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1. 序 －認知言語学と生成文法 

認知言語学は，1970 年代後半から当時隆盛を極めて

いた生成文法のアンチテーゼとして発足した．生成文

法が立脚しているのは，「言語の用法は，言語の規則に

よって決定される」とする，一種のルールによって言

語が生成されるとする立場である（Chomsky 1957; 

Chomsky 1965 他）．そして 1970 年代から 1980 年代に

提唱された統率・束縛理論（Government and Binding 

Theory）（Chomsky 1981）による，α移動（move- α）

という「任意の範疇αを任意の位置へ移動せよ（move 

something somewhere）」（Carnie 2007: 355; 安藤・小野 

1993: 178）という規則を前提として，この規則を縛る

様々な制約を設けた．更に 1990 年代になると，そうし

た規則の束をできる限り最小にするという極小理論

（Minimalist Program）が出現した（Chomsky 1995）． 

これら生成文法の主張で一貫しているのは，言語の

何らかの規則が，言わばトップダウン式に言語を制限

し，言語の使用を決定しているということである．そ

れに対して，認知言語学は用法基盤モデル

（Usage-Based Model）と呼ばれる言語理論を駆使して

対抗した（Langacker 1988; Langacker 2000）．認知言語

学によると，言語とは神の啓示のように天から舞い降

りた「規則」に縛られるものではなく，様々な用法か

ら一般原則を導き出し，ボトムアップ式に適用される，

とする．つまり認知言語学は，言語の使用から一般的

なスキーマが得られ，そのスキーマの使用頻度が上が

れば定着度もそれに応じて増していく，と主張した．

また，生成文法が提唱したような独立した言語モジュ

ールを退け，人間の様々な認知活動が複合的かつ動的

に言語表現の表出に関わっている，と述べた．畢竟，

認知言語学は以下のようなアプローチを基盤とする． 

 

認知言語学のパラダイムは，いわゆる言語能力にか

かわる知識は，ゲシュタルト知覚，視点の投影，イメ

ージ形成，カテゴリー化などの基盤となる人間の一般

的な認知能力の反映として規定されるという視点に立

っている． 

山梨（2009: 3） 

認知意味論のアプローチは，日常言語の意味と概念

体系は，身体的な経験（知覚，空間認知，運動感覚，

体感，等）と心的イメージをはじめとする人間の想像

力に根ざしているという言語観を背景としている． 

山梨（2012: iii） 
 

認知言語学自身は気がついていないかもしれないが，

これらの主張は今までの言語学のパラダイムを一変さ

せるほど強烈なものである．酒井はやや皮肉を込めて，

以下のように述べている． 

 

たとえば，認知言語学の代表的な概説書である山梨

（1995: iii）は，その「まえがき」において，「一見，

周辺的で例外的と考えられる事例が，ある理論的な前

提にたつ言語理論を根底からくつがえしてしまう場合

もある」と述べている．山梨は具体的な事例を挙げて

いないが，言語学史上そのような事例があったかどう

かは極めて疑わしい． 

酒井（2012: 73）一部改 

 

 

1) 連絡先：〒980-8576 仙台市青葉区川内 41 東北大学高度教養教育・学生支援機構 
tabayashiyouichi@tohoku.ac.jp 

－40－ 



恐らく，山梨は「そういった方向性で今後の言語研

究は進むだろう」という程度の意味を持たせたのであ

ろうが，酒井のこの指摘は，認知言語学が基盤とする

主張を今一度振り返る好機になる． 

その中でも認知言語学の基盤とする特に劇的な論は，

「言語が心的イメージやプロトタイプ的な能力に根差

している」という個所である．もしこの主張が正しい

ならば，実は言語の誕生は古生物学的な視座が欠かせ

ないものになるからである．本稿では特にここに焦点

を当てて，認知言語学から見た言語発祥の地点を探っ

ていきたい． 

 

