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北大文学研究科紀要 142 (2014)

認知文法の思考法
―FCG1,Ch.1を読む ―

野 村 益 寛

１．はじめに

1987年に刊行された Foundations  of  Cognitive  Grammar,Volume I:

Theoretical Prerequisites（以下，FCG1と略記）の序文の中で，著者ロナル

ド・ラネカーが認知文法を構想するに至った経緯を振り返って，次のように

述べている。

⑴ My own dissatisfaction with the dominant trends in current theory is
 

profound.It reaches to the deepest stratum of organizing principles:

notions about what language is like and what linguistic theory should
 

be concerned with.I believe that much of the confusion and inade-

quacy of mainstream theory flows directly from inappropriate deci-

sions at this level,and from the uncritical acceptance of certain
 

attitudes and assumptions(some of them tacit or unrecognized).

Rightly or wrongly,I concluded some time ago that the conceptual
 

foundations of linguistic theory were built on quicksand,and that the
 

only remedy was to start over on firmer ground.（FCG1,p.v，下線
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部筆者，以下同様）

この一節は，デカルトの『省察』の冒頭の一節と響き合う。

⑵ すでに数年前，私は気づいた，いかに多くの偽なるものを私は，真なる

ものとして認めたか，またそれを基としてその後私がその上に建てたあ

らゆるものがいかに疑はしいものであるか，またさればいつか私がもろ

もろの学問において或る確固不易なるものを確立しようと欲するなら

ば，一生一度は断じてすべてを根底から覆へし，そして最初の土台から

新たに始めなくてはならない，と。（デカルト『省察』三木清訳，岩波文

庫，p.29）

もしこれが偶然の類似でないのならば，既存の言語理論の概念的土台（＝土

台をなす考え方）に対して不満を覚えたラネカーが，新たな土台を一から構

築することで認知文法を始めたとき，アリストテレスに由来するスコラ哲学

に不満を覚え，新たな認識論のもと近代科学の始まりを告げる自然学を構想

したデカルトのことが頭の片隅にあったのかもしれない。

では，ラネカーが一から築いた認知文法の概念的土台とはどのようなもの

で，それは既存の言語理論のそれとどのように異なるのだろうか？ ここで

言語理論の概念的土台とは，⑴の２文目の〝the deepest stratum of organiz-

ing principles"，すなわち，〝notions about what language is like and what
 

linguistic theory should be concerned with"を指す。そしてこれについて

詳説し，認知文法の思考法（the philosophy of cognitive grammar;p.7）を

提示するのが，この本の第１章Guiding Assumptionsである。この章は1.1

節General Assumptionsと1.2節Methodological Assumptionsの２つの

節に分かれ，前者では〝what language is like"に関する諸前提，後者では

〝what linguistic theory should be concerned with"に関する諸前提が扱わ

れる。
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⑶ Ch.1.Guiding Assumptions

1.1.General Assumptions →what language is like

1.2.Methodological Assumptions →what linguistic theory
 

should be concerned with

しかし，それぞれの諸前提がどのような関係にあるのか，言語に関する前提

と方法論に関する前提がどのような関係にあるのか，これらの前提と認知文

法の理論構成がどう関係するのかが明示的に提示されておらず，認知文法の

概念的土台の全体像を捉えるのは必ずしも容易ではない。

本稿では，FCG1の第１章を詳細に読み解き，認知文法の思考法のおおもと

をなす概念的土台とはどのようなものかを明らかにすることを目的とする。

そして，認知文法が方法論的二元論と呼ばれる立場を採ることによって，そ

の理論的枠組みの中に「言語使用者」を組み込んだ説明方式を採り，「もう一

つのデカルト派言語学」と呼べる性格をもつことを論じていく。

２．認知文法の目的

第１章の読解に入る前に，その前に置かれたIntroduction and Overview

をまず見ておきたい。この序章・概観は次の文章で始まる。

⑷ My objective in this work is to present and support a particular
 

conception of grammatical structure.It emerges organically from a
 

comprehensive and unified view of linguistic organization character-

ized in terms of cognitive processing.For this reason I will refer to
 

the framework as cognitive grammar.(FCG1,p.1)

ここでは，２つの重要な事柄が述べられている。第１に，認知文法とは，文

法構造というものをどのように考えたらよいかに関する理論であるという点

である（Langacker 2008:5も参照)。第２に，「認知文法のどこが認知的な
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のか」というと，言語の仕組みをcognitive processing（心の働き，認知の営

み）の観点から特徴づけていくことにあるとしている点である（Langacker
 

2008:7-9も参照)。文法を認知の営みの観点から動機づけていくので「認知

文法」という名がつけられているわけである。

３．言語に関する諸前提（第１章第１節）

認知文法が言語をどのようなものとみなしているのか，すなわち認知文法

の言語観について論じられるのが第１章第１節である。この節は次の小節か

ら成り立っている。

⑸ 1.1. General Assumptions

1.1.1.Symbolization

1.1.2.Cognition

1.1.3.Naturalness

1.1.4.Discreteness

1.1.5.Substance

1.1.6.Complexity

⎫
｜
｜
⎬
｜
｜
⎭

これだけみると，1.1.1節から1.1.6節まで６つのトピックが対等に並ん

でいるようにみえるが，1.1.3節から1.1.6節まではnaturalnessに関する

議論としてひとまとまりをなしている。そうすると，第１節はSymboliza-

tion,Cognition,Naturalnessの３つのトピックからなることになる。以下，

言語が認知の一環をなす限り，言語を研究することは同時に心の研究でもあるが，認知

言語学者はその志向性において，言語という窓を通して心の仕組みを解明することに主

眼を置くタイプ，心の働きの観点から言語を記述・説明することに主眼を置くタイプ，

の２つの類型に大別される。認知文法が後者を志向することがこの引用で示されている。

cognitive processingは，cognitive functioning(Langacker 1987:64)と同義で用いら

れている。「認知文法のどこが認知的か」については，Langacker(2008:7-9)も参照。
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この節で述べられていることを順にたどっていくことにする。

3.1.記号化（1.1.1節）

1.1.1節は次の一節から始まる。

⑹ Language is symbolic in nature.It makes available to the speaker

―for either personal or communicative use―an open-ended set of
 

linguistic signs or expressions,each of which associates a semantic
 

representation of some kind with a phonological representation.

