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まえがき

三文小説をもっと楽しむにはどうしたらいいか。 初は不埒な動機から拙文を

書き始めました。だんだん欲目が出て

他人に届くことばや文章はどうしたら書けるか

ついでに、日本語で感じ考える弱みや強みはなにか

が気になってきた次第です。

幸い、わかみず会で発表の機会をいただき、

日本語文法論 システム論 認知意味論 神経生理学 関連性理論

などを素人の無鉄砲を省みず、てんでにかじってきました。

そこで、これまでの発表を多少まとめて

概念・ことば 思考 思考方法 感情 身体

などについて、一応の区切りをつけたのが今回のテーマです。

素人考えのご披露だけでは、失礼にあたりそうなので、まだ邦訳のない

ローレンス・バーサロウの「シミュレーション論」

マイケル・トマセロの『自然の思考史』

の要約をつけ加えました。思考例としてのスペルベルとウィルソンによる「心の

理論」などは、省略しました。ご批判いただければ、幸いです。
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ヒトの情報：体・心・頭



ヒトの情報（１）

人にはどんな情報があるか、認知科学の知見に拠りかかって、４つの表にまと

めてみました。なぜ、「人」といわないで、生物学のように「ヒト」というの

か。子どもそしてチンパンジーのような霊長類との対比を考えたいからです。

ヒトの頭と心と身体には、それぞれに異なる情報や反応があります。

（１）頭には、概念・ことばがある。前概念のゲシュタルト情報や、ことば

とゲシュタルトをつなぐイメージスキーマもまた、頭にあると見なし

ます。

（２）心には、感情や情動がある。逆に、情動や感情が心だといってもよい。

（３）身体には、無意識的・半意識的反応が多いですが、意識的反応もある。

ここで、反応は情報のやりとりだと見なしています。

（４）さらに、生き物の性（さが）として付き合うしかない環境情報がある。

この中で、概念・ことばは、ささやかな片隅しか占めておりません。そして、情

動や感情、身体性、環境にまつわる情報の一端しか表せません。主語のない日本

語の発想では、どうしてもそう考えざるをえない。しかし、それなりに、それら

の情報を辛うじて指し示すことはできます。ことば・概念は、デジタル（離散的）

情報ですが、情動や感情や身体の情報は、基本的にアナログ（連続的）情報で、

際限のない情報で満たされています。その上、否も応もなくヒトと相互作用をす

る環境の情報は無尽蔵です。



ヒトの頭・心・身体にある情報（１）

情報のありか 概念系 感情系 身体系

情報 知覚系 情動系 運動系

制御 意識

顕在情報 継起的

デジタル 意図的 概念・ことば 感情・気分 行為・動作

制御過程 意識的 動機づけ

努力要 自己評価

半顕在情報

ハイブリッド 中間層 イメージスキーマ ストレス・衝動 体動

半制御過程 前意識的 閃き・再認 勘・直観 表情・母語

潜在情報 並列的

アナログ 反射的 ゲシュタルト 情動 反射

自動過程 無意識的

努力不要

註：小さいポイントの、「動機づけ 自己評価」「閃き」「勘」… などは座りの悪い情報。



ヒトの頭・心・身体にある情報：例示

≪概念系≫ ≪感情系≫ ≪運動系≫

＜概念・ことば＞

＜基本情報＞
イヌ 椅子 赤さ
赤い 走る …
＜２次情報＞

入れ子 有限・無限
命題 作業記憶 …

＜感情・気分＞

喜び 悲しみ

自負心 …

不安感 安心感 …

心身一如 渾然一体 …

＜ストレス・衝動＞

緊張 弛緩
恐れ 怒り …

飢え 渇き
痛み 性欲 …

＜情動＞

快／不快
：接近行動／忌避行動

活性化／不活性化
：興奮／抑制

＜体動＞

表情
身振り

母語 溜息 …
音楽 鼻唄 …

＜イメージスキーマ＞

容れ物 部分・全体
連結 中心・周縁
上下 前後
起点・終点 線形順序 …

＜ゲシュタルト＞

ゲシュタルト知覚
：プレナンツ則 … 低レベルの差異

心的イメージ
：椅子 イヌ … 典型例 種の差異

感情系情報・身体系情報
：感情・ストレス・衝動・情動 … 
：動作・体動・反射・五感 … 

＜動作・行為＞

姿勢 歩行 走行
静止 正座 …

動機づけ

自己評価

＜反射＞

自律神経系
呼吸 心拍
攪醒 睡眠 …

幽体離脱
臨死体験 …



ヒトの情報（２）

図（１）では、タテ軸をその情報をヒトが意識しているか、半ば意識している

か、無意識であるかで３分しました。前意識はフロイトの用語です。なお先走

りますが、多分、主として下の方情報が上の方の原因・根拠になっています。

ヨコ軸は、頭と心と身体です。ここでは、概念系、感情系、身体系という言葉

を使いました。昔からの言い方なら、「知・情・意」です。

身体系にはヒトの系統発生や個体発生を重視する別の視点もあります。解剖学

者 三木成夫 による感覚ー運動をつかさどる「動物器官」と栄養ー生殖をつか

さどる「植物器官」という二分法です。

動物系は体の壁をつくるので「体壁系」と呼ばれ、その中枢に神経系（脳）が

位する。植物系はからだの内部にあるので「内臓系」と呼ばれ、その中心に血

管系（心臓）が位します。

感情系は、内臓系を介して身体系と強く連動しています。概念系は、体壁系の

脳を介して身体系と連動している。

以下、進化や系統発生あるいは個体発生が必要になるときは、適宜、この視点

を採り入れます。情報に重きをおく遺伝子系とか神経細胞系とかを、 初から

正面には出さない。神経生理学的視点をやみくもに強調したくないからです。



ヒトの頭・心・身体にある情報（１′）

意識 ＜顕在情報＞ ＜半顕在情報＞ ＜潜在情報＞

情報 デジタル ハイブリッド アナログ

制御 制御過程 半制御過程 自動過程

継起的 意図的 中間層 並列的 反射的

情報のありか 意識的 努力要 前意識的 無意識的 努力不要

概念系 概念・ことば イメージスキーマ ゲシュタルト

知覚系 閃き・再認

感情系 感情・気分 ストレス・衝動 情動

情動系 勘・直観

身体系 行為・動作 体動 反射

運動系 動機づけ 自己評価 表情・母語

註：小さいポイントの「動機づけ 自己評価」「閃き」「勘」… などは座りの悪い情報。

日本語の場合、欧文と比べ境界が曖昧なので、点線にしてある。



ヒトの情報（３）

日本語の特徴を浮き彫りするために、タテ軸・ヨコ軸を取り替え、点線を用い

た図(１′）も示しました。こっちは境界に揺らぎがある感じです。

さらに、図では示しませんでしたが、ヒトの周りには、環境や状況があって、

のっぴきならない関係づけ・相互作用が生まれ、成り行きや出来事が出来し、

しがらみが深まったり、もとの黙阿弥になったりします。

以下、拙稿では、発話やことば、感情や情動、身振りや狙いを論じるときは、

身体系 感情系 概念系 環境系

の４つの間にある相互作用を仮定することになります。

情報量の感じをイメージするために、三角形を図示しておきました。半顕在情

報や潜在情報がどれほどのもので、どんなはたらきをするかについては、追々

説明します。まず、絵画と音楽と「痛み」について、小手試しに触れます。

そしてとりあえず、英語的発想とは異なり、主語のない日本語の発想が、情報

にどんな立ち位置や構えをとるのかについて、トマセロの認知文法をちょっと

だけ紹介しておきます。主語・述語という現代英語の枠組みがローカルなのも

のにすぎない事実を、英語自身の歴史が素直に例証しております。



意識・前意識・無意識情報の構図（１）

顕在情報

意識 概念感情動作

ことば 気分 行為

半顕在情報 スキーマ ストレス 体動

前意識 衝動

潜在情報 ゲシュタルト 情動 反射

無意識

＜概念系＞ ＜感情系＞ ＜身体系＞

註：さらに、ヒトと相互作用する環境は、際限のない情報で満たされています。

「思考」という日本語を、「思う／考える」としますと、概念系ばかりか、感情系の含

みもあり、場合によっては、意志のような身体系も含む良い用語です。英語（thought）

だと、概念系という縄張りに籠ろうとする嫌いがあります。



意識・前意識・無意識情報の構図（１′）

＜意識＞ ＜前意識＞ ＜無意識＞

系統発生

個体発生

註：進化あるいは系統発生や個体発生が効くときは、この図で行く方がわかり

やすい。もっとうまい図式があるかもしれませんが、とりあえずこれで折

合いをつけます。下線部は、認知の議論では、強く効くところです。
12

概念系 概念・ことば イメージスキーマ ゲシュタルト
知覚系 閃き・再認

感情系 感情・気分 ストレス・衝動 情動
情動系 勘・直観

身体系 行為・動作 体動 反射
運動系 動機づけ 自己評価 呼吸・表情・母語

＜内臓系：植物系＞ 腎管系・血管系（心臓）・腸管系

＜体壁系：動物系＞ 外皮系・神経系（脳）・筋肉系

視覚系・聴覚系・触覚系・味覚系・嗅覚系



ヒトの情報（４）

ゼザンヌの果物の絵を見ているとします。ヒトは直ちに、そこにリンゴがあると

了解し、梨やブドウだと錯覚はしません。実物のリンゴもそうです。まるくて、

赤く、匂いがして、旨そうだとヒトは身体で感じます。しかし、リンゴという名

詞を聴いただけでは、また分厚い百科事典を牽いて、どんな名詞や形容詞で補強

しても、所詮その体感をすっかり復元することはできません。

バッハの無伴奏チェロ組曲を聴いてみます。曲を追うと、鼻唄がでたり、膝でリ

ズムをとったりします。オクターブずれても、これも同じバッハの旋律だとわか

ります。けれども、単にバッハのあの曲という名詞や譜面からは、この感じや身

体性がやつがれ（僕）から大抵消え失せてしまいます。残念です。

「痛みという名詞は、痛みという対象物があるかのような錯覚を人にもたらして

しまう。＜痛みを（内面に）もっている＞という隠喩は危ないのだ」と、初期の

ウィットゲンシュタインは言いました。後期には、「痛みという表現は、痛みと

いう体験に属しているのだ」と比喩的な言い方をせざるをえませんでした。

この言い方には、欧文的な主語・述語という命題的発想が垣間見られます。ウィ

ットゲンシュタインほどのヒトでも、ドイツ語という制約・規範・制度（生まれ

・育ち）から逃れられませんでした。別の言い方「言語ゲーム」のほうが、日本

人にも通じるようです。
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痛み：津和野方言

日本人が「痛み」をどう了解したかの一例を、森鴎外に見ましょう。彼は、郷

里の「痛み」の方言を共通語にしようとして、果たせませんでした。その語彙

は次のようです。

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

津和野地方の人たちによる言語ゲームによる「痛み」の概念化です。江戸っ子

は、いまのところこれらの「痛み」群を概念化・カテゴリ化しておりません。

言語ゲームということばを生みだしたご本人もそうでしょう。

後期には、ウィットゲンシュタインは西洋人の哲学的な病理にメスを入れようと

して「言語ゲーム」を提唱しました。しかし、この訳語はいかにも拙い。「こと

ば遊び」とか「暮らし言葉ごっこ」とか「サラ川（サラリーマン川柳）暮らし」

とか、もうちょっとましなおばさん言葉はなかったものか。なにしろ、世界でほ

とんど唯一の識字率100％ のお国柄なのですから。



ヒトの情報（５）

ここでは、情動・感情・身体性が絡む情報は、多くは無意識のうちに、デジタル

な離散的情報ではなく、連続的なアナログ情報としてヒトに伝わってくるのだと

いう情報論的な立場を強調しました。これは、英語の「属性」「主語・述語」の

ような語彙やことば使いをできるだけ退けようという立場につながります。

ノーム・チョムスキーによる生成文法は、「普遍文法」なるものを言語と同一視

し、言語をヒトに固有な計算機構であるとして、統語論と意味論を厳格に区別し

ました。そして、ことばに主語・述語をもちこみました。主語は、題目や焦点化

であるとされます。また、子どもの個体発生的学習を認めません。

これに対して、マイケル・トマセロによる「認知文法」は、言語は計算機構や本

能ではないとします。本能は、行動上、比較的紋切り型で、個体発生上に現れま

すが、言語はそれとはまったく異なるとみなします。言語は言語集団ごとにまち

まちで多様性があり、日本で生まれたヒトが英語環境で育てば、英語を習得する

のだと考えます。

なぜ生成文法が主語・述語を持ち込んだかといえば、英語（註：現代英語）だけ

を言語に見立て、他の言語を無視したからだとトマセロは見なしています。その

結果、生成文法は英語自身の変遷そのものや英語以外の多くの言語現象を説明で

きなくなってしまいました。ほんの一例を次に示します。



生成文法への反例：英語の変遷；トマセロ

古英語には「気に入る」という意味の“ lician”という動詞があった。ドイツ語

の“gefallen”、スペイン語の“ gustar”などと同様に、この動詞は主語として

「喜ばせるもの」をとり、「喜ばされる人」は与格(“ X is pleasing to Fred.”)

のように表現された。つまり、

Þam kynge    licoden        peran.

王様（与格） 気に入った（複数） 梨（複数）（梨が複数の主語）

中英語では、英語は格を表示する形態の多くを失い、ふつう次のように表された。

The king    licenden            pears.

王様 気に入った（複数） 梨（複数）（“king”に与格の標識がなくなる）

ここでも pearsが主語である。動詞は単数の kingではなく複数の pearsと数の一致

を示しているからだ。（-en は現代ドイツ語のように複数を表す） 後に、動詞に

ついていた複数の標識が失われ、現代英語になった。

The  king  liked  pears.

つまり、与格の kingが主語となり、かっての主語 pearsは直接目的語として再分析

されたのである。再分析はある意味で他の SVO 構文との一種のアナロジーによっ

て促されたのであろう。 16
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概念とことば



概念・ことばの根拠

「ことばは離散的情報だ」とひっくるめて言い切りましたが、そこにはさまざま

な情報があります。例えば、認知科学者 安西祐一郎の次のまとめがそうです。こ

の７行は読み飛ばしても構いません。

視覚パターンや聴覚パターンのような知覚情報

母音や子音、抑揚やアクセントのような音韻情報

意味の 小単位である形態素の情報

語彙レベルの情報

文法レベルの情報

意味レベルの情報

語用論レベル（言語運用）の情報

これらの言い回しは、概念・ことばによるアナログ情報への１つの切り口を示し

ています。つまり、際限のないアナログ情報の一部を切り出し、分節化して、表

しています。

分節化は、「差異」や「同一性」、「変化」や「反復」を認知するヒトの能力か

らもたらされます。分節化の根源には、「目新しさ」や「なじみ深さ」に対処す

るヒトの進化的能力があり、「抽象化」や「汎化（一般化）」という概念やこと

ばのはたらきをもたらしました。



分節化：差異化・同一化 変化・反復

言語は、概念やカテゴリを切り出して分節化し、ことば（語や句や文や文章）

を構成することになります。発生的にはまず概念、そして話しことばが先に生

まれ、書きことばが続きました。分節化の基底には、「差異化と同一化」そし

て「変化と反復」の認知があります。

「差異化」は、目新しさ・新奇性からもたらされる。 これは見たことがない。

「同一化」は、なじみ深さ・親近性からもたらされる。 これは例のものだ。

五感のなかでも、視覚系（点字は棚上げ）のはたらきに拠るところが大きい。

「変化」は、目新しさ・新奇性からもたらされる。 次は新たな節だな。

「反復」は、なじみ深さ・親近性からもたらされる。 次は二番煎じだな。

五感のなかでも、聴覚系のはたらきに拠るところが大きい。

これらの認知は、大仰に言えば、ヒトの系統発生・個体発生からもたらされ、

潜在認知・半顕在認知・顕在認知の基礎を担っています。

さて、これから先の議論は、日本語と英語では大分趣が変わります。環境との

「相互作用」をどう表現するかでまったく発想が異なるのです。日本人が英語

を論（あげつら）うのは、片手落ちになりそうなので、西洋人であるジェーム

ズ・ギブソンとグレゴリー・ベイトソンの見方に拠って説明しましょう。



色：属性

まず、日本語寄りの発想を見てみます。「薔薇が赤さをもつ」などとは言わない。

むしろ、「薔薇は赤く見える」と言うほうが自然です。

色は、モノの属性ではありません。ふつうは、「内包と外延」あるいは「所有」

という英文法もどきの解釈になってしまいますが … 日本語の百科事典でもそう

いう説明がほとんどです。明治維新以来の欧文的発想に刷り込まれたからだと思

われます。

色は、

照明

モノの表面の性質（そしてその周辺の表面の性質）

視覚系の特性

これらの相互作用（関係）によって場がつくられ、その場の文脈の中で、はじめ

て意味が生じる、関係性の特性であると見なします。

視覚系の特性は、ヒトの「順応」によってもたらされます。イリュージョン（色

つきゴーグルやさかさ眼鏡）などは単なる錯誤ではなく、さしずめ、視知覚系の

適応機能の現れと見なすわけです。



属性とアフォーダンス：ギブソン

ギブソンのアフォーダンスの考え方は次のようです。

本来の意味でのアフォーダンスとは「動物と物の間にある行為についての関係

性そのもの」である。つまり、ヒトに行為（相互作用）を促す情報が環境自体

にあって、ヒトと環境との間の関係が行為をアフォード（可能に）すると見な

します。

少し分かりにくいので、例による説明を見てみましょう。環境自体に動物の行

為を促す情報が存在するという図式がまずあります。 動物はその情報をもとに

行動し、環境にある情報もまた動物の行動により変化する。 ギブソンは、その

ような環境と動物の相互作用を「アフォーダンス」と呼びました。 いま目の前

に腰の高さくらいの固い水平面があれば、それは「座る」ことができるモノに

見え、またそれが柔らかな肌理に覆われているとすれば「横たわる」ことがで

きるモノに見えるというわけです。

ギブソンのことば使いはこうなります。取っ手のある「タンスを開ける」とき

に、「このタンスと私の間には開けるというアフォーダンスがある」あるいは、

「環境がこのタンスを開けるという行為をアフォードする」と言うわけです。

ちょっと急ぎ足ですが、次にベイトソンの属性論や主語・述語論を見ます。



言語（英語）は相互反応の片側だけを強調する
：ベイトソン

科学や認識論では、「属性」や「形容詞」のような語り口では事が足りない。理

路整然と考えるには何かが持つとされるいかなる「特性」も「属性」も、つまり、

どんな形容詞も、時間上で起こる 低２組の相互作用の結果に根差しているのだ。

「石が硬い。」

特性も属性も、つまりどんな形容詞も、時間上で起こる 低２組の相互作用

の結果に根ざしているのだ。

「この石は停止している。」

観察者または何か別の物体（動いていても良い）に対する石の相対的位置に

ついての言及である。同時に、その石の内的な事情－慣性の存在、内部に歪

曲の力が働いていないこと、表面に摩擦が働いていないこと等－に関する言

及である。

言語（註：英語）は主語・述語という構造によって、「モノ」がある「属性」を

「持っている」 のだと言い張ってしまう。もっと精密な表現手段であれば、「モ

ノ」がその内的な諸関係、およびほかの「モノ」や語り手との関係の中での振舞

いから生み出され、 ほかの「モノ」と区別して見られ、「実在」させられるのだ

という点をきちんと表現できるはずだ。 …



主観・客観：ベイトソン（１）

「主観・客観（主体と対象）」について、ベイトソンは次のように言います。

子供たちはいまだに「名詞」が「人や場所や物の名前」だとか、「動詞」が「

動作を示す言葉」だとかいうナンセンスを教えられている。まだ頭の柔らかい

時期に、定義するとはあるものをほかのものとの関係において見ることではな

く、物がそれ自体で何であるかを言うことだという誤った考えを植えつけられ

ているのである。 … 

名詞とは述語とある関係をもつ言葉、動詞とはその主語である名詞とある関係

をもつ言葉、という教え方に子供たちがついていけないことはあるまい。 … 

樵（きこり）が、斧で木を切っている場面を考えよう。斧の一打は前回斧がつ

けた切り目によって制御されている。このプロセスの自己修正性（精神性）は

木 → 目 → 脳 → 筋 → 打 → 木

のシステム全体によってもたらされる。このトータルなシステムこそが、内在

的な精神の特性をもつのである。

木にある差異群 → 網膜に生じる差異群 → 脳内の差異群 → 

筋内の差異群 → 斧の動きの差異群 → 木に生じる差異群 …

巡り伝わっていくのは、差異の変換体の群れである。その差異の１つひとつが

「観念」 ー 情報のユニットー であるわけだ。



主観・客観：ベイトソン（２）

ところが西洋の人間は一般に、木が倒されるシーケンスを、このようなものとは

見ず、「自分が木を切った」と考える。そればかりか、「自己」という独立した

行為者があって、それが独立した「対象」に、独立した「目的」を持った行為を

なすのだと信じ切っている。

「ビリヤード球Ａが、ビリヤード球Ｂにぶつかって、Ｂをポケットに落とした」

という言い方には、問題はない。… 西洋人はふつう、出来事の記述に人称代名詞

を登場させる。それとともに精神：人の内部に囲い込まれた精神が持ち込まれる。

一方で木は、ただのモノになる。いや、人までがしばしばモノのように捉えられ

る。斧は木に働きかけ、自分は斧に働きかけるという、２つの関係の言葉上の一

致が、精神の物象化というナンセンスを生むのだろう。混乱のもとはおそらく、

“Ｉhit the ball.”

