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1. はじめに 

われわれ認知主体である人間は、身体を持った存在として外部世界の中に埋め込まれて

いる。言語表現は、このような外部世界をありのままに写し取る道具ではない。あらゆる

言語表現には認知主体の主体的解釈が反映されている。主体の感情や思考を表現するとき

はもちろんのこと、人間とは独立に存在すると思われる対象を描写するときでさえ、どの

ような視点から、どこに焦点を当てて語るのかといった主体の認知的営みからは免れない。

特にメタファー表現には、本来独立に存在する対象間、関係間に類似性を発見していくと

いう点で、主体の創造的解釈が大きく関わっているといえる（Lakoff and Johnson 1980, 山

梨 1988 他）。 

言語表現に関わる主体性の問題は、直示や人称、モダリティ、時制など幅広い観点から

研究されてきた。本研究では、外界に存在する物理的な対象を描写する場合にも主体的解

釈が反映されているのではないかという観点から、ある対象の物理的な特徴を描写する際

の主体性の問題を扱う。 

 

(1) a. The snow is soft. 

 b. The snow is powdery. 

 

たとえば上の例は、両者とも雪の柔らかな性質を描写した表現であるという点では共通し

ている。しかしどのように描写するかという問題には、主体の解釈が大きく関与している。

認知主体は (1a) のように柔らかさを表す最も一般的な形容詞を用いて描写することもで

きるし、(1b) のように粉の性質に喩えることでメタファー的に表現することもできる。本

研究では、(1b) に見られるような、-y 接辞が付加された英語の名詞派生形容詞（例：silky, 

fluffy）に注目し、これが用いられている描写にはどのような特徴があるかを明らかにする。

従来の研究で、名詞派生形容詞は、名詞語幹に比べてメタファー的な意味で用いられやす

いことが指摘されてきた (Goatly 1997, Deignan 2005)。しかし、名詞派生形容詞によって

ある対象の性質がメタファー的に描写されるとき、一般的な形容詞（例：soft, light）と比

較してどのような違いがあるのかはこれまで明らかにされてこなかった。したがって本研

究では、名詞派生形容詞を用いた描写と一般的な形容詞を用いた描写の違いを、主体性と
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いう観点から考察することを目的とする。 

本論の構成は以下の通りである。まず 2 節では、ケーススタディとして雪を描写する表

現を取り上げ、名詞派生形容詞メタファーには経験者としての主体が環境との相互作用の

中で発見した性質を表す特徴があることを示す。3 節では、名詞派生形容詞メタファーに

反映されている主体性を認知文法の枠組みで捉え直し、一般的な形容詞との違いをより明

確にすることを試みる。3.1 節では、言語学で論じられてきた主体性の問題を振り返り、事

態を概念化する発話者としての主体と環境の中に生きる経験者としての主体を区別する必

要性について議論する。続く 3.2 節では、名詞派生形容詞メタファーに関わる主体の問題

を、認知図式を用いながら検討する。最後に 4 節で全体の考察と展望を述べる。 

 

2. 身体経験を通した性質の発見 

2.1 名詞派生形容詞のメタファー的意味 

英語において名詞から派生された形容詞（例：musical, greenish, meteoric）は、類似性を

連想させることが多いといわれている (Goatly 1997)。すなわち、形容詞化することでメタ

ファー的意味が生じる傾向がある。特に-y 接辞は生産的に名詞に付加され、多様なメタフ

ァー的意味をもたらすことが知られる。田丸 (2015) は、-y 接辞が付加された名詞派生形

容詞を取り上げ、この形容詞がメタファー的に用いられる際の特徴として、色、形状、手

ざわり、味、重さ・軽さなどの五感あるいは身体感覚によって知覚される類似性に焦点が

当てられる傾向があることを指摘した。 

 

(2) a. The sky is a rosy pink. 

 b. It was a boxy building with a flat roof. 

