斡旋はこれ

までどおり容認してしまおうとする誤魔化し。

(2)“ 完全民営化する”（元の法案）

“ 完全に民営化する ”（役人の書き換え語句）

→“ 完全に民営化 ”は、次の三つの民営化のどれでもよいと曲解しよう

とする。つまり、財務省の天下り先「政策金融機関」は無傷になる。

民有・民営の完全民営化（例、旧国鉄本州3社）

経営形態だけを民営にする特殊会社化（例、日本政策投資銀行）

政府が根拠法をもつ特別民間法人化（例、農林中金）

(3)“ 官製談合の省庁（国交省）には、再就職についても激しい対応をす

る。”（阿倍首相答弁案の役人による書き換え文）

→ 実際の答弁は“ 官製談合への激しい対応 ”と“ 天下りへの対応 ”

とに分けて、事なきを得た。放っておくと、国交省だけに矮小化さ

れ、他の省庁は激しい対応を免れてしまうインチキ語法。

（高橋洋一 『官愚の国』）