“ The ball hit another ball.”

が同じ表現形式をもつところにあるのだろう。…（註：英語の主述文法）

このシステムの境界は、生物の身体的境界とも、また一般に「自己」とか「意識」

とか呼びならわされているものとの境界とも、まったく一致しないのだ。「思考

するシステム」と、いわゆる「自己」とのあいだには、何重もの違いがあるのだ

ということ。このことに気づくのと気づかないのとでは大違いである。 …



ヒトの情報（５）

分節化した

概念とことば（一語文、ニ語文、島構文、抽象構文、単文でない連文）

という情報のまとまりが、身体・心・頭の中でどんな構成になっているかを説

明しました。これらは、スキーマやゲシュタルト、情動・感情や身体、そして

環境と

相互作用や往復運動

をしていることを強調しました。属性とか主観・客観という英文法的発想はレ

ベルのはきちがえとして退けたわけです。

さらに、身体・心・頭の中の情報と環境の情報について、つけ加えるべき見方

が２つあります。１つは情報が

入れ子： 再帰性と自己監視（モニター）をもたらす

となってメタレベル、メタ・メタのレベルで階層化・抽象化・汎化される視点

です。他の1つは、概念やことばが紡ぎだされるときの

揺らぎ： 図と地の反転などをもたらす

という視点です。これらも、ヒトの情報の基本となる特性です（後述）。もち

ろん、この２つも離散的でなく、確率・統計的に見据えなければなりません。

この２つを取り込んだイメージは、次図のようになります。



概念・ことば・スキーマ・ゲシュタルト

入れ子（再帰・自己監視）

概念 ことば 揺らぎ（図と地）

相互作用（往復運動）

入れ子（再帰・自己監視）

イメージスキーマ 揺らぎ（図と地）

相互作用（往復運動）

入れ子（再帰・自己監視）

]                                                               ゲシュタルト 揺らぎ（図と地）
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概念とカテゴリの生成

ローレンス・バーサロウ



註：言語中枢；『唯脳論』養老孟司
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シミュレーション：体験の部分的再活性化

近の認知言語学で、概念生成についてのもっとも新しい知見の１つは、ロー

レンス・バーサロウによる「シミュレーション」という考え方です。

そこでまず、これまでに2300回以上引用されてきた 、2008 年の記念碑的論文

「記号操作の脳のモーダルシステムへの根拠づけ（Grounding Symbolic Operations

in the Brain’s modal systems）」のさわりを紹介します。詳しい実験的な根拠の

部分については省略しました。

冒頭でヒトの身体・心・頭にある情報を紹介しました。しかし、所在は示しまし

たが、どのように生成されるかについては不問に付しました。次は記号やことば

の操作がどのように生成されるかを説明する段取りになります。

下手な紹介よりもバーサロウの原論文でいきます。バーサロウは抽象的概念や記

号やことばのような情報を、次に紹介するように身体と結びつけます。図解で示

されるところがありがたい。

ただし、バーサロウの図解には注文をつけます。英語で書かれていますから、主

語述語をもちだすところは、よくよく注意して読み込まなければならないからで

す。



モーダル状態から非モーダル記号の変換
意味表象への変換記号の利用；バーサロウ



モーダル系の記号化の基礎；バーサロウ

図 1.1 のように、非モーダル（amodal）な記号は、知識を表象するために体験

から変換（抽出）されるのだと仮定しよう。

あるカテゴリのメンバーを体験すると、モーダル系が視覚系・聴覚系・運動系・

体性感覚系などに生起（図の矢印）する。これらの状態がそのカテゴリメンバー

の感覚 ー 運動的情報を表象する。

図では、感覚運動系しか描かれていないが、モーダル状態はこのほかに動機づけ

系・情動系・認知系にも生起すると仮定する。内的システムの知覚（perception）

を「内観」（introspection）と呼ぶ。

ひとたび、あるカテゴリに対するすべての関連モーダル状態が生起すると、この

状態に対する概念内容を表す、つまりそのカテゴリに対する知識（脚、尾、吠え

る、撫でる、柔かいなど）を表す非モーダルな記号が脳の他の部分で変換（抽出）

される（註：モジュール論者で、言語系は別モジュールとしている）。

一旦、非モーダルな記号が確立されると、その後の広い認知タスクでその非モー

ダルな記号はそのカテゴリに対する知識を（言語理解や推論などで）表象するよ

うになる。



モーダル状態の階層的連合領域化の定着
定着した多モーダル状態による語の意味の模擬表象

（定着化とシミュレーション）；バーサロウ



モーダル状態の定着化とシミュレーション
；バーサロウ

これらのモｰダリテｲ固有状態に対応する局所的連合領域が部分的に定着化する

（図 1.2 のアステリスク部分）。そして、低次の局所的連合に対応するニュー

ロン群が統合されて、高次のクロスモーダルな連合が生じる。

一旦脳内にこれらが確立されると、広範囲の認知タスクで、マルチ（多）モー

ダルな連合構造がカテゴリに関する知識を表象することになる。

低次から高次への統合と同時に、高次から低次へ部分的に活性化されることも

ある。破線の矢印はモーダル状態が部分的に活性化されたことを示している。

この部分的再活性化（reenactment）を「シミュレーション」と呼ぶ。

現代的アプローチのある流派はメンタルイメージを強調する。別の流派はニュ

ーロン群の再活性化を強調する。いずれにしても、非モーダルな記号の変換よ

りも、知識の表象はモーダル状態に拠っているという仮定がある。また、認知

には過去の体験のシミュレーションが中心的であることを仮定している。



註：バーサロウ図の見方

バーサロウの図解について、補足します。

モーダル系は、図では矢印 ←→ となっていますが、このイメージは静的すぎ

るようです。エーデルマンの脳の地図とか地図の地図とかいう例えも同じです。

矢印よりも、「風にそよぐクモの巣」 ー 複雑で多様なネットワーク ー を想い

浮かべる方がよい。非モーダルな記号も、同じようにクモの巣を想い浮かべる方

がよいようです。また、局所的連合領域（図のアステリスク）も、風にそよぐク

モの巣に見立てるほうが感じがでます。

風にそよぐところが「揺らぎ」「相互作用」を連想できますし、「入れ子」にな

っていることも想像できます。また、クモ本体やクモの巣の周りの木々との情報

の「往復運動」も多少は連想できます。そのイメージの１例を、次ページに示し

ておきます。「状態」ではなく、「プロセス」とか「生成」と見なす方がいい。

もうひとつ、概念とことばの発生（二語文、島構文、抽象構文、連文）との間に

はとてつもない時間差があることに留意しなければなりません。これこそがチン

パンジーとヒトとの境目になります。概念と、ことばつまり記号操作との間には、

千里の径庭があるとして、バーサロウの議論を読み込む必要があります。



註：クモの巣 例示；代謝系の複雑さ；金子邦彦
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記号の身体化：バーサロウ

バーサロウの原論文を続けます。

記号操作の解釈として、２つの立場がある。

古典的記号モデル：

統計的扱いになじまない。

感覚・行為・内観に基づいていない。

認知理論的モデル：

心理的もっともらしさがある。

神経生理学的もっともらしさがある。

イメージ分析 － 記号の中身はイメージからもたらされる。

記号に２種類の区別を設けよう。

型 タイプ（car）

語 トークン（個別の car）

そこで、３つの課題が浮上する。

課題： 記号の述語化 記号の結合 抽象概念



述語化・記号結合・抽象概念：バーサロウ
型（タイプ）と生起例（トークン）の写像：

記号の中身はイメージからもたらされる。その結果、記号はイメージの領域

に結びつけられ、それによって ＜型 ー 生起例＞ の写像が確立する。（註：

イメージ偏重すぎる。痛い、痒い、この野郎！にイメージはおそらくない。

感情系、身体性も含めた情報も含めなければならない）カテゴリ知識からも

たらされる推論もまた、イメージの形式をとる。そして知覚(perception）に

写像され返される。

記号の述語化：

イメージの要素の分析にあたっては、知覚領域の処理を経て、知覚に基づく

性質と関係が述語化可能かどうかを評価することになる。（註：すぐ述語化

と言ってしまう。薔薇が赤いのは主述ではなく相互作用・関係化だ。）

記号結合：

記号結合は、イメージの構成要素を操作し・統合して、構造化されたイメー

ジを構成し、それが実際、複合的な記号命題を作成する。（註：二語文など）

抽象概念：

抽象概念は文脈における内観から生じる。すなわち、それは、外的状況とい

う文脈のなかで、内的な脳内状態と身体的状態とを知覚するプロセスであり、

後の推理のために、イメージに基づく表象を発達させる。



モーダルシステム：バーサロウ

モーダルシステム：意図・心的態度[ ムウド（叙法） サマ（法助動詞）]

認知系

感覚運動系 情動系状態

動機系（註：価値（評価）系も含めたほうがよい）

（註：この腑分けは、冒頭の概念系・感情系・運動系と符合している）

これら内的システムの知覚系を、「内観（introspection）」と呼ぶ。

あるカテゴリのメンバーを体験すると（例えば、図１のイヌ）、視覚系、聴覚

系、運動系、神経系などのモーダル状態（図１の矢印 ←→ ）が生起する。

あるカテゴリ（例えば、イヌ）に対するすべての関連するあるモーダルな状態

が生起すると、これら状態に対する概念内容を表す非モーダル記号が、脳内の

他の場所に誘導され、そのカテゴリの知識が表象されるようになる。

いったん非モーダルな記号が脳内に確立されると、それはその後広範囲な認知

的タスクを通して、カテゴリの知識（イヌの場合は、脚、尾、啼き声、撫でる、

柔かいなど）を表象するようになる。その後、推論のようなカテゴリ知識上の

認知的操作は、これらの記号上の操作となる。（註：記号化されない感情系・

運動系情報もあるはずである。また、啼き声、柔かいにイメージはふつうない）



身体化されたモーダル状態の
獲得・定着とシミュレーション：バーサロウ

新しいアプローチでは、これらの動機づけれた状態・情動の状態・意識的な認知

状態を内観するうちに、モーダル状態が再び獲得される（再活性化とも再現とも

いう）と仮定する。すると、局所的な関連領域は、部分的にこれらのモダリテｲ

特有の状態が再現される。（図２のアステリスク領域）

高次の交差的なモーダル状態の関連づけ（同じくアステリスク領域）は、すると、

低次の関連づけ領域の連結するニューロンを統合して、体験の多モーダルな表象

を確立する。

あるカテゴリ（例えば、イヌ）を聞くと、以前に体験された高次のクロスモーダ

ルな関連領域が活性化される。次には、これらの連結されたニューロンが、低次

の連結されたニューロンを活性化する。それがそのカテゴリに対して以前に経験

されたモーダル状態を部分的に再活性化することになる。

これらのニューロンの再活性化は、実際にカテゴリメンバーに出会うと、起こり

そうなモーダル状態を「シミュレート」しようとする。以降、これらの再活性化

を「シミュレーション」と呼ばう。

（註：獲得・定着；永続性ある形で表現すること）



記号操作は言語とシミュレーションの
相互作用から生じる：バーサロウ

記号操作の性質に言及する際、シミュレーションに焦点を当てた。しかし、人の

記号操作では、単にシミュレーションだけでなく、言語とシミュレーションの相

互作用こそが反映されるようである。

この点を見るために、ヒトとヒト以外の動物のシミュレーションメカニズムを比

べてみよう。…ヒト以外の動物でも、トークンとタイプの区別はやってのけるよ

うだ。概念の結合も行う。…（註：このあたりの説明はトマセロのほうが上手な

ので省略）

進化論者の言うように、言語の獲得によってヒトは眼前の状況だけでなく、過去、

未来、反事実的状況をも表象できるようになった。内観の状態も表象できるし、

抽象的概念によってメタ認知も実現した。

多種の複雑な記号間の相互作用も、言語系とシミュレーションの複雑な相互作用

によって可能になった。…シミュレーションは思考の内容を表象するのに対して、

語はこれらのシミュレーションを操作し、修正し、可能性を評価し、意思決定を

行う。一般に言語は（シミュレータによって）シミュレーション領域を索引する

強力なシステムを提供し、言語と思考の中でシミュレーションを操作する。どち

らか一方では駄目で、２つの系が相俟ってヒトの記号操作能力をもたらすのだ。
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イメージスキーマ



イメージスキーマ例

イメージスキーマは、デジタル情報の概念・ことばとアナログ情報のゲシュタル

トとの中間に位置すると見なします。視覚系中心の発想です。聴覚系にも相当す

るもの、例えばフレーズやリズムがあるはずですが、ここでは採り上げません。

イメージスキーマは、構造や機能のないアナログ情報とは異なり、ささやかな構

造と機能をもち、またそれなりの論理ももっており、推論に用いられます。

スキーマは合成されます。ラネカーのメタファーでは、積み重ねた透明なスライ

ドとなります。スキーマ化というのは、スライド１枚１枚に単一の状況や実体が

描かれているものを積み重ね、上から眺め下ろすプロセスとされます。

しかし、スライドはやや静的すぎます。例示した代謝系のようなとてつもなく絡

み合ったクモの巣のようなものが、その都度、揺らぎながら走馬灯のように移り

変わっていくというイメージがよいようです。

まったくの私見ですが、ヒトの一般化・抽象化する能力はゲシュタルトからイメ

ージスキーマに至る認知が源であると、いまのところ考えております。

容れ物 部分・全体
連結 中心・周縁
上下 前後
起点・終点 線形順序 …



イメージスキーマ（１）

容れ物のスキーマ：中・境界・外；身体 上下のスキーマ：上・下

部分全体のスキーマ：部分・全体；頭・手足 前後のスキーマ：前・後

●

連結のスキーマ：つながり；臍の緒 左右のスキーマ：左・右

● ● ●

中心周縁のスキーマ：中心・周縁；胴体・手足 再帰的スキーマ：滲み・転がり

経路のスキーマ：始点・経路・終点；移動・旅



イメージスキーマ（２）
イメージスキーマを強調したのは、認知言語学者ジョージ・レイコフでした。日

本では、もっと旧くから、折口信夫（註：「類化性能」アナロジー一般を強調）

がいます。洋式のイメージスキーマの説明を２つ紹介しますが、 初の例はあま

り面白くない。

「怒り」ということばをヒトはどう理解するか？１つのやり方は容れ物のイメー

ジスキーマを用いることによってである。

HUMAN  BODY  IS  A  CONTAINER ; EMOTION  IS  ITS  CONTENTS.

（ヒトの身体は容れ物である：感情はその中身である。）

ANGER  IS  HOT  FLUID  IN  A  CONTAINER.