(3) She smashed face first into the fluffy snow.                        （田丸 2015: 36） 

 

(2a, b)、(3) はそれぞれ、「バラ色がかったピンク」、「箱状の建物」、「綿毛のような雪」と

いうメタファー的な意味を表しており、色、形状、手ざわりや軽さといった知覚的な性質

に焦点が当てられている。名詞派生形容詞は、このように対象の物理的な特徴を描写する

際に多く用いられる。 

知覚的な性質を表すという点は、派生形容詞ではない一般的な形容詞にも見られる特徴

である。たとえば上の例それぞれに対応する意味として、red, square, light などを用いて表

すことも可能だろう。このとき、名詞派生形容詞メタファーとそれに対応する一般的な形

容詞では、表される意味にどのような違いが生じるのだろうか。田丸 (2015) では両者の

違いは詳しく検討されておらず、詳述性という点で違いがあるのではないかと述べるにと

どめている。たとえば、rosy の場合は、赤色の中でも特定の色味を持った赤を指すという

点で、red よりも詳述性が高いといえる。しかし、詳述性だけでは名詞派生形容詞メタフ

ァーが持つ特徴を捉えきれない。なぜなら、crimson や scarlet などの色名を用いても、特

定の赤を指示することができるからである。本研究では、名詞派生形容詞が用いられる際
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の動機づけを探ることで、この表現独自の特徴を考察したい。詳述的な描写を可能とする

動機づけには、その対象や関連する分野に対して豊富な知識をもっていること、あるいは

認知主体が自らの身体を通して対象を直接知覚した経験があることなど様々な要因が考え

られる。名詞派生形容詞を用いた描写には、後者のような身体経験が重要な要因となって

いるのではないかと予想を立て、具体例の分析を通してこれを検証していく。ただし、本

研究で分析の対象とするのは、上に示したような知覚レベルの類似性に基づくメタファー

表現に限定する 1。これは、ある対象の物理的な特徴の描写を考察の対象としているため

である。 

 

2.2 経験主体による働きかけ 

本節では、対象を直接知覚する経験に基づいているかどうかという観点から、一般的な

形容詞と名詞派生形容詞メタファーを比較する。直接経験に基づいている場合、描かれて

いる事態の中に、身体を通して環境と相互作用する主体が入り込んでいると考えられる。

ケーススタディとして「雪」の描写を分析し、それぞれが用いられているとき、このよう

な主体が存在しているかどうかを検討する。 

 

2.2.1 データの収集方法 

データは、Corpus of Contemporary American English（以下、COCA）を用いて収集し

た。雪の描写を抽出するため、名詞 snow がコピュラ文の主語になっている表現（… snow is/ 

was …）に注目し、全 987 例を得られた。これらの例のうち、形容詞あるいは名詞派生形

容詞が、限定用法あるいは叙述用法で用いられている用例を分析対象とした。以下の例で

は、どのような事態なのか厳密に考察するために前後の文脈を長めに引いてある。 

 

2.2.2 一般的な形容詞 

雪の物理的特徴の描写に、soft, light, dry などの知覚的性質を表す一般形容詞が用いられ

る場合に、どのような事態が描かれているかを分析した。その結果、これらの形容詞は直

接経験の有無に関わらず用いられることが明らかになった。以下の (4) は、特定の認知主

体の経験を表した表現である。 

 

(4) a. The snow is soft and light, and hisses against my pant legs up to my knees. I'm 

huffing and puffing, breathing in the pine-scented air. 

 b. As his foot felt for the branch below him and missed it, his stiff hands slipped. He 

clutched desperately at a clump of needles, dangled a moment on a broad branch, 

and then dropped fifteen feet into a drift below! It knocked the breath out of him, 

but the fresh snow was soft and prevented a serious injury. 

 

(4a) は、雪を踏みしめたときに感じられた雪の柔らかさ、軽さを表現したものである。(4b) 
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は、落下したときに身体に感じられた雪の柔らかさを描写している。前者の例は発話主体

である「私」が、後者の例は主語である「彼」が、特定の環境の中に身を置き、直接知覚

した雪の性質を描写しているといえる。 

一方、これらの形容詞は、このような直接的な身体経験がない場合にも用いることがで

きる。 

 

(5) a. The old rule of thumb for snow-to-water conversion is that ten inches of “average” 

newly fallen snow make for about one inch of water, but some snow is much 

wetter and some is much drier. 

 b. Autumn had been colder than usual. The roads on the day of their visit were slick 

with ice, a light snow was falling, and the sky was swirling with clouds. 