(FCG1,p.11)

ここでは，言語の「伝達的機能」（communicative function;Langacker 1991:

1）あるいは「記号機能」（semiological function;Langacker 2008:7）と呼

ばれるものについて述べられている。すなわち，言語の本質は，「意味」を音

声によって記号化することによって，意味を表わす／伝えるために存在する

というわけである。

3.2.認知（1.1.2節）

この節は次の一節から始まる。

⑺ Language is an integral part of human cognition.(FCG1,p.12)

ここにでてくるcognitionとは何かを明確に定義している箇所はないが，ラ

ネカーがそれをどのようなものと考えているのかは，次の引用からうかがえ

る。

⑻ It(＝Grammar)is thus an essential aspect of the conceptual appara-

tus through which we apprehend and engage the world.And instead
 

of being a distinct and self-contained cognitive system,grammar is

― ―37
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not only an integral part of cognition but also a key to understanding
 

it.(Langacker 2008:4)

ここで，下線を引いた２箇所は同じ内容を表わしていると考えると，認知と

は「世界を理解し，世界と切り結ぶ（関わる）こと」だと理解してよい 。さ

らに，「世界を理解し，世界と切り結ぶ（関わる）こと」とは，世界を概念化

し，意味づけすることである 。

⑼ conceptualization should be seen as a primary means of engaging the
 

world.(Langacker 2008:29)

そうすると，⑺の「言語は認知を構成する不可欠な要素である」は，⑹およ

び⑼から次の論法によって導かれる 。

⑽ ・言語は意味を表わすために存在する。（＝⑹）

・認知とは世界を意味づけすることである。（＝⑼）

∴言語は認知を構成する不可欠な要素である。（＝⑺）

さて，⑺は次のように続く。

An account of linguistic structure should therefore articulate with
 

what is known about cognitive processing in general,regardless of
 

whether one posits a special language“module”(Fodor 1983),or an
 

innate faculte de langage.If such a faculty exists,it is nevertheless
 

embedded in the general psychological matrix,for it represents the

ここでの「世界」は外界のみならず，内界も含む（cf.Langacker 2008:29,n.2）。

後でみるように，認知文法では「意味」を「概念化」と規定する。

以下，厳密には演繹とは言えないものも含め，認知文法の思考法を表わす際に「∴」と

いう記号を緩やかに使うことにする。
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evolution and fixation of structures having a less specialized origin.

(FCG1,pp.12-13)cf.(4)

二重下線を引いたthereforeに注目しよう。言語が認知を構成する不可欠な

要素であることから，どうして認知一般の営みに関する知見と有機的に関連

づけられなければならないという結論がでてくるのだろうか？ それは，If

以下の前提があるからである。すなわち，仮に言語が自律的なモジュールを

なしていたとしても，それはより一般的な認知能力が進化の過程で固定化す

ることによってできたもののはずだというわけである 。この論理によって，

先に⑷でみた，言語の仕組みを認知の営みの観点から特徴づけるという認知

文法の目的が導かれるのである。

ヒトの認知能力には不明な点が多いから，言語構造の説明を認知の営みに

関する知見と関連づけるのは無理ないし時期尚早なのではないかという懸念

に対しては，ラネカーは次のように応えている。

This has the theoretical consequence(which I find neither unnatural
 

nor disturbing)that an exhaustive description of language cannot be
 

achieved without a full description of human cognition.But theoret-

ical consequences are not necessarily practical limitations.Recogn-

izing this dependency of language on cognition does not make linguis-

tic description vague and mysterious,nor does it postpone serious
 

linguistic analysis until cognition is fully understood.（FCG1,p.64;p.

99も参照）

引用中のfacultede langageは，Chomsky(1965:37)の〝the innate human faculte de
 

langage"を受けていると思われる。

このことは言語が進化の過程で創発的な特徴を獲得した可能性をアプリオリに否定する

ものではなく，ラネカーはそれについては中立的な立場を採る（FCG1,p.13）。ただし，

このことを見極めるためにも作業仮説として言語構造の認知的基盤をとことん探求して

いこうとする立場に立つ。
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3.3.自然さ（1.1.3節）

次に「自然さ」の議論に移る。最初の段落で，次のように述べられる。

［…］I take naturalness to be an essential criterion for evaluating
 

linguistic theories and analyses［…］.(FCG1,p.13)

すなわち，認知文法では「自然さ」を言語理論・分析の評価基準の１つとし

て重視するという表明である。今までみてきた1.1.1節「記号化」，1.1.2節

「認知」のセクションとは異なり，「自然さ」とは言語とは何かに関する前提

ではなく，理論の評価基準をめぐる方法論に関する前提であり，その意味で

は本来1.2節で取り上げられるべきものである。ではなぜこの問題がここで

取り上げられたのだろうか？ それは，「自然さ」が言語のあり方としてどの

ようなものを想定するかに応じて判断されるとしているからである 。「自然

さ」とは次のように規定される。

I regard a description as natural to the extent that it deals with data
 

in their own terms,with full regard for the richness,subtlety,and
 

complexity characteristic of linguistic phenomena.I regard a
 

description as unnatural,or artifactual,to the extent that it deals
 

with data in a way that does violence to their intrinsic organization

［…］.(FCG1,p.13)