2. 認知の萌芽 －言葉に必要な基礎的な認知 

認知言語学的な視座，あるいは単に言語学的な視座

から言語発祥を考えた論考は豊穣に存在する．元々，

言語学とは言語の起源を探求する学問であり，共時的

な言語現象の研究はソシュールの出現まで待たなけれ

ばならなかった．ソシュールの莫大な影響と，1866 年

にパリの言語学会が言語の起源と普遍言語の存在に関

する問題は取り上げないと決定したこともあり（田中 

1993: 5），言語の起源に関する議論はいったん言語学

界から減少した 1)．しかし，近年は進化論的なものも

含め，異なるアプローチからの言語の起源を求める研

究が復興し，盛んに行われている（例えば岡ノ谷 2010a

の一連の研究などを参照）． 

だが，言語の起源を進化論と絡めて論ずるいわゆる

進化言語学も，その射程範囲はせいぜいホモ・サピエ

ンスが出現した19万5000年前から16万年ほど前まで

である．言語に関する問題に関しては射程はもっと狭

く，道具や言葉，芸術などを人類が使いこなし操るよ

うになる約 5 万年前から 2 万 5000 年前となる．文字の

誕生以降となると，せいぜい 6000 年前にまで限定され

るだろう（年代は Lloyd 2008: 120 及び Chapter 18）．更

に，霊長類以外の昆虫や鳥などの言語を含めると，も

っと昔に遡らなければ研究は覚束ない．これらは「人

間の認知」ではないため，除外されるケースもある． 

これだけでも広すぎるきらいはあるが，恐らく，認

知言語学が想定している「認知」の誕生はこの辺りま

でであろう．しかし，認知言語学はカテゴリー化など

の初歩的認知活動も，言語活動に不可欠な存在と認め

ている．となれば，初期のカテゴリー化がいつ行われ

たのかも考慮に入れなければ，認知言語学の基盤を理

解したことにはならない． 

それでは，生物の「初歩的認知活動」はいつ生まれ

たのか．端的に言えば，カテゴリー化とはあるものと

別のものを区別するための能力である．区別するとい

う認知活動を行うには，視覚をはじめとする知覚する

能力が必要となる．つまり，目の誕生が初期の言語活

動の礎であると言ってよい 2)．明暗の識別を可能にし

たのがロドプシン遺伝子で，「目を作れ」という指令を

出した Pax6 遺伝子の誕生とともに，生物が明暗を区別

できるようになった．そうなると，クラゲの祖先が明

るさと暗さを識別しはじめたおおよそ 5 億年前が，言

語活動の土台の出現時期ということになる． 

更に極端な例を挙げると，認知言語学は触覚すらも

言語の認知活動に必要な要素だと提唱する．すると，

微生物シアノバクテリア（藍藻）が日光を使って二酸

化炭素と水を分解し，光合成を行った 30 億年前から

20 億年前まで（Lloyd 2008: 22-23）を，言語活動の基

盤の萌芽と見なさなければならない． 

もっとも，言語のカテゴリー化には主に視覚が大き

な役割を担っている．従って，言語活動を支える認知

としての視覚が発生したのは，目が誕生したきっかけ

となる「明暗の区別」が最初であると言ってよいだろ

う． 

認知言語学におけるカテゴリー化及びプロトタイプ

効果を見ていくと，視覚が決定的に重要な認知的要素

であることが分かる．例えば，アリストテレスに代表

される古典的カテゴリー観を批判したウィトゲンシュ

タインは，家族的類似性（family resemblance）の重要

性を唱え（Wittgenstein 1953），ロッシュはカテゴリー

は段階的で，中心メンバー（プロトタイプ）とそうで

ないメンバーが混在することを指摘した（Rosch 1975）．

また，その境界は曖昧（fuzzy）であることも判明して

いる（Labov 1973）．ここでは，ロッシュの鳥の実験を

取り上げよう． 

ロッシュは，BIRD というカテゴリーで何が一番典

型的（≒プロトタイプ的）かという調査を行い，robin

がもっともよい事例であると結論付け，この robin が

持つ属性のリストを上げている（Ungerer & Schmid 
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1996: 22-27）．それらの属性は，それを持っていると「鳥

