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失語症における主体的⾔語の残存とその運⽤ 

佐藤 亜⼸
さ と う  あ ゆ み

京都⼤学⼤学院
ayumin_07@yahoo.co.jp 

概要：失語症では、意図性と⾃動性の乖離、すなわち意図的に何かを⾔おうとすると⾔えない
が、感嘆詞のような⾃動的に表出される⾔語は保たれやすいという現象が⾒られる。本稿では、
この現象について認知⽂法の主体性の観点から分析を⾏い、失語症では主体的な⾔語ほど障害
されにくいということを主張する。また、本来なら意図性の発話が求められるような客観的な
事態について描写する場合でも、それを主体的に捉え直すことで、失語症者の発話が誘発され
やすくなり、情報伝達能⼒を向上させることができる可能性について提案する。

キーワード：失語症、主体性、意図性と⾃動性の乖離、直接話法

1. はじめに

失語症とは、脳損傷により⾔語機能が失われる後天的な⾔語障害のことであり、⼭⿃ (1986)

では「⼀旦獲得された⾔語記号の操作能⼒の低下ないし消失」と定義されており、⾔語発達障
害のような先天的な⾔語障害とは区別される。失語症の症状は損傷部位により異なる。よく知
られている失語症タイプとして、ブローカ失語やウェルニッケ失語がある。前者は理解が⽐較
的保たれるのに対し発話が重度に障害され⾮流暢な発話になり、後者は発話流暢であるが語彙
や⾳韻の崩壊によりわけのわからない、意味不明の発話になると同時に理解障害が重度に出現
するという特徴が⾒られる。

⼀⽅、これらのタイプとは無関係に、重度の失語症者は間投詞や挨拶表現に代表されるよう
な、眼前の状況によって誘発される未分化 1 で⾃動化された表現は保たれやすいという特徴が
⾒られる。例えば、実際に⾬が降っていることに気がつき咄嗟に「⾬！」と⾔うことができる
が、⾬の絵を提⽰してその名前を答えさせるような呼称課題では⾔うことができない。すなわ
ち、状況密着型の発話は表出されやすいが、同じ⾔語表現でも状況から独⽴して⼈為的に設定
された検査場⾯などで意図的に表出しようとすると⾔えなくなる。これは、失語症者にとって
⾔語表現の発話のしやすさは発話状況によって異なり、最も発話が容易に⾏えるのは、発話主
体と⾔語化の対象と発話状況が全て密接に関係している時であるといえる。
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本稿では、このような失語症者の発話に⾒られる「意図性と⾃動性の乖離」という現象を、
認知⾔語学における主体性（subjectivity）の観点から分析する。そして、本来であれば意図性
の発話が要求されるような客観的な事態に対する叙述においても、「⾃⼰投⼊」(池上 2003, 2004)

という認知的操作を⽤いてより主体的に事態を捉えることで⾃動性の発話に近づき、発話が誘
発されやすくなるということをみる。その際の⽂法的⼿段として直接話法が有⽤であること、
それによって失語症者が⽐較的複雑な客観的事態であっても⼗分な表現性を保って伝達するこ
とが可能になるということを述べる。

2. 先⾏研究

本節では、失語症研究における「意図性と⾃動性の乖離」という現象について概観する。そ
して、先⾏研究に基づいて意図性の⾔語と⾃動性の⾔語の特徴をまとめた上で、認知⾔語学の
枠組みで捉え直すことの重要性について述べる。

2.1 意図性と⾃動性の乖離 

Jackson (1868) は⾔語を、感情を表現する情動⾔語 (emotional language) と、命題内容を伝達
する⼒をもつ知的⾔語 (intellectual language) の 2 種類に区別し、失語症は主に後者の障害であ
り前者は保たれやすいという乖離が⽣じると述べた。情動⾔語とは感嘆詞に代表されるもので、
感情が⾼ぶったときに罵りや感動を未分化な形式で表す表現を指す。⼀⽅で、知的⾔語とは意
図的に語を組み合わせて新たな意味内容、つまり命題内容を形成する表現を指すとされる。ま
た、同じ形式であっても、感情の⾼ぶりに伴って表出されることもあれば、冷静になっている
ときに意図的に⾔おうとすると表出できないということも⽣じる。

また、Alajouanine (1960) は、失⽂法やジャルゴン失語 2 おいても、意図的な発話では⽂法障
害や制御不能なジャルゴン発話が著明に認められる⼀⽅、情動反応として⾃動的に発せられる
ときにはそのような症状は回避されると述べている。このように、失語症者では意図性の発話
と⾃動性の発話に乖離が⾒られ、このような現象を「意図性と⾃動性の乖離」と呼び、失語症
にとって重要な特性であると述べている。

⼭⿃ (2001) では、発話を主導するのが状況か思考かという観点でこれらの乖離が説明され
ている。失語症者で障害されにくい⾃動的な⾔語は情動に関わる⾔語表現のみではなく、ベッ
ドから落ちかけた相⼿に対して発せられる「危ない！」という発話や、⽔がこぼれているのを
⾒て「⽔！」と⾔う発話、その他にも挨拶表現や「はい、はい」、「そうですね」などの会話の
中での相槌表現も含まれるとし、これらをある状況に囲まれたその時の⼼理構造が直接⾔葉を
⽣成する「状況主導型発話」としてまとめている。状況主導型発話は⾔葉の⽣成に思考があま
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り関与せず、外部の状況によって適切な発話が誘発される発話であると述べられている。⼭⿃
は状況主導型発話を以下のように 3 種類に分類している。形式⾯では慣⽤表現が多く、それ以
外でもごく短い表現にとどまり、完成したセンテンス表現にはならない場合がほとんどである
とされる。

