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■プレナリーセッション II 「言語が介するリアルとバーチャル」
シンポジウム「脳損傷からみる言葉のしくみ」

日本語話者の認知特性，日本語の文型，
そして失語症セラピーの背景理論
―「リアル/バーチャル」という視点から―

小嶋 知幸１）２）

要旨：デカルトの方法的懐疑によって，精神と物質という疑い得ない 2つのリアルが明らかにさ
れた結果，「精神（主観）はいかにして対象（客観）に一致しえるのか」という解きがたい難問が
残された．いわゆる心身問題である．本稿ではこれをバーチャル/リアル図式で捉える．大脳病理
学領域においてブローカやウェルニッケが活躍した 19 世紀中葉における思想の潮流である実証
主義においても，バーチャル（観察）/リアル（世界）二項対立が存在していた．一方，マッハか
ら着想を得たフッサールの現象学は，直接経験こそが疑いえないリアルであるとすることでバー
チャル/リアル二項対立の超克を試みた．ところで，日本語における事象の捉え方，すなわち「何
かが自然にそうなる」という発想と，それに規定される日本語の基本文型に，現象学的視点を看
て取ることが可能と思われ，さらに，そこから，日本語の失語症セラピーにおける文産生訓練の
理論づけの可能性が示唆される．
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はじめに

本稿を作成するにあたり，筆者は，大槻美佳大
会長のメッセージ，「今回の基調テーマは『神経心
理学におけるリアルとバーチャル』と致しました．
これは IT用語としてではなく原語，real（res）と
virtual（virtus）そのままの意味で使っています．
神経心理学が探求してきた問題をリアルとバー
チャルという 2つの用語で表現し，神経心理学の
新しい視点を見出したいとの想いを込めました
（ポスター送付のご案内より）．」を出発点とするこ
とにした．

リアルとバーチャル

1．語源に遡って―real（res）と virtual（vir-
tus）―

ラテン語の res はモノ（事物），コト（事象），転
じて自然界を表す．用例として res cogitans（思考
するモノ=精神），res extensa（広がりを持つモノ
=物体）などがある．英語やドイツ語における real
はその派生であるが，辞書的には，「真の，実在す
る，現実的な」などの訳語が充てられている．た
だし，木田（2004）１）によれば，元来 real は，「事物
（事象）の内容に関する」という意味であり，哲学
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では，少なくともカントまでの時代まではそのよ
うに用いられており，その頃には「実在的」とい
う意味はないとのことである．
一方，virtus は，哲学では通常「徳」と訳される．
ギリシャ語の αρετ�（アレテー）に由来し，「良さ」
「優れていること」「長所」などの意味をもつ．その
派生語としての英語の virtue についても「美徳，
長所，効力，勇気」などの訳語が充てられている．
多少の拡大解釈になるかもしれないが「本質」あ
るいは「エッセンス」という意味を読み取ること
は不可能ではないと思われる．
このように，原語に遡ってみると，リアル/バー
チャルという二項図式は，即座に「虚と実」，ある
いはホンモノ/ニセモノといった対立軸に写像す
ることはできないようである．
2．リアル/バーチャルとホンモノ/ニセモノ
語源の含意を損なうことなく，リアル/バーチャ
ルという二項図式を現代風に「虚と実」あるいは
ホンモノ/ニセモノという対立軸で捉え直そうと
する場合，二方向からのアプローチがあるように
思われる．まず 1つは「ニセモノ」を限りなく「ホ
ンモノ」に近づけた状態をバーチャルとする立場
である．この考え方では，バーチャルは「ホンモ
ノと見紛うほどのニセモノ」という意味となる．
いわゆる IT技術の「バーチャル・リアリティ」は
これに該当する．「ホンモノ」に肉薄する「ニセモ
ノ」である．そして，もう 1つは，「ホンモノ」か
ら「本質（エッセンス）」のみを抽出し，枝葉末節
を捨象した状態をバーチャルとする立場である．
ここでは，バーチャルはむしろリアルから遠ざか
る．「バーチャル・モール」などのバーチャルがこ
れに該当すると考えられる．「品物を販売する」と
いう商店の本質的な機能を持つが，店舗や店員な
どは存在せず，購入方法もまったく異なっており，
それらの点では実在の商店との間に類似点は見出
せない．この立場において，virtual が「仮想」と
訳されるようになってきたことは周知の通りであ
る．
上記の考察は舘（1999）２）を参考にした．