の典型性が上がる」という効果を持ち，かつ，その種

の属性間でも典型性の上昇度に差がある．例えば，＜

卵を産む＞，＜二枚の翼と二本の足を有する＞，＜囀

る／歌う＞，＜羽毛を有する＞などの属性を多くの「鳥」

は持っているため，それらを持っていると鳥としての

典型性が上がる可能性が高い． 

 

（1）卵を産む 

（2）くちばしがある 

（3）二枚の翼と二本の足を有する 

（4）羽毛を有する 

（5）飛行できる 

（6）小柄で軽量 

（7）囀る／歌う 

（8）脚は細く短い 

（9）尾は短い 

（10）胸が赤い 

Ungerer & Schmid（1996: 22-23） 

 

上記の属性をより持てば持つほどその事例の典型性

が上がり，結果としてその事例はプロトタイプとして

機能するという認知言語学の主張はもっともである．

問題は，私たちヒトがこうした要素を感知するのに，

（7）の「囀る／歌う」以外はすべて視覚に頼らざるを

得ないところにある．つまり，視覚がないと，ある成

員の属性を正しく察知できず，結果としてカテゴリー

化やプロトタイプ化をすることができないということ

である． 

その他にも，視覚が言語活動に多大な影響を与えて

いると思われる事象が存在する．例えば，身体的特徴

を言語に直接反映させた，上下，左右，中心，周辺な

どの空間認知は，身体を基準としてその神経生理学的

特性を通じて獲得した（言語的）経験の仕方の 1 つで

ある（辻 2013: 180-181）．だが，上下や左右，中心な

どを認知するために必須となる感覚は視覚であって，

それ以外の感覚ではない．また，「物価が上がる」「権

威が地に落ちる」などの上下の比喩的拡張も，やはり

目に見える知覚がなければ生まれてこない． 

同様のことは，特に前置詞の研究などで発展した，

心的イメージや心像を語る際にも言える．ヒトは，視

覚，聴覚，味覚，嗅覚，触覚などの全ての五感を通し

て心的イメージを形成し，言語表現を（比喩的）拡張

させていく，と認知言語学は説明する．特にイメージ・

スキーマは「身体性を帯びたスキーマ群」（辻 2013: 

183）である．以下の例を参照． 

 

（11）A：あの部署でつっかえてるんだ． 

B：私がパイプを拡げます． 

大堀（2002: 79） 

 

大堀の例は「情報の流れ」と「液体の流れ」を，そ

れぞれ目標領域と根源領域と見なし，後者が前者に投

影されていると見なしている． 

また，レイコフが詳細に論じている前置詞 over の研

究（Lakoff 1987: 416-461）では，様々な形の心的イメ

ージが登場する．その他に Tyler & Evans（2003）は英

語前置詞の豊富な事例を，心的イメージを使って説明

することに成功している． 

しかし，それらの心的イメージを構成したり，ある

いは液体の流れを情報の流れに投影したりするために

は，視覚が決定的に重要な役割を果たす．従って，認

知言語学が「五感の認知体系を働かせて，言語活動を

成立させる」という言は，正確には「視覚をはじめと

する五感の認知体系を働かせて，言語活動を成立させ

る」と付け加えた方が，実態に即しているように思わ

れる． 

 

3. 進化論的な認知の発展 －「目」の習得と視

覚 

言語を言語足らしめるために必要不可欠な視覚は，

単に明暗を区別するだけでは足りない．明暗を識別す

るようになった生物は，カンブリア紀の原始的脊索動

物ピカイア（図 1）を経て，原始的な目を獲得するに 

図 1．ピカイア（Morris and Caron 2012） 
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至ったが，明確な物の形は認識していなかった．その