(i) 感情のかたまりによって引き出される⾔葉
e.g. 「こんちくしょう！」、「くそ！」

(ii) ある状況が⽣じたとき、その状況を適切に表現するタイプ
e.g. 「おはよう」、「さようなら」、ベッドから落ちかけた相⼿に対する「危ない！」

(iii) 会話の流れの中で、⾃⼰の意思を表現するために使われる常套表現的⾔語
e.g. 「はい」、「そうですね」、「え、え」など

⼀⽅で、発話の⼤部分を占めるのは、具体的状況から独⽴して⾃⽴的に⾃⼰の思考を⺟体と
して⽣成される⾔語であり、それを⼭⿃は「意図主導型⾔語」と呼んでいる。この種の⾔語表
現を⽤いる際は、状況を共有していない聞き⼿に対しても話し⼿の思考内容を正確に伝達する
ことができるように具体的かつ客観的な語彙を選択する必要がある。また、状況主導型発話の
ような慣⽤表現や短い表現に限らずより⼤きな⾔語単位を形成することで、聞き⼿に新たな情
報として詳細な事態内容を伝達することが可能となる。

2.2 まとめと問題点 

以上の先⾏研究から、意図性の⾔語と⾃動性の⾔語の特徴は次のようにまとめることができ
る。

(1) 意図性の⾔語：発話状況から独⽴し、話し⼿の思考を⺟体として⽣成され、通常はいくつ
か単語の組み合わせによってある命題内容を伝達する。

(2) ⾃動性の⾔語：話し⼿が囲まれている状況において、何らかの刺激を受けて⾃動的に⽣成
され、多くの場合慣⽤表現や未分化な短い表現によって表される。

意図性と⾃動性の乖離の現象は、歴史的には主に失語症者の「発話」において⾒られる特徴
として注⽬されてきたが、⼭⿃ (2001, 2009) はこの現象が「理解」においても⾒られると述べ
ている。失語症には、先で述べたように損傷部位によって⾔語理解は⽐較的良好だが⾔語表出
が困難となることもあればその逆の場合、またいずれも概ね保たれているが復唱のみが重度に
障害される場合など様々な障害のされ⽅が存在するが、意図性と⾃動性の乖離はこれらの失語
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症タイプに関わらず、表出と理解の両⽅の⾔語処理過程に関わる現象であるとされる。
これまで本現象は主に表出⾯に着⽬されており、理解⾯との統⼀的な説明は⼗分になされて

いないのが現状である。また、近年の失語症研究の傾向として、画像技術の進歩により、損傷
部位と⾔語の要素的症状を対応付けることで左半球における詳細な⾔語機能の局在について明
らかにするということに注⼒されており、失語症全般に⾒られる本現象については等閑視され
がちである。確かに⾔語機能の局在を明らかにすることは失語症の診断や訓練、⼈間⾔語の解
明の全ての⾯において重要である。しかし、失語症者全般に共通して残存している⾔語機能に
着⽬し、その認知的かつ神経学的基盤を明らかにすることができれば、失語症の本質を捉えら
れるということに加えて失語症者がより表現性を向上させるためにその残存機能を最⼤限に有
効活⽤することができると考えられる。本稿では、認知⽂法の理論的枠組みで⾃動性と意図性
の各々の⾔語の認知的基盤を明らかにし、表出と理解の両⽅の処理過程に対する統⼀的な説明
を試みる。また、それにより本来であれば意図性の発話が要求される状況であっても、描写し
たい事態の捉え⽅を変えることで残存している⾃動性の⾔語を最⼤限に活⽤して表現性を向上
させることができる可能性について主張する。

3. 認知⽂法における⾃動性の⾔語の位置付けとその神経基盤

本節では、Langacker (1985, 1990, 2008) の認知⽂法の枠組みで⾃動性と意図性の各々の⾔語
の特徴について検討し、最後に神経⼼理学の知⾒も加えて、それらの認知的かつ神経学的な基
盤の違いについての説明を試みる。

3.1 表出語 

Langacker (2008: 475) は、 “Damn!” のような感嘆詞や誰かを呼ぶ際の呼びかけ語 (vocatives)

のように、節を形成せず、外部世界の事態を叙述する機能を持たない⾔語表現をまとめて表出
語 (expressives) と呼んでいる。これは、先で⾒た未分化で命題内容を持たないとされる⾃動性
の⾔語に多く⾒られるものである。本節では、⾃動性の⾔語と意図性の⾔語の形式的な側⾯の
違いに着⽬し、認知⽂法においてそれらの違いがどのように捉えられるかをみていく。

Langacker は、表出語とは、外部世界の客観的な事物を叙述するのではなく、話し⼿と聞き⼿
の相互⾏為である発話事態そのものの⼀側⾯を表し、相互⾏為的で感情的、尚且つ表現性に富
んだ機能を持つものであると述べている。他の⾔語表現と最も異なる点としては、プロファイ
ルを持たないということである。プロファイルとは、話し⼿によって客体的に捉えられている
ものの中でも特に注意の焦点が当たっている部分で、⾔語表現が直接的に指し⽰している部分
のことであるとされる。認知⽂法では原則的には全ての⾔語表現はプロファイルを持つとされ
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るため、原則から逸脱した例外的な⾔語表現であると述べられている。つまり、表出語は、話
し⼿が注意を向けているものや事態を客観的に描写するというよりは、その事態の体験者とし
て感じるままに表現するものとして機能する 3。

表出語は、プロファイルを持たないものの何も情報を伝達しないということはなく、叙述的
な⾔語表現と同様に、聞き⼿の中にある概念内容を喚起しその内部へ注意を向けさせる機能が
あるとされる。すなわち、ある認知領域を喚起させ、その領域の特定の側⾯を強調する。表出
語が喚起する認知領域としては挨拶、質問—応答、敬意表⽰に代表される相互⾏為シナリオや、
感嘆詞の使⽤で喚起される感情に関わる領域が挙げられている。例えば、 “yes” という表現は、
質問シナリオの応答という側⾯に注意が向けられ、応答者が当該の命題に対して同意している
ということを伝達している。

