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北大文学研究科紀要 105 (2001) 

認知言語学の展開一一理論的統合の動きを中心に

野村益寛

o .はじめに

認知言語学の誕生をどの時点とみるかは人によって異なるだろう。しかし

遅くとも，ラネカーやレイコフの記念碑的著作が出版された 1987年には認知

という分野がある程度の市民権を得たとみなすことにはあまり異論は

なかろう。それ以降，科学研究の例外にもれず，認知言語学においても，よ

り少ない道具立てでより広範な現象の説明を岳指すという理論的統合が常に

はかられてきた。本稿では最近の認知言語学の理論的展開をラネカーの認知

文法とフォコニエ，ターナーのブレンディング論という 2つの軸に沿って概

観し，今後の展望をはかることを目的とする九

1 .認知言語学とは?

認知雷語学は，雷語の本質は意味を表す/読み取ることにこそあるという

極めて常識的な立場に立つ。ラネカーの言葉を使えば，

(1) From仕lesymbolic nature of language follows the centrality of 

meaning to virtually all linguistic concerns. Meanin又 iswhat lan-

ヌua只eis all abou1; the analyst who ignores it to concentrate solely on 

matters of form severely impoverishes the natural and necessary 
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北大文学研究科紀要

subject matter of the discipline and ultimately distorts the character 

of the phenomena described. (Langacker 1987: 12) 

ということになり，フォコニエの雷葉を使えば，

(2) In contrast to this sharply autonomous view of language structure， 

cognitive linguistics has resurrected an older tradition. In出at

tradition， 1anguage is in the service of constructing and communicat句

ingmeanim~， and it is for the linguist and cognitive scientist a window 

into the mind. (Fauconnier 1999: 96) 

ということになる(下線は筆者。以下問様)。私たちの言語生活(日常的であ

れ，文学的なものであれ)を振り返ってみて，いかに少ない言葉でいかに豊

穣な意味を伝え合っているかということからもわかるように，意味とは実擦

の言語能用において認知レベルで構築するものであって，言語表現はその意

味構築を引き起こすための最大限経済的な手段に過ぎないとする立場を認知

言語学は採る。逆に言えば， (2)の引用の最後に書かれているように言語の意

味構築の問題そ考えることによって心の働きを知ることができるということ

になる。この意味構築を引き起こす認知プロセスのことを Fauconnier(1998) 

は「舞台裏の認知J (backstage cognition)と呼んで，次のように説明してい

る。

(3) Backstage cognition: Language works in concert with “behind the 

scenes" understandings and cognitive processes. La限切間 isnei田

ther a representation of such processes， nor a representation of 

Ineanin交. Rather， it serves as a powerful and directed， but vastly 

underspecified， set of prompts for tri思 eringthe dynamic processi開

itself， and the correspondinヌ constructionof meanim~. Backstage 

cognition has not received the attention it deserves from linguists 
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because it is largely unconscious， immediate， and structurally invis-

ible. (Fauconnier 1998: 277) 

近年の認知言語学はこの言語の表面には現われず，無意識のうちに働く「舞

台裏の認知」としてどのようなものを仮定することによって，言語の意味構

築を統合的，体系的に説明できるようになるかをめぐって展開されてきたと

える。

2 .認知文法

ラネカーによる認知文法は 1987年， 1991年に刊行された 2巻本によって

理論的道具立てとそれに基づく言語記述の試みの概要が示された。認知文法

は「自然さ J (naturalness)， I概念的統合J (conceptual unification)， I理論

的厳格さ J (theoretical austerity) という 3つのキ…ワードで特徴づけられ

る。

(4) Cognitive grammar is旦佐笠笠 inthe sense that it relies only on 

well-established or easily demonstrable cognitive abilities (…). It is 

Conceptually unifie<;l because it posits only semantic structures， 

phonological structures， and symbolic relationships between them. 