 

(5a) では、雪には水分を多く含んだものと少ないものがあるため、一定の量の水に対応す

る雪の量には揺れが見られるということが述べられている。ここでいわれている湿り具合

や乾き具合は、科学的な観点から述べられた、雪一般に関する性質だと言える。ここで記

述されている性質は、誰かがある特定の場面で知覚したものではなく、知識として想定さ

れるものである。これに加えて、(5a) のように、状況は特定されているが、知覚している

主体が背景化されている場合もある。(5b) は、ある秋の風景が外的な視点から描写された

ものであり、雪の軽さを実際に知覚している主体の存在はあまり感じられない。したがっ

て、ここで描写されている雪の性質は、個人的な身体経験に基づくものとは考えにくい。

以上より、雪の物理的な特徴を描写する際、一般的な形容詞は特定の認知主体の身体経験

に依存することなく用いることができると考えられる。 

 

2.2.3 名詞派生形容詞メタファー 

次に、名詞派生形容詞がメタファー的な意味で用いられるとき、どのような事態を表し

ているかを考察する。分析の結果、名詞派生形容詞メタファーで表される性質は、知識に

基づく場合や認知主体が背景化されている場合にはほとんど用いられないことが明らかに

なった。この形式が用いられる場合、(6) に典型的に見られるように、特定の認知主体が

雪に触れるなどの身体経験を通して、ある性質を発見しているという強い傾向が見られる。 

 

(6) a. But as residents across Boston bent their backs and lifted that first shovelful, many 

found the snow was surprisingly light and fluffy, making it easier than you 

might think to dig out cars and shovel off sidewalks. 

 b. Drifts were piled high against the partly open door, but the snow was still 

powdery enough for him to clear it away with his mittened hands. 

 c. Wednesday I skied Langley. Halfway down I decided to go off through the trees. 

The snow was pulpy from the sun, hard to turn in. 
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(6a) は住人たちが雪かきをする中で、持ち上げる雪の軽さや柔らかさに気付いたことを表

している。彼らが驚いていることからも、実際に雪に働きかけて初めて発見された性質で

あることが分かる。(6b) で描写されている性質も同様に、男の子が雪の吹きだまりを手で

払った際に知覚したものである。最後に (6c) では、日に照らされてどろどろになった雪

が pulpy（パルプ状の）によって描写されているが、これは主語の「私」が実際に雪の上

を滑ってみて曲がるのが難しかったという経験から得られた性質だといえる。このように、

名詞派生形容詞を用いて描写される場合、特定の誰かが、ある特定の場面において、雪に

対して何らかの働きかけをする中で発見された性質を表すという傾向がある。 

しかし、この傾向に一見当てはまらない例も存在する。たとえば以下の例は、不特定多

数の読者に向けたインストラクションであり、主体や場面の特定性は見られない。 

 

(7) The key to success: Read through all the directions before starting your snowy 

statuary. … 6. If the snow is powdery and hard to work with, add a little slush. Get a 

bucket or wheelbarrow, fill it halfway with water, and add snow until it reaches the 

right thickness or texture. 

 

(7) は、雪の彫像を作る際のこつを説明している文章の一部である。ここでは雪が powdery

という名詞派生形容詞によって形容されているが、この性質は身体経験によって発見され

たものだとは考えにくい。しかし重要なのは、雪に触れることが前提とされているという

点である。下線部に示されるように、ここで形容されている性質は、彫像を作る上で扱い

にくさを感じさせるような、何らかの措置をとって変えることが必要な性質である。この

ことは、(5a) に示される、知識に基づいて記述される雪の性質とは決定的に異なる。なぜ

なら、(7) では特定の主体の身体経験が前提とされているからである。名詞派生形容詞メ

タファーが用いられる際、主体や場面が特定されていない場合でも、特定の主体による環

境への働きかけが予期される。このことは非常に強い傾向として観察された。 

以上から、名詞派生形容詞メタファーが用いられる際、特定の認知主体による環境への

働きかけが重要な要因となっていると結論づけられる。 

 

2.3 「窓の外の雪」は描写できるのか 

前節では、名詞派生形容詞メタファーの重要な特徴として、環境との相互作用によって

発見された性質を表すという点を論じた。この形式が用いられる際、実際に雪に触れるな

ど、特定の認知主体の身体経験に基づいていることが多い。このとき、環境に対して、ど

れほど直接的な働きかけが必要とされているのだろうか。言い換えるなら、この形式は、

雪に直接触れたり、踏みしめたりしている場合でないと用いることができないのだろうか。

本節では、主体から対象へ何の影響も与えることができない状況では、どのように描写さ

れるのかという点に注目し、直接的な働きかけの有無はどの程度まで重要な要因となるの

かという問題に関し、一考を加える。具体的には、「窓の外の雪」を描写するときにも名詞
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派生形容詞を用いることができるのかどうか検討していく。窓によって隔てられている場