また、表出語の使⽤場⾯ではそのシナリオの中⼼的な参与者が発話事態の対話者と同定され
なければならない。たとえば、 “Ouch!” は第三者の痛みではなく話し⼿⾃⾝の痛みの表出でな
ければならない。ただし、痛みの主体である話し⼿⾃⾝には注意が向けられず、 “＊I ouch!” と
いうように話し⼿⾃⾝が⾔語的に明⽰されることはない。

以上をまとめると、⾃動性の⾔語の認知⽂法における特徴づけとして、(i) 話し⼿や聞き⼿に
関わっている発話事態そのものの⼀側⾯を表す、(ii) プロファイルを持たない、(iii) 話し⼿や
聞き⼿⾃⾝が中⼼的な参与者となるシナリオの認知領域を喚起し、その特定の側⾯に注意を向
ける、(iv) その参与者は⾔語的に明⽰されない、ということになる。しかし、Langacker は先で
⾒たように表出語は例外的な⾔語表現であると述べているのみであり、認知⽂法の理論に基づ
いたそれ以上の詳細な説明はしていない。そのため、感嘆詞のような典型的な⾃動性の⾔語の
特徴の説明に留まり、同じ⾔語表現でも⾃動的か意図的かといった発話状況の違いによって表
出のされ⽅が異なるということは説明できない。次節以降では、主体性 (subjectivity) の概念を
⽤いて意図性と⾃動性の各々の⾔語に対する理論的な位置付けを⾏い、両者はプロファイルの
有無によって明確に区別されるものではなく、主体性の度合いの違いによって説明できること
を⽰す。

3.2 ⾃動性と主体性 

本節では認知⽂法における主体性 4 の特徴について詳細にみた上で、⾃動性と意図性の⾔語
が主体性の度合いの違いによって説明できることを⽰す。

3.2.1 認知⽂法における主体性 
Langacker (1985) は主体性について、⼈間が何かを知覚するという状況における、観察者と

観察されるものの間に⾒られる⾮対称性と関連づけてその特徴を説明している。⼈間の知覚に
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おける最適視点構図（optimal viewing arrangement）とは、観察者（Self = S）と観察されるもの
（Other = O）の両者が最⼤限に⾮対称な関係となるような構図と定義されている。その特徴は、
S と O が重複しない全く別のもので、観察者⾃⾝は全く意識化されずに専ら O に注意を向ける
だけであり、⼀⽅で O は⾼く際⽴っており詳細に知覚されると説明している。すなわち、主体
的であるということは観察者⾃⾝が意識されないような知覚の仕⽅のことであり、最適視点構
図では、S は最⼤限に主体的に、O は最⼤限に客体的に捉えられるという⾮対称性が認められ
る。これは図 1 の (a) のように表されている。

何かを観察する状況においてまず注意が向けられる場所 (primary locus of attention) は、オン
ステージ領域と呼ばれ、図 1 においては点線で⽰されている領域を指す。オンステージ領域は
⾼い際⽴ちを持ち、あるものが最も客体的に捉えられるためには、それがこの領域に存在する
必要があるとされる。また、図 1 (b) のように観客としてステージを眺めていた S がステージ
上に上がると、観察者⾃⾝も観察の対象となるという状況が⽣じる。それにより観察者と観察
されるものの間の⾮対称性が弱まり、S は客体としての性質を帯びることで、主体性が低くな
ることになる。このように、知覚における観察者と観察されるものとの関係性に基づいて、⾔
語化の主体と⾔語化される客体との関係性が説明されている。

  (a) (b) 

図1  主体性の構図 (Langacker 1985: 121)

Langacker は、次の (3) のように⾔語化の主体である話し⼿が⾃分⾃⾝を様々に描写するこ
とができるということに着⽬して、⾔語表現における主体性の程度の違いを説明している。

(3) a.  The person uttering this sentence doesn’t really know.

b. I don’t really know.

c. Don’t really know.    (Langacker 1985: 126) 

62



(3a)〜(3c) の主語は全てこの⽂の話し⼿⾃⾝を指⽰対象としているが、その描写のされ⽅が
異なる。(3a) では叙述的に詳細に表されており、(3b) は⼈称代名詞が使⽤され、(3c) に⾄って
は明⽰されていない。Langacker は、⾳韻形式とそれに対応する意味内容の間には主体性、客体
性の程度に関して類像性がみられるとしている。すなわち、⾳声記号によって⾔語的に明⽰さ
れるということは、それが発話事態における知覚対象となる、すなわちオンステージ上の客体
として捉えられるということになり、それに対応する意味内容も客体性を帯びる。⼀⽅で、⾳
声記号により明⽰されていない意味内容に関しては、オフステージにて主体的に捉えられる。
話し⼿⾃⾝の描写において、3 ⼈称で叙述的に表現されている (3a) は、最も多くの⾳声記号を
⽤いて伝達されるため、客体として捉えられる意味内容も豊富に存在する。したがって、最も
⾼い客体性を帯びることになり、主体性は最も低くなる。1 ⼈称の⼈称代名詞のみで表されて
いる (3b) は (3a) よりも客体的な意味内容が少なくなる分、客体性の度合いが低くなり、主体
性が⾼くなる。さらに (3c) のように明⽰されていないときはもはや話し⼿⾃⾝は客体として
捉えられておらず、専ら⾔語化の主体であるということから、最も主体的であるとされる。

また、(3a) のように話し⼿が⾃分⾃⾝を客体として 3 ⼈称でも表現することができるのは、
我々が実際とは異なる視座 (vantage point) から状況を叙述する能⼒を持っているためである
とされる。これは転位 (displacement) と呼ばれ、(3a) や (3b) は話し⼿が⾔語化の主体として
の⾃⼰と客体としての⾃⼰に分裂し、オフステージにいる前者がオンステージ上の後者の⾃⼰
を⾒ているという構図となる。

⾔語表現の主体性の程度の違いは、話し⼿による捉え⽅だけではなく、聞き⼿による解釈に
も影響を与える。Langacker はそれを次の例によって説明している。

(4) a.  There is snow all around me.

b. There is snow all around.  (Langacker 1985: 138) 