Lexicon， morphology， and syntax thus form a seamless whole consist-

ing exclusively of symbolic structures， and semantics constitutes an 

inherent and indissociable aspect of grammar. The framework is 

theoretically auster~ by virtue of the content requirement. The only 

elements ascribable to a linguistic system are semantic， phonological， 

and symbolic structures出atoccur overtly as (parts of) linguistic 

expressions， schematizations of such structures， and categorizing 

relationships. (Langacker 1991: 343) 
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ここでの「概念的統合J は「語棄も文法も形式と意味の結びつきとしての記

号として記述できる」という意味で使われているが，表面上多様に見える現

象に通底する原理を求めていくという概念的統合の立場は認知文法の当初か

ら見られるものである。

ここで合成(composition)についてのラネカーの見解を見てみよう。

(5) To say that [AJ and [BJ are component structures with respect to 

[CJ is equivalent， 1 now suggest， to saying that [AJ and [BJ are 

invoked to categorize certain facets of [CJ， indicated as [A'J and 

[B'J respectively. (…) The integration of [AJ and [BJ has already 

been analyzed into horizontal correspondences and categorizing 

relationships involving either entire component structures or certain 

of their substructures. (ー)It is now proposed to complete the paral1el-

ism between the horizontal and vertical axes in a grammatical 

construction by recognizing categorizing relationships along the 

vertical axis as well. (Langacker 1987: 466) 

構成要素関に見られる非対称的関係がカテゴリ化関係として特徴づけられる

ことは， above the treeのような例を考えてみればわかる。 aboveの図式的

なランドマークがthetreeによって具体化されており，カテゴリ化関係にあ

ると言えるからである。上の引用で言われていることは，構成要素と現実の

箆用場面を表わす合成構造との間に見られる非対称的関係(ニcomposition

関係)も構成要素間に見られる非対称的関係 (=valence関係)と同様にカテ

ゴリ北関係として統合的に扱おうという提案であるO すなわち，構成要素の

総和が合成構造を完全に規定するのではなく，構成要素は合成構造の異なる

側面を部分的にカテゴリ化ずる，というわけである (Langacker(1987: Fig. 

8.1; 1988: Figure 3) も参賠。この「カテゴリ化としての合成」あるいは「部

分的な合成J (partial compositionality)という考え方は後にみるブレンディ

ングや構文文法の考え方を先取りするものである)。
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こうした非対称的関係 ((6)の S/Tasymmetries)は言語構造の他にも見ら

れるとして，ラネカーはさらなる統合の可能性を次のように示唆している。

(6) 1 mention only in passing the possibility of a still broader unification. 

The S/T asymmetries just discussed， and the special status of the 

target as the “active" structure， are reminiscent of various other 

asymmetries that are fundamental to this framework: (1) the promi-

nence of a profile relative to its base; (2) that of the trajector within 

a relational predication; (3) the distinction between an entity con-

strued objectively and one construed subjectively (---); and (4) the 

internal S/T alignment of a dependent structure， where the target 

determines the character of the composite structure (ー). In each 

instance， there is a structure of special salience that in some sense 

derives its value through its departure from a standard or baseline 

situation; the asymmetry is that of an “event" detected against an 

established background. Qbviously this type of asymmetry is funda-

Inental to cognitive or四 nizationand not at aIl peculiar to lan則 age.

It re四Ilsnot only figure/ ground alignment (…)， but also the more 

general point that novel experience is structured and interpreted with 

reference to previous experience …). The ultimate objective of 

盟liY!盟主hes:evarious notions一一 revealin又themas manifestations 

of a single underlying asymmetry - -should guide the further 

elaboration of this framework. (Langacker 1987: 469) 

ここで暗示されたさらなる統合の可能性をラネカーは後に参J昭点能力とい

う考え方を用いて探ることになる。参照点能力とは“theability to invoke the 

conception of one entity for purposes of establishing mental contact with 

one another" (Langacker 1993: 5)と定義され，その構造は次のように盟示

される O
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ハU
Gゑ

D 

日
密 1 参黒点モデル(しangacker1 993: 6) 

