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感情比喩の理解と産出の特性 

岡	 隆之介 

 

	 本論文は，7つの実証的研究を通して，感情を表した比喩表現（以下，感情比

喩と呼ぶ）の理解と産出特性について検討したものである。本論文は序論と総合

考察を含む 6つの章で構成されている。 

	 私たちは，日常的に多くの出来事を言語によって表現している。多くの場合，

話し手は字義的な表現（文脈がない状況でも直接的に意味が通る表現; Gibbs, 

2002）を用いることで，聞き手に伝えたいことを伝えることができる。しかしな

がら，感情的体験を伴う出来事（例：遊園地でジェットコースターに乗った体験

の感想）のように，話し手の伝えたい内容が主観的な性質を持つ場合，字義的な

表現だけによっては伝えることが難しい。こうした場面では，しばしば比喩表現

が用いられることが，認知言語学の先行研究から明らかにされてきた（Gibbs, 

2011; Lakoff & Johnson, 1980）。本論文ではこうした，話し手が感情を説明する際

に用いる感情比喩の理解や産出に着目する。 

	 これまでの比喩表現の理解・産出研究の多くは，比喩表現の理解過程（レビュ

ーとして，Gibbs, 1994; Gibbs & Colston, 2012）や，産出の量（Fainsilber & Ortony, 

1987）や質（Chiappe & Chiappe, 2007）に影響する要因を明らかにしてきた。こ

れに対して，感情比喩の理解や産出の研究は少なく，とりわけその特性（感情比

喩がどの程度理解しやすいのかや，感情比喩がどのような場面でより産出しや

すいか）については明らかにされてこなかった。感情比喩が日常的に多く用いら

れていること（Lakoff & Johnson, 1980）や，感情概念が感情比喩の理解や産出に

欠かせない可能性（レビューとして Crawford, 2009）を踏まえると，感情比喩の

理解や産出の特性を明らかにすることは重要である。また，比喩表現が持つ特性

を明らかにすることは，比喩表現がどのような場面で機能するのかに関する，機

能的な意義についても示唆を与える。 

	 以上の議論を踏まえて本論文では，感情が主観的な性質を持つという点を踏

まえて，感情比喩の理解と産出特性について明らかにすることで，比喩表現の機

能的な意義について実証的に検討することを目的とする。 

	 以下では，本論文の各章の具体的な内容について述べる。第 1 章「序論」で

は，本研究で中心となる比喩表現と感情の定義を行った。本論文において比喩表

現の定義は，「ある事象に対して本来は別の事象を指示する言葉を転用すること
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（アリストテレス『詩学』, 今道訳, 1972）」とした。また，感情の定義は，Russell

（2017）が指摘する心理的構造（psychological construction of emotion）に従った。

すなわち，感情を 3つの下位概念（コア・アフェクト，情緒的性質の知覚，感情

的なメタ体験）によって構成される，多層的な構成概念として捉えた。 

	 第 2章「感情比喩の理解と産出の特性に関する研究背景」では，感情比喩の理

解特性と産出特性についてそれぞれ積み上げられた知見を整理し，残された課

題を明らかにした。この章では，感情比喩の実証的な研究は少ないという理由か

ら，比喩表現の理解と産出研究について明らかになっていることについてもレ

ビューした上で，感情比喩の知見を整理した。 

	 2.1 節では，比喩表現の研究の意義として，（i）比喩表現があらゆる言語場面

に遍在していること，（ii）比喩表現の理解や産出は人が概念をどのように獲得

しているかについて示唆を与えること，そして（iii）人のように会話する AIの

実現のためにも比喩表現の理解や産出を明らかにすることが重要であることを

説明した。 

	 続いて，2.2節では比喩表現の理解の研究について，Gibbs（1994）が指摘する

比喩理解の 4つの処理段階（理解・認識・解釈・鑑賞）に基づいて整理した。さ

らに，2.3 節では比喩表現の産出研究について，（i）産出される比喩表現の量に

着目した研究，（ii）産出される比喩表現の喩辞の性質に着目した研究，（iii）特

定のメッセージを伝達する状況下で産出される比喩表現の質に着目した研究，

そして（iv）聞き手に対する配慮に着目した研究に分類して概観した。 

	 以上の，比喩表現の理解と産出研究で明らかになっていることを踏まえて，

2.4節では感情比喩の理解と産出に関する研究を概観した。2.4.1節では，比喩表

現が感情を表す際に自然に用いられる可能性と，獲得された感情概念に基づい

て感情比喩の理解がなされている可能性を指摘した。続く 2.4.2節では感情比喩

の理解特性に関わる先行研究が，（i）感情を表した比喩表現について感情カテゴ

リの分類を行わせ, その分類精度の個人差を明らかにする研究と，（ii）感情を表

した比喩表現の感情の種類の判別に寄与する要因を明らかにしようとする研究

と，（iii）感情比喩と感情を表した字義表現（以下，感情字義と呼ぶ）を比較し

た研究の 3 つに分類できることを報告した。そして，2.4.3 節で，先行研究では

感情比喩が感情字義と比較して（i）感情強度の評価が異なるのかと，（ii）感情

種の判別精度が異なるのか（第 4章で検討）について，十分には明らかになって

いないことを指摘した。さらに，対人的な文脈で用いられた感情比喩に対する，
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読み手の感情強度の評価や，配慮の程度の評価についても明らかになっていな