(4a) は、話し⼿が転位により主体と客体とに分裂し、オフステージに置かれた視座からオン
ステージ上の客体としての⾃⼰を含めた状況全体を観察しているという構図である。これは、
話し⼿の置かれている物理的な状況が俯瞰的に描写されているため、聞き⼿も同様に俯瞰的な
事態把握がなされる。⼀⽅で、(4b) では話し⼿が実際に⾒えている状況をそのまま描写してお
り、聞き⼿によっても話し⼿の⽬を通して観察された状況のまま主体的に解釈される。

このように、認知⽂法において主体的であるというときは、当該の事態の内部に視座を置き
実際に経験している通りの事態把握の仕⽅のことを指すといえる。⼀⽅で、⾃分⾃⾝が経験し
ている事態であっても、転移によりその事態から距離をおいた視座から、経験者である⾃分⾃
⾝を含めた俯瞰的な構図で状況を把握するという、極めて主体性の低い事態把握も可能となる。
このような主体性の程度の違いによる事態把握の仕⽅の違いは、聞き⼿の解釈においても同様
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に働く。先で⾒た意図性の⾔語と⾃動性の⾔語に関しては、話し⼿が状況の内部に⼊り込んで、
⾒たまま感じたままに表現するという⾃動性の⾔語はより⾼い主体性を保っており、状況から
独⽴して事態描写をする意図性の⾔語は主体性が低いということができる。 

  

3.2.2 主体性と体験性  
 次に、主体性の特徴について池上 (2003) の「体験性」という観点を導⼊してより詳細にみ
ていく。英語では発話事態の参与者である話し⼿や聞き⼿を 1 ⼈称、2 ⼈称代名詞として明⽰
することが⼀般的であるように、事態の外部に視座をおいて描写する傾向がある。⼀⽅で、⽇
本語ではそれらを⾮明⽰的に、事態の内部に視座をおき主体的な捉え⽅をする⽅が好まれる。
Langacker (1985) は英語を主な分析対象としているが、⽇本語には話し⼿や聞き⼿を明⽰しな
い場合に限らず、主体的な事態描写が反映されている⾔語現象が豊富に⾒られるとされる。池
上 (2003, 2004)、中村 (2004)、本多 (2005) は、このような主体性の観点からの⽇英対照研究を
⾏っており、⽇本語に⾒られる様々な主体的な⾔語現象を通して、主体的な事態描写について
より詳細な説明がなされている。たとえば、事態の内部から主体的に描写するか、事態から離
れたところから俯瞰的に描写するかという事態描写の仕⽅には、話し⼿がいかにその事態を体
験的に語っているかということが関わっている。失語症者の⾃動性の⾔語は典型的には事態を
実際に体験している中で表出されるが、池上はこの「体験性」を軸に主体性の特徴について詳
細に述べている。以下がその概説である。 

 池上 (2003) は、話し⼿が⾃らの⾝を置いている＜いま・ここ＞に視座をおいて⼼に浮かん
だことをそのまま語るという体験的な⾔語ほど主体的であると述べている。体験的な⾔語に代
表されるものとして感嘆詞や現象⽂があり、 “Oh!” のようにある状況において話し⼿の内部で
引き起こされた感情そのものを前景化したものが感嘆詞、「⾬が降っている！」のように感情が
背景化され、その状況が前景化されたものが現象⽂とされる。このような体験的な⾔語は、記
号論的な観点から「指標」としての性格を有する⾔語記号であると説明されている。指標とは、
象徴記号と対峙するものであり、記号とそれが適⽤される対象との間に近接関係が想定できる
ものとされる。感嘆詞や現象⽂は、話し⼿が⾝を置く＜いま・ここ＞において⾝体内に⽣じた
私的な驚きのような気持ちを直接的に表す⾔語であり、その発話は話し⼿がいる状況に常に近
接したもので、動機付けられたものである。先でみた「⽔！」のような発話も、「⽔」という⼀
語で⽔が溢れている状況全体を指⽰しているため、近接関係がみられる。それに対して、体験
的でない⾔語は、脱コンテクスト化しており、話し⼿のいる状況・コンテクストに制限される
ことなく使⽤することができ、より恣意性が⾼い象徴記号としての性格をもつとされる。呼称
課題のように状況から独⽴して⼈為的に設定された場⾯において「⽔」というときは、発話状
況とその発話との間に近接関係はなく、⼀般的な⽔という概念を指⽰していることから、より
恣意性が⾼い象徴記号としての特徴を有している。池上は、感嘆詞に代表されるような、発話
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時の話し⼿⾃⾝の⾝体内の私的な過程の存在を含意するような、指標としての性格をもつ体験
的な⾔語は典型的に「主体的」である⼀⽅で、体験的でない象徴記号としての⾔語はそのよう
な含意機能は有しておらず、「脱主体化」された状況で機能すると述べている。

このような考え⽅に基づくと、同じ語であっても体験的に発話するか否かによって、指標か
象徴記号かといった異なる性質をもつことになり、それが失語症者にとっての表出のしやすさ
に関わっていると考えられる。より主体的であるとされる感嘆詞や現象⽂のような⾃動性の⾔
語で表出されやすいということは、失語症者では指標としての⾔語は保たれているが、象徴記
号としての⾔語が障害されていると考えることができる。

3.3 神経⼼理学的知⾒との統合 

最後に、認知⾔語学における主体性の概念に神経⼼理学的な知⾒を加味し、意図性と⾃動性
の⾔語の神経学的基盤についてまとめる。⾃動性の⾔語の最も典型的な場合では、ある状況下
で話し⼿の内部で駆動された感情が前景化されて感嘆詞を代表とする情動的な⾔語が表出され
るということであった。⼀⽅で、意図性の⾔語は情動体験とは無関係により理性的に表出され
るものである。したがって、⾃動性の⾔語の表出には情動に関わる神経基盤が強く関与してい
ると考えられる。神経⼼理学における情動について、平⼭ら (2013) は次のように説明してい
る。