合には名詞派生形容詞が用いることができないならば、環境への直接的な働きかけの有無

が強い制約としてはたらいているといえる。 

用例は、Google ブックスを用いて収集した（2015 年 10 月〜12 月）。検索条件について

は、まず looked out the window という表現と共起することを条件として固定し、次に snow

に前置される修飾語句を指定した。修飾語句としては、snow と前 4 語以内に共起する名詞

派生形容詞を、COCA を用いて収集し、最も多く共起する 5 語 (powdery, icy, crusty, slushy, 

fluffy) を選出した。 

このようにして得られたデータに対して分析を行った結果、窓の外の雪を描写する際に

も、名詞派生形容詞メタファーを用いることが可能だということが観察された。以下にそ

の例を示す。 

 

(8) a. She blushed and looked out the window, over the rather bleak flatlands still 

covered by thick layers of fluffy snow. 

(Susan Katrinka Butler. Her Education.) 

 b. Lucas looked out the window toward Calb’s shop. Little bits of icy snow were 

drifting across the highway. 

(John Sandford. Lucas Davenport 11-15.) 

 

(8a, b) はどちらも認知主体が屋内にいる状況で、屋外の雪が描写されている。特に fluffy

「綿毛のような」という語は、このように直接対象へ働きかけることができない状況でも、

問題なく用いることができることが観察された。 

しかしこの事実と同時に、名詞派生形容詞メタファーには、直接的な働きかけが関与す

る傾向が強いことも示唆された。検索条件を上のように設定したのは、窓の外の雪を描写

する状況が得られやすいように条件を整えるためであった。それにも関わらず、名詞派生

形容詞メタファーは、窓を開ける動作を伴う状況や認知主体が屋外にいる状況で多く用い

られていることが観察された。 

 

(9) a. He looked out the window and noticed the sky had become a steely grey ... He 

opened the window and felt an even colder blast of air come through the 

apartment. He leaned out, his fingers sinking into the icy snow on the windowsill. 

(Julian Gallo. Europa.) 

 b. Jim kicked the powdery snow from his boots just before he stepped over the 

threshold. After pouring himself a cup go coffee, he looked out the window at the 

large flakes that were still piling up on the cold ground. 

(Tom Marovich. Black Eye: A Battle to Survive.) 
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(9a) は、彼が窓から身を乗り出そうと窓枠に手をついた際、そこに積もっていた雪を描写

した表現である。したがって、icy は、彼が直接雪に触れた際に感じた冷たさを表したもの

である。(9b) では、powdery はジムが部屋に入る前に払い落とした雪の性質を表したもの

である。ここでは屋外から屋内への主体の移動が見られるが、名詞派生形容詞が用いられ

ているのは、認知主体が屋外にいる状況である。これと類似したタイプが多く観察される

ことから、直接的な働きかけの有無は、名詞派生形容詞メタファーが用いられる際の制約

とまではいえないが、傾向としては関与するのではないかということが示唆される 2。こ

のことを実証するためには、より詳細な分析が待たれる。 

 