認知主体(Conceptualizer )はまず何らかの要閣で際立っている要素である参

照点 (Referencepoint)に注意を向け，参照点によって喚起される潜在的な

目標の集合である支配域(Dominion)の中から呂標 (Target)がひとつ選択

され，そこに住意の焦点が移行する。

Langacker (1993) は，この参照点能力は人間の持つ基本的な認知能力の

ひとつであり，さまざまな言語表現に反映されているとし，次の例を挙げて

いる。

(7) reference-point constructions 

a. posseSSlves 

b. topic constructions (e.g.魚は鯛がおいしい)

c. certain presentational constructions (e.g. On the table sat a nervous 

calico cat) 

d. nested/ chained locative constructions (e.g. Your coρ'y 01 WFDT is 

downstairs in the study in the bookcase---; The Lexicostatistics 

Museum is across theρlaza， throκgh that alley， and over the bridge) 

e. raising constructlOn 
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f. metonymy 

g. pronominal anaphora 

例として (8a)の所有表現を見てみよう。これらの例においては，人間>

非人間，全体>部分，可撹>非可視，具体>抽象，といった際立ちを決定す

る一般的な要因により，所有者(-'sの訴の名詞)が参照点となり，それによっ

て喚起された要素の集合から成る支配域の中から所有物 (-'sの後の名詩)が

目標として得られるo 参照点と目標の際立ちの点での非対称性は (8b)から

わかる。

(8a) the boy's watch; the dog's tail; the cat's fleas; Lincoln's assassina-

tion 

(8b)叶lewatch's boy; *the tail's dog; *the fleas' cat; *the assassination's 

Lincoln (Langacker 1993: 8) 

同様に， (9a， b)のようなメトニミー表現や Langacker(1984)で活性領

域/プロファイルの議離とされた (9C)のような現象も参照点構文として捉

え直される。すなわち，プロファイル(車輪，主主，犬)が参照点となり，そ

れと関連する要素の集合の中から動詞が表わすプロセスにもっとも決定的に

関与する要素(車， ドライパー，犬の歯/顎)が目標となる。

(9) a. 1 need some wheels so 1 can go to the drive-in. 

b. That car doesn't know where he's going. 

c. The dog bit the cat. 

(7)に挙げられている言語現象の中でとりわけ重要なのが， 1992年に UCSD

に提出された博士論文を基にした vanHoek (1997)による代名詞の照応の

研究である O 照応の問題は従来，構成素構造を前提として c-統御などの統語

的道具立てによって説明されてきたが，彼女は照応の問題は意味/概念構造

57 



北大文学研究科紀要

の問題であるとし，参照点モデルに基づく分析を提案し，広範なデータが統

一的に説明できることを主張した。代名詞の照応に関する披女の分析の骨子

は(10)にまとめられるO

(10) i. A full nominal cannot appear in the dominion of a reference point 

which it corresponds to. 

ii. The antecedent for a pronoun must be sufficient1y salient (ー)

within the context in which the pronoun appears that it can 

plausibly be construed as a reference point with the pronoun in its 

dominion. (van Hoek 1997: 57) 

簡潔に言うと，代名詞は先行詞を参照点とする支配域内に生じる自撰とな

らなければならない，ということである(代名詔が先行語を「指す」という

常識的な言い方からすると，代名詞が参照点で，先行詞が呂壊であるかのよ

うな気がするかもしれないが，そうではない点に注意したい)。

一般的に，より際立った名詞，語順が先に来る名詞の方がそうでないもの

より参照点になりやすしその参照点の支配域に，ある名詞が組み込まれる

かどうかは参照点と概念的にどのくらい強く結合しているかによって決定さ

れる。文にはこうした参照点、/支配域構造が慣習化された形で幾重にも連

なっていて，このうち動詞の補語(主語も含む)はお互い強い概念的結合度

で結ばれ r補語連鎖J (complement chain) を構成する o (11)を例にとると，

主語は節レベルのトラジェクタ…とされるので，もっとも際立ちが高く，参

照点、となり，節のf自の要素をその支配域に収めることができる。よって， (11 

a) において同一指示が成り立つことは(lOii)により， (llb)において

指示が成り立たないことは(lOi)により説明される(下線は同一指示の読み

を示す)。

nn a. Kathleen Turner falls in love with Tom Cruise in her latest movie. 