いことを指摘した（第 5章の研究 6と研究 7で検討）。 

	 さらに 2.4.4 節では感情比喩の産出特性に関わる先行研究が，（i）感情を表し

た比喩表現がどのような説明対象に対してより多く用いられるかを検討した研

究と，（ii）感情を表した比喩表現がそれ以外の表現と比較してどの程度用いら

れるかを検討した研究に分類できることを報告した。そして，構造化面接状況で

感情を説明するなかでもとりわけ気持ちを説明する場合に比喩表現がより多く

用いられることと，非構造化面接状況で比喩表現を含む間接的な言及が直接的

な言及より多く用いられることが明らかになっていることを報告した。そして，

2.4.5 節で，先行研究では，感情比喩がなぜ気持ちを表す場合により多く用いら

れるのか（第 3章で検討）と，聞き手が話し手の感情的体験を引き起こした当事

者であるか否か（以下，聞き手の当事者性と呼ぶ）が，話し手の産出する比喩表

現に与える影響について（第 5 章の研究 5 で検討）明らかになっていないこと

を指摘した。 

	 第 2.4.5 節では，以上の議論を踏まえて，本研究で取り組む問題をまとめた。 

	 第 3章「感情比喩の産出特性 － 説明対象の影響 －」では，話し手が自分の

過去の感情的体験を比喩表現で説明するとき，気持ちを説明する場合に行動を

説明する場合よりも説明が簡単であるかを，客観的な指標（説明にかかった時

間）と主観的な指標（主観的な困難度）をもとに検討した。参加者は自分が過去

に体験した最も強い感情的体験について説明することが求められた（c.f., 

Williams-Whitney et al., 1992）。参加者が説明する感情的体験は最も嬉しかった出

来事，怒った出来事，悲しかった出来事，そしてリラックスした出来事であり，

これら 4種の感情的体験は，Russell, Weiss, & Mendelsohn (1989)の Affect Grid法

の第 1 から第 4 象限にそれぞれ対応していた。また，参加者は感情的体験につ

いて字義表現（文字がもつありのままの意味を用いて説明する表現）と，比喩表

現（あるものを別のものにたとえてえる表現）の 2 つの条件で表現を作成する

ことが求められた。研究 1（N = 23）では，比喩表現を用いて説明するときに，

行動よりも気持ちのほうが説明にかかる時間が短いことを明らかにした。続く

研究 2（N = 41）では，表現の産出形式を固定した場合にも，比喩表現を用いて

説明するときに，行動よりも気持ちのほうが説明にかかる時間が短いことを明

らかにした。これらの結果は，感情比喩が気持ちを表す場合に行動より多く用い

られる（Fainsilber & Ortony, 1987; Karp, 1996; McMullen & Conway, 1996）ことが，
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単文あたりの産出コストが低いことに起因する可能性を示した。 