点では，ピカイアの視覚は「言語活動に必要な認知の

萌芽」ではあっても，「言語活動に必要な認知の獲得」

までには至っていない． 

その獲得は，進化論的にはまずカンブリア紀のアノ

マロカリス（図 2）やオパビニアが複眼を持ったこと

に始まる． 

 

図 2．アノマロカリス 

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/5336/ 

 

アノマロカリスは複眼と考えられる 2 つの目を持っ

ており，50 センチ以上の体長を持つ当時最大の肉食動

物である．アノマロカリスが最強の肉食動物として君

臨できた理由は，その体の大きさもさることながら，

やはり 360 度の空間認知ができる複眼の存在が大きい． 

同様にオパビニア（図 3）は体長こそ 4 センチから 7

センチであるものの，5 つの目を持ち，360 度の空間認

知が可能であった．複眼と考えられているが，科学的

な根拠はない． 

 

図 3．オパビニア 

https://jungle-time．com/opabinia-2984/ 

 

アノマロカリスとオパビニアに共通するのは，目が

単に明暗を感知するだけでなく，360 度の空間認知が

可能であったということである．これは，ちょうど我々

人類が既に持っている空間認知と似ている．だが，古

代の生物が現在のヒトのように複雑な空間認知と視覚

を持つためには，約 3 億 6000 年前のダンクルオステウ

ス（図 4）や海サソリ（図 5）の誕生まで待たなければ

ならなかった． 

 

図 4．ダンクルオステウス 

https://www.gibe-on.info/entry/dunkleosteus/ 

 

図 5．海サソリ 

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/9461/ 

 

ダンクルオステウスは最大 10 メートル近い体を持

つ脊椎動物で，人間と同じカメラ眼を持っていた．カ

メラ眼を獲得することで，現在のヒトが持っている視

野及び視覚能力（遠近の判断など）をほぼ手に入れた． 

複眼では曖昧だった遠近の区別を手に入れることで，

ダンクルオステウスはアノマロカリスがそうであった

ように，当時の地球で最強の生物となった．遠近の区

別は生存競争に有利に働いただけでなく，言語におい

ても抽象的な概念を表現できるように機能した． 

その代表的な例が直示表現である．日本語の直示表

現「この・その・あの」と，英語の this，it，that は必

ずしも正確に一対一で対応しないが，話し手と聞き手，

それに指示されている対象の 3 つの物理的距離がこれ

らの直示表現に影響を与えているのは間違いない．神

尾（2002: 82-90）は，「なわ張り理論」という観点から

英語と日本語の直示表現を分析しているが，そもそも

「なわ張り」を示すためには距離や方角などの空間認

知把握が重要で，遠近の区別もその中に入る． 
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その他にも，時間概念を言語で表す際に方向や距離

といった空間概念が使われる． 

 

（12）その事件は，遥かに遠い出来事です． 

 

（12）の「遠い」という表現は，物理的・空間的な

意味の遠近ではなく，抽象的・時間的な意味での遠近

を表している．このように，空間認知を時間表現を始

めとする抽象的な認知に根差した表現に応用すること

は，言語活動では頻繁に行われている． 

遠近をある 1 つの認知機構として獲得したことによ

って，まず区別できるようになったのは言うまでもな

く空間的認知である．認知言語学の重要な概念に図

（figure）と地（ground）及び認知的際立ち（cognitive 

salience）という概念があるが，これらは単にカテゴリ

ー化に必要な明暗の区別だけでは獲得することはでき

ない，何故なら，「ある対象が際立ちを持つ」という時，

我々はどちらが目立つかを認識することが必要である．

明るい／暗いの区別だけでは，「どちらが目立つか」と

いう差異は出てこない．明暗の区別で我々が認識でき

るのは，「あるものが別のあるものと違う」という点だ

けで，「よって，どちらがより認知的際立ちを持つか」

までは識別することはできない． 

この識別のためには，空間的な細かい違いを認知す

る必要がある．例えば以下を見ると，空間的認知が際

立ち（どちらがより目立つか）に影響を与えているこ

とが分かる． 

 

（13）a. The bike is near the house. 

b. ? The house is near the bike. 