下線部が示すように，言語本来のあり方に照らして，それを損なわない形で

記述がなされるならば，「自然」であると判断されるというわけである。

では，認知文法が想定する言語本来のあり方とはどのようなものだろう

か？ それは， の引用中の〝richness,subtlety,and complexity"という

cf.assessing the naturalness of a description presupposes some preliminary concep-

tion of the phenomenon described［…］.(FCG1,p.14)
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言葉に集約されている。このうち，richness,subtletyに関連するのが1.1.4

節Discretenessであり，complexityに関連すると思われるのが1.1.6節

Complexityである。まず，1.1.4節では，言語現象の多くが程度問題であっ

て，そうした言語の連続的なあり方を捉える枠組みとしてプロトタイプ・モ

デルの有効性が論じられた上で，語彙と文法，同音異義語と多義語などの二

分法が斥けられる。一方，1.1.6節では，複雑な現象を分析の上で単純化し，

あたかも現象自体が単純であるかのように錯視することが戒められる 。こう

した単純化の例として，ある分析を採ることが，別な分析を採ることを排除

する「排除の誤謬」（exclusionary fallacy）およびその現れとしての「規則／

リストの誤謬」（rule/list fallacy）が取り上げられている。

ところで，「自然さ」を規定した の引用中の〝deals with data in their
 

own terms,with full regard for…"「データをそれ自身の言葉で扱う」とい

う箇所があるが，これはどのようなことをいうのだろうか？ 言語を記述す

るのにどのような理論的道具立てを用いれば，「データをそれ自身の言葉で扱

う」ことになるのだろうか？ これについて説明していると考えられるのが，

最後に残った1.1.5節Substanceである。このsubstanceは，哲学用語とし

ての「実体」の意味で用いられている。すなわち，この節では，認知文法に

おいて何が実体（＝実在するもの）とみなされているかが主題となる。そし

て，次の引用にあるように，何を実体とみなすかが「自然さ」の重要な一側

面を構成するとされる。

Substance is an important aspect of naturalness in linguistic descrip-

tion.(FCG1,p.22)

cf.simplifying assumptions made to facilitate research are sometimes raised
 

without justification to the level of assertions about the actual character of the
 

investigated phenomenon.Idealizations that significantly distort the object of
 

investigation are pernicious,and their avoidance is critical to the goal of natural-

ness in linguistic analysis.(FCG1,p.27)
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ここからわかるように，1.1.5節でも言語のあり方に関する前提ではなく，方

法論的前提について述べられていると言える。

さて，何を実体とみなすかに関して，認知文法は次のアリストテレス由来

のスコラ哲学の有名な格率としてまとめられる「経験論的認識論」とでも呼

べる立場を方法論的前提として採ると考えられる 。

Nihil est in intellectu,quod non prius fuerit in sensu.（はじめに感覚の

うちになかったいかなるものも，知性のうちにはない。）

これは，直接的に観察可能なものを実体とみなすという立場である。認知文

法がこの立場に立つことは次の引用からうかがえる 。

It claims that grammatical structure is almost entirely overt:things
 

really are what they appear to be,provided we know how to interpret
 

them properly.(FCG1,p.27)

先の の引用中の〝deals with data in their own terms"は上のような立場

を表わしていると解釈できるわけである。

それでは，認知文法にとって直接的に観察可能なもの（＝実体）とは何か？

１つは，耳にし，目にすることができるような，実際に生じる言語表現であ

この格率自身はアリストテレスの言葉ではないが，内容的には次の De Anima 432a,7-

8にみられるようなアリストテレスの考えに由来している：「いわば感覚される大きさ

をもつものとは別に，どんな事物も分離しては存在しないので，思惟されるもの，抽象

によって語られるものや，感覚されるものの性向や，様態などは，感覚される形相のう

ちに含まれる。それだから，ひとは何も感覚しなければ，何一つ学ぶことはないし，知

ることもない。」（アリストテレス1999：175）。また，この格率については，デカルト『方

法序説』第４部で取り上げられている。

ただし，ラネカーはイメージ・スキーマを生得能力の反映だと主張するなど（cf.Lan-

gacker 1993a:2-5;1993b:502,n.5），一概に経験論的認識論の立場を採るとはみなせな

い側面も持ち合わせている。
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る。もう１つは，その実在性が確証されているような認知能力である。認知

文法では，後でみるように「使用依拠モデル」という観点から，言語知識は，

実際に生じる言語表現に対して，スキーマ化，カテゴリー化といった認知能

力を適用することによって織り上げていったネットワークだと考える。実際

に生じる言語表現と，実在性が確証されている認知能力という共に実体とみ

なされるものから立ち上がった言語知識もまた実体であることになる。この

ことについて述べられているのが次の箇所である。

First,a construct has little value unless the investigator’s conception
 

of it is sufficiently clear to permit its elucidation with a certain
 

amount of precision and detail.Second,positing a construct will
 

likely prove counterproductive unless it corresponds to something

“real,”i.e.some actual feature of linguistic organization.To qualify
 

as substantive,a construct must be satisfactory on both counts.