「情動は、外界の刺激の価値（有害か無害か）を迅速に判断して対応⾏動をとるために動
物が進化させた機能である。しかしヒトが社会という複雑な⼆次的環境を創り出す過程で、
⾃然環境では重要であったそのような短絡的な判断・反応機構は統制される必要があった。
情動に対して相対的に中⽴な対象認知はヒトの概念的思考において初めて現れたもので
あり、それによって⾃らの情動体験をも対象化し、判断と反応を⼀定時間保留し、社会環
境に適応した理性的・⾃覚的な判断と⾏動をとることが可能になった。このような進化の
過程は、原始的な情動反応機構を担っている間脳から辺縁系の構造を、調節機構としての
新⽪質が広く覆っているという神経基盤の配置にも反映されている。」(平⼭ら 2013: 67)

⼤脳辺縁系は系統発⽣学的に古い旧⽪質と古⽪質のことであり、感嘆詞に代表される情動的
な⾔語は新⽪質で調整を受ける前の、辺縁系による情動⾏動反応が⾳声⾔語として表出された
ものと考えることができる。例えば、⽬の前に蛇が現れた場⾯を想定したとき、まずは「わぁ！」
とか「蛇！」という情動的な叫びやそれを回避するような⾏動が⽣じ、その後蛇から離れた場
所で落ち着きを取り戻して「あー、びっくりした。」と発したり、その場を共有していなかった
相⼿にその状況を伝達するために「さっきあそこらへんに蛇がいて怖かった。」というような⾃
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⾝の情動体験を客体化した発話がみられると考えられる。これは辺縁系による短絡的な情動反
応機構としての主体的な⾔語から、徐々に冷静になり新⽪質においてその情動体験を客体とし
て捉え直し、命題化させた上で、他者に伝達される表現へと変遷する過程の反映として考える
ことができる。 

 以上から、最も主体的な⾔語とは、ある状況を直接的に体験している最中に何かしらの情動
が駆動されて新⽪質で調整を受ける前に、他の回避⾏動などの⾝体反応とともに表出されるも
のということができる。⼀⽅で、⾃分⾃⾝が体験していない事態や過去の情動体験などを描写
する脱主体化された⾔語とは、発話時点で情動反応機構は働いていないかすでに新⽪質での調
整を受け、そこでの客体化を介して表出されるものと考えられる。主体的な⾔語とは情動的な
ものに限らず、挨拶表現や会話の中での相槌表現なども含まれるため、必ずしも辺縁系による
情動反応機構として表出されるものとは限らないが、脱主体化された⾔語は共通して新⽪質で
の客体化の過程を介されなければならない。⾃動性の⾔語にみられる感嘆詞や挨拶表現などが
形式的に未分化で⽐較的短い慣⽤表現が多いのは、状況と密接に結びついている固定化した⾔
語表現であり、観察した状況を客体化するという過程を必要としないためであると考えること
ができる。⾔語中枢は新⽪質（⼀般的には左半球）にあり、⾔語中枢が損傷を受けて⽣じる失
語症では辺縁系は⼀般に保たれているため、情動反応として事態が客体化される前に⾃動的に
表出される最も主体的な⾔語は保たれやすい。⼀⽅で情動とは無関係に新⽪質の⾔語中枢で客
体化を介さねばならない脱主体化された⾔語が障害されると考えられる。 

 

3.4 まとめ 
 

 本節では、認知⽂法の枠組みで⾃動性と意図性の各々の⾔語の特徴について検討し、神経⼼
理学の知⾒も加えて、失語症における⾃動性と意図性の乖離の現象の認知的かつ神経学的な基
盤についての説明を試みた。認知⽂法における主体性とは、Langacker (1985) と池上 (2003, 

2004) での議論に基づいて、視座を事態の内部に置いて事態を体験的に捉えるか、事態の外部
から俯瞰的に捉えるかといった、視座の置き⽅による体験性の度合いの程度によって特徴づけ
られた。それは、話し⼿が事態をどのように捉えて⾔語化するかということだけではなく、そ
の⾔語表現を解釈する聞き⼿によっても同様の事態把握の仕⽅がなされる。そして、そのよう
な主体性の程度の違いによって⾃動性と意図性の⾔語を捉えると、⾃動性の⾔語とは、感嘆詞
に代表されるような状況に密着した体験性の⾼い主体的な⾔語で、意図性の⾔語とは状況から
独⽴した脱主体化された⾔語であると考えることができた。最後に、⾃動性の⾔語が典型的に
は話し⼿の内部で⽣じた情動とともに情動反応機構の⼀環として表出されるということに着⽬
して、その神経基盤として⼤脳辺縁系の関与を指摘した。⼀⽅で、脱主体化された意図性の⾔
語は、情動的な体験であったとしても、その情動反応機構は抑制されており、新⽪質によって
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その事態を客体化させて描写されたものであると考えられた。
⼀⾒すると、感嘆詞のように最⼤限に主体的な⾔語表現は情報量が少ないが故に、情報伝達

機能を⽋いていると思われる。実際に、我々が聞き⼿に新たな情報を伝達しようとするときは、
脱主体化して俯瞰的に事態を捉えて⾔語化を⾏う傾向にある。失語症者では、そのように試み
ても失敗してしまい⾔いたいことが伝わらないという状態に陥ってしまう。しかし、失語症者
に保たれやすい主体的な⾔語表現もそれ独⾃の情報伝達機能を有しており、それを利⽤するこ
とで脱主体化された⾔語表現とは異なったやり⽅で情報伝達を実現することができる。先で⾒
たように Langacker (2008) はプロファイルを持たない表出語であっても、あるシナリオの認知
領域を喚起し、その特定の側⾯に注意を向けるという効果を持つと述べており、さらに主体的
な事態描写はその事態の体験者の⽴場からのありありとした描写であるがために、聞き⼿は共
感的にその事態を捉えることができる。実際に、主体的な事態描写が有するそのような表現性
は⽂学作品においても好まれて使⽤されている。このように、脱主体化された⾔語機能が失わ
れたとしても、主体的な⾔語を利⽤することで表現性を向上させることができると考えられる。 