3．リアルとバーチャル―本稿での操作的定
義―

以上，筆者の能力の及ぶ範囲内で，語源を尊重
しつつリアル/バーチャルの構造的背景について
述べた．以下，本稿では，リアルについては，現
代の英語・ドイツ語など，ヨーロッパの代表的な
言語における訳語に則り，「実在の」「実在する」と
いう意味で用いることとする．その上で，バーチャ
ルについては「リアルなモノやコトを彷彿させる
が，リアルそのものではない」と操作的に定義し
た上で論を進めたい．

リアル/バーチャル図式と近代思想における
主観/客観問題

1．リアルを追い求めたデカルト
少しでも疑わしいことすべてを疑うことから出
発したデカルトの「方法的懐疑」は，リアルを追
い求めるあくなき探求であったと言い換えること
が可能ではないだろうか．そしてその結果，よく
知られているように，絶対に疑い得ないものとし
て，「自分が今こうして疑っていること」を見出し
た．これがデカルトにとって，限界までつきつめ
たリアルであった．
しかしデカルトは，そこを足場として，精神と，
事物（すなわち自然科学的世界）という 2つのリ
アルを認めるに至った（Descartes, 1637）３）．ただ
し，そうなると，次に「では，精神はいかにして
事物を正確に捉えることができるのか」というこ
とが，認識論上の解きがたい難問となった．これ
が，デカルトが後世に残した，いわゆる「主観/
客観問題」と言われるアポリア（哲学的難問）で
ある．
2．大脳病理学が開花した 19世紀中葉の思想
の潮流―実証主義―

時代は一気に下るが，大脳病理学（後の神経心
理学）が開花した 19 世紀中葉は，思想的には実証
主義という潮流の中にあった．実証主義（positiv-
ism）とは，計数・計量（実験と言い換えることも
できる）によって得られた観察的事実にのみ即し
て世界を捉え考えようとする態度である．得られ
たデータはバーチャルであるが，技術の精度を高
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図 1　自然的態度での世界の捉え方
それ自体として存在する客観（ここでは机）が，観察者の脳に主観（机の感覚表象）
を生み出す．客観と主観の間に因果関係が成立する．通常われわれが理解している
自然科学的な世界認識のあり方．

めていくことによって，最終的には対象を捉える
ことができる（リアルに到達することができる）と
考える．言い換えると，バーチャルを極限までリ
アルに近づけていき，最終的にはバーチャルをリ
アルに重ね合わせることができるという考えであ
る（ここで，筆者が「重ね合わせる」という表現
を用いており，「到達する」とは述べていないこと
に留意されたい）．要素還元主義・因果的説明主義
とも呼ばれ，「唯物論」「機械論」などとも同義であ
る．実証主義では，観察者である主観の側の条件
（知覚の特性・感度などヒトの特性）に関係なく，
主観の外に客観（すなわちリアル）がそれ自体で
存在するという前提に立ち，世界を客体化して捉
える．具体例を挙げると，私の部屋の椅子や机は，
私が見ていても（あるいは触れていても）いなく
ても，私が見た（あるいは触れた）通りのモノと
してそこに存在し続けている，ということである．
これは我われ現代人の多くが抱いている自然科学
的且つ常識的な考え方である．現象学者のフッ
サールは，世界に対するこのようなスタンスを「自
然的態度」と呼んだ（Husserl, 1958）４）．図 1に自然
的態度での世界の捉え方のシェーマを示す．