（怒りは、容れ物に入った熱い液体である。）

そこから、人は次のような言い方をするようになるとします。

頭から湯気が出る。 社長は瞬間湯沸かし器だ。

怒りがこみ上げる。 腸が煮えくりかえる。

この解釈はまともか（初期のウィットゲンシュタインの内部／外部という分離へ

の危惧がただちに思い浮かびます）、またそのほかの理解の仕方はないのかなど

については、議論が紛糾しますので、後で触れることにします。



イメージスキーマ（３）

もう１つ、レイコフの説明を紹介します。日本語の分類詞「本」についての解釈

ですので、ちょっと面白い。

日本語の分類詞「本」は、長くて細いものを類別する。この中でも、硬くて細長

いもの（棒、杖、鉛筆、蝋燭、木、紐、毛など）が典型的だ。ここから拡張され

て、

竹刀を使う剣道の勝ち負け 柔道の勝ち負け

野球のヒット・ホームラン バスケットのショット

禅の公案 電話

手紙 注射

ラジオ・テレビ番組 映画

などで「本」が使われるようになる。これらに対する筋の通った説明はどうした

らよいか？

さまざまなイメージスキーマによってそれは説明できると、レイコフは考えまし

た。イメージスキーマ（以下、長いので、ときどき「スキーマ」と略記する）の

例は、先ほど図示しました。アナログ情報（身体）とデジタル情報（脳）の中間

にあって、ささやかな「構造」と「機能」をもったハイブリッドな情報です。



イメージスキーマ（４）

「本」では、例えば次のようなスキーマが使われているとします。

中心周縁のスキーマ ： 目標・手段

経路のスキーマ ： 軌道

剣道の試合では竹刀を使う。そして、勝ち負けは、試合の主目標である。その

目標を達するはたらきに一番貢献するのが竹刀である。そこで目標（勝ち負け）

と機能（竹刀）とを同じカテゴリに入れるのだ。[中心周縁のスキーマ]

野球のバットは、「本」のカテゴリの中心的なものである。バットは、ボール

とともにもっとも目立つ機能である。バッターの主要な目標はヒットを打つこ

とにある。ボールを打つと軌道を描く。そのイメージは固体が速く飛んで長く

細い軌道を形成するものだ。ファウル、凡フライ、ゴロ、バントなどはそうで

はない。[経路のスキーマ]

細く長いものと軌道との関係は中心的事例から非中心的事例へのカテゴリ拡張

の基盤となっている。以上のような関係はよくみられる一般的なものであり、

次のようなイメージスキーマ変形の存在を示唆している。[スキーマ変換]

イメージスキーマ変換： 軌道のスキーマ ← → 長く細いもののスキーマ



イメージスキーマ（５）
日本語話者の中には、「本」のカテゴリを投球にまで広げる人もいる。この場合、

バッターの立場でなくピッチャーの立場でストライクだけを「本」としたりする。

これらから、以下の教訓が得られるようだ。

（１）「本」が適用される中心的事例と解されるものは、具体的な基本レベルの

もの（エレノア・ロッシュのいうプロトタイプ：典型例）である。

（２）イメージ変換や概念的メトニミー（換喩）が用いられることもある。

（３）ヒットと長く細いものに客観的共通点はない。古典的概念論は破綻してい

る。

（４）一応説明に筋は通っているが、予測可能性はない。恣意的な慣習ではなく、

動機づけのある慣習である。これは、生成文法では説明できない。

巻いたテープは、使うとき伸ばす。伸びた機能する部分は、「本」の中心的意味

と結びついた長く細いものと合致する。

注射も主な役割を果たす＜針＞が長くて細い場合である。そこで針は「本」に類

別されうるので、メトニミーによって、注射も同じように類別されるのである。

イメージスキーマ変形、慣習的な心的イメージ、メトニミーがすべて分類詞のカ

テゴリ化に関わることを見てきた。これらすべてにメタファー（隠喩）が加わっ

た例として、電話の場合がある（註：解釈はみなさんにお任せます）。



イメージスキーマ（6）

イメージスキーマの位置づけは、結構面倒くさいのです。哲学者によっては、そ

れは概念なのか概念でないのかを、執拗に問い詰めたりしますから。レイコフの

場合は、創始者でもあり、概念やことばをスキーマによってほとんどすべて説明

しきろうとします。ほかに、メトニミーやメタファーもありますが。 …

ここでは、イメージスキーマは、「ごく単純で、伸縮自在で、合成・連結・変換

でき、入れ子構造をもち、揺らぎに晒されているプロセス・生成としての図式」

というほどの意味にとりました。神経生理学的には、脳内で半潜在レベルのシミ

ュレータとしてクモの巣のようなネットワークを張る、エーデルマンなら地図ま

たは再帰的に地図の地図という（状態ではなく）プロセス・生成に対応します。

そして、それは半潜在的にはたらき、概念やことばの生成を促すものと捉えてお

ります。そこには、そこそこの推論もあり、メタファーの基になります。どんな

意図や志向の下で、どんな推論が行なわれるのかについては、認知言語学者でも

意見が分かれるようです。ふつうは、類似性と共起性をその根拠とします。

イメージスキーマには色がついているかどうかとか、夢との関係はどうなってい

るかとか、聴覚にはそれに相当するものはないのかなどの詮索は省きます。とり

あえずこの程度の理解で、話を進めます。
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ゲシュタルト



ゲシュタルト例

ゲシュタルトはヒトの差異と同一性に対する認知からもたらされます。 近の知

見では、聴覚系のパターンの認知にも認められています。日本人は、虫の音や風

のささやきを左脳で処理し、雑音とはみなさないようです。

その根拠となる知覚をプレグナンツ則といいます。それによって、椅子やイヌを

それ（椅子やイヌ）と同定できるようになります。

感情系の情動や身体性の反射・体動にもゲシュタルトがあるとされます。痛みを

きりきり痛むといったり、張るように痛むと表現するとき、ゲシュタルト的な感

覚に接近しようとしているわけです。

ゲシュタルト知覚
：プレナンツ則 … 低レベルの差異

心的イメージ
：椅子 イヌ … 種の差異

感情情報・身体性情報
：情動・感情 … の差異
：反射、体動、五感 … の差異



ゲシュタルト

「全体は部分の総和以上のものである」というのが、マックス・ヴェルトハイマ

ーが提唱したゲシュタルト心理学の標語でした。その全体的枠組みをゲシュタル

ト（形態）と呼びました。ヒトの差異や同一性に対する感覚が、全体・部分ある

いは、図と地という情報をもたらすと見ています。

全体をまとめて感じとる実例は、例えば次です。視覚と聴覚の例だけをあげまし

たが、ゲシュタルトは五感全部にわたっているとされます。

リンゴはリンゴという１つの全体であって、線や点の集まったものとは見ない。

部分が多少欠けていても、全体像を補って見てとる（パターン補完）。

映画やパラパラ漫画やバイオモーションに、「動き」を感じてしまう。

譜面を見るだけでは聴きとれないオーケストラのナマの演奏を楽しめる。

移調した既知の旋律であっても、同じ旋律であるとわかる。

パターン補完は、ゲシュタルト群化原理ともいわれます。

全体をまとめ上げる原理として、次のプレグナンツの法則が挙げられます。

近接 類同 閉合 良い連続 良い形

図示すると次のようになります。また、ゲシュタルト群化の例も図で示しました。



ゲシュタルト；プレグナンツ則

近接 ● ● ● ● ● ● ● ●

類同 ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○

閉合 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

≠ ＋

良い連続

＝ ＋

≠ ＋

良い形

＝ ＋

5252



ゲシュタルト群化：パターン補完；
カニッツア三角形



反転図形

環境と認知の境界は、（あまりよい言い回しではないのですが）本質的に、「揺

らぐ」ものだと見なします。反転図形の解釈は、「認知中心制御」という立場（

主流の科学万能主義）と「認知身体・環境の相互作用」（傍流の全体論主義）と

いう立場の対立をもたらしますが、この「揺らぎ」は、その中間にこそ理解のた

めの攻めどころがあることを示唆しています。



揺らぎ：脳回路の本質；池谷裕二
脳回路は、次のように見ることもできます。

脳 ： 入力 ＋ 揺らぎ ＝ 出力

揺らぎは環境や情動や身体また境界によって、もたらされると考えます。

ルビンの壺 ：何秒かの間隔で顔が壺になる。そしてまた、顔に戻る。

ゴルフパットの実験：前頭葉の揺らぎを見るとパットの失敗は予測できる。

作業ミス（注意力）：6～30 秒前には、人為ミスは予測できる。

揺らぎはノイズ（雑音）ともいいますが、別に不要で有害な含みはありません。

（１）効率よく正解に近づく。 ： 適解への接近

→ 蟻の餌運び

（２）弱い信号を増幅する。 ：確率共振

→ ノイズは微弱な信号を強める。

（３）創発を生じる ：エネルギー源

→ ニューロン（神経細胞）の接触部分

＝ シナプス（興奮性：アクセル；ナトリウムイオン）

（抑制性：ブレーキ；塩素イオン）

シナプス入力は揺らいでいる。閾値を越えるとスパイク（発火）する。

などの特性があります。



視覚カテゴリー化例：デイヴィッド・リッチー

語：

関連語句・スキーマ 言葉から差異・知覚へ

励起

スキーマ：

長期記憶から想起

活性化 活性化

シーンの中の知覚対象 認知文脈

パターン補完… 知覚対象の励起系

括り 比較・同定 （断片的画像化シミュレータ）

知覚対象

認知文脈 活性化

括り・濾過

知覚要素 補完・充填 細部の励起系（シミュレータ）

（形・運動・方位・色 …） （形・運動・方位・色 …）

括り・濾過

網膜反応：

第1次視覚皮質活性化

差異・知覚から言葉へ
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註：視覚系と聴覚系の了解
ちょっと脱線気味になりますが、眼に強い人と耳に強い人とでは、意味づけの

プロセスが異ります。理解・了解という点では、結果は同じになりますが。･･･

例えば、次式の理解の仕方を見てください。

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

（１）視覚系に強い人の理解

ａ ｂ

ａ ａ２ ａｂ

ｂ ａｂ ｂ２

（２）聴覚系に強い人の理解

(a + b)2 =(a + b)(a + b)

= a2 + ab + ba + b2

= a2 + 2ab + b2



註：ペンローズの不可能図形

ゲシュタルト感覚が苦手なものに、上図のような不可能図形があります。いくら

揺らぎを待っても全体像が結びません。デイビッド・リッチーの往路の括りのと

ころと復路の補完のところがうまくいかないようです。脊椎動物と違う眼をもつ

タコならどう見えるのでしょうか?
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ことばのやりとり：

発話・関連性



際限のない「発話」の意味

仏蘭西の戯曲をこっちの舞台へ移すとして、‘ Tu as raison. ’をどう訳すか、

劇作家 岸田國士 の日本語訳 38 例を紹介します。また、英語の抽象構文の文

例もトマセロのそれを引用しておきました。

やつがれ（僕）が思いつく例は、三文小説です。三文小説とは、池波正太郎と

か藤沢周平とか山田風太郎の時代小説、またそんじょそこらの探偵小説だと想

ってください。気分が落ち込んだとき入れ上げます。解釈や読みが、作者、場

面、登場人物、そして気分の落ち込み具合によって、様変わりするのはご想像

の通りです。そのところを、もう少し掘り下げたいわけです。

四角張って言うと、ことばのやりとりには、話し手・聞き手・発話対象という

３項関係があります。そこでは、状況（場）と転移（間）と関連性（物語）が

展開されます。主語とか述語、主体とか対象というような視点は２次的にしか

すぎません。トマセロによる子どもと母親のやりとりの構図を示しましたが、

これは大人のやりとりにも通じます。

さらに、発話と並行して、話し手・聞き手には立ち位置（≒ 関係づけ、構え）

がまずあり、これが無意識のうちに３項関係の関係づけに影響を与えます。そ

このところは、フレーム・プロセス・スクリプトという視点で図示しました。



Tu as raison. : 岸田國士
お前の考へは正しい。 うまいことを云ふぞ。

お前の言ふことは尤もだ。 それがいいや。

お前の云ふ通りさ。 それに限る。

お説御尤も。 それにしよう。

それはさうだね。 それもよかろう。

それもさうだ。 さうしよう。

さうだったね。 その方がいい。

いや、まったくだ。 さう云へば、さうだ。

それを云うのさ。 ほんとにさうだ。

それや、さうさ。 それや、まあ、さうさ。

さうともさ。 ほんとだ。

さう。その通り。 それが、ほんとなんだ。

さうだとも。 お前は話せる。

さう、さう。 ほんとにさ。

それ、それ。 お前の話はよくわかる。

それさ。 そいつは尤もな話だ。

なるほどね。 それがあたり前さ。

なるほど、さうだった。 違ひない。

そいつはいい。 おほきに。



抽象的構文：前景化・背景化；トマセロ

‘ Tu as raison. ’は、命題もどき（ふつうは真偽が問えない。代名詞が邪魔するから）

ですが、欧文では抽象構文ということになります。抽象構文の役割についてトマ
セロは、次のようにうまく説明します。

発話レベルでの、抽象構文の第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.

決め手は、共同注意フレームのなかで利用可能な聞き手の知識・期待・視点を、
話し手が（自身の発話行為の目的に添って）察知することによっている。ほかに
もいろいろな言い方がされてきました。

「解釈の焦点化」（ロナルド・ラネカー）
「注意のウィンドウ化」（レナード・タルミ―）

62



母親と子どもによる伝達・理解の３項関係：
場 ・ 間・ 関連性：トマセロ

１ 共同注意フレームの構築 → 場 （フレーム）

２ 伝達意図・関連性の理解 → 間 （プロセス）

３ 文化学習（役割交代を伴う模倣） → 関連性（スクリプト）

(a)知覚状況：場・間・関連性

(b)共同注意：発話の関連性

話し手 聞き手

意図 意図

態度 態度

●

話し手 ● ● 聞き手

(c)ことばによる指示対象・出来事：場・間・関連性
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意図共有仮説：トマセロ

共同目標

共同注意

役割 Ｘ

視点 x

役割 Ｙ

視点 y



関連性の源：スペルベル・ウィルソン

ダン・スペルベルとデアドル・ウィルソンは、関連性理論の創始者です。こと

ばによる符号・コード伝達という古典的なコミュニケーション論に替わって、

符号を超えた意味（関連性）の伝達こそがことばのやりとりだとして、関連性

による発話の理解を試みたのです。

次のような考え方が基本になっています。ヒトがチンパンジーと違うところで

す（註：トマセロの研究成果をほとんど取り入れているのが面白い）。

ヒトＡは次のような察しができるようになった。

（a） ヒトＢの環境のどの刺激がＢの注意（関連性が高いか）を惹くか。

（b） Ｂの記憶のどんな情報が引き出され処理されそうか。

（c） Ｂは（刺激に対する十分な関連性をもたらす）どんな推論をしそうか。

心読みの理論は、信念と願望に焦点を絞ってきた。また、共同注意にも。子ど

もは、自分の信念を操作するよりずっと前に、他人の注意を操作しようとする。

ヒトＡは、次のような刺激をヒトＢに与える。

（a）Ｂの注意を惹く。

（b）Ｂの記憶からある背景情報を引き出すよう促す。

（c）ＢにＡが意図する推論を引き出させるようにする。



発話の構図
関連性も込めた発話の構図は、次のように３つの要素からなります。図解では、

左が日本語的な構図で、右が英語的な構図です。

フレーム ： 状況や場面やしがらみにあたり、ここでは「場」と呼んだ。

プロセス ： 状況の移り変わりや行きがかりであり、ここでは「間」と呼

んだ（実は「機」と呼びたかったが、今風じゃないのでやめた）。

スクリプト： 出来事や物語りの道行きであり、関連性が変転する。

日本語の場合、フレームやスクリプトは、察しを込めた関連性による伝達に重

きがおかれ、感情的・環境的な情報が優位に立ちます。そして、事態は臨場感

にあふれ、川のように流れていきます。

英語の場合、フレームやスクリプトは、話し手と聞き手、出来事が切り離され、

主語述語という制約（それがないと文が成立しない）の中で、主として話し手

から見た認知的（認識的）な情報がやりとりされます。事態は、過去・現在・

未来という時制のもとで、下手なキャッチボールのようにギクシャク行ったり

来たりします。もちろん、青眼にも表情や身振りや声音がありますが …

帰国子女が向こうで話すことばや仕草と、こっちへ帰ってきて何カ月かたって

自然体で話すことばや仕草との違いを見るとわかりやすいでしょう。もっとも、

英語で焼きが回っちゃってるとどうしようもありませんが。



発話の構図：
話し手・聞き手の 立ち位置 ＝ 関係づけ

フレーム（場：臨場的・低み） フレーム（場：鳥瞰的・高み）

スクリプト（関連性：伝達的・感情的） スクリプト（関連性：認知的・情報的）

対象・出来事 話し手 聞き手

話し手 聞き手 対象・出来事

プロセス プロセス

（間：流転・輪廻） （時制：継起・進化）

スクリプト（関連性：伝達的・感情的） スクリプト（関連性：認知的・情報的）

対象・出来事 話し手 聞き手

話し手 聞き手 対象・出来事



関連性：発話の構図（１）

ごちゃごちゃした図を天下り式に続けます。岸田國士やトマセロの文例を腑

に落ちるように追体験したい欲目やしがらみがありますので、お付き合いく

ださい。これから少しづつ絵解きをしていきます。

まず例によって、発話の含みには、心で感じる感情や気分と頭で考える中身

の両方がある、と見なします。発話の「非言語的文脈」と「言語的文脈」で

す。おじさん言葉の「文脈」は、関連性理論では、外来語の「コンテクスト」

の訳です。

「非言語的文脈」は、発話が生じた場（フレーム）や行きがかり（プロセス）

や出来事（スクリプト）からもたらされる心的・感情的・身体的「励起」にか

かわります。「いつ、どこで、だれが、なぜ、なにを、どう」しでかしたかと

いう背景状況を過不足なく取り込もうというわけです。

「言語的文脈」は、認知的・情報的な心的「想定（assumption）」にかかわり

ます。そこには、背景としての相手の心や思考を読む認知があります。そして

文法や音韻をもつことばが主役になります。当然、対話する当人たちの知識や

期待や視点を問う成り行きになります。やつがれの場合、「ものごころ」つい

てからこれがなんとも弱いので、敗者復活戦を試みるわけです。因みに、「や

つがれ」は、賀茂真淵などが使った一人称（卑称）です。古語復活の一例です。
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発話の言語的構図：トマセロ・関連性理論

≪非言語的文脈（= 心的・身体的励起）≫

≪言語的文脈（= 心的想定）≫

話し手・聞き手の 知識・期待・遠近法（perspective）

発語内効力 ： 態度 [ 内容 ]
（illocutionary force） (attitude ) (content)

[ 題目・焦点化 ]

（topic -focus）

（modal） （epistemic）

＜伝達的関連性＞ ＜認知・情報的関連性＞

[発話で意味されること] [発話で言われていること]        [発話の言語的意味]

意図・信念・願望 …   確信度・関連性 … 認知的・情報的 …

「本音か？」 「本気か？」 「本当か？」
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発話の文法的構図：トマセロ・和文法

≪非言語的文脈（= 心的・身体的励起）≫ 話し手・聞き手の 立ち位置

≪言語的文脈（= 心的想定）≫ 話し手・聞き手の知識・期待・遠近法

発語内効力 態度 [ 内容 ]

[ 題目・焦点化 ]

＜伝達的関連性＞ ＜認知・情報的関連性＞

[発話で意味されること] [発話で言われていること] [発話の言語的意味]

意図・信念・願望 …  確信度・関連性 … 認知的・情報的 …

「本音か？」 「本気か？」 「本当か？」

訴え・表出：意図・信念… 演述・解釈：確信度・関連度 記述：

叙法：ムウド 法：サマ 文：和文の５類型

感嘆文・命令文・ 認定・断定・自信… 名詞文・形容詞文・ 動詞文

疑問文・願望文・ 想像・伝聞・推定 … 「ハ、ガ」文

平叙文・否定文 … 疑問視・否定 … テニヲハ

活用形・敬語法 関心無関心・興味共感 …     （英語なら 主述文）



発話の「発語内効力」と「態度」：例
話し手と聞き手との間で、次のような情報のやりとりがされているときは、「発

語内効力」がはたらいています。発言があってもなくても、表情や身振りあるい

は声音（こわね）からも、これは見てとれます。

自分しかいない ： 威張る／ひけらかす／咎める／話の腰を折る

相手しかいない ： 阿る／追従する／お愛想を言う

自分も相手もいない ： 憑く／憑依する／超越的態度をとる

２人だけしかいない ： 愛憎の淵に溺れる／惚気（のろけ）る

自分も相手も周りもない： あらぬことを言う／明後日の方を見る

また、話し手と聞き手との間で、発話内容に次のような情報のやりとりがされて

いるときは、発話内容に対する「態度」が表われています。

無関係 ： 知っちゃいない／知ったことか

不明 ： 分からん／何だ、こりゃ

脅威・嫌悪 ： ヤバい／憎らしい／隠してるな／嘘だな

機会 ： 面白い／楽しい／しめた！

不適切 ： どうでもいいや／なんとでもなれ

拙稿の文体では、「デス・マス」調のところは、発語内効力と態度を強調してい

ます。「デアル・ダ」のところは、認知的情報を意識しています。
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発話と体・心・頭との粗い対応

≪非言語的＆言語的文脈（= 心的想定）≫ 話し手・聞き手の知識・期待・遠近法

発語内効力 態度 [ 内容 ]

[ 題目・焦点化 ]

＜伝達的関連性＞ ＜認知・情報的関連性＞

[発話で意味されること] [発話で言われていること] [発話の言語的意味]