h *She falls in love with Tom Cruise in Kathleen Turner's latest 
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movie. (ibid: 85) 

節レベルでのランドマ…クである目的語はトラジェクターである主語に比

べて際立ちが低いので，参瀬点になりやすさが若干落ちるので， (12)は(l1b)

よりも容認されやすくなる。

(12) ? Kath1een Turner falls in 10ve with him in Tom Cruise's 1atest 

movie. (ibid: 88) 

さらに，語順との関連で(13)を見てみよう。

(13) aキRosatick1ed him with Dan's feather. 

b. With D担 'sfeather， Rosa tick1ed出旦・ (ibid:104) 

(13a)は目的語himを参照点とする支配域に Danが入っているため，同一指

示が不可能となる(ちなみに， (12)が?で(l3a)が*なのは後者の修飾勾の方

が動詞との結合度が高いため，支配域に組み込まれやすいからである)。修飾

匂を前置し， (13b)のようにすると， Danはhimを参照点とする支配域から

はずれ，逆に語顧の点、で先にある Danが参照点、となり， himをその支配域に

~又め，同一指示の解釈が得られることになる。

次にωを見てみよう。(l4a)で同一指示が成り立たないのは， (l1b) と同

じように，代名詔 sheを参照点とする支配域に Rosaが生じているためであ

る。 (13)と違い， (14a)は(14b)のように前置しでも，同一指示は不可である。

これは目的語とは違い，主語は際立ちが高いため， (14b)のように語願を変

えても， Rosaは依然 sheを参問点とする支配域に収まっているためだと

えられる。言い換えると，主語のように際立ちの高い要素の場合は，際立ち

による参照点構造が，語願による参照点構造に優先するといえる。

(1暗 a.*She tick1ed Dan with Rosa's feather. 
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b. *With Rosa's feather， she tickled Dan. (ibid: 100) 

次に代名詞とその先行詞について同じ位置関係をもっ (15a，b)だが， (15 

a)では同一指示が不可なのに対して， (15b)では悶一指示が可能となる。こ

れは後者では 1guessが入ることによって主語 Heを参照点とする支配域が

中断され，話者の視点が参照点となり，その支配域である話者のメンタル・

スペースの中に名詞匂 Johnが生じているため同一指示が可能となるからだ

とされる(この説明によりは5b)が(I0i)に違反しないことはわかるが， (10 

ii)を満たしているのかという疑問は残る)。

(15) a *旦豆 raninto some people who had a grudge against Jim's dad. 

b.宜主 raninto some people who I guess have a grudge against 1i思's

dad. (ibid: 76) 

この参照点構造という観点に立っと，一見全く関連のないように見える現

象との共通性が見えてくることがある。筆者は日本語の主要部内在型関係節

構文を従属節事態が参照点，主要部がその目標となる参照点構文だとする分

析を提出している (Nomura (2000)，野村 (2001))。英語の代名詞による照

応の場合は先行詞が参照点として代名詞そその支配域に収める，すなわち先

行詞の方が代名詞より際立ちが高くなるような位置を文中で占めなければな

らず，逆の位置関係では照応が成り立たないが，日本語の主要部内在型関係

簡の場合は能属節の中に主要部が含まれているので，文における両者の位置

関係は問題とならず，構文として従属節(ェ全体)が主要部(=部分)より

襟立ちが高い，すなわち前者が後者の参照点となるものと考えられるO よっ

て，英語の代名詞照応においては先行詞と代名詞のどちらが参照点となるか

が問題となるのに対して，日本語の主要部内在型関係筋では(従属節が参顛

点となることが構文として決まっているので)どの名詞匂が目標=主要部と

なるかが問題となる。参照点と目標はともに認知主体の注意の焦点を引きつ

けるものという意味では共通するので (cf.Langacker 1997b)，英語の代名
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詞照応における参照点の選択にみられた原期が日本語の主要部内在型関係部