Talmy（1978: 627）及び河上（1996: 8） 

 

Talmy や河上は，（13b）の容認度が低い理由として

「家」よりも「バイク」の方が図（figure）として知覚

されやすいからだ，と述べている．「知覚されやすい」

要因には様々なものが考えられるが，谷口（2006）は

簡潔に，以下のようにまとめている． 

 

（14）a. 動きのあるものが，動かない安定したものよ

り際立つ 

b. はっきりと形のあるものが，形のないものよ

り際立つ 

c. 具体的なものが，抽象的なものより際立つ 

d. 人などの生き物が，物体などの無生物よりも

際立つ 

e. まとまりのあるものが，広がったものよりも

際立つ 

谷口（2006: 10） 

 

知覚されやすいことと認知的際立ちは正の相関にあ

る．となれば，認知的際立ちは程度問題であり，何ら

かの閾値を持つものではない．また，上記の反例はい

くらでも挙げることができるが，谷口の規定はあくま

でも目安であり，絶対的なものでもない．また，その

他にも（逆説的ではあるが）認知的際立ちを持つもの

は記憶を呼び起こしやすい，語義の選択でも優先され

る，などの特徴を備えていると言っていいだろう（辻 

2002: 56）． 

これらの認知的際立ちを感知するのに必要なものは，

単にあるものと別のものを区別する能力だけでは足り

ない．上の例で言えば，動きを認識する力，形のある

なし，具体と抽象，人（生物）と物体，まとまりと広

がりといった，三次元的な空間認識が要求される．初

期のクラゲや単なる複眼を持つ動物は，認知的際立ち

を捉えることが（不可能とは言わないまでも）困難で

ある．つまり，際立ちを認識できるだけの知能以前の

問題に，そもそもそれらの動物の認知機構が，そうし

た識別をするには貧弱過ぎて原理的にできないという

ことである． 

逆にダンクルオステウスや海サソリといったカメラ

眼を持つ動物は，もし認識できるだけの知能を持って

いたとしたら，少なくとも機能的にはそれらの差異を

見分けることができる．しかし，だからと言ってそれ

だけで上の（13）の例の容認度の差異を説明できるか

といえば，答えは否である． 

上のバイクと家の例で検討してみると，形の有無や

具象・抽象の程度，人と物体の区別，まとまりと広が

りといった点では，バイクと家はそう変わらない．バ

イクにも家にも形があるし，共に具体的な事物であり，

両者とも物体である．まとまりと広がりという点では
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家の方が広がりを持つということはできるけれども，

例えば「広場」や「町」などに比べて「家」はまとま

りを持っている．だからこそ，以下のような言い方が

何の抵抗もなく受け入れられる． 

 

（15）The house is in the town. 

 