意図・信念・願望 …  確信度・関連性 … 認知的・情報的 …

「本音か？」 「本気か？」 「本当か？」

＜身体系＞ ＜感情系＞ ＜概念系＞

意識 行為・動作 感情・気分 概念・ことば

動機づけ・評価・姿勢・声音 自負心・ユーモア 入れ子・揺らぎ

前意識 体動 ストレス・衝動 イメージスキーマ

表情・身振り 怒り・訝り・関心 イメージ・リズム

無意識 反射 情動 ゲシュタルト

内臓系・筋肉系反射 快不快・活性不活性 差異・同一・変化・反復



関連性：発話の構図（２）
「非言語的文脈」では、発話者の立ち位置が問われることになります。日本話

者と英語話者の間に大きな違いが現われるところです。おおげさに言うと立ち

位置は、世界と自分との関係づけです。高みの見物をするのか、相手や周りに

に共感あるいは反発するのか、身振りや声音（こわね）で、本音を本気で表す

のかなどさまざまです。

「言語的文脈」では、発話が「本音か」「本気か」「本当か」が基本になると

いう立場をとります。

この構図は、トマセロの発話解釈とスペルベル・ウィルソンの関連性理論、そ

して日本の佐久間文法と三上文法の知見をまとめたものです。

本音や本心や気合にかかわる発話の意図や信念や願望の強さは、またまたおじ

さん言葉でまったく冴えない訳語ですが、「発語内効力（illocutionary force）」

といい、文法的には叙法のムウド（註：三上章による）で表現されます。

本気度の強さ・弱さは、「態度（modal attitude）」に現れます。文法的にはサ

マ（註：三上章による）で表現され、確信度・関連性などを表します。日本語

の発話では文末にネサヨのような表現がしきりに使われる。酒処の飲んだくれ

の発話をテープで聴いてみるとわかります。岸田國士の文例にも文末のムウド

やサマが多い。生成文法論者に和文仏訳を試みてもらうと面白いところです。



関連性：発話の構図（３）
本当かどうかは、発話の「内容」（epistemic content）にかかわり、和文の題目

・解題文（ハ、ガ文やテニヲハ）また英文では命題で表現されます。三上文法な

ら、コトにあたります。ここでは、文の真偽がなぜか安直に問われることが多い。

というのも、佐久間鼎のいう課題の場（料理文、取扱い説明書、数学の教科書な

ど）では、ふつう事実や真偽が問題になるからです。

発言の場や話題の場で、発話の含みや含意に、真偽を問うことがどれほどの役割

を果たしているのかを見切るのは実はとても難しい。頻出する連結語、指標辞、

文副詞、代名詞、曖昧性またメタファーやアイロニーのまっとうな解釈を要しま

すし、また、書き言葉なら、文彩（文体のあや）の解釈に直結します。

一般に、日常言語で内容の真偽を問うことがどれほどの重みをもつかは、容易く

は決められません。岸田國士による仏蘭西語の１文と 38 の訳文がその一端を示

しています。酒処で発言すべてに真偽を問うていては、ご酒に失礼でしょう。冒

頭で概念やことばを左上隅に小さく表示したように、「厳格な真偽」に関する情

報は、ヒトの暮らしの中では、ごくわずかの役割しか果たせていないのです。

繰り返しますが、以上の見方はスペルベルとウィルソンの『関連性理論』とトマ

セロの『思考の自然史』／『ことばをつくる 言語習得の認知言語学的アプロー

チ』、そしてまっとうな日本の文法家に多くを負っております。



３つの場：発言・話題・課題の場；佐久間鼎

トマセロの構図は、佐久間鼎の「３つの場」にも通じます。それぞれが、「発語

内効力」「態度表明」「題目焦点化」に対応します。

「 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）

「この金槌は重い。」 「 近彼はどうしてるか？」 「三角形の内角の和は？」

→（木槌を取ってくれ） （噂話） （授業）

（普請現場）

「塩をとってくれ。」 「昔々、おじいさんとおばあさんとがありました。」 料理文

（食事現場） （童話） （新聞）

「戸を閉めろ。」 「菜の花や 月は東に 日は西に」 操作文

（訪問現場） （俳句） （パソコン）

「我輩は猫である。」 報告文

（小説） （職場）

舞台；話の地盤 背景：情景や話の筋 現場：課題解決行動

身振りや構文旋律が多い。 態度をどこまで旗幟鮮明に 命題文が多い。

意図・意志の明示化が鍵。 するかが鍵となる。 事実や真偽が鍵となる。



註：係りの助詞「ハ」；佐久間鼎
係りの助詞「ハ」について、ちょっと長いですが、佐久間鼎の知見を引用してお

きます。「発語内効力」「態度」「題目焦点化」という構図を描くまでは、その

知見が「腑に落ちるように判った」（了解した）とは言い切れなかったからです。

… この助詞「は」をしばらく提題の助詞の名目の下に収め、他の提題の助詞たる

「も」の「共説」に対して「は」にあって「特説」を本領とすることはいうまで

もない が、それは多くは現前の現場を離れた、いわば「非現場」において提題の

役割をつとめるとともに、その提起した題目について残りなく行きわたることを

示すところに特色をもつものと考える。これを論理的なはたらきの点からいうな

らば、提題とは、課題の場の設定に外ならないので、その場の性格としての特設

は、課題のうきあがり、境界の画定、その内部における命題の周布を示すと見る

ことができる（註：トマセロより半世紀前に、日本語圏で主張されていた）。

助詞「は」の提題し特設するゆえんを十分認識して、その論理的な場の特色を見

きわめると、論理学にいう全称命題の日本語表現「すべてのＡ」というふうな修

飾語を要しないで、ずばりと「Ａは…」というのが普通に行われている理由がわ

かると思う。「雪は白い」というとき、「雪」が題目として提起され、「白い」

という性状がその範囲にあって残りなく妥当することを示す。しかも、「すべて

の雪」というふうに外延的に考えていうのではなくて、その本領について立言す

るのだ。…
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註：品定め文と物語り文；佐久間鼎 ・三上章

合わせて、「品定め文」と「物語り文」の区別は和文の基本なので、補足して

おきます。佐久間文法の「いいたて文（平叙文）」の分類は、次の左側です。

三上文法では、右側のように名称を変更しました。

品定め文 …………………………… 名詞文

性状規定 形容詞文

判断措定 準詞文

物語り文 …………………………… 動詞文

品定め文： ほぼ、名詞文・形容詞文にあたる。代動詞 は「アル」。

「ハ、ガ」題目語 ＋ 叙述語

象ハ、鼻ガ長い（よ）。

物語り文： ほぼ、動詞文にあたる。代動詞は 「スル」。

ふつう叙述語のみで、「ガノニヲ」で表す。主格は「ガ」。

富士ガ見える（わ）。

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 砂の知見）



関連性：発話の構図（４）

発話の構図の核となる考え方を要約しておきます。

「発話」の枠組みでは、発言の含みや含意は、話し手と聞き手と主題から成り

立つ３項関係であることを言い募っています。対話は一種の共同作業だからで

す（広く、妨害演説やヤジも共同作業と見なします）。

話し手の発言は、すでに聞き手の「頭」や「心」を察しております。というの

も話し手はふつう、聞き手がどう感じ考えるだろうか（知識・期待・視点）を

先取りして発言していますから。とくに表情は内臓系ですので、効きます。

聞き手の解釈にも話し手の「頭」や「心」の察しが繰り込まれています。聞き

手はふつう、話し手が何を狙っているか（意図）、話し手がどう聞き手や主題

を値踏みしているか（知識・期待・視点）を推し量りながら解釈しますから。

そこでは、単に言葉だけを論うのではなく、身振り・表情・声音（こわね）の

ような身体的伝達も取り込んで理解しなければなりません。発話や散文は、詩

や音楽と連続する位置づけがなされます。ここには、事実や真理に対する不当

な阿りも嘲りもありません。すると、「真」は、「善」や「美」と同じ土俵で

議論できる道が拓けます。



関連性：発話の構図（５）

話し手の狙いや聞き手の解釈を値踏みする察しは、どんなもので何に基づくので

しょうか。

一つには、その都度、発話者が想起する情報に拠っております。短期記憶にどん

な情報が浮上するか。発話者の立ち位置や構えにもとづいた

視点（遠近法）の取り方 意図や信念や願望の種類 知識の多寡

によってまちまちです。ことばと世界が、一瞬斬り結ぶところです。身体系、感

情系、概念系、環境系すべての情報が絡んできます。

浮上する情報は、相手や環境からも来ますが、多くはそれまでの発話者の情報の

蓄積からもたらされます。長期記憶にどんな情報がどれだけ蓄積されてきたか。

それまでに、どんな言語ゲームを発話者が体験してきたか。シミュレーション、

つまり、オフラインの過去体験の部分的再活性化の中身が問われます。これも、

発話者の立ち位置や構えにもとづいた

立ち位置の取り方 意図や信念や願望の種類 知識の多寡

によってまちまちです。系統発生と個体発生が斬り結ぶところです。身体系、感

情系、概念系、環境系すべての情報が絡んできます。



関連性：発話の構図（６）

この構図は、散文や詩にも当てはまるでしょう。三文小説の書き手・読み手・

読み物の構図にも当てはまります。音声言語と文字言語の差異を言い募らない

という条件つきですが（例えば、漢字かな混じり文の読みの早さは、英文より

とてつもなく速いことなどを強調しない）。これをもとに、発話の解釈や読み

ものの追体験を試みればよい。やつがれも、なんとかつつがなく探偵小説を楽

しく読めそうなので、ちょっとだけほっとしている次第です。

以上の基本となる考え方は、西欧人にも結構多いのでした。言及するのもはば

かられるルードウィッヒ・ウィットゲンシュタイン、子どもの言語習得過程を

追求したマイケル・トマセロ、語用論のポール・グライス、関連性理論を立て

たデアドル・ウィルソンやダン・スペルベルなどです。さらにその後ろには構

造主義の大物（ジャック・ラカンやジュリア・クリステヴァ）が控えています。

注文をつけると、語用論と関連性理論は、ヒトの判断に対して、英語中心の偏

りがある演繹的な推論モデルに入れ込みすぎる懸念があります。

また、意識や意図を、例によって主語・述語によって解釈しようとする性（さ

が）がある。欧文脈で論文を書いているので止むを得ないのですが。…日本の

古代人の心を知っていた折口信夫ならば、発語内効力は歌、態度は俳句や川柳、

題目や焦点化は義太夫や浪花節や語りに位置づけたかもしれません。
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思考の位置づけ



思考の意味づけ例：安西祐一郎
「思考とは何か」を考えようとすると、際限のない考え方がありすぎて、自分

なりの理解にたどりつくのはなかなか難しい。

例えば、認知科学の安西祐一郎の意味づけが次です。

「思考とは、いろいろな情報を心の中で

結びつけ

組み合せ

並べ替え

系列化

変換

新情報の創出

をするはたらきのことである。」

無難ではありますが、この言い方では思考とは何かがわかった気がしません。

メリハリがありそうでなくて、思考の全体像・イメージが湧かない。情報・記

号操作・推論 ・意図 などと思考との関係が見えにくい。脳の機構と関連づけ

られてないのも心許ない。思考の進化についても見当がつきません。

もちろん、著者は後の説明でしっかり補強しておりますが、定義として見るな

らばちょっと物足りない。
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思考に対する概念・カテゴリ例

そこで類書を紐解くと、さまざまな概念やことば使いに出会います。任意に手許

にあるそれを拾ってみます。

焦点化 → 差異化 → 比較（分類）化 → 抽象化（タテ） → 汎化（ヨコ） → 選択

（ラネカー）

関連性 心の理論 察し （グライス/スペルべル/ウィルソン）

シミュレーション ＝ オフラインでの表象の部分的再活性化 （バーサロウ）

システム 構造 機能 関係 複雑性 再帰性 揺らぎ 創発性 階層性 統計

（ベイトソン）

情報要素（ゲシュタルト…） 認知操作 思考手順（意図・推論・評価 …）

（ピアジェ/レイコフ/エーデルマン/トマセロ）

洞察 閃き 直観 メタ認知 （池谷裕二）

結合 組合せ 並替え 系列化 変換 新情報創出 （安西祐一郎）

これらの用語を、わかった気持ちにしなければなりません。そこで、素人らしく

実感を尊重し、素朴に考えて、思考についての意味づけをまずは試みます。その

上で、その意味づけからまともに思考が意味づけられているかどうかを、検証・

評価するという段取りになります。冴えない堅苦しい欧文調ですみません。
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思考の位置づけ

思考について素朴に考え始めます。まずは気張らずに、５Ｗ１Ｈ風にいきます。

「どこで思考するか」については ＜視覚系・聴覚系＞ の情報、背後にある膨大

な ＜感情系＞ の情報と ＜身体性＞ の情報によって、頭と心と身体とを関係づ

けました。

「どのように思考するか？」については、基になる概念について、神経系のシ

ミュレーション（ ＝ 体験のオフライン部分的再活性化）という鍵語によって、

認知科学の 近の知見を紹介しました。ただし、ことば・思考については説明

不十分でした。

「なぜ、思考するか？」については、チンパンジーでも子どもでも旧縄文人で

も、何かの意図があって ＜対象情報＞ を選択し、そこに思考 ＜認知操作＞ を

施し、ほとんど無意識に＜思考手順＞を選択・実行し、出来の良し悪しを評価

します。これについては、トマセロの「意図共有仮説」という知見を図で紹介

します。

その上で、「なにをどう思考するか？」を問いましょう。＜対象情報＞ ＜認

知操作＞ ＜思考手順＞ に焦点をあてることになります。この構図をトマセロの

「共有意図仮説」の次に図示します。
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共有意図仮説：トマセロ

個人意図 共同意図 集団意図
－ 競合 － 二重レベル協業 － 集団志向文化
－ 意図的伝達 － 協業的伝達 － 規範的表象

表象 スキーマ・図像表象 →    俯瞰的・記号的表象 →    客観的・規範的表象
状況 → 命題的内容 →     命題

推論 因果的意図的推論 →    再帰的推論 →     反省的判断的推論

自己監視 認知的自己監視 →   ２人称的自己監視 →     規範的自己監視

註：とてもわかりやすいまとめ方です。 タテ軸の取り方は過不足なく、ヨコ軸の
取り方も意図をうまく位置づけている。生成文法だと、客観的表象をノッぺ
ラボーに命題として採り上げるだけで、この水準は表せません。
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思考の位置づけ：試案

＜思考の対象情報＞ ＜思考の認知操作＞ ＜思考手順：目標・手段・評価＞

（方法） （方法の方法：方法論）

ゲシュタルト

イメージスキーマ

カテゴリ

概念

ことば

モデル

システム

結合・組合せ・補完・否定
汎化
…

系列化
抽象化・階層化 …

因果・相関
論理・推論

演繹
帰納
アブダクション …

アナロジー
メタファー

モデル
システム
複雑系
…

関連性
察し
メタ認知 …

焦点化・選択
差異化
比較化

旧情報

思考操作
試行錯誤
ヒューリステｲクス
学習 …

新情報
メタ情報
直観・閃き
創発性
…

評価・価値系
値踏み
達成感／挫折感
…
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思考の位置づけ：やつがれの場合
＜思考の対象情報＞ ＜思考の認知操作＞ ＜思考手順：目標・手段・評価＞

註：濃く示したところだけ人並みで、あとは惨憺たるものです。ものによっては短期記憶

の容量のように、カラスより劣るところがあります。

聴覚系というより視覚系で、代数より幾何のほうが向いているのでしょうか。

試行錯誤がふつうなのは、体育会系のせいかもしれない。ただし、ヒューリステｲクス

（発見的探索法）は、お寒い限りです。挫折感には自信があり、強いです。

ゲシュタルト

イメージスキーマ

カテゴリ

概念

ことば

モデル

システム

結合・組合せ・補完・否定・
汎化 …
系列化

抽象化・階層化 …
因果・相関
論理・推論

演繹 帰納
アブダクション …
アナロジー メタファー
モデル

システム
複雑系 …

関連性
察し
メタ認知 …

焦点化・選択
差異化
比較化

旧情報
思考操作

試行錯誤
ヒューリステｲクス
学習 …

新情報
メタ情報
直観・閃き
創発性 …

評価・価値系
値踏み
達成感／挫折感
…



思考法 [方法] と メタ思考法 [方法論]
＜思考の対象情報＞ ＜思考手順＞

（思考法） （メタ思考法：思考法の思考法；思考方法論）

目標

＜思考の認知操作＞ 手段

評価

面白い（生産性ある）問いか
どうでもよい受け身の問いか
よい問いのたて方か
開いている（次につながる）問いか
解けるかあるいは解けそうな問いか

ことば寄りの問いか
感情寄りの問いか
身体寄りの問いか
進化が関係するか

子どもや霊長類が関係するか

仮定・前提が視えるか
道具立てがあるか
１人でやるのか、仲間とやるのか
観察・計測・観測できるのか
科学の問いか
システムの問いか
確率統計の問いか

スキーマが効くか
ゲシュタルトが効くか
相関が効くか
因果が効くか
演繹推論が効くか
帰納推論が効くか
アナロジー・メタファーが効くか
モデルが効くか
システム・複雑系が効くか
関連性が効くか
メタ認知が効くか

どこまで解けたのか
どこまで解けなかったのか
次の問いを３つ思いつくか



思考の対象情報（１）

ここでは、「思考」「思考方法」「思考方法の思考方法（思考方法論）」を、現

在進行形で取り上げている真っただ中にいるわけです。

すると、＜思考の対象情報＞は、哲学者や認知心理学者が好んで論じたがる、つ

まりは「ことば寄り」のテーマということになります。ジョン・サールなどは別

でしょうが、ふつうなら感情寄り、身体寄りの対象ではないと見なされる。

しかし、三文小説は当初から射程距離に入れておりました。さらに、どうせ三文

小説を相手にするなら、エッセイ（知的散文）や詩や音楽も取り込みたい。する

と、文体や文彩（あや）も扱おうとなってきます。

そこで、ことば寄りの対象情報ではあるが、発話という伝達行為の中で、情緒や

感情や身体性を取込んだ関連性理論に辿りつきます。これを思考の構図のなかで

解釈（介錯ではない）したらどうなるか、これも対象情報になります。

ことば寄りの問いか
感情寄りの問いか
身体寄りの問いか
進化が関係するか

子どもや霊長類が関係するか



思考の対象情報（２）

また、系統発生・個体発生という視点から、チンパンジー、子ども、ヒト一般

の思考の違いも考えたい。この視点がないと、生成文法が蔓延ってしまいます。

ですから、進化という視点、子どもや霊長類の概念化や推論という視点も思考

対象に入れることになります。

さらに、日本語的思考と英語的思考の差異も射程距離に入れたい。すると、ま

っとうな日本語論も標的にしなければならなくなります。

ここは一番難しいところですが、ちょっと考えれば至極当り前で、この拙文自

身日本語で綴られている。日本語による表現、日本語による思考が、入れ子構

造になってかぶさっているわけです。

そもそも、そこの足場を押さえないと危ないという予感や危惧から出発したわ

けですから、日本語は無視できません。日本語論をどう位置づけ、展開するの

かは、手に余る難題ですが、まあやるしかない。 …

ことば寄りの問いか
感情寄りの問いか
身体寄りの問いか
進化が関係するか

子どもや霊長類が関係するか



思考の認知操作（１）

「情報」「概念」「ことば」「進化」「思考」という鍵語が課題になってきまし

たから、基本的に「相関・因果」を繰り込んだ「帰納推論」による「モデル化」

あるいは「複雑系」による認知操作が基本になるようです。

しかしながら、モデルという名前にふさわしいなにかは、全然できていない。む

しろ、それ以前の「原モデル」のような図式や概念もどきでウロウロしていると

ころでしょう。それでも手ぶらでいくよりはましだと、励みをつけます。

システム論的に言えば、一般有向グラフの矢印で相関・因果を表し、フィードバ

ックやフィードフォワードによって入れ子・再帰的構造を取り込んだネットワー

ク構造によって、認知操作を行うことになります。

思考の認知操作を担うさまざまな概念を駆使するにあたって、メタ認知的に留意

すべきことが、少なくとも２つあるようです。

スキーマが効くか ゲシュタルトが効くか
相関が効くか 因果が効くか
演繹推論が効くか 帰納推論が効くか
アナロジーが効くか モデルが効くか
システム・複雑系が効くか 関連性が効くか
メタ認知が効くか