次章では、主体的な⾔語の表現性に着⽬し、失語症者の残存した⾃動性の⾔語を利⽤して、
⾃分⾃⾝が関与していない客観的な事態であったとしても主体的に捉え直すことで、⼗分に情
報伝達が達成できる可能性について述べる。

4. ⾃⼰投⼊と直接話法

本節では、池上 (2003, 2004) の「⾃⼰投⼊」という認知的操作に着⽬し、その操作を⽤いる
ことで⾃分⾃⾝が体験していない事態であっても主体性の⾼い⾔語によって表現することが可
能になるということをみる。そして、最⼤限に主体的な⾔語しか保たれていない⽐較的重度の
失語症者にとっても、⾃⼰投⼊により表現性を向上させられること、またそのための⽂法的⼿
段として直接話法が有効であるということを実際の事例を通して⽰す。

4.1 ⾃⼰投⼊ 

前節で⾃⼰を客体として捉える際に、Langacker (1985) は主体としての⾃⼰と客体としての
⾃⼰という 2 つの⾃⼰に分裂させるということを述べていた。池上はこの⾃⼰分裂と対照的な
プロセスとして⾃⼰投⼊という概念を挙げている 5。これは、事態の中にいる他者に事態の外
にいる発話の主体が⾃らを同化させ、その他者のいる地点を視座として主体的把握を⾏うこと
とされる。この⾃⼰投⼊を介した事態描写の例は、Langacker (1985) においても、詳細な分析
はされていないものの⽂学作品においてよく⾒られる例として取り上げられている。
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(5) Dmitri was trudging through the woods.

a. There was a clearing ahead of him.

b. There was a clearing ahead. (Langacker 1985: 140) 

本来であれば、語り⼿⾃⾝が関与していない客観的な事態における 3 ⼈称代名詞は明⽰的に
表されるはずであるが、(5b) では⾮明⽰となっている。Langacker は (5a) は事態から距離を置
いて語り⼿としての⽬線を保っているのに対し、(5b) は物語の中に⼊り込んで Dmitri の⽬線か
らその事態を描写していると述べている。Langacker はこのような例に対する詳細な説明は⾏っ
ていないが、これには池上のいう⾃⼰投⼊という認知的操作が関わっている。これは⾃分以外
の⼈物の⽬線から語りを⾏うということから、「共感」として述べられることもあるとされるが、
⾃⼰投⼊により本来の脱主体的な事態把握の構図から主体的な把握の構図への転換が実現され
る。すなわち、客観的事態であっても話し⼿が⾃らをその事態の内部に⼊り込むということに
より本来⾮体験的な事態であってもより体験的に捉えることが可能となる。

認知⽂法では⾔語化の主体と客体の⾮対称性が主体性の指標となっていた。本来であれば⾮
体験的な事態の参与者やものは全て客体でありそれら同⼠は対称的な関係であるが、⾃⼰投⼊
によってその事態の参与者を新たな主体とすると、そこに新たな⾮対称な関係が⽣じることに
なる。すなわち、(5a) のような事態描写は認知⽂法において最⼤限に⾮対称な関係をもつとさ
れた最適視点構図に相当するが、(5b) のように⾃⼰投⼊を⾏うことで、本来客体しか存在しな
かった事態の中に新たな主体と客体による⾮対称な関係性を創り出すということが可能になる。
その点で、⾃⼰投⼊によって表現される (5b) のような例は最適視点構図よりもさらに主体的
な表現といえる。

池上は、英語は⼀般に⾃⼰を他者化する⾃⼰分裂の傾向が強く、⽇本語は⾃⼰投⼊の傾向が
強いと述べており、それは特に⽂学作品においては両⾔語の⾔語表現の違いによく反映されて
いるという。そのような⽇英語で好まれる⾔語表現の違いは⽂学作品に限らず、⽇常的にも多
くみられる。このように同じ事態であっても主体性の違いによって異なる⾔語表現が可能とな
るが、具体的にそれが⾔語表現にどのような違いとして表れるのかということは、両⾔語の対
称研究を通して本多 (2005) や中村 (2004) でも明らかにされている。その中で、最も失語症者
にとって有効であると思われるのが「話法」である。重度の失語症者の場合は特に、感嘆詞や
⼀部の相槌表現などの未分化で短い慣⽤表現のように限られた語彙を限られた状況でしか表出
できないため、通常はそれだけでは客観的な事態描写は不可能であると思われる。しかし、⾃
⼰投⼊の操作により描写したい事態の参与者になりきり、主体的にその⼈物の感情等を伝達す
ることができれば、聞き⼿はその事態の様相をある程度想像することができると考えられる。
以下では、直接話法が失語症者にとって有効な表現⼿段であるということについて述べる。
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4.2 話法の基本的概念 

話法とは、⼭⼝ (2009) の定義では「引⽤を⾏うために⽂法化された⾔語⼿段」とされ、直
接話法と間接話法に⼤別される。前者は他⼈のことばを現時点での⾃分のことばとは異なる独
⽴したことばとして提⽰する⽅法、後者は引⽤者の視点に合わせて他⼈のことばを引⽤者のこ
とばに直す⽅法とされる。Hengst et al. (2005) は、直接話法では声の質やプロソディーなどのパ
ラ⾔語やジェスチャーなどの⾮⾔語的な動作とともに表現されると述べているように、元の発
話をした⼈物のその時の表情やイントネーションなどの⾔語表現以外の情報をも、あたかも＜
いま・ここ＞で話しているかのように再現することになる。したがって、引⽤部の時制や指⽰
代名詞の指⽰対象は＜いま・ここ＞ではなく元の発話が⾏われた発話事態が参照点として適⽤
されるため、主節との時制の⼀致などは⽣じない。⼀⽅で、間接話法は現在の話し⼿の⽴場か
ら元の発話を捉え直して描写されるため、全て＜いま・ここ＞が参照点となり時制や指⽰代名
詞は元の発話とは異なったものになる。また、直接話法に⾒られたようなパラ⾔語やジェスチ
ャーの使⽤は通常⾒られない。このように、間接話法は現在の話し⼿の⽴場から元の発話事態
を捉えて描写する⼀⽅で、直接話法の引⽤部は元の発話事態の発話者に引⽤者が⾃⼰投⼊して
その発話をより体験的に再現するといえる。