3. 主観的経験の客体化 

3.1 二種類の主体：発話主体と経験主体 

2 節の事例観察を通し、名詞派生形容詞メタファーが用いられる場合、実際に触れるな

どして雪を知覚している認知主体が存在する傾向が強いことを明らかにした。このことは、

事態の中に入り込み、環境と相互作用する主体が存在することを意味する。名詞派生形容

詞メタファーは、そのような認知主体の主観的経験を表す形式であると考えられる。認知

言語学の観点から、この形式が持つこの意味での主体性を捉えることはできるだろうか。

言い換えれば、この形式に反映される事態の捉え方を認知図式で表すことで、一般的な形

容詞との違いをより明確にできるだろうか。 

認知文法において主体性が論じられるとき、主体と客体の非対称的な関係は、知覚する

ものと知覚されるものとのアナロジーで捉えられる (Langacker 1990, 2002 他)。言語活動

が関わるときは、主体は「今・ここ」で発話している概念化者 (conceptualizer) のことを

指す。客体、すなわち概念化される対象は、概念化者としての発話主体による解釈を通し

て言語化される。したがって言語表現における主体性の問題は、ある事態を主体的に解釈

し、言語化していく発話主体の認知的営みに関わる問題だといえる。 

たとえば、Langacker (1990) では、主体性に関わる現象として、ふたつのタイプの主体

化が論じられている 4。ひとつめは、言語表現の意味が、客体的に観察される事態そのも

のより概念化者の解釈の営みに焦点をおくようになるタイプである。典型的には、物理的

な移動を意味する語が、静的な位置関係を表すようになるときなどにみられる。このタイ

プにおいては、客体的に捉えられる物理的移動が希薄化し、その結果として概念化者の主

体的な解釈が顕在化すると考えられている。 

 

(11) a. Vanessa jumped across the table. 

 b. Vanessa is sitting across the table from Veronica. 

(Langacker 1990: 17) 

 

(11a) と (11b) で用いられている across を比較すると、前者はヴァネッサの物理的な移動

を表しているのに対し、後者ではそのような移動はなく、概念化者の主体的な視線の動き
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によって静的な関係が表されている。したがって、(11a) に比べ、(11b) の across は主体化

されているといえる。もうひとつのタイプとして、客体的な参照点が主体的に解釈される

ようになる現象が挙げられる。 

 

(12) a. Vanessa is sitting across the table from me. 

 b. Vanessa is sitting across the table. 

(Langacker 1990: 20) 

 

(12a) と (12b) ではどちらも、発話主体は自らを参照点としてヴァネッサの位置を規定し

ている。両者の違いは、概念化者である自分自身を客体として捉えるか否かにある。(12a) 

では、自らが客体的な参照点として言語的に明示されているが、(12b) では主体的に捉え

られている。 

Langacker (1990) では、どちらのタイプにおいても a に比べ b の方が主体性の度合いが

高い表現であるとされている。しかし、(11b) と (12a) の表現を比べた場合は、どちらが

主体性の度合いが高いといえるのだろうか。つまり、参照点が第三者である場合と発話主

体自身である場合、主体性の度合いに違いは見られるのだろうか。Langacker 自身はこれ

らの例は類似したものであると指摘するにとどめており、直接的な解答は見られない 

(Langacker 1990: 20) 。深田・仲本 (2008) は同じ例を比較して、(11b) の方が「話し手は、

自らの位置とは無関係にヴァネッサの位置を規定している」（深田・仲本 2008: 172）ため、

主体性の度合いが低いと論じている。 

しかし、深田・仲本 (2008) の議論では、参照点が発話者と一致するかどうかという問

題と、発話者が参照点をどれほど主体的に解釈しているかという問題を混同しているよう

に感じられる。参照点がどれほど主体的に解釈されているかに関しては、(11b) と (12a) は

同程度に低いと考えられるからである。本研究では、参照点が発話者と一致している方が

主体性の度合いが高いという直感を捉えるには、対象を解釈し、言語化していく主体とは

別の主体を想定するべきであると提案したい。認知文法では、知覚のアナロジーから主体

性の問題を扱ってきたため、主体は外部から事態を観察しているメタ的な存在として捉え

られてきた。しかし、このような主体とは別に、事態の中に入り込み、身体を通して直接

環境と相互作用する存在を考慮するべきではないか。本研究では、前者を発話主体、後者

を経験主体として区別する。このような区別をもうけることで、(11b) に比べて (12a) の

方が主体性の度合いが高いという直感は、経験主体としての主体性の度合いという観点か

ら説明できるのではないかと期待される。言語表現に反映されるこのような主体性は、こ

れまで多く論じられてきたような、発話主体としての主体的解釈がどれだけ反映されてい

るかという問題とは区別されるべき問題といえよう。 

この区別の必要性は、認知文法以前に言語学の分野から主体性を論じてきた研究からも

示唆される。代表的な研究としては、Benveniste (1971[1966])、Lyons (1982) などが挙げら

れる。彼らの研究の意義は、言語表現は命題的な内容だけでなく、発話者としての主体の
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存在や態度、信念なども同時に伝えていることを論じた点にある。しかし発話主体の存在

を強調していた Lyons の議論の中でも、それとは別に経験者としての主体の重要性が示唆

されていたように思われる。 

 

(13) a. I remember switching off the light. 

 b. I remember myself switching off the light. 

 c. I remember that I switched off the light. 