思考の認知操作（２）

１つは、脳の限界です。ヒトが思考するとき、作業記憶が有限である（短期記憶

は７チャンク位と言われる）制約です。それに対して、思考の認知操作を担う諸

概念は、何万年にもわたって洗練され、集積されてきた。「演繹推論」１つとっ

てもインド哲学以来数千年の歴史があり、その習得には手間暇がかかります。も

のによっては、心理学者エリクソンの「１０年修行の法則」が必要になります。

もう１つは、それにも拘わらず、インターネットの恩恵により、素人でも、昔な

ら想像もできなかった先端情報や知見が町内会や自宅からただちに手に入るよう

になりました。プログラマはこれを誇ってもいいのではないでしょうか。

実際、ここに並べられた認知操作の 先端の知見（各分野の学術誌など）は、判

らないなりに、タダですぐ参照できました。英語はちょっと必要でしたが …

そのとき、なけなしの勇を鼓して立ち向かうには、自分の学習可能性を信じるし

かないというヴィゴツキーの知見も、テーマとインターネットと飲み仲間のお陰

で手に入れました。ZPD（Zone of Proximal Development ）は、子ども（やつがれ

）でも、ある学習水準にもうちょっとで届くやり方を身につければ、大人や仲間

を真似し、一緒に活動して、頭一つ抜けた（a head taller）水準に到達できるとい

う知見です。ちょっと生硬なのですが、次ページに紹介しておきます。



註： ZPD ;  学習可能性への最近接領域

ヴィゴツキーの知見：

ZPD：Zone of Proximal Development；学習可能性（発達）の 近接領域

子どもは、ある学習水準にもうちょっとで届くところまで（潜在的に）来ていれば、

大人や仲間を真似し、 ： 創造的模倣

一緒に、遊んだり、活動する ： 集団的活動

ことによって、頭一つ抜けた（a head taller）水準に到達できる。

学習が発達を先導する。学習が発達を追うのではない。…

ことばに対する思考の関係はモノではなく、思考からことばに至る、またことばから思考

にいたるプロセスである。思考は表現されるのではなく、言語によって完成される。…

話すことは、発達した思考のただの表現ではない。思考は、話すことへと変換されるとき、

再構造化される。…

これを体・心・頭そして発話という構図に関連づけると、次のように言えます。

真似は頭だけでなく、心と身体全体で即興演奏のように演じられる。赤ちゃん

は、話し方を知らなくても、毎日、両親や兄弟を真似て、片言を言い始める。

頭と心と身体をこめ、周りと「ごっこ遊び」し、交流する。赤ちゃんは、こと

ばの「題目・焦点化」だけでなく、「発話内効力」と「態度」も一緒に学び身

につける。頭一つ抜けるには、1人ではできない、両親や他人が不可欠なのだ。



思考手順：目標；面白い問いのたて方

思考、日本語、やつがれの思考の出来損ない加減 … どれをとっても、切実な問

題です。これは決して受け身の課題ではない。そこで難しいのは、よい問いのた

て方になります。情報 → 概念 → ことば → 発話の構図ときましたが …

日本語話者と英語話者では、面白さの感覚が違うようです。発語内効力と態度と

いう発話の構図とのアナロジーでいえば、日本語の場合「ハ」という係りの助詞

が「認知操作子」となっていて、面白さ加減への間合いをはかっているらしい。

その上で、焦点化する題目が、日本語あるいは日本人の生き物や自然に対する立

ち位置からもたらされている。感情系や身体系を置き去りにはしないようです。

開いている問題かどうかは、間違いなくオープンです。開きすぎていると言った

ほうがいいかもしれない。解けそうな問いかどうかは、問いにどこまで迫ったか

で決まる。カラス（短期記憶はやつがれとほぼ同じ）並みですが、今まで難解で

値踏みできなかった類書や論文の狙いや立ち位置が、多少見当がつくようになっ

てきた感触があります。

面白い（生産性ある）問いか
どうでもよい受け身の問いか
よい問いのたて方か
開いている（次につながる）問いか
解けるかあるいは解けそうな問いか



思考手順：手段（１）

背後には、例えば、少し頑張れば何とかなるだろうという不埒な思い込みがあ

るかもしれません。しかし、問題に取りかかる前はふつうそれは分からない。

前提や仮定の確認は、多少サマになってから、逆照射するしかないでしょう。

道具立てについては、いままでご紹介のとおり

システム論のベイトソン 言語習得論・進化論のトマセロ

認知意味論のレイコフ 認知文法のラネカー

認知言語学のバーサロウ 関連性理論のスペルベル・ウィルソン

神経生理学のエーデルマン・池谷裕二

などを援用しました。もちろん日本語のまっとうな文法家もそうです。しばらく

はこれでいくしかない。受け売りが多くなりそうですが、できるだけ批判的に咀

嚼しようとしています。

仮定・前提が視えるか

道具立てがあるか

１人でやるのか、仲間とやるのか

計測・観測できるのか

科学の問いか

システムの問いか

確率統計の問いか



思考手順：手段（２）

問いの筋あるいはタチについては、筋の良い問題ではなく、タチの悪い問題でし

ょう。科学や確率統計ではなく、哲学でもなく、システム・複雑系の問いと見立

てています。つまり、とりあえず、決定論とか自由とかごちゃごちゃ言わない。

思考体制については、１人ではできるはずがありませんので、先輩や若い人のフ

ィードバックに期待を寄せております。神頼みならぬ ZPD 頼みです。

酒処の飲み仲間との世間噺からは、ずいぶん貴重な知見を頂戴いたしました。職

人や自営業の方々の「ことばが重い」（発語内効力）のも思い知らされました。

酒処で、「ラネカーの図はインチキくさい」と知恵をつけてくれた言語学者は、

日本大好きな東欧系の青眼のおばさんでした。

仮定・前提が視えるか

道具立てがあるか

１人でやるのか仲間とやるのか

計測・観測できるのか

科学の問いか

システムの問いか

確率統計の問いか



システム概念：蛇足

周知のことでしょうが（この科白はふつう知識をひけらかすために学者がよく使

いますが、日本人で男で単なるプログラマあがりのセリフなので、字面を額面通

り受け取ってください）、ちょっとだけ、複雑系ないしシステム論の特徴にふれ

ておきます。

創発特性：構造 ＋ ゆらぎ ⇔  機能

全体は部分が持たない性質をもつ。 （ゲシュタルト特性）

要素間関係と制御：フィードバック・フィードフォワード

全体的視点から、部分の相互関係を制御する。（サイバネティックス）

階層性： 入れ子・リカージョン

システムは、上位システムの部分であり、部分システムをもつ。

（抽象レベル：階層性のないものは混沌：カオス）

註：米国流では、ふつう「システム」は無定義語になっています。システムは

実世界そのものでなく、ものの見方であることや創発特性をもつことなど

を無視してしまいます。そして、無定義語のシステムからトップダウンに

正解が導けると強弁する。現場の問題状況の複雑性に、驚くほど無神経と

いうか鈍感であります。



思考手順：評価

現在進行形の拙稿は、まだまとまっていませんので、この稿自身を評価するの

はオッチョコチョイのそしりをまぬかれません 。…

一般的にいえば、どこまで解けたかより、どこまで解けなかったか見取り図が

描けるかどうかが大切らしい。いまのところ、疑問がいくらでもでてくる。浮

上した座りの悪い課題群を、思いつくままに挙げてみると、次のようです。

認知文法 対 生成文法 ： トマセロ 対ピンカーの決着をどうつけるのか？

関連性理論の解釈 ： 心的言語はあるのか？どんなものか？

演繹推論 対 帰納推論 ： アブダクションはどう洗練されるのか？

アナロジー・メタファーはどこまで根底的思考か？

思考の立ち位置の詰め ： 日本語話者と英語話者の発想の違いはなにか？

情動・感情系の詰め ： 日本語話者の強みと弱みはなにか？

身体系の詰め ： 知覚系と運動系をどう了解するか？

…

どこまで解けたのか
どこまで解けなかったのか
次の問いを３つ思いつくか



思考手順：評価；次の課題
気掛かりな課題の１つ「日本語とどうつきあうか」を品定めしてみます。

英語との差異を論うのは、今や不毛ではないかと考えるようになりました。「夜

だ」「白い」「夜の底が白くなった」ということば（名詞文、形容詞文、動詞文）

が成り立たない、つまりサイデンステッカー訳の「蒸気機関車」を主語としても

ちだしてしまう土俵で、日本語を論じようとしてきたからです。主語・述語がな

いと単文や思考が成り立たない分節化・連結化という土俵で交わされる議論は、

母語の縄張りにはないし、遂に日本語には届かないようですから。

ちょっと脱線しますが、日本語を論じるにあたって、折口信夫の場合は、日本語

の造語力の無さを挙げておりました。解決方向として、「語根論」「語源論」「

古語論」「古語復活論」を論じ、日本語の新しい方向を模索しました。

日本語論や文章読本は、語根にまで遡った造語力の話を中核に据える必要があり

はすまいか。その点で、谷崎純一郎も三島由紀夫も川端康成（？）も丸谷才一も、

腰が引けている。折口の根底には、万葉集（まんにょうしゅう）の素養がありま

したから。ほかにも、いろんな素養がありましたが …

造語力を復元するには、語根、古語、方言に還る必要があるかもしれません。た

だし、漢字とかな（仮名）の塩梅については、「祝詞」を想わせるかな（和語）

偏重の気味があり、折口信夫にはちょっとついていけそうもありませんが。…
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感情系



感情の発生源（１）

ヒトにはさまざまな感情や気分、ストレスや衝動、そして情動があって、その

解釈は感情調整の心理学でもすっきりとはまとまっていない。直接的で分かり

やすい基本感情もあれば、複雑で分かりにくい高次の感情もあります。

「嬉しい」「悲しい」「あの子がほしい」

というような喜怒哀楽や短期の意志決定が絡む感情などは基本感情です。

「子どもの痛みはわが痛み」 「傍にいたい」 「顔で笑って心で泣いて」

というような、共感、愛情、日本的浪花節情緒は、高次の感情でしょう。

「何となく爽やかだ」

という気分は、持続的な感情です。

基本感情／高次の感情という雑駁な腑分けではなく、もう少しましなものとして

は、次に示す古典的心理学の分類もありました。

アブラハム・マズローの欲求段階説

マイヤーズ・ブリックスの性格分類

しかし、ずいぶん恣意的である感はまぬがれないようです。

この稿では、「感情とは、ヒトの行動・行為への重みづけ情報である。そして、

感情系・身体系が概念・ことばの源である」という基本的立場を採ります。



欲求段階論：アブラハム・マズロー

生存欲求（Safety needs）

地震・雷・火事 クマ！ サメ！ クルマ！ …

→ 身体性： 反射 体動 緊張/弛緩 恐怖 驚愕

生理的欲求（Physiological needs）

「食う・寝る・住む」 健康 安全性 …

→ 情動・衝動： 快/不快 活性化/不活性化

社会的欲求・所属や愛の欲求（Social needs / Love and Belonging）

喜怒 悲喜 愛憎 希望/ 失望 共感/反感 孤独/連帯 …

→ 感情・気分・ストレス： 満足感/不満感 不安感/安心感

承認と尊重の欲求（Esteem）

誇り/恥 名誉/地位 強欲/恬淡、技術/能力 …

→ 意志・意図： 達成感/挫折感

自己実現の欲求（Self-actualization）?（註：やつがれには無いので？をつけた）

自立・他立 驕慢/傲倨 卑下/自堕落 …

→ 自負心： 自負/矜持 自尊心/劣等感 達成感/挫折感 充実感/無力感

註：三木成夫の系統発生・個体発生による説明の方が、断然、説得力がある。
、102



選好と気質（＝性格）：例示

ヒトの感情や期待あるいは遠近法を決めるもとになるものに、選好（preference

）や気質（性格：personality）があります。例を挙げておきましょう。

「選好」： MBTI；マイヤーズ・ブリッグス のタイプ指標

内向的／外交的（Internal/External） エネルギーの採り方

感覚的／直観的（Sensing/iNtuitive） 情報の採り方

感情的／思考的（Feeling/Thinking） 意志決定の仕方

知覚的／判定的（Perceiving/Judging） 行動の仕方

ヒトはその時間とエネルギーの 10 % しか知的な問題解決に使っていないのが

ふつうらしい。90 % は身体的労力や感情問題に使われているそうです。どん

な計測をしたのか知りませんが …

「気質＝性格」： キーシー・ベイツの対処のスタイル指標

NT ；直観的思考家 夢想家 知的制御 本質・理念・哲学をひけらかす。

NF ；直観的感情家 媒酌人 感情的制御 感情移入・助太刀に入れ込む。

SJ ；感覚的判定家 組織人 物理的制御 決めごと・明確さ・正確さを尊ぶ。

SP ；感覚的知覚家 火消人 緊急制御 拙速に明け暮れる。



感情の発生源（２）

感情の個別の神経生理学的構造については、脳活動計測装置（磁気共鳴画像法

：fMRI など）によって、ずいぶん新しい知見がもたらされたようです。

例えば、直接的な感情は、扁桃体や帯状回のような部位にかかわるとされます。

もちろん、身体系が効くのは実感としても明らかです。

また、ヒトが反社会的行動をしないのは、衝動的行動には

眼窩前頭皮質 前頭葉内側部 帯状回前部 頭頂葉下部 上側頭葉

が絡むからだとされます。社会性がかかわるとなかなか複雑になります。

さらに、高次の感情では、大脳皮質や島皮質がかかわってくる。感情のはたらき

を支える部位は、前頭葉の眼窩前頭皮質、外側溝にある島皮質など、記憶や社会

性のはたらきが絡む部分が多いことがわかってきています。

そして、

身体の反応を感情として意識するメカニズム

他者の痛みを自分の痛みであるかのように共感するメカニズム

なども、島皮質が強くかかわっている。島皮質は痛みの感覚に関わる部位として

も知られてきましたが、中毒にかかわる感情にも関係している。

一例として、ルドｳーによる恐怖の回路モデルを挙げておきます。
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情動例：恐怖の回路

感情や情動の知見については、認知科学の成果はまだ限定的ですが、例えば、恐

怖の感情については、次のモデルで説明されたりします。

＜恐怖の回路：ルドｳーのモデル＞

暗闇の暗さ、何ものかの声、湿度、温度 …

網膜 内耳 皮膚 その他感覚器官

感覚細胞から脳内に至る神経細胞によって内部情報に変換

扁桃体（島皮質） 大脳皮質（前頭葉眼窩前頭皮質）

筋反射反応 ストレスホルモン分泌 「怖いつ」という叫び

生理的反応 思考・記憶・ことばへ影響

扁桃体（島皮質）

恐怖の感情

感情の度合い：感情の働きは、ドーパミンが大脳基底核にある黒質から分泌され

て大脳基底核の線条体に流入したり、中脳の腹側にある被蓋部から大脳皮質に流

れ込んだりすることによって、分子レベルで制御されている。



感情にどう接近するか
冒頭の構図で、ヒトの情報のありかを粗っぽく位置づけました。しかし、その

メカニズムには触れられませんでした。そして、感情系では

感情・気分 ストレス・衝動 情動

この３つの情報が、意図や意志の有無あるいは意識や無意識の多寡によって階層

づけられ、ヒトにとって基本的であろうと見なしました。というのも、感情は知

覚や行為に対する一種の「重みづけ」「価値づけ」と見なされるからです。

これらを概念系の概念やことばと身体系の動作や体動や反射とに対応づけると、

感情一般には、状況に依存する次のような発生源があると見なされます。

概念やことば： 意志的・短期的目的達成（個体的・集団的・社会的交流）

動作や行為 ： 意図的・長期的目標達成（系統的進化・自然選択）

身体の体動 ： 表情・身振り・声音・音楽・母語などの筋骨格系反応

身体の反射 ： 快／不快情動、興奮／抑制情動などの内臓系反応

左側が発生源、右側がそのよってきたる根拠・理由づけです。

古典的感情論で解釈する代わりに、感情中核系を心理的なレベルと脳のネットワ

ークレベルとのシミュレーションに基づく相互作用によって説明する状況依存感

情概念論が、バーサロウなどにより精力的に進行中です。その詳細には立ち入れ

ませんが、拙稿の構図と符合するかのように、次の５要素を取り込んでおります。

行動適応 感情概念 感情語彙 状況タイプ 統計プロセス



感情の脳領域：オクスナー・グロス

感情が絡む脳領域の候補は、感情調整の神経生理学的基礎からみて、大ざっぱに

次であるとされます。各領域のはたらきについては、限定的ですが、大分判って

きたようです。

dorsolateral PFC： 背外側前頭前皮質

dorsal posterior PFC： 後部背側内側前頭前皮質

inferior parietal： 下頭頂小葉

dorsal ACC： 前帯状皮質

ventrolateral PFC： 腹内側前頭前皮質

dorsal mPFC： 背側内側前頭前皮質

rostal mPFC： 内側吻側前頭前皮質

ventromedial PFC/OFC： 腹内側前頭皮質/眼窩前頭皮質

ventral striatum： 腹側線条体

amygrada ： 扁桃体

insula： 島皮質

しかし、身体系・感情系・概念系という拙稿の粒度（詳しさレベル：granularity）

とは、まだまだ差があります。神経生理学的説明だけでは、ミクロなレベルの相

関や因果関係の一端しか解明できていないと言うほかはありません。



感情調整戦略：オクスナー・グロス

脳領域 システム プロセス 注意展開 認知変化 反応調整

のタイプ （再評価） （表情抑制）

dorsolateral PFC

dorsal posterior PFC 選択注意/作動記憶

inferior parietal 制御

dorsal ACC 効率監視

ventrolateral PFC 選択/禁止

dorsal mPFC 概念評価 概念/カテゴリ評価

rostal mPFC 評価への注意

ventromedial PFC/OFC 文脈評価 刺激の価値 ？ ？

ventral striatum                               報酬/評価強化

amygdala 中核評価 刺激の価値攪醒

insula 評価 表象と身体状態の気づき 108



情動学習・決定・期待：オクスナー・グロス

領域 システム プロセス 情動学習 情動決定 期待

のタイプ （恐れ消去） （即時展開） （偽薬効果）

dorsolateral PFC

dorsal posterior PFC 選択注意/作動記憶

inferior parietal 制御

dorsal ACC 効率監視

ventrolateral PFC 選択/禁止

dorsal mPFC 概念評価 概念/カテゴリ評価

rostal mPFC 評価への気づき

ventromedial PFC/OFC 文脈評価 刺激価値

ventral striatum                               報酬/評価強化

amygdala 中核評価 刺激の価値攪醒

insula 評価 表象と身体状態の気づき 109



感情の発生源：例示

≪概念系≫ ≪感情系≫ ≪身体系≫

＜ことば＞ ＜動作・行為＞

意志・短期的目的：社会性 意図・長期的目標：進化

個体発生的・社会的 系統発生的・自然選択的

＜体動＞

筋骨格系反応

＜反射＞

内臓系・外壁系反応

＜感情・気分＞

喜び 悲しみ

自負心 謙譲 …

共感 愛情 …

不安感 安心感 …

心身一如 渾然一体 …

＜ストレス・衝動＞

緊張 弛緩 恐怖 PTSD

飢え 渇き 痛み 性欲 …

＜情動＞

快／不快
；接近行動／忌避行動

活性化／不活性化
；攪覚／沈静



感情の発生源：うつ病；例示

≪概念系≫ ≪感情系≫ ≪身体系≫

＜ことば＞

意志・短期的目的：社会性

個体発生的・社会的

註：「軽症うつ病の臨床象」；「精神経誌」平沢一、三好功 1965

＜感情・気分＞

いらいらする(59.1)
自殺意図(33.0)
引け目を感じる(26.1)
落ちつかない(24.5)
寂しい(24.0)