(FCG1,p.22)

ここでは，言語理論が設ける道具立てに課すべき条件として次の２つが挙げ

られる。１つ目は，理論的道具立てが十分正確かつ詳細に説明できるような

ものであることというもので，言わずもがなのことである。２つ目は，理論

的道具立てに対応するものとしての「言語の仕組み」（linguistic organiza-

tion）が実在（real）しているということである。このことは，認知文法が科

学的実在論を採ることを意味する。ここで科学的実在論とは，次のような立

場を指す（小林1996：145も参照）。

科学的実在論は，「独立性テーゼ」と「知識テーゼ」の両方を主張する立

場である。独立性テーゼとは，人間の認識活動とは独立に世界の存在と

秩序をみとめる考え方であり，知識テーゼとは，人間が科学によってそ

の秩序について知りうることをみとめる考え方である。（戸田山2005：

148）
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この実在論を，理論が対象とするものについての実在論とそれについて成り

立つ法則についての実在論に分けて考えると（戸田山2005：第７章参照），

の言明は認知文法が少なくとも対象実在論を採ることを表わしている。

さて，対象実在論の立場を採るという点に関しては，生成文法も同じであ

る 。このことは次のチョムスキーの引用から明確にうかがえる。

linguistic theory is mentalistic,since it is concerned with discovering
 

a mental reality underlying actual behavior.(Chomsky 1965:4)

the steady state of knowledge attained and the initial state Sare real
 

elements of particular mind/brains,aspects of the physical world,

where we understand mental states and representations to be physi-

cally encoded in some manner.［…］Statements about I-language,

about the steady state,and about the initial state S are true or false
 

statements about something real and definite,about actual states of
 

the mind/brain and their components［…］.(Chomsky 1986:26-27)

しかし，認知文法はどのようなものを理論的道具立てとして設けるかにお

いて生成文法とは一線を画すと考えられる。先に⑷において，認知文法が言

語の仕組みを認知の営みの観点から特徴づけるアプローチを採ることをみ

た。そうすると，次の論法が得られる。

･理論的道具立ては，言語の仕組みの特徴に対応しなければならない。

（＝ )

・言語の仕組みは，認知の営みの観点から特徴づけられる。（＝⑷）

∴理論的道具立ては，認知の営みに対応しなければならない。

この認知の営みのうち，先に見たように，実体として実在性が確証されて

生成文法における実在論的立場については，梶田（1980-1981），Carr（1990）を参照。
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いると思われるものを認知文法では理論的道具立てとして用いる。すなわち，

認知文法は，対象の実在性だけでなく，理論の道具立て（及びそれに基づく

記述・説明）の実在性にも与する。

Cognitive grammar takes seriously the goal of psychological reality
 

in linguistic description.(FCG1,p.56)

対象のレベルと理論のレベルの両方において実在論を採るという意味におい

て，認知文法は戸田山（2005：206）のいうところの「強い科学的実在論」の

立場を採ると言える。

こうして，実在性が認められている認知能力を理論的道具立てとして採る

ことで，実在としての言語知識を記述していこうとするのが認知文法であり，

そのことによって でみた「自然さ」が担保されると考えられる。

Cognitive grammar is natural in the sense that it relies only on
 

well-established or easily demonstrable cognitive abilities［…］.(Lan-

gacker 1990:343)

以上，1.1.3節「自然さ」のあとの，1.1.4節「離散性」，1.1.5節「実体」，

1.1.6節「複雑性」についてみてきた。ラネカーは，「離散性」，「実体」，「複

雑性」の３つを自然さを構成する３つの次元と考えているふしがあるが，「離

散性」と「複雑性」が の引用中の〝the richness,subtlety,and complexity
 

characteristic of linguistic phenomena"に関わるものだとすると，「自然さ」

に関する議論は1.1.5節の「実体」に尽きると言ってよい 。そうだとすると，

FCG1のPart I,IIの草稿がタイプ印刷によってLangacker（1983）としてインディア

ナ大学言語学クラブから出版されているのだが，そこではSubstanceについて〝a sec-

ond dimension of the issue of naturalness in linguistic description"（p.17），

Complexityについて〝the final dimension of our discussion of naturalness in
 

linguistic analysis"（p.23）と述べ，dimensionという語が使われている。
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の引用で〝an important aspect"というように不定冠詞が使われていたに

もかかわらず，「自然さ」とは，つまるところ，実在性の問題だと解釈するこ

とができる。

3.4.まとめ

以上，第１章第１節をまとめると次のようになる。

Ａ．言語に関する前提：

・言語は意味を表わすために存在する。

・言語は認知を構成する不可欠な要素である。

・言語現象の多くは連続的で，プロトタイプ・カテゴリーをなす。

Ｂ．方法論に関する前提：

・経験論的認識論

・強い科学的実在論

このように，FCG1の第１章第１節は，言語に関する前提を述べると言ってお

きながら，方法論的前提が混淆しており，この節の読みにくさの原因となっ

ていると考えられる。

４．方法論に関する諸前提（第１章第２節）

次に第１章第２節Methodological Assumptionsに移る。このセクション

は次の小節から成る。

1.2. Methodological Assumptions

1.2.1.The Role of Methodology

1.2.2.Factuality

1.2.3.Economy

1.2.4.Explicitness
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1.2.5.Generality

1.2.6.Predictiveness

4.1.各論

1.2.1節の前置きの後，1.2.2節から1.2.6節は方法論的問題の各論につい

ての認知文法の考え方を提示している。1.2.2節「事実であること」では，よ

り多くのデータを正確に説明できる理論の方がそうでないものより望ましい

というのは確かだが，事実・データというものがそもそも現象についての理

論に基づく解釈であるという理論負荷性（N.R.ハンソン）の問題に注意を向

ける。例えば，統語論とレキシコンを二分する生成文法では，慣用表現が宙

に浮くのに対して，両者を連続的にみる認知文法では慣用表現をデータとし

て正当に扱うことができるとしている。

1.2.3節「経済性」では，一般論として経済性を方法論的原則としてみとめ

ながらも，次の留保をつける。

The principle of economy must be interpreted in relation to other
 

considerations,in particular the requirement of factuality:true sim-

plicity is not achieved just by omitting relevant facts.Questions of
 

economy are meaningfully raised only with reference to a particular
 

body of data.(FCG1,p.41)