結局のところ，谷口の指針に従えば，バイクと家を

図と地として分け隔てる要因は，大きさ（広がり）と

動きの有無だけである．広がりはともかくとして動き

の有無については，そもそも指示されている物体がど

んなものであるかが分かっていないと，その有無を決

定することができない． 

例えば止まっているバイクが家の近くにあったとし

て，バイクを全く見たことがない人物がその光景を見

たら， 認知的際立ちの基準となりえるのはその大きさ

と広がりしかない．このように，認知的際立ちの感知

には，文化的・社会的・百科事典的な知識も必要とな

るのである．そして，そうした知識を得るためには，

ある程度形成された社会に身を置く必要がある． 

もしダンクルオステウスに何らかの社会を形成する

能力があったとして，かつダンクルオステウス同士で

（ないしはダンクルオステウスとは異なった種類の生

物間で）コミュニケーションをする必要性と能力があ

ったとしたら，恐らく鳴き声や動作などの媒体によっ

て，生物間で交流が始まったであろう．そして，現在

のアリやミツバチなどに代表されるごく初歩的なコミ

ュニケーションを達成していたと思われる．だが，ダ

ンクルオステウスには社会を形成する能力はなかった

し，コミュニケーションを達成させるに足る他の認知

機構の発展もなかった．更に言えば，そもそもコミュ

ニケーション自体を成立させるための要件である高度

な知能や器質的・機能的な条件も充足していなかった．

とは言え，カメラ眼を持ったことが，現在のヒトの言

語活動にとって必要条件であったことは間違いない． 

人間は，カメラ眼を取り入れたことによって言語表

現を更に豊かにさせることに成功したと言っても過言

ではない．もし空間的メタファーが言語表現に必須な

ものであるならば，言語能力獲得の二歩目は，生物が

カメラ眼を取り入れたカンブリア紀に記されたという

ことになる．もっとも，その能力だけでは満足な言語

活動を充足させることはできず，前述したように社会

的な営みや言語で言及しようとする対象の百科事典的

知識も必要となってくる．こうした知識は，当然のこ

とながら初期段階の生物が持っているものではない． 

 

4. 方向感覚の習得と言語活動 －メタファー

の萌芽 

カテゴリー化を経て空間概念を手に入れた生物が次

に手に入れたのは，前や後，左や右などの方向感覚で

あった．カンブリア紀のオパビニアやアノマロカリス

は，確かに 360 度の空間認知が可能であったが，まだ

前・後・左・右・上・下といった方向感覚は不完全な

状態であっただろう．彼らは脊椎動物ではないからで

ある．彼らは殻や骨，歯は持っていただろうが，肝心

の脊椎がなく，その点で空間認識の能力が劣っていた

ことは否めない． 

脊椎動物の登場はオルドビス紀まで待たなければな

らない．最古の脊椎動物は 5 億年ほど前に登場したコ

ノドント類と呼ばれる生物であるが，半規管を備えて

平衡感覚や上下の感覚を獲得したのはそれから 1 億年

以上も経ったシルル紀やオルドビス紀である（Urry, et 

al 2016: 831-832）．ダンクルオステウスや海サソリが得

ていたのも，この能力である． 

平衡感覚を得たことで，カンブリア紀のオパビニア

やアノマロカリスが不得手としていた上下左右の認識

が，自分の脊椎を中心として獲得されることになった．

この空間認知は，方向付けのメタファー（orientational 

metaphors）を利用する際に大いに力を発揮することに

なる． 

空間認知における方向付けのメタファーを最初に提

唱したのは Lakoff & Johnson（1980）である．（12）は，

そのまま（16）に言い換えられるが，認知的にはより

高次の機能を活用している．何故なら，モノの遠近に

加えて，その方向まで取り入れているからである． 

 

（16）その事件は，遥かに前の出来事です． 

 

（16）の「前」は，話し手から見ての空間認知的な

「前方」が，時間表現における「過去」にシフトされ
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たものである．その他，Lakoff & Johnson は以下のよう

な例を挙げている． 

 

HAPPY IS UP; SAD IS DOWN 

＜楽しきは上，悲しきは下＞ 

I’m feeling up.（気分は上々だ） 

I’m depressed.（落胆している） 

 

MORE IS UP; LESS IS DOWN 

＜より多きは上，より少なきは下＞ 

The number of books printed each year keeps going up． 

（毎年印刷されている本の数は上昇し続けている） 

His income fell last year. （彼の収入は昨年落ちた） 

 

GOOD IS UP; BAD IS DOWN 

（良いことは上，悪いことは下） 

Things are looking up. （景気は上向きつつある） 

Things are at an all-time low. （景気は史上最低だ） 

Lakoff & Johnson（1980: 15-16） 

 