＜ストレス・衝動＞

陰気(29.0)
億劫・気不精(41.6)
うっとうしい(40.3)

＜情動＞

仕事をする気がしない(45.0)
人に会いたくない(40.3)

＜反射＞
内臓系・外壁系反応

睡眠障害(58.0)
食欲不良(58.0)
胸部圧迫感(33.6)
体重低下(25.7)

＜体動＞
筋骨格系反応

頭重感(56.3)
体がだるい(49.2)
入眠障害(43.4)
寝起きが悪い(33.4)
便秘(25.7)
熟睡障害(23.4)

＜動作・行為＞
意図・長期的目標：進化
系統発生的・自然選択的

寝起き悪い(33.4)



感情・気分例（１）

感情・気分の発生源が、ことばと身体であるのは（実は感情もそう）、ヒトに

共通であるようです。ことばで仄めかされるだけでも感情は起こる。記憶に関

与している海馬とその周辺部位、視床、大脳皮質などの神経系が、扁桃体のよ

うな感情にかかわる神経系と強い相互作用で絡み合っていますから。

しかし、感情の中身については、英語話者と日本語話者ではずいぶん差が生じ

るようです。ここは、バーサロウも手つかずです。

日本人には、「森羅万象は、お天道様に生かされている」というように、身体

や環境との一体感があります。「初詣で、八百万の神と渾然一体となる」臨場

感のような空間感覚を尊びます。時間感覚は、「川が流れる」というように、

試行錯誤というよりは、生々流転です。

＜感情・気分＞

喜び 悲しみ

自負心 謙遜 …

共感 愛情 …

不安感 安心感 …

心身一如 渾然一体 …



感情・気分例（２）

ことばによる分節化にあたっても

発語内効力（本音度：ムウド・叙法など）

態度 （本気度：サマ・文末語など）

を強調し、記号内容（真偽：命題）だけに拘るのではありません。

そして、命題１つ１つの真偽を演繹的に問う単文主義ではなく、係りの助詞

「ハ」によって複数の文をまとめて帰納的に扱う連文主義です。主語（日本

語では主格）は必要なとき（「ほかでもないこの俺が …」）以外は、文には

出さない。

焦点化された対象や題目にまっすぐ迫る、名詞文、形容詞文、動詞文はれっ

きとした日本文です。そしてオノマトペや文末語「ネサヨ」で、対人心理的

距離をふつうは測ります。対象や題目の関係は、「ハ」の統括下で、格助詞

「ガノニヲ」で、また「デ」などで、表せばよいだけの話です。（三上章）

明治以降の漢字かな（仮名）交じり文でも、これらの特徴は変わっていない。

おじさん言葉がいまのところ蔓延っておりますが、おばさん言葉は依然とし

て健在です。これらの日本語の特徴は、日本人の感性や暮らし（箸・下駄・

風呂敷）に、無意識に影響を及ぼし、及ぼされているのでしょう。



ストレス・衝動例

ここでは、英語話者と日本語話者の違いを言い募る必要はそれほどないかもしれ

ない。しかし、解剖学者 三木成夫なら別の立ち位置をとる可能性もあります。

ストレス反応とは、ホメオスタシス（恒常性）によって一定に保たれている生体

の諸バランスが崩れた状態（ストレス状態）から回復する際に生じる反応である

とされます。

ストレスは、主として生体的に有益である快ストレスと不利益である不快ストレ

スからもたらされます。ストレスが適度な量だけないと、本来の適応性が失われ

てしまうので、適度なストレスが必要になります。

神経生理学的には、扁桃体（島皮質）や海馬を経て、副腎に達し、副腎皮質から

血液中のステロイドホルモンの分泌量が増える。このホルモン情報がフィードバ

ックされて、

扁桃体からはホルモンの分泌量を増やす情報

海馬からはホルモンの分泌量を減らす情報

が、ともに副腎皮質に送られ、さらにホルモンの分泌量が制御されるとされます。

＜ストレス・衝動＞

緊張 弛緩 恐怖 PTSD

飢え 渇き 痛み 性欲 …



ストレス例：PTSD；安西祐一郎

ストレスの一例に PTSD があります。安西祐一郎の説明を見ましょう。

強い緊張や不安が長く続くと、ストレスが昂じて心のはたらきが阻害されるよ

うになる。とりわけ、虐待や戦争体験などのようにきわめて強いストレスを受

けた後に起こる心的外傷ストレス障害（PTSD）では、記憶のはたらきが低下し

てしまうことがある。そのメカニズムは次のようなものと考えられる。

緊張や不安のストレス情報は、扁桃体や海馬を経て副腎に達し、副腎皮質から

血液中へのステロイドホルモンの分泌量を増やす。このホルモンの情報がフィ

ードバックされて、扁桃体からホルモンの分泌を増やすための情報が、海馬か

らは減らすための情報が、ともの間脳の視床下部を経て副腎皮質に送られ、さ

らにホルモンの分泌量が制御される。（註：この段落は再掲）

扁桃体と海馬のバランスが崩れ、海馬のはたらきが弱ってくると、ステロイド

ホルモンの分泌がさらに増え、それがフィードバックされてさらに海馬のはた

らきが弱くなり、海馬の神経系が委縮してしまうこともある。ただし、PTSD

になると海馬の神経系が委縮するのか、海馬のはたらきがもともと弱いために

ストレスによってさらに弱まり、委縮が起こるのか、くわしい因果関係はまだ

はっきりしていない。



情動例

ここでも、英語話者と日本語話者の区別はたてません。「心頭滅却すれば火も

また涼し」というような情動（？）は、とりあえず避けて通ります。

直接的な身体性は、刺激ー反応という構図で説明されることが多い。神経生理

学的には非常に複雑な構造ではあっても、その構図は比較的単純であるようで

す。

ストレスと同様に、情動の大元をなす快・不快情報の源は、ことばのレベルで

は大まかに次のように考えらます。

聴覚系では、変化と反復から快情動が生まれます。外的報酬からではない（系

統発生）。変化は、目新しさ（新奇性）につながり（顕在認知過程）、反復は、

なじみ深さ（親近性）につながる（潜在認知過程）。

視覚系は、差異と同一性に強い。新奇性や親近感も聴覚系と同様です。ゲシュ

タルト図形がその一例です。赤ちゃんの選好注視も別の例です。

＜情動＞

快／不快
：接近行動／忌避行動

活性化／不活性化
：攪覚／沈静
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身体性・運動系

養老孟司



身体系の解釈

身体系・運動系の位置づけについては、解剖学者 養老孟司の『唯脳論』による

解釈がありました。やつがれ（僕）としては、いまのところ、これ以上の簡潔

な説明は思いつかない。反論が、とくに論文をたくさん書きたいタイプの学者

などに多いのですが、さわりのところを、めげずに６ページまるごと引用しま

す。そこでは、以下が巧みに説明されています。

概念系やことばが身体系や運動系をどう捉えるかということ

運動系にも意識・無意識があること

運動系と大脳皮質とを関係づけること

行動の源泉に意図があること

運動系のはたらき（役割）から目的論がもたらされたこと

進化論あるいは自然選択説は、運動系に拠って位置づけられたこと

自然科学には限界・制約があること

トマセロの『思考の自然史』には、こういう考察はない。「思考」という枠内

で、「進化」を「英語」で説明しようとしているからでしょう。

それに対して、『唯脳論』は、もうひとつ遡ったところを、日本語によって根

底的に説明します。文章が小気味いいです。三文小説ではありませんが、文体

がしっかりしていないと、中身も冴えないとしたものですから。
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運動自体の知覚：『唯脳論』養老孟司
多くの運動は「無意識」である。ただ、この無意識の意味は、あんがい難しい。

…こうした運動を、われわれの知覚が監視している。筋自体にも、知覚がある。

たとえば、視覚という感覚は、運動と分かちがたく結びついている。

唯脳論に関係するのは、脳内に運動系が存在することがわれわれ自身の思考に

どのような影響を与えるか、である。… 脳は脳のことを知っている。あるい

は、脳のことしか知らない。これも広い意味では、脳の「知覚」である。しか

らば、運動系が脳内にあり、それが大脳皮質のかなりの部分を占める以上、そ

の運動系について、われわれはなにかを知っているに違いない。そうした「知

識」こそ、筋紡錘とは違った意味で、まさに「運動自体の知覚」であろう。…

簡単に地図を参照しておこう。中心溝を境に、おおざっぱに言えば、脳の前方

は運動、後方は知覚に区分される。運動野自体は中心溝の直前にある。そのま

た前方は、運動前野である。それよりさらに前方が、前頭連合野と呼ばれる部

分であり、その側下方には、ブローカの運動性言語中枢が含まれている。運動

野でも、感覚野と同じように、中心溝から前に向かって、いわば同心円状に、

１次の運動野から次第に高次の中枢に向かって、皮質の地図が移行するように

見える。そうした見方からすれば、前頭連合野のいちばん前方を占める「前頭

前野」が、運動の意図に関わると考える人があることも、不思議ではない。行

動の源泉には意図があるからである。感覚には、もちろん意図はない。
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目的論の発生：養老孟司
脳は感覚の場合と同じように、自分の運動系を知っている。それは、始めは知覚

系による、運動の監視のみだったであろう。しかし、やがて運動系の脳内での機

能そのものが、われわれの意識にのぼり出したはずである。それが「目的論」の

発生に違いない。そう私は思う。

「運動の意識」は、プログラム的な細部は省略するが、出力と入力はしっかりと

抑えるものだったであろう。考えてみれば、それが「目的意識」である。

目的論というものが、アリストテレス以来、ヒトの思考と切っても切れない縁が

あるように見える。それはなぜか。われわれの脳は、運動系からいわば「目的論

を取り出して」いるのではないか。

力学は運動から擬人論を徹底的に排除した。これが力学の成功の理由であろう。

しかし、動物の運動は擬人的、すなわち目的論的である。なぜか。それは脳がそ

ういう風に出来ているからである。

要約すれば、こうである。動物の行動は、程度の差こそあれ、合目的的である。

なぜなら行動はそうなる（見える）ように進化してきたからである。脳の進化は

その延長上にある。なぜなら、脳は行動を支配し統御するように進化してきたか

らである。われわれの脳は、それをついに「目的論」として表明するようになっ

た。以上。
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試行錯誤の自然選択説（１）：養老孟司

運動系には、もう１つ大切な性質がある。それはいわゆる「試行錯誤」である。

運動ないし行動には、始めから「間違い」が許されている。運動系は「やってみ

なければわからない」のである。

知覚系にも同じようなことがある。しかし、視覚とくに擬態について述べたよう

に、感覚系が自身の判断を訂正するためには、異質の感覚にしばしば頼らざるを

えない。少なくとも感覚器の末端は間違えることはほとんどできない。知覚系の

原理は、従って、試行錯誤ではない。それは「濾過」である。運動系は別である。

自然選択説とは、基本的にこの機構の投射であろう。19世紀のイギリス人は、生

物の形の多様性を説明しようとした。そこに運動系の原理を応用したのが、 初

の自然選択説である。だから、 も素朴な形では、これは「生存競争」と表現さ

れた。

ダーウィン説に「自然の試行錯誤」としての自然選択はより純粋に現れる。しか

し、運動系の原理に基本的には立脚したために、その学説にはいくつもの難点が

残った。素人ですら気がつくのは、なぜそれによって多様性が生じるか、という

ことである。ヒトの顔は１人１人違う。



122

試行錯誤の自然選択説（２）：養老孟司

もちろんダーウィン説自体の難点と、ネオ・ダーウィニズムの難点とは、話は別

である。ネオ・ダーウィニズムでは、ダーウィンがまだ知らなかった遺伝子とい

う「粒子的」存在を仮定することにより、遺伝子という「永遠の現在」あるいは

「万世一系」、すなわち唯脳論的には「視覚系」を、進化という「時間的過程」

の説明そのものの中に、きちんと取り込んだからである。

そこでは、聴覚系の持つ典型的な時間は、遺伝子という「音符」に変換されてい

る。音符という、いわばデｲジタルな形をとることによって、遺伝子は「量子的

時間」を介して形すなわち視覚系とさらに交換可能となる。交換可能にはなった

が、遺伝子から形までの経路はいまだ藪の中である。その意味では、遺伝子とは

「実体」ではなく、手品の種である。

ネオ・ダーウィニズムに対する反論が面倒なのは、この学説の「唯脳論的」構造

が「脳にとって」きわめてうまくできているからである。こうしたやり方に対し

ては「等身大の思想」つまり「それはこれこれの具体的な面に対して応用できる、

これこれの具体的な面には応用できない」という言い方しかできない（実際に、

形の進化については応用できない）。
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力学の「客観的真理」（１）：養老孟司

脳が運動系についてなにかを「知った」とき、目的論が成立したと述べた。では、

脳は運動そのものについて、どう考えるのか。そこにおそらく「力学」が成立し

たのである。力学は目的論ではなく、因果論の形をとる。ここでは、初期条件（

原因）があれば、必然的に結果がえられる。これもどうやら、運動系の思想らし

い。ただし、目的論とは違って、初期条件と結果が１対１対応するから、目的で

なく「結果」が得られるのである。

唯脳論的に言えば、ガリレオやニュートンの物体の動きの説明だけでは困る。客

観的であろうがなかろうが、物体の運動に説明がつく以上は、それに対応する「

なにか」が脳のなかになければならない。ガリレオは観察と実験を丁寧に行った。

それは、要するに、視聴覚系を通して自分の脳を訂正したのである。

外界に客観的真理があるという「等身大以上の思想」は、自然科学の発展を助け

たに違いない。…

ニュートンには運動に対する考え方が明確にでている。そこでは運動は「微分可

能」である。時間もまた、微分可能である。微分可能な運動とはどのような運動

か。それはおそらく、われわれが知っているふつうの運動であろう。
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力学の「客観的真理」（２）：養老孟司

われわれの脳に運動に対するなんらかの「理解可能性」があらかじめ前提にされ

ていなければ、力学が生じるはずがない。われわれが実際に「運動」し、運動が

脳と関わっている以上、われわれが運動を「正しく」理解する方がむしろ当然で

あろう。

力学が外部の「客観的世界」に成立するから、それが「客観的真理」だというの

は、考えてみれば変な理屈である。むしろそれは、力学では話が単純だというこ

とであろう。

言っておくが、脳は単純ではない。量子力学まで来れば、その「客観的真理」が

成立しないことは、もうわかっている。そこでは、ものごとは「量子的」つまり

微分不可能になり、 後には、不確定性原理として観測者が顔を出す。観測者と

はなにものか。それは、脳である。

同じ脳が、時空の相対性の問題についても、やはり顔を出したことは、大抵の人

が知っている。物理学に唯脳論を持ち込んだのは私ではない。アインシュタイン

であり、ハイゼンベルグである。脳は物理学に「出るべくして出た」のである。



行為・動作例

身体心理学による動作・行為の解釈は次のようです。

動作（resperant  response）：

四肢や体全体の反応 や筋骨格系の反応

かなり意志的反応だが、状況によって無意志的反応もある。

行為（operant response）：

環境や状況との関係によって意味づけられる反応

ほぼ意志的・意識的反応

あくび指南の欠伸、航空乗務員の作り笑い、これ見よがし、聞えよがし、さら

には、からだ言葉（日本語には 6,000 あるとされる）；大手を振って歩く、頭

が高い、腰が低い、足掻くなどは、ネガテｲブな行為・動作の例です。

動機づけ・試行錯誤・自己評価については、養老孟司の『唯脳論』を参照。

＜動作・行為＞

：姿勢 歩行 走行
静止 正座 …

＜動機づけ＞

＜自己評価＞



体動例：

同じく、身体心理学の解釈は次です。

体動（resperant  response 反射と意図的反応の両方を含む）：
表情や目線・姿勢のような体表の微細な反応 筋骨格系の反応
無意志的反応だが、意志的反応もできる。

ポール・エクマンによる表情の６類型を次ページに示します。註に、三木成夫の
解釈をつけ加えました。

母国語では、乳幼児による分節化（抑揚・高低・強弱・緩急 … ）の習得などに
見られます。これについては、トマセロの『ことばをつくる』が滅法詳しく分析
しております。

鼻唄を例にとりますと、年齢がわかってしまいますが、岡晴夫の「あこがれのハ
ワイ航路」では、「ハ―」という出だしのところで、「ハーレタソラ」というフ
レーズ全体をすでに予想しています。ヘンデルの「ハーレルヤ」ではない。

＜体動＞

：表情（６種類）
身振り

母語 溜息 …
音楽 鼻唄 …



６つの表情類型：ポール・エクマン

怒り 不安 嫌悪

驚き 喜び 悲しみ

註：植物のからだは、動物の腸管を引き抜いて裏返しにしたものと見なせる。動

物のからだは、肝臓・腎臓という入口と出口で外界の自然から遮断されてい

る。さらに体壁系でそれを体内に閉じ込め、遠方の外界に反応する。内臓系

は外界と共振する植物器官であり、体壁系は近接した外界と反応する動物器

官である。舌の筋肉は体壁系で動物器官の運動をしながら内臓系の鰓の感覚

をもつ。一方、顔面の表情筋は、すべて内臓系の鰓の筋肉からできている。



反射例

同じく、身体心理学の解釈が次です。

反射（respondent  response 生理的反応）：

自律神経系；瞳孔反射、唾液反応

体壁系（動物器官）；膝蓋腱反射 、 →  舌は内臓系の鰓の感覚

内臓系（植物器官）； 腸管系・血管系・腎管系 → 顔面の表情筋

環境の刺激に自動的に反応 無意志的・無意識的反応

武道の達人や野口体操のベテランは、ポジテｲブな反射が巧みです。幽体離脱や

脳死体験については、素人解釈は危ないので、池谷裕二や養老孟司に譲ります。

ヒトの喜怒哀楽という感情・情動は、植物神経系に属する内臓のはたらきの微妙

な差異と連動するようです。動物神経系の動作や体動は、それほどではありませ

んが 。メラネシア人や日本人がからだ言葉に強い所以です。

＜反射＞

自律神経系
呼吸 心拍
攪醒 睡眠

幽体離脱
臨死体験 …



４つのなぜ

以上の説明は、「なぜ」 という問いに対する４つの説明レベルの中で、系統発

生的（進化）・個体発生的（発達）レベルと神経生理学的な情報論的メカニズ

ムのレベルです。 ４つの説明の例は、その出来はともかく、次のようです。

「なぜ眼は見ることができるのか？」 ：

機能 :  食物を見つけて危険を回避する。

系統発生 :  脊椎動物の眼は盲点を持って形成されたが、完全な眼に向かう

適応的な中間形態がなかったので、初期の形態が維持された。

発達 :  ニューロンは、眼と脳を接続するために光の刺激を必要とする。

メカニズム :  眼のレンズが、光を網膜の視覚システムに集める。

：「兄妹に性的関心がないのはなぜか？」(Wilson,1998)：

機能 :   同系交配は生存可能な子どもの数を減少させる。

系統発生 :   いくつかの哺乳類の種で見つかっており、数千万年以上以前か

らこのような性質があると考えられる。

発達 :  若い時期に他の個体と共に暮らすことで形成され、人間の場合

初の30ヶ月が重要である。イスラエルのキブツでは非血縁者

同士でもこの現象が 観察された。

メカニズム :   神経的メカニズムについては、ほとんど分かっていない。
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思考の進化