(Lyons 1982: 107-108) 

 

Lyons (1982) では、(13a) が最も主体性の度合いが高く、(13c) が最も客体性の度合いが高

いと述べられている。Lyons によると、(13a) では自己は実際に経験している存在として

表されているのに対し、(13b) では外から観察している存在として表されている。さらに 

(13c) は、経験している自己も観察している自己も存在せず、無意識のうちの行動をあと

から人づてに聞いて思い出しているにすぎない。Lyons はこれらの例を比較して、(13a) は 

(13b, c) を含意するが、(13c) は (13b) を、また (13b) は (13a) を含意しないと論じてい

る。 

この含意関係の非対称性には、経験主体としての自己の存在の有無が関与すると考えら

れる。経験主体としての自己が事態の中に存在している場合、発話主体としてどのような

視点から言語化するかは選択の自由がある。しかし経験主体としての自己が存在していな

い場合、発話主体は事態との直接的な関わりをもてず、事態の外部からの視点で語るとい

うモードに制限されるのではないか。この違いが、上の含意関係をもたらしたのではない

かと予想される。 

以上の議論から示唆されるように、ある事態を言語化する際に経験主体の有無は重要な

要因であると考えられる。言語表現に関わる主体性に 2 つの主体を認めることで、名詞派

生形容詞メタファーに反映される主体性を、第一に経験主体に関わる主体性の問題として

捉えることができる。名詞派生形容詞メタファーと一般的な形容詞の違いは、この意味で

の主体性の度合いだと捉えられる。 

同時に、この形式には発話主体に関わる主体性も反映されている。繰り返しになるが、

この主体性は、ある事態を言語化する際、どれだけ話し手自身の存在や態度・信念を客体

化するかということに関わる。接尾辞の -y を付加することは、環境と相互作用する経験

者としての主体の存在を、間接的に明示する機能があると考えられる。派生する前の名詞

語幹を用いた隠喩表現も、名詞派生形容詞メタファーと同様のメタファー的意味を担うこ

とができる。このとき両表現の違いは、主体的解釈が行われていることをどれだけ客体化

するかという、発話者としての主体性の度合いの違いとして位置づけられる 3。 
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3.2 経験主体の客体化 

前節では、名詞派生形容詞メタファーに反映されている主体性を、経験主体と発話主体

のそれぞれに関わる主体性の問題として捉え直した。本節では、名詞派生形容詞メタファ

ーの意味を認知文法の枠組みから考察する (Langacker 1991, 2008)。認知図式で表すこと

で、一般的な形容詞で表されている意味との違いをより明確に捉えることが可能になると

期待される。冒頭でも挙げた以下の表現を例に考察する。 

 

(14) a. The snow is soft.  

 b. The snow is powdery. 

(=(1a, b)) 

 

(14a) の soft に代表されるような一般的な段階形容詞に反映されている主体性は、認知

文法では基準値の解釈に関わる問題として捉えられている。形容詞はあるスケール上で対

象が基準値より上に位置づけられることを意味し、この基準値は比較対象がコンテクスト

の中で明らかにされていない場合、主体的に解釈される (Langacker 1991, 2008)。先ほど

の 2 種類の主体という観点から見ると、発話者がどの程度の値を参照点として対象を評価

するかという問題なので、ここでの主体性は概念化者である発話主体の認知プロセスに関

わるものである。 

soft の意味を認知図式で表したものが、図 1 である。矢印は柔らかさのスケールを表し

ており、太線で示されている一定の値の範囲に、ある対象が位置づけられることを意味す

る。太線はプロファイルが当たっていることを表す。位置づけられるべき対象は斜線の入

った円によって示され、これは合成構造になるとき名詞によって精緻化される。soft とい

う言語表現がプロファイルするのは認識の直接スコープ (IS) 内の関係である。参照点 

(RP) となる基準値は直接スコープから外れるため、概念化者 (C) によって主体的に解釈

される。一般的な形容詞に関わる主体性は、参照点が概念化者と同程度に主体的に解釈さ

れていること、したがって両者とも最も認識的際立ちの低い最大スコープ (MS) 内に属す

ることで表されている。 

 

     

 図 1 soft 図 2 powdery 
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一方、名詞派生形容詞 powdery のメタファー的意味を表したものは、図 2 になる。これ