その他にも様々な方向付けのメタファーが提案され

ているが，最も基本的な概念がやはり「上・下」で，

その他，「内・外」，「前・後」なども言語活動には欠か

せない概念である．逆説的に述べるならば，脊椎動物

が半規管と平衡感覚を獲得していなければ，ヒトはこ

れらの表現をすることができなかったということを意

味する． 

 
5. ヒトの実質的なコミュニケーションの誕生 

更に時代が下って2億9900年前のペルム紀になると，

哺乳類に似た爬虫類が地球上に出現する．彼らはお互

いに情報を伝達するという，比較的高度な次元での相

互間コミュニケーション能力を身につける．現在でも，

蟻がフェロモンを出したり，ミツバチが八の字ダンス

を踊ったりするのは，この頃の能力をそのまま受け継

いでいるからである． 

次に生物が言語活動に関連する認知を獲得したのが，

一気に時代が下って 500 万年ほど前の二足歩行の始ま

りと，人類の誕生の時期である．二足歩行は，移動の

際に両手が自由になるだけでなく，その両手を使って

道具を使いこなしたりすることも可能にした．また，

身振りを使うことを覚え，ごく簡単なコミュニケーシ

ョン能力を達成することが可能となった． 

ヒト科は 700 万年前から 500 万年前のアフリカで，

摂取している食糧の変化によって原始的なサルの種属

から分かれたとされている（Leakey 1996）．ヒト科は

更にアウストラロピテクス属とヒト属に分かれた

（Fischer 1999）．その際，発声するのに必要な口腔を

手に入れ，一気に現在のヒト科に近い言語能力を獲得

するに至った． 

この時期のヒト科は，単に空間認識能力だけでなく

多量の知識を整理・処理するだけの脳，息を止めたり，

発声学習ができるための口腔 3)，そして原始的ではあ

るが社会的な営みをするだけのコミュニケーション能

力を身につけていた．ヒト科が純粋にコミュニケーシ

ョンとしての言語を生み出し，習得するのはこの時期

からである．それまではごく原始的な鳴き声によるカ

テゴリー化ないしは弁別が，簡素で初歩的なコミュニ

ケーションの手段となっていた．認知言語学や進化言

語学をはじめとする言語学では，おおよそこの時期か

らのヒト科の認知能力，弁別能力を「言語能力の誕生」

と見なすことが多いように思われる（Tomasello 1999; 

Tomasello 2008; Dunbar 1996）．これ以後の言語能力の

習得については，既に多くの先行研究があるのでそち

らを参照されたい． 

 

6. 結語 －高次な言語活動と言語学の射程 

今まで挙げた例を言語活動と呼んで良いかは大いに

議論の余地がある．コミュニケーションを達成させよ

うとして言語が誕生したからと言って，言語以前のコ

ミュニケーションは言語活動ではない．だが，我々ヒ

トの言語活動がコミュニケーションを前提条件として

いる以上，その発生がどこで起こったのかを検討する

のは，意義のないことではない． 

更に，ここまで遡って「言語活動の認知の萌芽」と

述べるのには，かなり極端な言であると反論もできよ

う．もともと，認知言語学では用法基盤モデルがそう

であるように，まず言語活動があり，その言語活動か

ら摘出された共通要素（≒スキーマ）から，更に精緻

化されてプロトタイプに，そしてスキーマから事例化，
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プロトタイプから拡張されて拡張事例が発生していく