『思考の自然史』

マイケル・トマセロ



『思考の自然史』：マイケル・トマセロ

ここには、トマセロの新刊『思考の自然史』（2014）の抄訳を入れるつもりで

した。しかし、原文は約180ページにもなりますので、ほんのさわりのところだ

けを紹介します。

トマセロがどんな立ち位置をとっているか、素人なりに絵解きをすると、標的は

チョムスキーの生成文法です。ピンカーの修正版もその１つです。

トマセロの道具立ては、

レイコフの認知意味論

ラネカーの認知文法

バーサロウの認知言語学

スペルベルとウィルソンの関連性理論

です。もちろん、トマセロ自身が蓄積してきた子どもの言語習得論、認知文法論

が下敷きになります。

新の実証実験を足がかりにして、チンパンジーから、子ども、ヒトに至る

個人意図 共同意図 集団意図

という意図進化の枠組みを設定し、ヒトの思考プロセス

表象 推論 評価

を自然史として展開しております。図解による１枚のまとめが次です。
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共有意図仮説：トマセロ（再掲）

個人意図 共同意図 集団意図
－ 競合 － 二重レベル協業 － 集団志向文化
－ 意図的伝達 － 協業的伝達 － 規範的表象

表象 スキーマ・図像表象 →    俯瞰的・記号的表象 →     客観的・規範的表象
状況 →   命題的内容 →   命題

推論 因果的意図的推論 →    再帰的推論 →     反省的判断的推論

自己監視 認知的自己監視 →    ２人称的自己監視 →    規範的自己監視

註：とてもわかりやすいまとめ方です。 タテ軸の取り方も過不足なく、ヨコ軸の
取り方も「意図」をうまく位置づけている。生成文法は、客観的・概念的表
象を命題として採り上げるだけで、このような差異は表せません。
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ヒトの認知進化理論（１）

『思考の自然史』の結論の方からいきます。

ヒトの認知が特異なことをどう説明するか？

１ 「一般的知性」による説明

ヒトの脳はチンパンジーより３倍大きい。ヒトと偉いサルを「一般的

知性」で説明しようとすれば、ヒトの子どもは異なる実験課題で異な

る結果を示すはずである。

しかし、ヘルマンのテスト結果（2010）によると、チンパンジーも

子ども（２歳半）も物理世界に対しては同じ認知スキルをもつのに、

子どもだけが社会的世界に対する認知スキル（記号を含む）をもつ。

１′ 「高次関係」の理解能力と「判断能力」による説明

ペンその他（2008）の主張である。しかし、進化物語がない。関係

思考は、共同的・集団的意図の中の役割からもたらされるのだ。

また、カルボリ（2011）は、再帰的思考を、とくに「心的時間旅行」

と心の理論を強調する。しかし、これも話のすべてではない。ヒトは

協調的（明示的かつ推論的）コミュニケーションというプロセスによ

って、思考しているのだ。
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ヒトの認知進化理論（２）

２ 「言語」と（and/or）「文化」とによる説明

２番目に、ビッカートン（2009）による、再帰性を含む統語的産出性をも

つ言語が認知進化をもたらしたという説明がある。… 

しかし、言語はヒトの進化プロセスのずいぶん後になって現れた。ヒトだ

けが言語をもつというのは、ヒトだけが摩天楼をもつというのと同じよう

なものだ。言語はヒトの認知と思考の頂点ではあるが、基底ではないのだ。

社会人類学者は、ヒトの文化の多様性を強調する。しかし、文化の多様性

がもたらされる前に、（言語習得前の子どもにも見られる）共同作業や協

調的伝達や共同意図がすでにあったのだ。
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ヒトの認知進化理論（３）

３ 「進化心理学」による説明

３番目の説明は、進化心理学のトウビーとコスミデスによるもので、スイ

スアーミーナイフのメタファーを提案した。ヒトの脳は、個別の目的をも

つさまざまなモジュールからなるという。

進化心理学は、どちらかと言えばつがい相手の選択や害虫の忌避のような

認知的でない問題に焦点を当ててきた。… 霊長類との対比を試みた例は

少ない。

モジュールと適応というより一般的な視点によるいくつかの理論がある。

スペルベルは、高度に具体的なモジュールと一般的モジュールとして、例

えば、次を挙げる。

ヘビの発見 相貌認知 直観的物理 直観的心理

これらによって、スペルベルのいう直観的信念がもたらされる。さらに、

自分や他人の世界を表示するメタ表象を可能にする「スーパーモジュール」

がヒトの認知を強力にしたとする。個人は命題的に（合成的かつ再帰的に）

メタ表象を行い、スペルベルのいう（良い判断あるいは信頼するにたる他

人の信念に基づく）反省的信念をもたらす。
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ヒトの認知進化理論（４）

このメタ表象能力が次の３つのモジュールをもたらした。

協力的（明示的ー推論的）伝達

教示的・文化的伝達

他人との議論による理由づけ

このメタ表象能力は、異なる言語モジュールとして、共起し、共進化してきた

のだが、これは明らかにヒトに固有なものであるとする。

カルーザス（2006）は、霊長類に比べ、ヒトでは次が発達したとみなす。

心を読む系

言語学習系

規範的判断（reasoning）系

そして、霊長類以下は、直観的推論（システムⅠ）しかしないが、ヒトは反省

的推論（システムⅡ）を行うとした。

しかし、既にみたように、霊長類は物理的また社会的領域で行動を起こす際に、

システムⅡプロセスをしばしば行う。そこには、次が見られるのである。

抽象的表象

単純な推論

前論理的なパラダイム（物理的因果と社会的意図で構成される）
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ヒトの認知進化理論（５）

モジュール論者が標榜する混乱したモジュール群を、もう少し体系的で理解可能

なリストに仕立てあげることはできないではない。

しかし真の問題は、モジュール論者が１つの進化機能を単一のモジュールに対応

させる努力を超えて、進化発生の問題に踏み込まないところにある。進化におい

ては、すでにある構造がおそらくまったく新しいやり方で結びつけられて、新し

い機能が生じるのはよく知られている（註：使い回しや間引き）。だから、例え

ば、提案される規範的判断モジュールは、ほとんど間違いなくそれ以前のスキル

と動機により創られたに違いない。それ以前のスキルや動機とは、個人的推論を

する、他人や集団に順応する、他人を評価する、他人の評価に敏感になる、協調

的コミュニケーションをするなどである。

現代のヒトの認知機構を、（リバースエンジニアリングを介して）単一の進化的

機能とみなす（註：ピンカーらの発想）のは、進化のダイナミックスを欠いてい

る。ダイナミックスとは、多くの認知的機能は「共通の出自（descent）」によっ

て深く関係づけられているということである。

モジュールという用語を使うのは好ましくない。モジュールという用語には、静

的で建築学的なあるいは工学的な遠近法があるからだ。むしろ「適合」という用

語の方が、動的な進化的プロセスを示唆するから、相応しい。



138

ヒトの認知進化理論（６）

適合（adaptation）は、きわめて狭く標的化された（例えば、クモが巣を張るよ

うな）適合的特化という動物行動学的な考えに訴える。これがモジュールの精神

に一番近くなる。他の適合は、もっと広く、発生からあるいは長期にわたって、

生じることがある。例えば、偉いサルによる道具の使用である。…

この線に沿ってもっと一般的に考えると、真に領域一般的な水平的能力が存在す

るのかどうかという問題にたどりつく（このメタファーでは、空間や量のような

具体的内容は垂直的で、表象や記憶や推論のような一般的プロセスは水平的とな

る）。

モジュール論者によっては、表面上水平的能力は、単一の領域一般的プロセスを

表象しないと信じている。各モジュールはそれ自身の計算手続きをもち、それは

他のモジュールとはまったく関係がないとみなしている。

われわれの見方では、これもまた、複雑な適合の只中にある階層的有機体の重要

性を見損なっている。

認知的表象、推論、自己監視のようなプロセスは、 初は（旧い脊椎動物の祖先

が）あるかなり狭い行動的特化のコンテクストのなかで進化したのであろう。
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ヒトの認知進化理論（７）

しかし、新しい種が進化して、新しい複雑な問題に直面すると、これらのプロセ

スは、多くの異なる広域の適合のなかから、いわばサブコンポーンネントの新入

会員として選ばれたようなものであろう。この新入会員選出のプロセスこそが、

霊長類やヒトにとって特に重要である。そして、このプロセスの広範囲にわたる

生起が、認知的な柔軟性の鍵となる要素なのである。

後に、ヒトの共有意図に対するスキルや動機は、個体に生じた典型的な認知適

応を表象するものではないことに留意しなければならない。協調するという課題

を解くだけで話が終わったわけではない。むしろ、初期のヒトは、修正された表

象と推論プロセスによって、基本的に体験するすべてについて指示的にコミュニ

ケートできるようになるというまったく新しい操作術を手に入れたのである。

共有意図の出現は個体の意図と思考に絡むすべてのプロセスの再構成、変換、社

会化をもたらした。これは、進化上先例がないわけではないが、異常な出来事で

あった。

次に、偉いサル（チンパンジー、ボノボ、ゴリラ、オランウータン）の認知能力

の紹介に移ります。
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偉いサルによる食糧調達推論
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サルによる物理世界の思考（１）

霊長類は、生存のために、次のような行動に際して、差し迫った目標、表象、推

論を徐々に発展（進化）させた。

（１）食糧の発見（空間探索と対象物の追跡を要する）

（２）食糧の認知とカテゴリ化（特徴の認識とカテゴリ化を要する）

（３）食糧の量化（量化のスキルを要する）

（４）食糧の調達と抽出（因果性の理解を要する）

さらに、道具の使用と保存がある。これも、シミュレーションと推論につながる。

因果的推論は、基本的「もし～ならば（if - then）」論理であり、これが必要条

件をもたらした：Ａが起きれば、Ｂが起きる（Ａが原因でＢが生じる）。

ベルミュデはこれを原始（proto）条件的な推論の型だとする。マンリクは、「属

性Ａをもつ道具を使うと、Ｂが起きるにちがいない」とするのは、一種の「原始

的論証（proto-modus ponens）」であると、見なしている。これは基本的に、前

提ないし原因から結論ないし結果をもたらす、

前向き推論（forward-facing inference）

である。
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サルによる物理世界の思考（２）

近の一連の実験では、結果から原因を推論する

後向き推論（backward-facing inference）

が確かめられている。

条件１では、実験者が食糧が入っているカップをゆすって音をたてる。それを

チンパンジーが眺め、何がその原因か、とくにカップの中に隠された食糧が音

を出すという因果系列を、後向き推論をせざるをえないようになっている。こ

れは一種のアブダクション（論理的なそれではなく、「 善の期待への推論」）

である。すなわち、

（１）カップをゆすると音が出る。

（２）ゆすったカップに餌があれば、音を立てるはずである。

（３）したがって、カップの中に餌がある。

条件２では、音が出ないようにしてあるので、カップの中には餌がないことを

推論せざるをえないようになっている。これは一種の間接証明・対偶証明

（proto-modus tollens ）である。

（１）カップをゆすっても音が出ない。

（２）ゆすったカップに餌があれば、音が出るはずである。

（３）したがって、餌はカップの中にはないはずだ。（カップは空にちがいない。）
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サルによる物理世界の思考（３）

否定は、非常に複雑な認知操作だから、偉いサルが否定推論を用いるのに反対す

る論者も多い。しかし、ベルミュデは（2003）は否定がサルにもありそうなこ

とを示唆する「形式的否定」に対する先駆的な進化の理論的提案を行っている。

その提案は、一種の前否定を単に排他的な同じ尺度上の対立物（反対物）と見な

そうというものである。例えば、

眼前の存在と不在 音がするのと静かなこと

安全と危険 成功と失敗

手に入ると手に入らない

など。

もし、偉いサルがこれらの対極的対立を理解できると仮定できれば、否定操作に

対する単純な基礎が与えられたことになる。

註：「否定」に対する見方が甘いのではないか？否定の大元は、本質的には、概

念・ことば（デジタル情報）の感情系・身体系・環境系情報（アナログ情報）

に対する「悲鳴」のようなものではないか？英文法におけるダミー主語（it, 

thereなど）の出現などとちょっと似ている。（参照、「日本語論」未定稿）
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サルによる社会的世界の思考（１）

霊長類の社会的認知は、主として社会的集団間の食糧やつがい相手や他の価値あ

る資源への競合からもたらされた。したがって、競合的・社会的相互関係は、固

有の機能をもつにいたった。個体間の支配・被支配、親近・疎遠、集団間交流な

ど。

社会的関係の認知に加えて、偉いサルたちは、他の個体が自身の目標状況をもち、

自身の直面する知覚状況をもつことを理解するようになった。そして、それが自

分の行動を決定することも理解するようになった。これはつまり、ヒトではない

偉いサルたちが意図をもつ行為者（agent）であるだけでなく、他者も同じ意図を

もつ行為者であることを理解したことになる。

偉いサルの餌隠し・餌取り実験によれば、彼らは上位のものが餌を見てとれるか

どうかを理解し、それを基に餌を手に入れた。さらに、音なしの振舞いに及んで、

上位のものの知覚体験を操作することもするようになる。

物理世界の認知と同じように、チンパンジーは意図理解に基づいた推論をするば

かりか、他者がどうふるまうかを予測し、かつ操作してまで推論するようになっ

た。ヘアその他の餌取り・餌隠し実験（2000）では、チンパンジーは前否定の論

理を用いる。
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サルによる社会的世界の思考（２）

チンパンジーは、競合相手が隠すための仕切りしか見えなければ（取りに行かな

いで）、ただその場に座ったままでいることを理解している。（競争相手に餌が

見えないなら、彼女は取りには行かないのであろう：図Ｃの後向き推論）

メリスの仕切り隠しの実験（2006）では、チンパンジーはヒトが仕切りを見る

だけだったり、音が聞こえないと、のんびり座り続ける（彼女はヒトが近づくの

を見たり聞いたりしない限り、餌を取りには行かない）。

そしてまた、物理世界におけるのと同じように、偉いサルは操作にとくに長けて

いる。… 他者との交流のために意図的な身振りを儀式化している。遊びを開始す

るために腕を挙げる。他者の注意を惹くために、地面を叩く。指し示しや触る動

作をする。…

後に、ブッターマンによる人に飼育された６匹のチンパンジーの実験（2007）

は、後向き推論に関するものである。人がふつう電気を消すときに手を使うと彼

らはそのとおりに真似をする。人が手がふさがって頭で電気を消すようなふつう

でない動作をしても、彼らは初めはそれを真似しない。しかし、やがてしばしば

それを真似するようになるが。… 彼らの解釈はきっとこうだろう。(1) 人は手を

使わない。 (2) 手がふさがっていなければ、手を使ったに違いない。(3) だから、

人は手がふさがっていたのだろう。
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偉いサルによる隠された餌の発見
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認知的自己監視

偉いサルの 近の実験によって、次も確かめられた。

（１）大きな報酬を後で手に入れるために、小さな報酬を遅らせる。

（２）状況が変わると、以前の成功反応をしない。

（３）望む報酬を手に入れるために、あえて不愉快なこともする。

（４）失敗しても執拗に繰り返す。

（５）気が散っても、集中しようとする。

これらは、おおむね３歳のヒトの子どもの能力に対応する。これらの能力はよく

衝動制御、注意制御、感情調整、実行機能などと言われるが、我々としては、行

為の自己監視、認知的自己監視、（あるときは自己反省）と呼びたい。

また、彼らは自分が何を知らないかあるいは何を覚えてないかを知っているよう

である。 … ここで新しいことは、想像的な行動や想像的な結果また想像的な原

因や結果を監視するばかりか、自身の知識や記憶を自己監視し、それを巧みに行

動するために推論に用いているところである。

まとめると、偉いサルは抽象的な認知表象（モデル）、前論理的な推論パラダイ

ム、心理的な自己監視と評価に長けていると結論せざるをえないのだ。というこ

とは、思考していると呼ぶしかない。
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競合の認知 スキーマによる認知表象

イメージ的：

偉いサルの認知表象は、知覚的運動的プロセスに基礎をおき、フォーマット

として図像的（iconic）イメージ的である（子どもも同じであるという提案

については、マンデラー(2012)参照）。そうでないことを想像するのは、

まことに難しいと言うほかはない。

スキーマ的：

偉いサルのイメージ表象は、汎化（一般化）される、あるいは抽象化される

；典型となる知覚体験や実体体験の有機体によるスキーマ化である（つまり、

タイプートークン構造をもつ）。大切なのは、図像的イメージ的スキーマ化

は「絵」とは解釈されないで、むしろすでに理解されている（すでにある認

知モデルに関連づけれられる）典型の混合物（amalgam）である。… 因果や

意図の理解が偉いサルの状況の認知モデルに含まれていることになる。

状況依存的内容：

偉いサルの認知表象は、基本的な状況依存的内容ーとくに個体の目標や価値

（食糧が見え、捕食者がいない）に関連づけられる状況ーをもっている。ヒト

がもつ命題的内容そのものではないが、それを予示する表象的内容をすでに

もっている。
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因果的意図的推論

偉いサルの推論には、２つの特徴がある。

（１）因果的かつ意図的に論理的である：

大切なのは、一種の

原始的条件法

原始的否定法

によって、論理的構造をもっていることである。だから、対偶証明から選

言的三段論法に至る原始バージョンをもっているといってよい。

（２）生産的である：

偉いサルの認知表象と推論は、生産的あるいは一般的である。というのも、

眼前にない状況を推論し想像するという、オフラインのシミュレーション

をすることができるからである（バーサロウ(2008)）。

同一性の認知：
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行動的自己監視（モニター）

偉いサルの思考の３つめの構成素は、意思決定プロセスに際して自己監視をする

能力である。それは単純ではない。

認知的自己監視：

偉いサルやある種の霊長類は、行動決定のための情報不足を知っている。監視

結果は自己制御系の基本的前提であり、シミュレートされる結果は思考できる

認知系の特徴でもある。

しかし、意思決定プロセスそれ自身の要素を監視することは、さらに進んだ質

の向上である。この種の自己監視は、意思決定プロセス自身のある種の「エグ

ゼクテｲブ（経営者的）」な管理監督であることを含意している。

偉いサルの社会的認知スキルは、社会集団の中で他の集団と競合するところから

生じた。一種のマキャベリ的知性に基づいて、潜在的競合集団が何をするかを予

期して、より良く、より素速く生きなければならないというわけである（Whiten, 

A.  R. W. Byrne 1988）。
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要約：二人称的社会交流（１）

偉いサルは、他の個体の意図的行為を理解する社会認知的スキルをもってはい

るが、共同意図についてはどんな形にせよ、スキルをもっていない。

だから、彼らは他の個体が目標をもっているのを理解しているばかりか、ある

ときは自身の目標を達成するために他の個体を助けたりもする。しかし共同の

目標という手段によって他の個体と協力することはない。同様に、彼らは他の

個体の視線を追って彼らが何を見ているかは分かるが、共同注意をなしている

のではない。そして自己監視によって個々の意思決定をするが、他の個体と共

同の意思決定をするわけでもなく、他の個体の社会的評価に基づいて自己監視

するわけでもない。

ここに立ち現われているのは、初期の人類が初めて「我々（we）」の意図をも

ったということである。

共同作業の新しい形は、二人称的である：「わたし」と「あなた」の共同作業

である。…

だから、進化論的提案としては、初期の人類ーおそらく40万年前のホモハイデ

ルベルグ人ーは、偉いサルの並行的集団活動（お前と俺が一緒にサルを追う）

を真に協調的活動（２人がそれぞれ自分の役割をもって一緒にサルを追う）に

変換するスキルと共同意図への動機づけを進化させたということになる。
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要約：二人称的社会交流（２）