の主要部の選択にも働いていることが予測される。次の例を見てみよう。

側 [警官が犯人を連行していた]のをスナイパーが撃ち殺した。

(17) [犯人が警官に連行されていた]のをスナイパーが撃ち殺した。

(16)と(17)においてスナイパーが撃ち殺したのは誰かを考えると， (ゅではスナイ

ノfーによる犯人奪還の状況を思い浮かべるか，犯人口封じの状況を思い浮か

べるかにより，ガ格の「警官」でもヲ格の「犯人」でもあり得るが， (16)の従

属節を受身文にした(17)で、はニ格の「警官」よりもガ格の「犯人J とする読み

の方が優勢で、あろう。すなわち，際立ちの高い要素の方が主要部として選択

される傾向があり，英語の(1D，(12)と共通する原理が働いていると言える。

次に闘と(17)の従属節内の名詞句の語順を入れ替えた(16)'，(17)'を見てみよう。

(16)' [犯人を警官が連行していた]のをスナイパーが撃ち殺した。

(17)' [警官に犯人が連行されていた]のをスナイパ…が撃ち殺した。

(16)'では前置されたヲ格の「犯人」の方を主要部とする読みが優勢になるのに

対して， (17)'ではニ格の「警官」が前置されたにも関わらず，能然ガ格の「犯

人」を主要部とする読みが普通でトある。このことはガ格とヲ格のように際立

ちの差が少ない場合は語順が影響を及ぼすのに対して，ガ格とニ格のように

際立ちの差が大きい場合は語順が影響を及ぼさないと雷え，英語の(13)，仰)と

共通する原理が働いていると考えられる。

さらに次の例を考えてみよう O

(18) a. 山田は[警官が抱人を組み伏せていた]のを見捨てて走り去った。

b. 山田は[私が犯人を組み伏せていた]のを見捨てて走り去った。

C剛 山田は〔警官が私を組み伏せていた]のを見捨てて走り去った。
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(18b) ， (18c)においてはそれぞれ(18a)の「警官J，r犯人」の代わりに一

人称の「私J が使われているが，そのことによって「私」を主要部とする

みが強まる。これは第3者よりも話し手である「私」に共感し，視点を置き

やすいためだと考えられる。これも共感度や視点が参照点構造の構成に関与

しているという点、において英語の(15)と共通した原理が働いていると言えそう

である。参照点能力というものが認知主体の注意の焦点の移行に基づくもの

である限り，対象の(客観的な)際立ちだけでなく，認知主体の共感度や視

点が関与することはごく自然なことであり，対象の探立ちは共感度や視点に

よってもたらされる場合もあるとさえ言える(例えば主語は事態を構成する

際の出発点となるという意味で，共感/視点を置きやすいと言える)。

このように意味から自律した構成素構造をもとに説明されてきた統語現象

の中には参照点構造という概念構造によってより統一的，本質的な説明が与

えられる場合があることがわかる。このことは次の引用に示されている認知

文法の構成素構造に対する見方につながる O

在的 Constituency is argued to be neither fundamental nor essential to 

grammatical structure， and standard phrase trees are considered 

artifactual. More basic is our capacity for grouping on grounds of 

similarity and contiguity. Linguistic expressions involve many 

kinds of con目前田1and phonoloヌical貯 oupin応 (Langacker1997a: 1) 