このように話法とは⼀般に他者の発話の引⽤を⾏うための⽂法的⼿段であるが、発話だけで
なく、他者や過去の⾃⼰の感情や⼼情なども引⽤することができる。この機能を⽤いることで、
実際の発話の再現のみならず、＜いま・ここ＞以外で⽣じているあらゆる事態の中に⾃⼰投⼊
しその事態を話し⼿が仮想体験することで、その事態の体験者としての⼼情や発⾔を再現する
こともできる。それが感嘆詞のような⽐較的単純で未分化な表現形式での⼼情表出であっても、
その事態におけるより主体的な情報として働き、聞き⼿は共感的にその事態の様相を捉えるこ
とができると考えられるため、情報的価値を持つといえる。以下では、具体的に失語症者の発
話事例から直接話法による主体的な情報伝達機能についてみていく。

4.3 直接話法による主体的情報伝達機能 

ここでは、発話データベース “Aphasia Bank” の漫画説明課題における失語症者と⾮失語症
者の発話例を⽐較しながら、直接話法を⽤いた主体的表現の発話産出プロセスと情報伝達機能
について具体的に⾒ていく。Aphasia Bank では、失語症者と検査者の会話や漫画説明課題など
の様々な課題が施⾏されている場⾯の動画とその発話の書き起こしが収録されている。以下の
図 2 が今回取り上げる発話例で使⽤された課題の漫画の素材である。
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図 2 漫画説明課題 “Umbrella”  (MacWhinney 2011) 

 

 まずは、⾮失語症者の発話例を元に漫画の語り⼿の視点を保って描写している脱主体化され
た表現からみていく。 

 

(6) This is a story about a little boy who was, his mother uh wants him to take the umbrella.     

(7) Well, the story begins with a mother who obviously has told her son to take an umbrella out 

because it's gonna rain.   

(8) In this story there's a small boy. He's getting ready to go to school. Um, his mom uh knows that it's 

there's a prediction for rain that day, and so she's encouraging him to take an umbrella along with 

him.  

 

 (6)〜(8) は説明の導⼊部から 1 コマ⽬にかけてみられた健常者の発話である。まず導⼊部に
おいて漫画全体を 1 つのストーリーとして俯瞰的に捉え、語り⼿である⾃⼰と漫画の中の事態
が明確に区別されて描写されている。すなわち、まずはそれが「物語」であること、登場⼈物
として⺟親と男の⼦がいて⺟親が男の⼦に傘を持たせようとしているということが客観的に描
写されている。次に同様の部分における失語症者の直接話法を⽤いた描写をみる。 

 

(9) Eh, m, woman said, uh oh_god, I know, “Um, umbrella.”  (⼿を振りながら) “Oh, no, no, no, no.” 

(⼿渡す仕草をしながら) “No, ne, yes yes.” (⼿を振りながら) “No, no, no, no, no.” “e, what ? ” 

(⼿を振りながら) “Bye.” Uh boy, yes, boy is, (⼿を振りながら) “no, no, no. Bye.” Uh and uh, 

woman, (肩をすくめて) “I know. Okay.” 

(10) He said, (⾸を振りながら) “I don't want any.” “Okay but…” (⼿を振りながら) “Bye !”     

    

 (9) と (10) は中等度失語症 6 の患者の発話例である。1 コマ⽬から 2 コマ⽬にかけての説明
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において、⺟親と⼦供のやりとりを直接話法で描写している。⺟親が傘を持たせようとしてい
る場⾯は、(9) では⺟親の発⾔として “umbrella” という名詞のみで表現し、それに対して次は
⼦供の⽴場になり絵の中の⼦供と同様に⼿を横にふるジェスチャーをしながら “no” という否
定表現を繰り返して⼦供が拒む場⾯を表現している。次はまた⺟親の⽴場から、傘を⼿渡す仕
草をしながら “yes” という肯定表現にて傘を持たせる様⼦を⽰し、再度⼦供の⽴場から先と同
様のやり⽅で拒む様⼦を⽰している。2 コマ⽬ではまず⼦供の⽴場からバイバイのジェスチャ
ーをしながら “Bye” という挨拶表現を発⾔した後、⺟親が諦めて⾒送る様⼦を⺟親になりきっ
て肩をすくめたジェスチャーと “I know. Okay.” という発⾔により⽰している。(10) では、⼦
供が傘を拒否しているところから説明が始まっているが、(11) と同様に交互に⼦供と⺟親の⽴
場に⼊れ替わりながら直接話法にてジェスチャーを交えて描写している。表出語彙のバラエテ
ィーはかなり限られているが、漫画の中の事態に語り⼿である患者が⾃⼰投⼊して、ジェスチ
ャーや表情などの⾮⾔語的な要素も利⽤しながらその会話場⾯を体験的に再現している。

次は、3 コマ⽬から 4 コマ⽬にかけての漫画の中盤の説明の例である。

(11) And then he starts walking down, and he uh walks a ways, and he finds that it's raining. So, he goes

back and gets the umbrella from her.

(12) Soon as he gets outside it starts pouring down rain on him. So, he's running along trying to get keep

dry so he goes back to the house.

(13) “Oh it's raining! And it's pouring!”

(14) Uh boy and uh, (⼿を挙げて) “what?” (上を⾒上げて) “Oh !” (頭を触って) “Oh! Wow!”

(15) he said, “uh, oh it rained. Uh, oh.” Then he got really got bad and he come this way. It said, “Oh, no, 

hurry, hurry, hurry.”