	 第 4章「感情比喩の理解特性 － 説明対象の影響 －」では，感情字義と感情

比喩で，読み手の感情の強度評価と感情種の判別が異なるかを検討した。また，

あわせて説明対象の影響についても検討を行った。研究 3（N = 40）と研究 4（N 

= 38）の参加者はそれぞれ，研究 1（368表現）と研究 2（352表現）で収集され

た感情字義と感情比喩を提示され，その表現が表す感情を Affect Grid 法によっ

て回答した。その結果，（i）比喩表現と字義表現で感情評価のパターンが異なる

のは，修飾語と述語の形式で提示された，ネガティブな感情比喩に対してのみで

あり，感情比喩は感情字義よりも快適性が低く評価され，また（ii）4 種類の感

情（嬉しい・リラックス・悲しい・怒り）の Affect Grid法の評定値に基づく正判

別率は，感情比喩と感情字義で同程度であった。これらの結果は，表現を理解す

る場合に十分に文脈のある状況での感情比喩に対する感情強度の評価（Gibbs et 

al., 2002）と異なった。そして，読み手は感情比喩から，感情字義と同程度に正

確に感情強度を評価できる可能性を示唆した。 

	 第 5 章「感情比喩の産出と理解特性 － 話し手の想定する聞き手の影響 －」

では，聞き手の当事者性が，話し手の感情比喩の産出と，第三者である読み手に

よる感情比喩に対する感情強度の評価および表現から感じる配慮の程度の評価

に与える影響を検討した。研究 5（N = 119）では，聞き手が話し手におけるネガ

ティブ感情の当事者である条件（話し手が想定する聞き手が話し手の感情に関

与している）と，当事者であることが想定されない条件のそれぞれについて，自

分が過去に体験した最も退屈な授業とまずかった食べ物について比喩表現を作

成した。その結果，話し手が想定する聞き手の当事者性の条件ごとに固有な比喩

表現（それぞれ，非当事者のみ表現と，当事者のみ表現と呼ぶ）と，二つの条件

に共通する表現（共通表現と呼ぶ）が見られた。続く 2つの研究では，参加者に

研究 5 で作成された比喩表現を提示し，第三者である読み手の立場から，表現

から感じるネガティブな感情強度（授業の退屈さ，食べ物のまずさ）の程度（研

究 6，N = 24）と，表現から感じる容赦のなさ（その表現がどのくらい容赦のな

い厳しい言い方であるのか）と間接性（その表現がどのくらい間接的で遠まわし

な言い方であるのか）の程度（研究 7，N = 167）を評定を求めた。その結果，当

事者のみの感情比喩が非当事者のみの感情比喩に比べて，ネガティブな感情強

度の評価が低く，容赦のなさが低く，間接性が高く評価された。これらの結果は，

話し手が聞き手を当事者であることが想定した感情比喩に対しては，第三者の
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読み手によるネガティブ感情強度が低下し，このことが，その感情比喩が配慮さ

れたものであると感じられることと関連していることを示した。さらに，聞き手

の当事者性によって，話し手が産出する感情比喩が異なることを示した。また，

これらの結果は，ポライトネス理論（Brown& Levinson, 1986）と整合する結果で

あることを議論した。 

	 第 6章「総合考察」では，本研究で得られた結果と先行研究を踏まえて，感情

比喩の理解と産出特性について議論した。感情比喩の理解特性については，比喩

表現の聞き手は，語彙知識や概念比喩的知識に基づく知識を駆動させた（Meier 

& Robinson, 2004）のちに，感情強度の評価がなされるが，感情評価の結果は，

字義表現と比喩表現は Affect Grid 法に基づく感情評価の点では差がない可能性

を主張した。また，感情強度の評価の後に続く感情種の判別についても，Affect 

Grid法に基づく嬉しかった・怒った・悲しかった・リラックスした感情的体験に

ついて表した表現の正準判別分析の結果から，字義表現と比喩表現で異ならな

い可能性があると主張した。 

	 続いて，感情比喩の産出特性については，誰に説明するかや，どのように説明

するかといった要因が，話し手の感情比喩の産出に影響している可能性を議論

した。特に，話し手は概念比喩的知識や感情に関わる比喩的な関係性を用いて感

情を説明する必要があるために，比喩表現の場合には，気持ちは行動よりも産出

がしやすかったのだと考えられることを主張した。また，本研究では直接的には

検討できていないが，第三者による読み手の感情強度と配慮の程度（容赦のな

さ，間接性）の評定結果を踏まえると，話し手は聞き手に配慮した結果として，

感情強度が弱い表現を選択していたと考えられることを主張した。 

	 本研究の意義は大きく 3 つあげられる。１つ目は，感情比喩の産出のしやす

さと産出される感情比喩の内容に影響を与える要因について，実験的に明らか

にした点である。本研究から，比喩表現もまた婉曲表現と同様に，明確な聞き手

が存在する場合に間接的で容赦のなさが小さい表現が用いられる可能性

（McGlone & Batchelor, 2003）を初めて示した点は重要である。2つ目は，感情

比喩の感情強度の評価に影響する要因を明らかにしたことである。特に，研究 6

と研究 7 の結果は，表現を読む第三者は話し手と聞き手の会話文脈について知

らされていないにもかかわらず，話し手が表現に込めたと想定される配慮の程

度（容赦のなさ，間接性）を表現の評価に反映していた点で重要である。最後に

3つ目は，比喩表現が自分の主観的な体験を伝えるために欠かせない表現である
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という点について示唆を与えた点である。本論文では，比喩表現が気持ちを説明

する場合に行動を説明する場合よりも産出コストが小さいこと（研究 1 と研究

2）や，感情強度の評価や感情種の判別において，感情比喩と感情字義に大きな

差が見られなかったこと（研究 3と研究 4）を示した。このことは，感情を表現

する（される）場合に，比喩表現が話し手にとって産出コストが低く，読み手に

とっても字義表現と同程度に正確に感情強度の評価がなされることを示した。

こうした結果は，感情を表す差異に比喩表現が欠かせないという先行研究

（Lakoff & Johnson, 1980）と整合しているだけでなく，それが産出コストや感情

強度といった指標において有効であるということを，実験的に示した点に意義

がある。 