すなわち，認知文法では構成素構造というものは多様な概念的まとまりと多

様な音韻的まとまりのうちのある特殊な結合にすぎず，照応、において構成素

構造よりも参照点構造などの方が重要な役割を果たすように，文法構造に

とって必ずしも本質的なものではないと考える。構成素構造も参照点構造も

雷語表現が重躍的に内包する概念的まとまりの一種にすぎないというわけで

ある。またこれまで見てきた参照点能力は(3)のフォコニエのいう「舞台裏の

認知J の一部にほかならないと言える。

さて，所有を表わす与を重ねて， Tom's girlfriend's cousin's motherのよ
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うな言い方ができることから明らかなように，参照点能力は時間軸に沿って

現われ，発展するダイナミックな性質のもので，ひとたび到達した目標が今

度は参照点として働き，新たな支配域を設定し，目標をさぐるということが

可能で、ある (Langacker1993: 6) 0 Langacker (l997b)ではこの参照点モデ

ルをさらに一般化して下図のような焦点連鎖モデル(focuschains)を提案し

ている。

恥

w

F = focus of attention C = context 

Fi = reference point Fi札口target Ci+1 = dom註lIonofFi 

図 2 焦点連鎖モデル(しangacker1 997b: 260) 

参照点モデルにおける「参照点J，r目標J，r支配域」はそれぞれFj，Fi+1> 

Ci+l Vこ対応、し， Fiに注意の焦点をあてることにより， Ci+l というコンテクス

トが関かれ，その中の次の焦点 Fi+l Vこ認知主体が注意の焦点を移す，という

ふうにして焦点の連鎖 (Fi，Fi十" Fi仙一)ができるわけである。

Langacker (1997b)では(20)に警かれているように，この焦点連鎖モデルに

よって naturalpath， search dornain， scope， base/profileのような認知言語

学の従来の道真立てを統合できるという見通しを示している。

側Itseerns likely that nurnerous descriptive notions， as well as the 

diverse linguistic phenornena for which they have been posited， 

ultirnately all exhibit a cornrnon type of dynarnic organization whose 

psychological plausibility is rnanifest. 1 see， in fact， the very real 

prospect of a strikin又 theoreticalreduction and conceptual unifica-
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註on.(Langacker 1997b: 259-260) 

3 .ブレンディング

ブレンディングとは，捜数の入力スペース(inputspaces)から共通する構

造を汎用スペース (genericspace)として抽出するとともに，各入力スペー

スの要素を選択的，非合成的に統合し，創発的構造をもっ融合スペース

(blended space)を構築する認知操作のことをいう (Fauconnierand Turner 

(1994)， Fauconnier (1997: Ch.6)， inter alia.) 0 ブレンディングは言語的，非

言語的現象を関わず幅広く見られるもので，言語現象については合成性

(compositionality) ，構文(construction)，メタファ…など従来ばらばらに研

究されてきた現象がブレンディングの観点から統合的に挺えることができる

とされる。

合成性については先に(5)においてラネカーの考え方を見たが，ブレンディ

ング、においては構成要素を入力スペース，合成構造を融合スペースとみなす

ことができ，ラネカーが指摘した「カテゴリ化としての合成j という発想、は

「融合スペースの創発性」として捉え直される(事例研究として Sweetser

(1999)を参照)。

「構文」という単位が構成要素から予関できない意味をもっということは，

ラネカーの合成性についての考え方から帰結できるものだが，それを構文文

法という形で英語の項構造について実証してみせたのは Goldberg(1995)の

大きな功績である o Fauconnier and Turner (1996)は，構文もブレンディ

ングとして捉えられるとし，ゴ…ルドパーグが挙げている Jack sneezed the 

napkin off the tableという文を NPV NP PP (e.g. Jack threw the napkin 

off the table)というフレームを入力スペースし [aACTSJ CAUSES [b 

叫OVESto cJ という間果列を入力スペース 2とする融合として分析してい

る。

メタファーについても，起点領域から目標額域への写像とみる Lakoffand 

Johnson (1980)などの考えに対して，ブオコニエらはプレンディングとして

64 



認知言語学の渓務 理論的統合の動きを中心に

捉える分析を示している (Fauconnier1997， Grady et al. 1999) 0 ，.墓穴を掘

るJ (dig one's own grave) という表現を考えてみよう (Fauconnier1997: 