そして、彼らは偉いサルの並行的視覚行動（お前と俺は一緒にバナナを見る）

を真に共同的な注意（二人で一緒にそれぞれの視点からバナナを見る）に変換

させたのだ。… しかし、 初は組織だって行われたのではなく、アドホックな

共同活動に過ぎなかったであろう。

この種の体験が繰り返されて生じる、スキーマ化された認知モデルはしたがっ

て、同時に共有であり個体であるという二重構造になろう。そこでは、ある種

の共通土壌と再帰的な心を読むスキルに土台を支えられて、他の特定のパート

ナーとの直接的社会交流が生じることになる。

次に、言語を用いて共同意図を実現する、ヒトの認知能力の説明に移ります。

すでに、 マイケル・トマセロ 辻幸夫他訳 『ことばをつくる』 を紹介した

ことがありますので、ものすごく、簡略化して紹介します。
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複雑な表象形式としての言語の構成：（１）

言語の構成は、いわゆる単純な項目依存スキーマから始まり、談話の交流を経て

より抽象的になっていった。…

やがてすっかり抽象的な構文が生まれ、異なる状況タイプを示すそれなりの抽象

的な伝達意義をもつゲシュタルトのような記号慣行（convention）となった。…

この構成を用いることによって、話し手は聞き手に特別な遠近法（perspective）

によって状況を眺め、想像するように促した。…

認知的な視点から言えば、抽象的構成は認知表象に対して、新しい種類の抽象的、

構文的に組織された慣行形式（convention of format）をもたらした。…

抽象的構成は、こうして慣行的言語生産性の源になり、思考における概念的生産

性をもたらした。…

現代的な人のコミュニケーションでは、伝達環境において明示的に伝達動機を指

示できる。…

さらに、発話において、伝達者はさまざまな言語的道具立てを用いて、モーダル

なあるいは認識的な態度を命題的内容に指示できるようになった。…
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複雑な表象形式としての言語の構成：（２）

ここで行った多くの区別を組み合わせると、慣行的言語発話に、次のような基

本的構造がもたらされる。

「発語内効力」とその内容の区別

その内容における「態度」と「内容」の区別

その内容における「題目」と「焦点」（「主題」と「解題」）の区別

この構成は、ケースマーカー（日本語なら格助詞など）や前置詞や語順（英語

なら主語＋述語）のような、２次的なオーダーの抽象的な役割 ー 話し手、聞

き手、場所 ー を含んでいる。これらの役割スロットにほとんど無制限の言語

目録を埋められる可能性によって、創造的な概念の組合せが生じる。偉いサル

ができなくてヒトができる能力をリストすれば、次のようである。

冠詞、形容詞、時制

マーカー、格、語順

情報の新旧の区別

視点、焦点化（註：言語上のそれ）

動機、意図、モーダル的態度と認識的態度

聞き手の知識、期待、視点への配慮
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発話の言語的枠組（再掲）

≪非言語的文脈（= 感情的・身体的励起）≫

≪言語的文脈（= 心的・認知的想定）≫

話し手・聞き手の 知識・期待・遠近法（perspective）

発語内効力 ： 態度 [ 内容 ]
（illocutionary force） （attitude [content]）

[ 題目・焦点化 ]

（topic -focus）

（modal） （epistemic）

＜伝達的関連性＞ ＜認知・情報的関連性＞

[発話で意味されること] [発話で言われていること]        [発話の言語的意味]

意図・信念・願望 …   確信度・関連度 … 認知的・情報的 …

本音か？（意図） 本気か？（態度） 本当か？（認識）



系統発生と個体発生
三木成夫



『胎児の世界』：三木成夫

解剖学者 三木成夫の『胎児の世界』には、系統発生と個体発生の姿が素人にも

わかりやすく解説されています。

１つは、胎児が他の生物と比較できる時期：受胎後70日ころまでに、古生代の

魚類、中生代の爬虫類、新生代の哺乳類との類似という３段階を経ていきます。

もうひとつは、ヒトとしての未成熟な器官から発達した器官がもたらされる時

期：受胎後70日ころにヒトのおもかげが生じ、誕生後半年で「舐めまわし」、

誕生日以降、「指さし」「片言」などが続いていきます。

以下、１１ページにわたり『胎児の世界』による図解を引用して、胎児発達の

過程をたどってみます。

そしてその次に、三木成夫『胎児の世界』とジッコ・スセデｲック『胎児はみん

な天才だ』を改変・引用した 吉本隆明 『心的現象論 本論』による乳胎児の

発達過程を、９ページにわたって引用します。孫引きです。

スセデｲックの著作は、娘に対する一種の天才教育で、ヒトの知的学習過程を胎

児期に持ち込んだものです。10歳で大学入学するほど早熟ですが、20歳過ぎて

タダのヒトになったかどうかは、著述からはよくわかりません。

この先の作業は、私案の身体系・感情系・概念系と突き合わせる段取りになりま

す。こういう見方が生産的かどうかは、皆さんからご教示を賜りたいところです。



地質年代

冥王代 ：タンパク質、単細胞生物 40億年前
太古代 ：光合成、多細胞生物 25億年前
原生代 ヴェンド紀 : 原核生物・真核生物へ 5億4千年前
顕生代 古生代 カンブリア紀：大爆発 、全球凍結、酸素増加 4億9000万年前

オルドビス紀：海棲無脊椎動物、甲皮類 4億4000万年前
シルル紀 ：板皮類、生物陸上進出 4億1000万年前
デボン紀 ：木、森林 、昆虫、サメ、硬骨魚類 3億6000万年前
石炭紀： シダ、マツ 、トンボ、爬虫類 2億9000万年前
ペルム紀 ：大絶滅、三葉虫絶滅、哺乳類起源 2億5000万年前

中生代 三畳紀： 恐竜、爬虫類（カメ、トカゲ） 2億年前
ジュラ紀 ：始祖鳥 、トリコノドン（哺乳類） 1億4500万年前
白亜紀：隕石衝突、木の花、霊長目（≒ネズミ） 6550万年前

新生代 古第三紀
曉新世：草原、 ネコ、クマ 5580万年前
始新世： 3390万年前
漸進世：奇蹄目（ウマ）、偶蹄目（ウシ） 2303万年前

新第三紀
中新世：初期類人猿 533万年前
鮮新世：ホモ属、ホモ・サピエンス 181万年前

アフリカからアジアへ 10万年前
ヨーロッパへ ６～７万年前
アメリカ大陸へ ３万年前

第四紀
更新世： 1万年前
完新世： 現在



内臓系と体壁系
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鰓の筋肉
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脊椎動物の起源
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降海の系譜
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受胎32日：デボン期初期の魚類
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受胎34日：石炭紀の両生類
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受胎3６日：石炭紀・ペルム紀の原始爬虫類
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受胎3８日：三畳紀後期の原始哺乳類
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受胎40日：新生代の哺乳類のおもかげ

167



受胎60日：中新世のヒトのおもかげ
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乳胎児の世界（１）

受胎後

胎内 全部がレム睡眠。

３週目 神経系が発達しはじめる。

4週目 不格好な頭が、大きい原始的な口をもち、その端は前方につきで

（妊娠５週） る。からだのおわりはとがった尾になる。腕と足と神経系、椎骨

と顔の発育が始まる。

４週目 脊椎動物らしくなる。

１ 神経溝の閉じたところに、体節対の組織の塊。

２ 尾は退化。

３ 筋肉の原基が、初期の胸椎から成長。椎骨と椎骨のあいだ、

肋骨と肋骨のあいだに発育。

４ 初期の口と心臓の間に発育。

５ 両側から６つの突起が中央にむかって発育し、まん中で融合

して鰓をもったようになり、いちばん上の弓形が下顎になる。

６ １個の泡状の組織が脳の後方の皮膚の両側に入りこむ。それ

が内耳になり、聴覚と平衡器になる。

７ 胴の両側に縞ができ、筋肉と骨格の原基になる。縞は胸筋と

腹筋。その両端で変化して、腕と足がつくられる。 169



乳胎児の世界（２）

受胎後 １ 胎芽は６～７ミリの体長。脊椎動物になる。

約30日 ２ 心臓の血液量がふえる。胎盤組織全体系の血管系におくりだす。

（妊娠６週） ３ 耳道と鼓膜の外側を備えた外耳が、鰓弓の上端に発生する。咽

頭から粘膜がふくらんで中耳になる。中耳は耳管で空気を通す。

４ 顔、胴、手足が成長。頭は屈曲した位置からまっすぐに立つ。

５ 神経管の端は小さくふくらんで将来の大脳に発育。頭蓋はまだ

ない。

６ 頭部は大きく、腕は足より発育が早い。頭から下の方へと発育。

32日目 一文字に裂けた口、首筋に刻まれた鰓孔。魚類のおもかげ。体長７

ミリ。

34日目 鼻の孔が左右にあらわれる。口もとはミツ口。両生類のおもかげに

なる。

36日目 爬虫類のおもかげ。胎児の上陸（陸棲特徴）。それまで、魚の心臓

だったものが、左右の隔壁ができる。

38日目 哺乳類のおもかげ。狛犬の顔。額はヒト。鼻は哺乳類。口蓋は爬虫

類。（この間の母親はぼんやりしている。それは胎児の上陸のため。

つわりのはじまり）
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乳胎児の世界（３）

胎児後 １ 胎児はうしろから見ると調和のとれた格好になる。肩の下から

６週 出ている小さな突起が将来の手。

（妊娠8週） ２ おおきめの尾はまだ足の間にまるまっている。

３ いちばん上にあるのは頭でなく首。頭はアゴを胸につける形で

前に曲っている。頭と首で体長の半分を占める。

４ 脊髄はうすい皮膚をとおして光っている。その両側の２本の赤

い線が椎骨動脈。

受胎後 ４センチメートルの体長で、胎芽から胎児になる。人間の器官はす

８週 べて備わる。手、足に指紋。

（妊娠10週）

２カ月 頭、腕、胴体を動かす。母親の腹を突いたり、蹴ったり。

受胎後 胎児に基礎ができる。ホルモンの生産は、卵巣から胎盤にうつる。

2カ月と2週 黄体の役はおわる。

（妊娠12週）
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乳胎児の世界（４）

受胎後 １ 胎児の形は誕生のときとおなじになる。

10週 ２ 頭部は身体の３分の１の長さ。肋骨。

（妊娠13週） ３ 顔は５つの突起部が、皮膚の下で結合する過程。

イ 第１の突起部は両目のあいだに下がって鼻と上唇の中央部

になる。

ロ 次の２つ目の突出部は目の下にあらわれ、ホホと下唇の両

側をつくる。

ハ あとの２つの突出部は口の下までのびて、中央部で融合し、

下唇とアゴを形成する。

ニ さいごに顔の筋肉が鼻孔や口唇などをつくる。

４ 口唇はひらいたりとじたり、額にシワがより、マユはもりあが

り、頭は回転する。

５ 眼の形成する過程は、発達しつつある脳と皮膚との相互作用で

ある。はじめ脳の前の部分の両側にクボミができ、そのさきが

ひろがって小さな袋ができる。この袋が皮膚の表面に近づくと、

コップのように内側へ入りこむ。このようにして眼底と網膜が

形成される。皮膚の波のようなものができて、それがコップの

口の部分に水晶体をなす。つぎに角膜が、水晶体をおおう皮膚

がうすくなって、つくられる。 後に周囲の皮膚が折りたたま

れて瞼になる。 172



乳胎児の世界（５）

３カ月 夢。

すぎ

4か月 顔をしかめる。眉をひそめ、目をほそめる。唇で吸う動作。光に敏感。

5～6 触覚が、乳児とおなじ。味覚がある。羊水にサッカリンを入れると飲む

カ月 日数が倍加する。

6か月 きき耳をたてる。父母の声をききわける。母親の心音。

以後

7か月 意識がめばえる。

～

8か月

8か月 レム睡眠。母・子のきずな完成。

過ぎ
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乳胎児の世界（６）

生後

生後 英語・中国語のスピーチ。母音の連続。規則的な打叩音のうちコトバ

12時間 の語りかけに同調して身体を動かした。

誕生直後 睡眠と覚醒が不規則で、短い時間にくりかえされる。睡眠時間は１６

時間半～１８、１９時間。

生後 対象なき笑い。３週目には人の声、ベル、笛などで微笑。６週目には

すぐ ふつうの微笑。

生後 単語を口にする。

２週間

１カ月 １ 泣き声とちがうおだやかなリラックスした発声がはじまる。「ә」

のような標音。

２ ガラガラやおしゃぶりの使い方。

２カ月 １ 調音が成長し、高さ、長さ、リズムなどを変化させて発声する。

２ 口語文で話をする。おすわりができる。

２カ月 授乳後にも、前にも反射的に「マンマ」をいう。

まで 174



乳胎児の世界（７）

３カ月 授乳さいちゅうにも、それ以外のときも「マンマ」という。

３カ月

すこし前 人の声より顔をみてのはっきりした笑い。

３～４ 睡眠時間１５時間。日中目ざめている時間がおおくなる。それ以後

カ月 は「レム睡眠」が「非レム睡眠」の半分以下。非レム睡眠は増減せ

ず、レム睡眠が攪醒状態にかわる。オトナまでに「レム睡眠」２０

％くらい。

５か月 ハイハイする。オマルの使い方。

５～６ １ じぶんの動作が、おもしろい結果をひきおこすと、その結果を

カ月 再現しようとして、動作を反復する。結果がえられないと、む

つがり、泣き出し、母親にだきつき、慰めをもとめる。

２ 人見知りがはじまる。

３ 特定の人にたいして笑う。舐めまわしによる体認がはじまる。

６カ月 １ 反復喃語がさかんになる。

２ クレヨンでマルや四角をかく。パズルで遊ぶ。

７か月前後 １ 「マンマ」と短かいマトマリをもった音声でいう。

２ 字が読める。 175



乳胎児の世界（８）

８カ月 人見知りが選択的になる。親しい人とそうでない人とを区別する。

８～９ １ 事前にはっきりした意図をもって行動をおこす。オモチャをと

カ月 りたいとき、手をだし、オトナの助けを期待して視線をオモチ

ャとオトナのあいだに往復させる。

２ 物を何に使うかわかってくる。スプーンで叩いたり、押しつけ

たりするが、握って口にもってゆけるようになる。

10カ月 音声の使いわけができる（７種類くらいの機能）

10カ月 喃語が意味をもち、マネができるようになる。

まで

10カ月 母親がみえないときだけでなく、母親のオッパイをさして「マンマ」

～１歳 をいう。

１０カ月～ 模倣的な語が自発的につかわれる。

1歳2カ月まで
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１歳 １ 「フリ」をしはじめる。枕をみつけて寝る「フリ」をする。イ

スをゆすって、バスに乗った「フリ」をする。

２ 指差しにより記憶象と視覚像の二重化がわかる。（言語の発生

機としての指差し）

３ 視野拡大としての「直立」。

４ 中学レベルの本が読める。

１歳半まで その場で「フリ」するだけでなく、時間をへて再現できるようにな

る。

１歳２カ月 模倣的な発声と自発的な発声とが同時にできるようになる。

１歳半 １ 「ママ」「マンマ」の調音がはっきりする。動作もはっきりす

る。食物が見えなくても「ママ」「マンマ」をいう。

２ 高校レベルの本が読める。

１歳８カ月 「マンマ」と「ママ」が結びつく。

註：誕生日の後は、大分端折ってますね（ようやく、文末助詞を使うことができ

ました）。２歳以降の子どもの発達も目を見張る面白さに満ちています。誰

しも母語は文法など関係なくわかると軽く言いますが、そこに至る幼児の習

得情報は驚くべきものです。その紹介はまたの機会に譲りたいと思います。177



178

引用文献・参照文献



引用文献・参照文献（１）

ジョージ・レイコフ 池上嘉彦 他訳

『認知意味論』 紀伊国屋書店 1987

Gerald  M.  Edelman Giulio Tononi

“A  UNIVERSE OF CONSCIOUSNESS”   Basic Books                                      2000

G ・ ベイトソン 佐藤良明訳

『精神と自然』 改定版 新思索社 2001

Lawrence W. Barsalou  “Grounding Symbolic Operations in the Brain’s  Modal Systems”

Gŭn R. Semen  Eliot R. Smith 

“ Embodied  Grounding  Social, Cognitive, Affective, and Neuroscientific Approaches ”

Part ONE   Chapter 1       Cambridge University Press       2008

マイケル・トマセロ 辻幸夫他訳 『ことばをつくる』 慶應義塾大学出版会 2008

Michael Tomasello  

“A Natural History of Human Thinking” Harvard University Press 2014

Dan Sperber & Deiadre Wilson
“ Meaning and Relevance”                            Cambridge University Press         2012

L. David Ritchie  “Metaphor”                            Cambridge University Press      2013

James J. Gross   “Handbook of EMOTION REGULATION” THE GUILFORD PRESS     2014



引用文献・参照文献（２）

ロビン・カーストン 内田聖ニほか訳 『思考と発話』 研究社 2008

佐久間 鼎 『日本語の言語理論』 恒星社厚生閣 1959

折口信夫 『折口信夫全集 第19 巻 第20巻』 中央公論社 1967

三上 章 『現代語法序説』 くろしお出版 1953

三上 章 『象は鼻が長い』 くろしお出版 1960

三上 章 『構文の研究』 くろしお出版 2002 

三木成夫 『胎児の世界』 中公新書 1983 

養老孟司 『唯脳論』 青土社 1989

下條信輔 『サブリミナル・インパクト』ちくま新書 2008

吉本隆明 『心的現象論 本論』 文化科学高等研究院 2008

金子邦彦 『生命とは何か [第２版] 複雑系生命科学へ』 東京大学出版 2009

池谷裕二 『単純な脳、複雑な「私」』 朝日出版社 2009

安西祐一郎 『 心と脳 認知科学入門』 岩波新書 2011

春木 豊 『動きが心をつくる 身体心理学への招待』 講談社現代新書 2011

ロイス・ホルツマン 茂呂雄二訳 『遊ぶヴィゴツキー』 新曜社 2014