例えば，慣用表現を話者が（そのつど語を組み合わせて作るのでなく）その

ままの形で記憶していることを示す証拠があるなら，経済性の原理に反して

も，文法は慣用表現をリストとして明記すべきだとする。こうした例からも

分かるように，ここでのfactualityは心理的実在性を問題にしており，経済

性は実在論によって制約されることになる 。

cf.Linguists are driven by esthetic considerations and by the dictates of scientific
 

method to look for simple,elegant solutions to complex problems.This is proper
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1.2.4節「明示性」では，言語記述はできるだけ正確かつ明示的になされる

べきであることが述べられ（cf. ）。さらに，形式化は手段であって，目的で

はなく，形式化の度合いと言語についての理解とは相関しないと述べられる。

1.2.5節「一般性」では，一般化を求めることはよしとしながらも，言語と

いうものは規則的なものと不規則なものの混合であり，このことを取り込め

るようにしなくてはならないとする。

1.2.6節「予測可能性」では，言語カテゴリーがプロトタイプを中心に構成

されていること，カテゴリーの境界線をどこに引くかは慣習の問題であるこ

と，さらに共時態が無数の個別の通時的変化の集積の結果であることから，

完全な予測可能性を自然言語に求めるのは無理があるとされる。

以上，さまざまな留保がつけられるとはいえ，1.2.2節から1.2.6節で取り

上げられている基準も一般論としては理論・分析の評価基準となるので，

において「自然さ」を評価基準として採ることを表明した際に不定冠詞をつ

けたのだと考えられる。

4.2.方法論的二元論

さて，上でみたようなことは，方法論的問題の各論に対する認知文法の立

場を明確にするものではあるが，前提と呼べるほどの性格のものではないと

思われる。この1.2節で方法論的前提として重要なのは，次の言明である。

To pattern linguistic methodology after the model of other disciplines
 

is hazardous at best.For one thing,different subject matter may
 

require different approaches.What is possible in physics［…］may
 

not be possible in linguistics,which deals with aspects of the human
 

mind.(FCG1,p.33)

and necessary,but only to the extent that such analyses are consistent with the
 

reality of language.［…］More simply put,we must strive for naturalness in
 

linguistic theory and description.(FCG1,p.30)
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ここで示されているのは，心を扱う言語学と，物質の世界で起こる現象を扱

う物理学のような自然科学とでは，方法論が自ずと異なってくるとする立場

である。これと同趣旨の内容は後にも繰り返される 。

Science comprises many distinct,complementary kinds of activity,

and linguists work on different levels with a variety of techniques and
 

approaches;it would be misguided to insist on a single modus operan-

di or a specific degree of formal precision for all types and phases of
 

investigation.(FCG1,p.44)

こうした立場のことをチョムスキーは「方法論的二元論」と呼び，これを

斥け，心の働きも世界の一側面にすぎないのであるから自然科学の方法が適

用できるとする「方法論的自然主義」を標榜する 。

（30a)a“naturalistic approach”to the mind investigates mental aspects
 

of the world as we do any others,seeking to construct intelligible
 

explanatory theories,with the hope of eventual integration with
 

the“core”natural sciences.Such“methodological naturalism”

can be counterposed to what might be called“methodological

専門家の間ではいろいろ議論があるようだが，下の引用に見られるように，アリストテ

レスは『分析論後書』において，あらゆる学問を包括するような統一科学という考えを

斥け，それぞれの分野にはそれぞれの方法があることを主張したとされる（例えば，

Ackrill 1981:96）。

it has been proved that the principles of things different in kind are themselves
 

different in kind.Principles are of two types,those from which and those
 

about which;and while the former are common,the latter are proper［…］.

(Aristotle,Posterior Analytics I.32.88b,Jonathan Barnes訳）。

先に，認知文法がアリストテレス的な経験論的認識論を採ることをみたが，認知文法に

は随所に反プラトン，親アリストテレス的な発想がみとめられる。野村（2008）を参照。

生成文法の方法論については，上田（2004）を参照。
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dualism”［…］.(Chomsky 2000:76)

（30b)By“naturalism”I mean“methodological naturalism,”counter-

posed to“methodological dualism”:the doctrine that in the quest
 

for theoretical understanding,language and mind are to be studied
 

in some manner other than the ways we investigate natural objects,

as a matter of principle.(ibid.,p.135)

認知文法が方法論的二元論を採ることの意義については最後の６節で論じ

る。

５．認知文法の理論構成

さて，これまでFCG1の第１章を言語に関する前提と方法論に関する前提

に関して読み解いてきた。最終的にまとめると次のようになる。

Ａ．言語に関する前提：

・言語は意味を表わすために存在する。

・言語は認知を構成する不可欠な要素である。

・言語現象の多くは連続的で，プロトタイプ・カテゴリーをなす。

Ｂ．方法論に関する前提：

・経験論的認識論

・強い科学的実在論

・方法論的二元論

このようにまとめられる諸前提こそが認知文法の概念的土台をなし，その

上に認知文法の理論的枠組みが築かれることとなる。では，次に概念的土台

と理論構成の関係について考えてみることにしよう。

まず，Ａの言語に関する前提から認知文法の意味と文法に関する考えが導

き出される。
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5.1.概念主義的意味論・百科事典的意味観

言語を認知の営みの観点から特徴づけようとする認知文法は，意味を指示

対象や真理条件ではなく概念，それも言語表現に内包される固定化された概

念ではなく，話者が言語使用においてその都度つくりあげていく認知の営み

としての概念化であると考える。

I take it as self-evident that meaning is a cognitive phenomenon and
 

must eventually be analyzed as such.Cognitive grammar therefore
 

equates meaning with conceptualization(explicated as cognitive
 

processing).(FCG1,p.5)