まで論じてきたように、名詞派生形容詞メタファーは、経験者としての主体が対象に直接

働きかける中で発見した性質を表すという強い傾向がある。図においては、経験主体 (E) 

と斜線が引かれた円との間の相互矢印がこの働きかけを表している。さらに、相互矢印か

らスケールに向かって伸びている矢印は、相互作用を通して対象がスケール上に位置づけ

られることを意味している。参照点となるのは、コンテクストによって明示されない限り、

対象のプロトタイプ的な性質である。ある対象が powdery のスケール上に位置づけられる

とき、経験主体が想定していた性質よりも、粉らしさが高かったことを表す。認識的際立

ちが高いのは直接スコープ内の関係であるが、言語的に明示されないにせよ経験主体の存

在も認識のスコープ内（ここでは MS 内）に入っている。重要なのは、一般的な形容詞と

異なり、このスコープ内に入っているのがまず経験主体であるという点である。 

次に、soft, powdery が (14a, b) のように叙述的に用いられる際の違いを考えたい。両表

現の意味は、それぞれ図 3・4 の認知図式に示される。図 1・2 の矢印で表されていたスケ

ール性は、ここでは概略的に正方形を用いて示している。(14a) の場合、認識的際立ちが

高いのは、雪とその性質との間に成り立っている静的な関係のみである。このとき、参照

点となる基準値は最大限に主体化されているため、直接スコープ内には属さない。概念化

者も同様に最大限に主体化されている。 

(14b) の場合は、経験主体とは別に概念化者としての発話主体が最大スコープ (MS) 内

に導入される。この概念化者は、(14a) の場合と同様、最大限に主体化されている。直接

スコープと最大スコープは段階的なものなので、図 2 において最大スコープであった範囲

は、図 4 では二次的な直接スコープ (IS2) となる。言語的に明示されるのは最も際立ちの

高い直接スコープ (IS1) 内の関係だけであるが、経験主体の存在も概念化者にとってある

程度の際立ちをもっている。つまり、経験主体の存在が認識の対象としていくらか客体化

されている。-y 接辞の機能は、このような経験主体の存在を非明示的に客体化することで

はないかと考えられる。 

 

     

 

 
図 3 The snow is soft. 図 4 The snow is powdery. 
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経験主体の存在を最大限に客体化することも可能である。その例が (15) であり、その

意味を表した認知図式が図 5 になる。 

 

(15) Your hair is silky to me. 

 

(15) は、経験主体としての「私」が彼女の髪に指を通すことでシルクのような手ざわりを

知覚したことを表している表現である。この事態を言語化する際、発話主体である「私」

が経験主体としての「私」を客体的に捉え、言語的に明示している。図 5 においては、経

験主体 (E) が最も際立ちの高い直接スコープ内に入り込み、プロファイルが当てられてい

ることで示される。また、この例の場合は、経験者と概念化者が同一人物なので、両者の

間に点線で対応関係が結ばれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、認知文法の枠組みから、名詞派生形容詞メタファーに特有の意味を捉えられない

か試みた。一般的な形容詞との違いは、経験主体の存在とそれに伴う認識スコープの段階

的な際立ちである。一般的な形容詞の場合は、対象にある性質が備わっていると判断する

主体の存在が最大限に主体化されているが、名詞派生形容詞メタファーの場合は二次的な

直接スコープ内に経験主体の存在が入り込んでいる。よって後者においては、経験主体に

よって発見された性質であるということが、概念化者の認識の対象としてある程度客体化

されている。つまり、名詞派生形容詞メタファーは、それによって表される性質がある場

面における特定の個人の認識に基づくものであることを示す表現なのである。 

 

4. おわりに 

本研究では、英語の名詞派生形容詞メタファーが、柔らかさなどの知覚的な性質に焦点

を当てる表現であることに注目し、認知言語学の観点からこの表現が用いられる際の動機

づけを探った。一般的な形容詞を用いた描写との比較を通し、名詞派生形容詞メタファー

は、認知主体が身体を通して環境と相互作用する中で発見した性質を表す傾向があること

を明らかにした。このような主体は、身体をもった存在として環境の中に埋め込まれてい

る。本研究では、名詞派生形容詞メタファーを用いた描写には、事態を解釈し、言語化す

図 5 Her hair is silky to me. 
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る発話主体とは別に、このような自らの身体を用いて環境に働きかける経験主体も関わっ

ているのではないかと提案した。そして名詞派生形容詞メタファーは、そのような経験主

体の存在を -y 接辞を指標としてある程度客体化する形式ではないかと結論づけた。 

本研究は、名詞派生形容詞メタファーという現象を扱うことで、身体性という観点から

言語表現に関わる主体性を捉え直す可能性を示唆した。本研究で提案したような経験主体

としての主体性が関わる現象としては他に、属性叙述構文の交替（「目が青い」と「青い目

をしている」）や、痛み表現の人称による制約（「痛い」と「痛そう」）などが考えられる（cf. 