168-171)。これは「埋葬に関わること」と「人生における行動」をそれぞれ入

力スペースとし，前者からの墓，墓掘り，埋葬といった具体的構造と，後者

からの因果関係，意図性といった抽象的構造を統合し，融合スペースを構築

する。そこでは入力スペースには存在しない「墓を掘ることが死を招く」と

いう創発構造が出現する(入力スペースにおいて，墓は人が死んで、から，他

人が意図的に掘るものだという点に注意)。

このように広汎な現象をブレンデイングという「舞台裏の認知」の現われ

とみることによって，理論的な統合が進みつつあると言える。

4 .最後に

以上，.舞台裏の認知」を探る最近の認知言語学における理論的統合の展開

の例としてラネカ…の認知文法における「焦点連鎖モデル」とフォコニエら

の「ブレンディング」を概観してきた。最後に今後の展望についていくつか

脅虫れておくことにしたい。

第一に，.焦点連鎖モデ、ルJ と「ブレンディング」の両者は統合が可能かと

いう点である。まず，ラネカーは焦点連鎖モデルを注意の焦点の移行という

ー殻認知能力と結びつけているが，ブオコニエがブレンディングをどのよう

な一般認知能力からなると考えているのかがあまりはっきりしないので，こ

の点をはっきりさせる必要があろう。また，焦点連鎖モデルは，基本的には

支配域/コンテクストという単一の領域に関わり，一つの領域とその隣の領

域を時間軸に沿って車線的に設意の焦点が移動する現象なのに対して，ブレ

ンディングは複数の領域が開時に関わる現象である。前者がメトニミーをそ

の現われと挙げ，後者がメタファーをその現われと挙げるのは両者の性格の

違いを表わしていると言える(メトニミーとブレンデイングの関連について

はFauconnierand Turner (1999) を，ラネカーの最近のメタファ…に関す

る見方については Langacker(2000: 41 43) を参照)。先に， Langacker 
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(1987)が構成要素間の関係と構成要素と合成構造の間の関係をともにカテゴ

リ化関係として統合的に扱うことを唱え，その考えがブレンデイングに継承

されていることをみたが， Langacker (1997b)では合成は焦点連鎖の例とし

ては挙げられておらず， 1987年の段暗で構想された理論的統合の可能性が一

部後退している感がある。これは，間ーの現象に擾数の焦点連鎖が観察され

うること (e.g.event path， locational path; Langacker 1997b)を勘案した

としても，焦点連鎖モデルの線状性が構成要素と合成構造の間の関係を注意

の焦点の移行としては分析しにくくしているためであろう。焦点連鎖モデル

の線状性，継起性と合成(ひいてはプレンディング)にみられる同時性が果

たして折り合いがつくのかどうか，という点が今後のさらなる理論的統合へ

向けての課題となるだろう(メタファーとメトニミーの相互関連はこの観点

からして興味深い事例を提供するように思われる o Goossens (1990)， Croft 

(1993)参照)。

に r舞台裏の認知Jのより一層の解明が今後の課題として挙げられる。

ラネカーの焦点連鎖モデルでは「注意」という認知能力が鍵をにぎるが，こ

の「注意」という認知能力は認知言語学において勉の様々な現象との関連で

取り上げられてきた(島の制約との関連で， Deane (1991， 1992)，ディスコー

スとの関連では Tomlin(1997)，語棄化，事象統合との関連で Talmy(l996)， 

など)。こうした様々な現象との関連で言われている「注意」を認知科学にお

ける「注意」の研究ときちんと照らし合わせる必要があるだろう。また r注

以外の認知能力が舞台裏の認知として意味構築にどのように関わってい

るか，という点も今後の重要な課題となる O

第三に，理論的統合の長短のバランスを考える必要性がある。焦点連鎖モ

デルやプレンディングによってこれまで無関係と思われてきた諸現象の背後

に共通の認知能力が関与していると挺えることの意義は説明の一般化という

観点からして確かに大きい。しかし，このことが従来設けられてきた理論的

道具立てをすべて廃止し，高度に抽象的，一般的な道具立てだけを設けてお

けばよいということには必ずしもならないと思われる。抽象化，一殻化した

説明によってそれぞれの現象の特性が見失われてしまう恐れもなしとは言え
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ないからである。 Langacker(1997b : 259-260)は、theoreticalreductionグ