この考えは，言語の仕組みを認知の営みの観点から特徴づけるとする認知

文法の立場から次のように導かれる。

・言語の仕組みは，認知の営みの観点から特徴づけられる。（＝⑷）

・意味は言語の仕組みの一部を構成する。（＝⑹）

∴意味は認知の営み（＝概念化）の観点から特徴づけられる。

概念化は，言語的・物理的・社会的・文化的文脈（知識）や相手の信念・

意図に関する想定などを取り込んで，話し手が構築するものであるため，認

ただし，これは一般論として，意味が現象であり，動的性格をもつことを表わしている

にすぎない。より具体的には，意味は次のように規定される。

a meaning consists of both conceptual content and a particular way of constru-

ing that content.(Langacker 2008:43)

カッシーラは，最晩年の書『人間』の中で，多面的に現実を把握できることが人間の特

質であるとしているが，まさにこの能力が認知文法の意味観の中核に置かれているわけ

である。

It is characteristic of the nature of man that he is not limited to one specific and
 

single approach to reality but can choose his point of view and so pass from one
 

aspect of things to another.(Cassirer 1944:170)
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知文法は，意味論／語用論（言語的知識／言語外知識）の二分法を斥け，百

科事典的意味観を標榜することになる（cf.FCG1,p.154）。

5.2.使用依拠モデル・記号的文法観

文法とは，形態素を組み合わせてより大きな単位を作り上げていく仕組み

である。なぜ，文法が必要かというと単語１つだけでは，伝えたい意味を表

わすことが通常できないからである。文法とは意味を符号化（コード化）す

るために話し手が利用するリソースの一つということになる 。

cognitive grammar contrasts with generative theories by placing a
 

lesser descriptive burden on the grammar of a language per se;it does
 

not consider the grammar a constructive device－ i.e.the grammar
 

is not responsible for assembling novel expressions out of their
 

component parts and giving them“output”,either in the active sense
 

suggested by the process metaphor or in the mathematical sense of
 

recursive enumeration.［…］Putting together novel expressions is
 

something that speakers do,not grammars.It is a problem-solving
 

activity that demands a constructive effort and occurs when linguis-

tic convention is put to use in specific circumstances.Creating a
 

novel expression is not necessarily different in fundamental character
 

from problem-solving activity in general,and the speaker’s knowl-

edge of linguistic convention is but one of the many resources he
 

brings to bear in finding a solution;(FCG1,pp.64-65)

文法が話者の頭の中に隔絶して存在する能力ではなく，意味の符号化とい

う問題解決のために利用されるリソースであるならば，問題解決に適うより

よいリソースとなるべく，文法は実際の言語使用のたびに，修正を加えられ

⑹の引用中のavailableという語にもリソースとしての文法という考えが表れている。
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ていくと考えられる。次をみてみよう。

The present model identifies this“internal”grammar as its object of
 

description,conceiving it dynamically,as a constantly evolving set of
 

cognitive routines that are shaped,maintained,and modified by
 

language use.A speaker’s“knowledge”of his language is therefore
 

procedural rather than declarative,and the grammar of a language is
 

equated with certain linguistic abilities(mental,perceptual,and
 

physical),which do not necessarily constitute an autonomous or
 

well-delimited psychological entity.(FCG1,p.57)

この引用中のinternalおよびknowledgeが引用符で括られているのは，

FCG1の前年に刊行されたチョムスキーの Knowledge of  Language を念頭

においてのことと思われる 。そうだとすると，この引用箇所は，チョムス

キーがＩ-言語とＥ-言語を区別し，前者を研究対象としたことに対するラネ

カーの見解を表わしていると解することができる。冒頭にあるように，認知

文法も話し手の心／脳に実在する文法を記述対象とみる点では生成文法と変

わらず，Chomsky（2000：134）のいうところの「内在主義」（internalist）

の立場を採る。しかし，下線部で示されているように，リソースとしての文

法という考えを採る認知文法では，文法は話者が実際の言語使用の文脈にお

いて他者と交渉しながら用いるものであり，使用のたびごとにその刻印を押

され，変容していくものと考える。すなわち，認知文法はＩ-言語とＥ-言語

の弁証法的な関係を視野に入れる点において生成文法とは対照をなす。例え

ば，total failureとtotal successの２つの表現について考えてみよう

（Taylor 2012:2）。このコロケーションはどちらも完全に容認可能なもので

そう推定する根拠として，Langacker(1983)では，この箇所に相当するところでinter-

nalもknowledgeも使用されていないことが挙げられる。もちろん，単にChomsky

(1965)などにみられる〝knowledge of the language"（p.3）や〝internalized grammar"

（p.21）を受けている可能性もある。
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あるが，英語母語話者なら，total failureの方がtotal successより〝more
 

idiomatic"，〝sounds better"だと感じられるという。そしてこの直観はコー

パス・データにおいても前者の方が後者よりも頻度が高いことから裏付けら

れる。このことは，母語話者は言語表現の頻度に関しても知識をもっている

ことを示すわけだが，頻度に関する知識は実際に言語を使用し，他者と交渉

することによってしか得られない性質のものである点に注意したい 。

このように認知文法では，実際の言語使用で生じる具体的事例を基盤にカ

テゴリー化，スキーマ化などの認知能力を用いて構造化した慣習的言語単位

の集まったものが文法であるとする「使用依拠モデル」（usage-based model）

という文法観に立つ。

Cognitive grammar,by contrast,is a usage-based theory.［…］

cognitive grammarians regard particular statements as the matrix
 

from which general statements(rules)are extracted.(FCG1,p.46)

このモデルでは，文法は次のように規定される。ここのinventoryが の

resourceに呼応していると理解される。

the grammar of a language is defined as those aspects of cognitive
 

organization in which resides a speaker’s grasp of established linguis-

tic convention.It can be characterized as a structured inventory of
 

conventional linguistic units.(FCG1,p.57)