その考え方は，心理学の領域ではウェーバー，
フェヒナー，ヴントによって，「感覚」を心理現象
の究極の構成要素とみなし，高次の心理現象をも
要素的感覚の機械的複合によって説明しようとす
る方法論の確立につながった．そしてこの方法に
よって一切の精神現象が解明されうると考えられ
た．感覚は，物理的事象である「刺激」と 1対 1
の関係で対応し，しかも刺激とのあいだに一定の
量的比例関係を有するとされる．
我われのフィールドである失語学に目を転じて
みても，ブローカ，ウェルニッケに代表される大
脳局在論は，言語を要素の複合，すなわち複数の
中枢の機械的連合（すなわち伝導）によって説明
しようとする立場であり，やはり，実証主義（自
然的態度）というこの時代の思想的潮流と無縁で
はない．
しかし，すでに述べたように，実証主義（自然
的態度）の考え方においては，「はたして人間の観
察は対象を捉えうるのか」，言い換えると「主観は
客観に的中しうるのか」という前述の主観/客観問
題は残ったままとなる．
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図 2　マッハが描いた世界
右目を閉じて左目だけで世界を見たときの光景．
右側に見えるのは，マッハ自身の鼻であり，上側
には眼孔が見える．前方には鉛筆を持った自身の
右手と，両足が見える．自分の身体の全体像は描
かれていない（Mach, 須藤ほか訳 , 1971, p16 を元
に新たに描き起こした）

3．「直接経験」を出発点としたマッハ
たとえ技術によってどんなに計測の精度を高め
ることができたとしても，観察者に捉えられた限
りでのデータは観察者の主観である．そして，実
証主義が依拠する主観/客観図式においては，主観
が捉えたものは客観そのものではなく，客観とい
う原因があって生じた結果，つまりリアルという
オリジナルの相関的産物，しかも，観察者という
フィルターを通したそれに過ぎない．
そのような中で，オーストリアの物理学者・哲
学者であるマッハは，このような主客二元論（物
心二元論）という近代哲学のパラダイムを批判し，
直接経験こそが根源であると主張した．図 2は，
マッハ自身が安楽椅子に横たわって，右目を閉じ
て左目だけで世界（部屋）を見たときの光景を描
いたものである．マッハの考えによれば，一般に
客観的だと考えられている図 1のような世界像
は，図 2のような「直接的経験」から出発して，
事後的に形成されるイメージなのである（Mach,
（1918）５），谷（2002）６））．

マッハのこの発想から，ゲシュタルト心理学と
現象学という 2つの思想が生まれることになる．
神経心理学領域においては，ジャクソニズムや，
ゴールドシュタインの全体論的失語論などをその
系譜で捉えることが可能である．
4．フッサールの現象学
フッサールは，こうした直接経験の光景こそが
リアルだと考え，自然的態度をとる我々がリアル
であると信じて疑っていない客観世界の実在性
（本当に存在するか否か）を一旦「棚上げ」し，わ
れわれの直接的経験から，世界が構成されていく
原理を解明するべきであると主張した．なぜなら，
私たちは，決して直接経験の外に出ることができ
ないからである．例えるなら，私たちの世界の認
識は，絶対に外に出ることのできない潜水艦の中
から，窓ごしに海底の様子を見ているようなもの
であり，ある対象がどんなにリアルに見えたとし
ても，見えたものが本当に見えた通りのものであ
るのかどうかを，潜水艦の外に出て確認すること
はできないというジレンマを抱えているというこ
とである．
ちなみに，フッサールはこのような，直接的意
識経験のみを疑いようのない「リアル」とするス
タンスを「現象学的態度」と称した．