大西 2015）。関連する現象を包括的に見ることで、認知言語学で強調されている言語の身

体性や主体性の問題に新たな光を当てることが期待される。 

今後は、今回取り上げなかった接辞が付加された名詞派生形容詞（例：-like, -ish 等）も

考察の対象とし、本研究での主張をより広く確かめていくとともに、名詞派生形容詞メタ

ファーと元の名詞を用いたメタファー表現の違いを明らかにすることで、メタファーに関

わる主体性の問題をより深く考察していきたい。 

 

注 

1. アナロジー研究の文脈で、類似性のタイプは「モノレベル」と「関係レベル」に分けら

れることが論じられている (Gentner 1983, Holyoak and Thagard 1995)。前者は対象の

物理的な属性の類似性に基づくもの（例：”Sunflower looks like the sun” (Gentner 1983: 

161)）で、後者は 2 つのスロットを持つ関係間の類似性に基づくものである。メタファ

ー研究においても両者の違いは認識されており、鍋島 (2011) では「知覚レベル」と「概

念レベル」という用語が用いられている。前者の類似性は、身体を通して知覚されるも

ので、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の五感に加え、身体運動や感情などが関与する。

本研究では鍋島 (2011) の用語に従う。 

2. 名詞派生形容詞の場合、窓の外の雪の描写に用いられるのは稀であった（Google ブッ

クスにおける検索ヒット数約48例、前後の文脈まで参照できた用例15例中、1例のみ）。

名詞派生形容詞 powdery と同様のメタファー的意味を、元の名詞語幹 powder を用いて

表すことも可能だが、窓の外の雪を描写する場合は、一般的には名詞語幹が用いられる

ことが示唆された。以下の (ia) は隠喩表現、(ib) は直喩標識の like が用いられている

直喩表現である。 

 

(i) a. Beck looked out the window at the falling snow. Three inches of new powder 

coated the Henry Moore sculpture in the quad. 

                                          (Darby Roach. Snoqualmie Pass.) 

 b. Have you looked out the window, Dave? It’s a glorious day. Temperature’s still 

below normal and the snow is like white powder. 

                      (Don Otey. Tank Hill: A Tale of Suspense and Horror.) 
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3. 名詞語幹を用いたメタファーと名詞派生形容詞メタファーの違いについては、田丸 

(2015) 参照。 

4. Langacker の主体性に関する問題は、深田 (2001) で整理が試みられている。概念化さ

れる対象の主体化に関わるものは「参照点の主体化」と「移動の主体化」として、認識

や信念など話し手の主観が顕在化するものは「力の主体化」として整理されている。本

研究はこのうち、「参照点の主体化」と「移動の主体化」に注目して論じている。詳し

い議論は、深田 (2001) 参照。 
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Denominal Adjective Metaphors, Subjectivity, and Properties Emerging 

in Bodily Experience 

 

Ayumi Tamaru 

 

 

The purpose of this paper is to observe the semantic difference between denominal 

adjectives such as powdery and fluffy and unmarked adjectives such as soft and light, and to 

demonstrate that the properties of the denominal adjectives are brought by the 

incorporation of the ‘subject as experiencer’ into the immediate scope of the expression. 

As has been suggested by Tamaru (2015), denominal adjectives are used to describe 

properties of an entity metaphorically. Furthermore, this paper shows that they are mainly 

used when someone encounters remarkable properties of an entity through his or her own 

bodily experience and interactions with environment. This leads to assume that, in 

addition to the ‘subject as conceptualizer’ as Cognitive Grammar has proposed 

(Langacker 1990), the ‘subject as experiencer’ is required in order to characterize the 

semantic function of denominal adjectives. Eventually this paper suggests the theoretical 

importance of the recognition of ‘subject as experiencer’ in discussing the issue of 

subjectivity. 