言語表現の頻度の問題は，生成文法ならばＥ-言語に属するものとして等閑視されるだろ

う。言語表現の頻度に関する知識はいわば獲得形質であり，生得的なUGが安定状態に

至ったＩ-言語の性格にはなじまないものだからである。

cf.It is through occurrence in usage events that linguistic units arise in the first
 

place.More precisely,they are abstracted from usage events through reinforce-

ment of recurring commonalities.(Langacker 2008:458)

この言い回しは，Chomsky（1965：4）が自身の言語能力／言語運用の区別の導入に際

― ―54

北大文学研究科紀要



さて，文法が言語使用の場において実際に生じる言語表現から立ち上がる

のであれば，実際に生じる表現が具体的な語彙から構成され，意味を表わす

限り，文法も意味を表わすと考えられる。略式に表わすと，次のような論法

が成り立つ。

・実際の言語表現から文法は立ち上がる 。（＝ )

・実際の言語表現は意味を表わす。

∴文法も意味を表わす。

先に見たように，認知文法においては，意味＝概念化⊂認知の営み（cognitive
 

processing;cf.Langacker 1987:5,97;2008:31）であるので，「文法も意味

を表わす」ということは，文法を認知の営みの観点から特徴づけるとする認

知文法の目的（cf.⑷）と首尾一貫するわけである。

文法が，語彙と同様に，意味を表わす記号であるという，この考えのこと

を「記号的文法観」（symbolic view of grammar）と呼ぶ。

I contend that grammar itself,i.e.patterns for grouping morphemes
 

into progressively larger configurations,is inherently symbolic and
 

hence meaningful.(FCG1,p.12)

この記号的文法観は，使用依拠モデルを採ることの帰結であり，両者は表裏

一体の関係にある。この記号的文法観と使用依拠モデルこそが，（⑷において

述べられている）認知文法が提示することを目指した文法観にほかならない。

し，ソシュールのラング概念を批判したときに用いた〝a systematic inventory of
 

items"という表現を想起させる。チョムスキーはソシュールを斥け，言語能力を生成過

程のシステムとしたフンボルトの考えに回帰する必要を説いたのだったが，ラネカーは

逆にソシュールへの回帰を唱えたものと言語学史的には解釈できる（野村2007参照）。

「実際の言語表現」を「語彙項目」と読み替えると，これは文法化の定義を表わすことに

なる。
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5.3.内容要件

次にＢの方法論に関する前提からどのようなことが帰結するかをみておこ

う。まず，経験論的認識論に立つ認知文法は，先にみたように，直接観察可

能なもの，すなわち，実際に生じる言語表現（＝Ｅ-言語）を実体とみなす。

そして，こうした具体的事例を抽象化・一般化（＝ の存在が確証されてい

る認知能力の一部）して得られたスキーマ，さらに具体的事例とスキーマを

結ぶ関係も実体に加えられる。そうすると，心理的実在としての文法はこれ

ら３種の構造のみから構成されることとなる（FCG1,pp.53-54）。

(i） 言語表現に実際現れる音韻的，意味的，記号的構造，

(ii） それらをスキーマ化した構造，

(iii）(i）と（ii）の間で成り立つカテゴリー化関係

文法の記述においてこの３種の構造以外は許容されないという制約のこと

を「内容要件」（content requirement）という 。これによって，直接的に

観察不可能な，基底構造，移動，空範疇などは理論的道具立てとして許容さ

れないことになる。

5.4.検証可能性

次に，実在論を採ることから生じる帰結についてみておこう。さきに3.3節

でみたように，認知文法は，言語知識という対象の実在性だけでなく，理論

の道具立ての心理的実在性を重視し，理論的道具立ては認知の営みに対応し

なければならないとする。認知の営みについては，認知文法の理論とは独立

に実在し，その特性を検証することができると考える 。

内容要件は，FCG1，1.2.2節から1.2.6節で論じられていた一般的な方法論に加えて，

認知文法の「理論内・説明基準」（cf.Van Valin and LaPolla 1997:7）の役割を果たす。

これが認知文法における「理論外・言語外説明基準」（cf.Van Valin and LaPolla 1997:

7）の役割を果たす。
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The grammar of a language is intended as a set of claims about the
 

cognitive structures constituting a linguistic system,claims that
 

could in principle be proved right or wrong given sufficient indepen-

dent evidence about human cognition.(FCG1,p.86)cf.(11)

これによって，理論の検証可能性が保証されることとなる 。

5.5.まとめ

以上，FCG1でみた言語に関する前提と方法論に関する前提が認知文法の

理論的枠組みとどう関係するかをまとめると次のようになる 。方法論的二

元論から伸びている矢印については次節で検討する。

Ａ．言語に関する前提→ 概念主義的意味論

使用依拠モデル・記号的文法観

Ｂ．方法論に関する前提：

・実在論 → 検証可能性

・経験論的認識論→ 内容要件

・方法論的二元論

Langacker(2003:242)は収束証拠として，(i)a particular construct is shown necessary
 

for the adequate semantic description of multiple phenomena in various languages;

(ii)this construct is related to an independently observable cognitive ability;and(iii)

this same construct process critical for the explicit characterization of varied
 

grammatical phenomena.の３つをあげているが，(ii)の部分がここでの検証可能性に

かかわる。

ラネカーは自身の認知文法を「自然さ」（naturalness），「概念的統一」（conceptual unifi-

cation），「理論の簡素さ」（theoretical austerity）の３つの要件を備えていると評する

ことがある（Langacker 1990:290-291,343;2008:14-15）。 のまとめにおいて，「自然

さ」とは「実在論」，「概念的統一」とは言語の本質は記号的であるとし，語彙・形態論・

統語論をすべて同じ道具立てで説明しようとする「記号的文法観」，「理論の簡素さ」は

「内容制約」のことを指していう。
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６．もう一つのデカルト派言語学としての認知文法