現象学的態度と日本語

先に述べたように現象学は，主観/客観の難問を
乗り越えようとする態度で，言うまでもなくヨー
ロッパで生まれた思想である．
ところで，日本語の言語特性，言い換えると日
本語による世界の捉え方に，現象学的態度を看て
取ることができるのではないか，という考察は無
謀だろうか．ここで日本語の特性と記述する時，
筆者は，三上（1972a）７）などを嚆矢とし，一部の日
本語学者によって指摘されてきた「主語否定論」を
念頭に置いている．
1．日本語に主語は不要？―三上文法―
英語をはじめとする多くのヨーロッパ諸言語を
学習する上で，主語という概念を避けて通ること
はできない．しかし，「主語とは？」という問いに
答えることは意外に難しい．たとえば現代言語学
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辞典（成美堂，1988）８）によれば，「主語，主部」は
「文（SENTENCE）または節（CLAUSE）の主要
素の一つで，陳述の主題となる部分．述語または
述部（PREDICATE）に対する（以下略）．」であ
る．そこで「述語・述部」の項をあたると，「文
（SENTENCE）または節（CLAUSE）の主要素の
一つで，主語または主部（SUBJECT）について何
かを陳述する部分（以下略）．」となっている．う
がった見方をすれば堂々巡りの議論となる．一方，
フランスの言語学者Martinet（1962）９）は主語につ
いて，「主語とは，命令文や省略文以外のあらゆる
文中で，不可分な形で述部に伴っているものであ
る．この不可分性という義務的性格（caractère
d’obligation）を持たないものは主語ではない．そ
れは形（例えば語幹）や文中の位置がどうあれ，
他の補語と同じく一つの補語にすぎない．」と，か
なり明快に定義している．そして，このような立
脚点から，古くは三上（1972a７），1972b１０））が，近
年では金谷（2002）１１）が日本語には主語は不要であ
るとする説を唱えている．
（ただし，久野（1977）１２）や日本語文法学会
（2014）１３）などによれば，三上以後，日本語の主語概
念についてはかなり多角的に論じられており，一
概に日本語には主語は不要と断ずることができな
いことがわかる）
2．日本語における主語不要論の思想的背景
金谷（2004）１４）によれば，日本語はある状況を，
自動詞中心の「何かがそこにある・自然に（自ず
から）そうなる」という，存在や状態変化の文と
して表現する．その背景には，主観が客観として
の世界を捉えるという主観/客観二項対立の発想
ではなく，世界がおのずから経験として立ち現わ
れて来るという発想がある．一方，英語をはじめ
とする多くのヨーロッパの言語では，同じ状況を，
「誰かが何かをする」という意味の，他動詞を挟ん
だ SVO構文で示す．すなわち，そこに主観/客観
の二項図式を看て取ることができるという．
日本語がヨーロッパ諸語とは根本的に異なる構
造を持っているという指摘は，日本語を母国語と
しない外国人研究者からもなされている．St-
Jacques（1966）１５）は，日本語の最小の syntagm（統

語的に独立と見なすことのできる最小単位，基本
文と言い換えることも可能）について，
第 1型
動詞 1語 例：itta（行った）
第 2型
形容詞 1語 例：omoshiroi（面白い）
第 3型
名詞＋「だ」 例：musume da（娘だ）

の 3であると述べている．
補足すると，第 1型は動詞 1語，第 2型は形容
詞 1語，第 3型は名詞に終助詞の「だ」が付いた
ものである．St-Jacques（1966）１５）は，この 3つの
syntagmが日本語における基本文であると述べ
ているわけである．その他の要素はすべて必要に
応じて文を現実の事象と結びつけるための「繋ぎ」
であると解釈される．いわゆる学校文法の枠組み
において，文章には必ず主語と述語があると教育
されてきた日本人（筆者も含まれる）にとって，
にわかには受け入れがたい提唱かもしれないが，
日本語を母語とする者にとってかなり説得力を持
つ分析である．
金谷（2002）１１）は，St-Jacques（1966）１５）の説を支

持し，
英語
Taro is making pizza at home.
フランス語
Taro fait de la pizza à la maison.
日本語
太郎が家でピザを作っている．

という例文を用いて，主語必須言語である英語・
フランス語と主語不要言語であるとされる日本語
の文例とその構造を図 3のように示している．主
語必須言語では，主語と述語の結びつきは絶対で
あり，崩すことのできない基本構造をなす．図 3
の例で言うと，英語では「Taro」と「is making」，
フランス語では「Taro」と「fait」の部分である．
一方，日本語ではそのような不可分な構造は存在
せず，動詞「作っている」1語が文における基本構
造であり，その他（「太郎が」「家で」「ピザを」）は
すべて，St-Jacques（1966）１５）の言う文を現実の事象
と結びつけるための「繋ぎ」すなわち補語となる．
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図 3　主語必須言語（英語・フランス語）と日本語の構造比較
金谷（2002）は，主語必須言語の構造を「クリスマスツリー型」，日本語の構
造を「盆栽型」と名づけている．（金谷（2002）より許諾を得て新たに描き起
こした）