という言葉を能っていて，道具立ての統露合を意図しているかのような印象

を与えるが(仰を参照)，この論文を修正して収めた Langacker(1999: Ch. 

12)においては次のように述べている。

凶 Thefocus-chain scheme achieves substantial conceptual unification 

in the descriptive apparatus of CG. It reveals a common， psychologi-

cally plausible basis for a variety of independently justified con凶

structs originally devi田 dfor different kinds of linguistic phenomena. 

Of course， this abstract commonality does not ne四 tethe existence or 

distinctive character of its varied manifestations， as determined by 

the level or dimension of structure they pertain to. (Langacker 1999: 

366-7) 

すなわち，高度に抽象的，一般的な認知能力(焦点連鎖モデル)の現われと

しての個々の現象や道具立て (e.g.natural path， search domain， scope， 

base/ profile)の存在は否定しない，というわけである。結局，理論的統合に

よってどんな現象が見えてくるようになって，どんな現象が穏されてしまう

恐れがあるかは個々の具体的事例研究に即して考えていく必要があることに

なるだろう(主要部内在型関係節を題材にこの点を検討したものとして野村

(2001) を参照)。

第四として，談話レベルでの意味構築ということが今後の大きな研究課題

となるだろう。ブォコニエはメンタル・スペースの構想、の頃から談話の農開

とともに進行するオン ラインの意味構築の問題を志向してきたと言える

が，ラネカーはこれまで主に慣習牝された概念構造に焦点を当ててきて，談

レベルでの意味構築にはあまりふれていない感がある。しかし vanHoek 

(1997)においては視点の取り方などに影響される談話レベルでの参照点構造

の布置の問題が積極的に議論されているo また，近年ラネカー自身も文法構

造と談話との相互作用の問題について， Hopper & ThompsonやGivonらに
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近い立場を表明することがしばしば見受けられる(最新のものとしては Lan-

gacker (2001) を参照)。

間 thatgrammar resides primarily in patterns for the construal of 

conceptual content and for the symbolization of those construals. 立

follows that cognitive貯 ammar，by its very nature， considers social 

interaction in the context of spee氾hto lie at the very heart of 

zrammatical structure. (Langacker 1997c: 243) 

倒 Articulatingthe dynamic nature of conceptual and grammatical 

structure leads us inexorably to the dynamics of discourse and social 

interaction. While these too have been part of CG from the very 

outset， they have certainly not received the emphasis they deserve. 

This is gradually changing as the implications of dynamicity are 

being explored. ! anticipate an increasinヌlyc10ser and more trans姐

parent relationship between CG descriptions of lan又ua只estructure 

and its discourse-pra釘naticfunction. We should strive for a unified 

account of structure and function， revealing in seamless fashion how 

the structures described are shaped by the necessities and affordances 

of communicative interaction. (Langacker 1999: 376) 

言語能力の自律性テ…ぜに疑問を投げかけることから出発した認知言語学

だったが，ややもすると談話や社会的文脈から切り離された文法構造を中心

に研究されてきた傾向がある。認知言語学が「意味構築」のメカニズムの解

明を最大諜題のひとつとする限り，談話や社会的文献との関わりは今後避け

て通れないテ…マであろう。

*本稿は日本英文学会第 73田大会におけるシンポジウム『認知言語学からみ

た21世紀の苦語研究.1 (司会:山梨正明，講師:西村義樹，野村益寛，児玉

一宏， 2001年 5月19日，学官院大学)での口頭発表に加筆，修正したもので
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