以上概観してきたことからわかるように，認知文法は「言語使用者」とい

う人間的要素を組み込んだ理論構成を採っている。すなわち，文法に関して

は，文法を文法的な文のみを産出する装置とみる見方は採らず，文を産出す

るのは文法ではなく，話し手であり，文法はそのためのリソースにすぎない

とする立場を採る 。意味についても，意味を言葉に内包されたものとする

「導管メタファー」はとらず，意味は話し手が言語使用の文脈において他者と

交渉しながら構築する概念化ととらえるわけである。認知文法がこうした説

明方式をとるのは，世界に意味を与えて，理解しようとする人間の認知の営

みの一環として言語をとらえようとすること，および心を自然物とはみなさ

ない方法論的二元論の帰結である。

こうした説明方式を採る認知言語学を今井邦彦は次のように批判してい

る。

「まさしく，「非・亜人格的」接近法であり，生成文法・認知言語学は，

その出発点において著しい対照を示している。両者の接近法を別のこと

ばで区別するならば，前者は自然科学的・演繹法則的であり，後者は解

釈論的方法論である。（中略）Chomskyが言語研究に自然科学的方法導

入が可能であり必要であると主張したのは，画期的出来事であった。生

成文法からすれば，認知言語学的立場は悪しき先祖返りとみなされるで

あろう。」（今井2001：196-197）

ここに出てくる「亜人格的」およびそれと対になる「人格的」説明は，も

言語を文を産出する構成装置とみる見方をラネカーは「過程メタファー」（process meta-

phor;FCG1,p.63）と呼び，これを斥ける。cf.A speaker’s linguistic knowledge is
 

not conceived as an algorithmic constructive device giving(all and only)well-

formed expressions as“output”.(Langacker 1991:2)

― ―58

北大文学研究科紀要



ともとDennett（1969:Ch.4,XI）が広めた用語で，Carston（2000，2002）

によって関連性理論と生成文法を特徴づけるのに用いられているものであ

る。今井は，次のように説明している。

「人格的（personal）」と「亜人格的（sub-personal）」の違いは何か？ 人

がある行動を行うとする。これには人格的説明，亜人格的説明の両方が

可能である。前者によれば，この行動は人が何らかの「理由」に基づい

て，意識的・自発的に行った行為であると説明される。後者によれば，

人―というよりある１つの体系―が，何らかの入力を「原因」として，

自律的・機械的・無意識的に，そしてきわめて迅速に反応した結果起こっ

たこととして説明される。（中略）人格的状況や行動は，そのままでは科

学的研究の対象になりえない。状況や行動を，亜人格的要素に還元し得

たときに初めて，本当の科学的説明の可能性が生まれるのである。

（今井2009：68)

人格的説明／亜人格的説明の区別でいうと，事態を把握し，表現を選択し，

組み立て，使用する人間を説明に組み込んだ認知文法は人格的説明を採ると

言えるだろう 。他方，方法論的自然主義を採る生成文法では，心を自然物と

みて，自律的な計算システムとしての言語能力に対して物理学など他の自然

科学と同様の亜人格的説明を与えることができるとする。生成文法の立場か

らすれば，認知言語学は17世紀の科学革命以前の説明方式に戻ったというこ

とで，「悪しき先祖返り」ということになるわけである。

しかし，今井の評価はあくまで方法論的自然主義を前提とした立場からの

ものである。そして，方法論的自然主義が正しいという先験的な理由はない。

かつてチョムスキー（Chomsky1966）は言語使用の創造性などを根拠に生成

文法をデカルト派言語学と特徴づけたが，当のデカルト自身は精神を身体と

言語獲得装置（Language Acquisition Device）を仮設する生成文法の言語習得論に比

べ，Tomasello(2003)の言語習得論が人格的説明になっていることにも注意。
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は本質的に異なる実体とみる心身二元論を唱え，心的因果性と物理的因果性

を区別し，両者を混同することを戒めたとされる。デカルトの心の哲学を「最

も説得的な路線」(小林2009：158)と評価する小林道夫は，次のように述べ

る。

デカルトは（中略）言語のあらゆる状況での臨機応変な使用という点に

動物や機械とのちがいを認めた。この「言語の使用」というのは，デカ

ルトによれば「心身合一」の事態における活動である。そして，この心

身合一の事態は，それ自身，科学的究明の対象とできない事態である。

いいかえれば，日常言語の臨機応変な使用という言語活動は，それ自体，

科学的究明の領域に入らないことであって，したがって，その活動の説

明としての素朴心理学は科学の進歩と独立のことなのである。

（小林2006：211)

十七世紀以降の物理学の作業においては，価値や目的の追求，直接知覚

による対象の認識，日常言語による事象の記述，話者の心理的態度の表

現や話者の状況の反映といった，われわれの生活世界におけるあり方を

特徴づける事柄がことごとく排除される。この意味で，科学的な世界像

の探究のあり方と日常の生活世界でのわれわれのあり方とは根本的に異

なるといわなければならない。（小林1996：165）

認知文法は，小林のいう「日常の生活世界」における言語，特に の下線

を引いたようなことを説明すべき問題とし，存在が確証された認知能力（cf.

）に基づく記述をする点で， の「素朴心理学」にあたる説明方式を採る 。

the functional and phenomenological characterization of mental
 

experience is consequently more directly relevant to linguistic analy-

Putnam(1994:284)のいう〝deliberate naivete"（熟慮の上での素朴さ）という特徴づ

けも認知文法にあてはまるかもしれない。
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sis than descriptions that refer to the firing of specific neurons.

(FCG1,p.99)

このようにみると，デカルト的な方法論的二元論を採る認知文法は，もう

一つのデカルト派言語学であり，「悪しき先祖返り」どころか，「正しき先祖

返り」とさえ言えるかもしれない。
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