というプロセスを経て，言語が用法としての基盤を得

ていく（辻 2013: 188）．つまり，まずはじめに言語活

動があって，その言語現象ないしは事物を同定

（identification）ないしは差異化（differentiation）させ，

一般化（generalization）させていく過程を認知言語学

における「カテゴリー化」と呼ぶのなら（辻 2013： 40），

言語が生まれる以前のカテゴリー化は「言語活動にか

かわらないカテゴリー化」ということになる． 

だが，カテゴリー化を「言語活動に関するカテゴリ

ー化」と「そうでないカテゴリー化」に峻別すること

は，生成文法が陥った誤謬に認知言語学が自らはまる

ことを意味する．生成文法は言語能力（language faculty）

を認め，言語能力を他の認知活動とは離れた自律した

モジュールとして規定しているからである．そのアン

チテーゼとして台頭した認知言語学は，カテゴリー化

を言語現象だけに限定するわけにはいかない． 

また，それ以外の（言語だけに関するわけではない）

認知能力の数々は，認知言語学に照らし合わせるとか

なりの程度言語活動の充実に寄与している．例えば一

般化の後のスキーマ摘出などは，単なるカテゴリー化

よりも遥かに高次の認知機能が必要となる． 

カテゴリー化は，極端な話，38 億年前の微生物が酸

素を体内に取り入れ，それ以外を捨象したところから

始まったと言っても過言ではない．ところが，微生物

やアノマロカリス，ダンクルオステウスには，複眼や

カメラ眼で判断したカテゴリーや遠近から一般的な共

通原則を見つける能力が基本的に欠けていた．もっと

も，アノマロカリスが生物を食餌として捕獲する際に，

「動くもの」「自分の空腹を満たすもの」「自分が戦っ

て勝てそうなもの」に対して飛び掛かるという，ごく

初歩的な一般化を行っていたことは容易に想像できる．

問題なのは，言語活動を遂行するためには，そのよう

な初歩的な一般化だけでは到底対処できないというこ

とである．このことは，言語（活動）が如何に複雑で，

より高次の認知機構を動員する必要があるということ

を同時に示唆する． 

つまるところ，認知言語学の提唱する「言語活動は

単に自律した言語能力を用いて達成されるだけではな

く，同時に他の認知機能もふんだんに用いている」と

いうテーゼは，前述したように進化論的な観点から見

たら，かなり強力な主張と言わねばならない．もっと

も，認知言語学の主張は無論見当外れではなく，むし

ろ正鵠を得ている．認知言語学者は，実は人間がヒト

科である以前に生物として，そうした「他の認知機構」

を最も基礎的な機能を土台としているということを常

に考慮すべきであろう． 

これ以後の課題は，ヒトが現在に見られるような高

次のコミュニケーションを達成させるための「真の言

語」を支える認知機構がどのようなもので，いつ頃誕

生したのかを，認知言語学だけでなく考古学や進化論

などの先行研究を取り入れて検討することである．言

語学はよく「学際的な学問」と言われるが，認知言語

学がその中でも学際的な，いわゆる学問の敷居を立て

ることを最も嫌う分野であることは間違いないだろう．

それは，「認知」が文字通り全てのヒト科や生物を包含

する，生命を維持する上での基本的な要素だからであ

る． 

 

 

注 

1) 1866 年 3 月 8 日に承認された学会規程の第 2 条．原文は

以下の通り． 

ART. 2: La société n'admets aucune communication concernant, 

soit l'origine du language, soit la création d'une langue 

universelle. 

（第 2 条：本学会は言語の起源や普遍言語の創造に関する

一切の報告を受け入れない．） 

2) その他にも嗅覚や聴覚などが言語活動には必要不可欠で

あるが，進化論的に見るとはじめに目の出現があり，つい

で嗅覚や味覚などのその他の感覚が発生している．また，

後述するように視覚は上・下，左・右などの感覚を捉える

上で言わば必須であり，言語活動も視覚に依存している面

が（他の感覚よりも相対的に）多くあると思われる． 

3) 岡ノ谷（2010b: 26-27）は，息を自由自在に止めることが

できる鳥やイルカ，クジラ，ヒトなどが鳴き声を自在にコ

ントロールすることができ，そしてそれが言語の獲得と発

達と関連がある，と述べている． 
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