図 4　日本語と英語の比較（三上（1963）16）より）
左は，いずれも自然な日本語の文であるが，主語
と言えるものはない．これを英訳した文（右）に
は主語（下線部）が必要となる．

もちろん，主格を表す項「太郎が」が 3項の中で
重要であることを否定するものではないが，主格
（ガ格）に対して「主語」という特別な役割を付与
することはしない．
日本語における「主語不要論」の嚆矢となった
三上（1963）１６）は，日本語において，主語なし文が
非文とはならず，しかも省略されて隠されている
わけでもないことを，例文を挙げて説明している
（図 4）

3．日本語 vs 主語必須言語―認知言語学的視
点の違い―

さらに金谷（2004）１４）は，自身のデータではない
が，日本語と英語における構文の違いと，それぞ
れの母語話者の事象の捉え方の違いの関係を浮か
び上がらせる興味深い実験を紹介している．
そこでは，まず日本語を代表するテキストとし
て，川端康成の「雪国」の冒頭の 1文が取り上げ
られ，原文と英訳文の構造が比較される．
原文（日本語）
国境の長いトンネルを抜けると雪国であった．
訳文（英語）
The train came out of the long tunnel into the

snow country.
訳文はアメリカ人日本文学者であり，数々の日
本の文学作品の英訳を行っているザイデンステッ
カー（Edward George Seidensticker）の手による
ものである．
書き言葉である文学作品の一節が例文となるこ
とによって，主語否定論に対して予想される反論，
すなわち，「主語の脱落は，単に話しことばにおけ
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図 5　日本語 vs 英語―認知言語学的視点の比較
（a）日本語話者が「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という文章（原文）から喚起さ
れて描いた絵
（b）英語話者が“The train came out of the long tunnel into the snow country.”という文章（訳文）
から喚起されて描いた絵
金谷（2004）より許諾を得て新たに描き起こした．

る省略に過ぎない」とする主張が退けられる．日
本語話者なら恐らく誰もが容認できる完全な文に
も主語と言えるものが見当たらないことが示され
ている．
日本語を熟知する英語話者が，その文章をでき
る限り自然な形で自分の母語に置き換えようとす
る作業において，原文にはなかった主語（train）を
導入せざるを得なかったという点は着目に値す
る．1つには，先に述べたように，英語では主語な
し文は非文となってしまうということの証左であ
る．これだけでも含意するところは小さくないと
筆者は考えるが，さらに，ここでは，原文と訳文
をそれぞれの母語話者に提示し，そこから喚起さ
れる情景の描画を求めた．
日本語話者による描画（図 5a）では，視点が列
車内にあり，そこに立ち現われてくる直接経験（主
観）として情景が描かれている．そして自分自身
の姿は描かれていない．一方，英語話者による描
画（図 5b）では，視点が列車の外，しかも上空に
置かれ，トンネルと，トンネルから出て来る列車
が描かれている．この時，自分は列車内にいて，
自分自身をも超越的な視点から客観視しているの
かもしれない．これは先に述べた「自然的態度」と
「現象学的態度」の対比で捉えることが可能であ
る．英語話者による描画は自然的態度（図 1）に，
そして日本語話者による描画はまさにマッハの描
画にみる現象学的態度（図 2）に見事に符合するよ
うに思う．ただし，本稿では，このザイデンステッ

カーの訳文が，原文に対するもっとも自然な英文
であるという前提で論を進めた．その点について
の異論もあろう．

日本語の特性と文産生訓練

ここまで，リアルとバーチャルという二項図式
を手掛かりに，まず，西洋における近代以降の世
界認識のスタンスとしての「自然的態度」と，そ
れを超克しようとする「現象学的態度」について
述べた．次に，日本語という言語に規定される世
界認識のありようが「現象学的態度」に符合する
のではないかと考察し，その背景に日本語におけ
る「主語否定論」という学説があることを紹介し
た．
本稿の最後に，現象学的態度に符合する日本語
の特性から，失語症言語治療における文の産生訓
練に関して一言付言したい．特に目新しい知見を
展開しようとの意図ではなく，日本の失語症言語
治療の臨床現場において，日々実践されているこ
とに対する理論付けの試みである．
統語理論は，学説・学派の違いによらず，「はじ
めに例文ありき」であり，既存の文章に対して事
後的な分析を加えるということが基本となる．こ
のことは，統語理論に関するどのような教科書を
繙いてみても明らかである．一方，言語治療の臨
床では，「はじめに事象ありき」であり，当該の事
象を，白紙の状態から文に変換するための手技・
手法の工夫が求められる．言い換えると認知から



162 神経心理学 第 32 巻第 2号

図　6　
（a）失語症者の文産生訓練に用いる事象としての絵カードの例
（b）英語話者は，事象（コト）に対して「主体がコトを見る」という自然的態度を取り，
構文化（encoding）する．
（c）日本語話者は，事象（コト）に対して「自ずからコトが立ち現われる」という現象学
的態度を取り，構文化（encoding）する．

言語への架橋（マッピング）ということになる．
言語治療の理論的枠組みは，突き詰めれば

Schuell（1964）１７）が集大成した「刺激法」の考え方
に行き着く．その教えるところを一言で言えば，
「（母語話者による）適切なモデルの提示」である．
そこでは，失語症者に対して，産生すべき単語や
文の構造をことさら意識化させたり，教育したり
することは行わない．筆者の考えでは，この刺激
法は，現在もなお言語治療の理論的根幹であり続
けており，今のところ，これを乗り越えるような
オールタナティブは現れていないと思う．
刺激法の理論に基づくと，失語症言語治療にお
ける文産生訓練は，絵などの非言語的媒体（一般
的には情景画）を通して表現されている事象（コ
ト）と，当該の事象をもっとも自然な形で写し取っ
ていると思われる文を，失語症者に対して対提示
し，「事象（コト）→文」という変換（encoding）の
プロセスの促進を狙うという手続きになる．その
際，当該の事象（コト）に対してどのような文を

対提示するのが最適であるかという点について
は，明確な理論化はなされておらず，治療者の技
量に委ねられてきたように思う．この点について，
本稿で述べたことが理論的背景を与えてくれるの
ではないかと考える．
例として，図 6（a）に示した絵から文の産生を
狙う場合を考えてみたい．英語話者の場合であれ
ば，図 6（b）のような認知の構図且つ主語必須と
いう言語特性から，
I see Mt. Fuji.

というような文を対提示しなくてはならないので
はないだろうか．
一方，日本語話者の場合には図 6（c）のような
認知の構図且つ主語不要という言語特性から
富士山が見える．

というような文が自然である．あるいは，Saint-
Jaques（1971）１４）の第 3文型を用いて
富士山だ．

これだけでも，日本語の基本文の条件を満たして
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いるということになる．
紙幅の都合上，これ以上の議論は差し控えざる
を得ないが，「リアルとバーチャル」を手掛かりに，
日本語の特性に合った言語治療の枠組みが少し見
えてきたように思う．

謝辞 この場を借りて大会長の大槻美佳先生に深謝致しま
す．
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Tomoyuki Kojima1)2)

1) Graduate School of Human and Social Sciences, Musashino University
2) Ichikawa Consultancy for Higher Brain Dysfunction

In modern philosophy, after Descartes postulated the existence of two kinds of reality , i.e., the res cogitans (mind) and
res extensa (object), the mind/body dichotomy has remained a celebrated aporia. In the present paper, issues related to this
dichotomy are discussed in terms of real (res) / virtual (virtus) dualism. Positivism, the main current of thought in the mid-
nineteenth century when Broca and Wernicke played an active part in the field of aphasiology, was also based on the frame-
work of real (res) / virtual (virtus) dualism. Phenomenology is the term proposed by Husserl based on the ideas of Mach, ac-
cording to which only direct experience is the undoubtable real , and is one paradigm used to overcome the issue of real (res)
/ virtual (virtus) dualism. Interestingly, the phenomenological approach coincides with the cognitive mindset of the Japanese
based on their linguistic structure, in which a phenomenon is seen as something that emerges naturally, rather than some-
thing that is created by someone. From this perspective, we will attempt to address the theories underlying the therapeutic
strategy for achieving production of sentences by Japanese patients with aphasia.

(Japanese Journal of Neuropsychology 32; 155-164, 2016)