(11) と (12) は⾮失語症者による語り⼿⽬線での事態描写であるのに対して、(13)〜(15) は
失語症者による直接話法を⽤いた事態描写である。後者の 3 例は、物語の中の男の⼦の⽴場か
らの眼前描写として、もしくはその時のリアルな情動反応として⾬が降っている様⼦を表して
いるのがわかる。ここでもジェスチャーも併⽤しながら感嘆詞を中⼼とした限られた表現によ
って描写しているが、聞き⼿は共感的かつ体験的にその状況を再現することができる。

最後に 5 コマ⽬から 6 コマ⽬にかけての終盤における説明である。

(16) So, he goes back inside very soaked. His mother looks at him like she's not real happy with him.

But the last frame shows him walking with the umbrella and keeping the rain off.

(17) He is soaking wet. She is upset with him. And he's got a down looked face, and then it ends with

him walking back I guess towards school with an umbrella.
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(18) Woman, “I know, I know, I know.” (しかめっ⾯でテーブルを叩き怒っている様⼦から⼦供の
⽴場になり)  “Okay, okay.”

(19) Then the mom said, (指を振りながら) “I told you not!” And um he said. So, tomorrow he gonna

bring this thing umbrella do with the stuff.

5 コマ⽬から 6 コマ⽬は、濡れて帰ってきた息⼦に対して⺟親が怒っており、結局⼦供は傘
を持って出かけたという場⾯である。(16) と (17) の⾮失語症者による発話では、そのような
話の筋をここでも語り⼿⽬線を保ったまま詳細に述べて物語を締めくくっている。これに対し
て中等度失語症者による (18) の発話では、まず⺟親に⾃⼰投⼊して息⼦に対して怒っている
様⼦をジェスチャーと表情を利⽤して再現し、今度は⼦供に⾃⼰投⼊して返答している。直接
話法の引⽤部における⺟親としての発話は⾔語表現のみに限ると情報量はほぼないが、⾜りな
い情報を⾮⾔語的な要素で補っていることで、⺟親が⼦供に対して怒っていてそれに対し⼦供
が⾔うこと聞いているという⼤まかな状況は想像することができる。

(19) の発話で興味深いのは、tomorrow という直⽰表現がおそらく the next day の意で使⽤さ
れていることである。このように別の単語への⾔い間違いは「語性錯語」といわれ、意味的に
関連のある単語に置き換わる場合は「意味性錯語」、関連がない単語に置き換わる場合は「無関
連錯語」と呼ばれる。意味性錯語は「⽝」→「猫」といった類似関係に基づいたものや、「財布」
→「お札」のような近接関係に基づいたものなどがある。この場合は前者に当たると考えられ、
いずれも「ある時点を参照点としてその次 (の⽇)」というスキーマ的意味を共有している。
tomorrow の参照点は現⾏の発話事態か、直接話法の引⽤部であれば元の発話事態の時点となり、
それ以外の過去や未来の時点などが参照点となるときは、the next day が使⽤されなければなら
ない。ここでは tomorrow が使⽤されている⽂は直接話法の引⽤部ではないため、本来なら the

next day となるべきであるが、患者が漫画の世界に⼊り込んで⼦供の⽴場に⽴っているが故に
tomorrow という錯語が⽣じたと考えられる。

以上のように、語り⼿⾃⾝が体験していない事態を描写するとき、⼀般的には事態の外部か
ら俯瞰的に当該の事態を捉え、その事態に関わる⼈物や⾏為、関係性などを順に客体化してい
き、⾳声記号によって聞き⼿へ伝達する。聞き⼿は伝達された⾳声記号をもとに、それに対応
する意味内容を再構築して、描写された事態が完全に再現できると情報伝達が達成される。実
際に⾮失語症者による脱主体化された事態描写には、聞き⼿はその事態に関わる⼈物、⾏為、
関係性を再構築するのに⼗分な情報が含まれていた。しかし、客体化を介した⾔語産出過程が
障害されている失語症者にとって、そのような⽅略で情報伝達することが困難になる。そこで、
⾃分⾃⾝が体験していない事態の描写であっても、⾃⼰投⼊という操作によりその事態の参与
者と同化して仮想的に事態の体験者となることで、より主体的に事態描写をすることが可能と
なる。本節では実際に直接話法を利⽤して未分化で限られた⾔語による描写を⾏なっている発
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話例を取り上げ、それらが⼗分な情報伝達能を有しているということをみた。事態内部で体験
的に直接話法を⽤いて描写することで、表情やジェスチャー、声のトーンなどの⾮⾔語的な情
報も付加することができるのも⾼い表現性につながっている。あくまでもここでの主張は、失
語症者は直接話法を使⽤する傾向が強く健常者はそれを使⽤せずに説明する傾向が強いという
ことではなく、脱主体化された事態描写が困難な失語症者は、⾃⼰投⼊という認知操作によっ
て直接話法を援⽤し情報伝達能⼒を向上させることができるということである。

5. まとめと今後の展望

本稿では、失語症者の発話に⾒られる「意図性と⾃動性の乖離」という現象を、認知⽂法に
おける主体性 (subjectivity) の観点から捉え直し、それに基づいて意図性の⾔語が障害される失
語症者にとって発話が誘発されやすい⽂法的⼿段として直接話法による情報伝達能⼒の向上の
可能性を提案した。意図性の⾔語とは⾔語化の主体と客体の間に距離があり、より俯瞰的に事
態を捉え、事態を構成している要素を 1 つ１つ客体化して⾔語化していくという脱主体化され
た発話プロセスによって産出されるもので、そのプロセスは⼤脳新⽪質の⾔語中枢によって主
に⾏われていると考えられた。⼀⽅で、⾃動性の⾔語とは発話の主体が事態の中に⼊り込み、
より主体的に事態を捉えることで、客体化のプロセスをほぼ介さずに主体の情動反応や挨拶な
どの固定化された相互⾏為的なやりとりにより⾃動的に表出されたものとして説明される。⾃
動性の⾔語は、⾔語中枢の損傷で⽣じる失語症者で保たれているという事実から、⼤脳新⽪質
での客体化のプロセスを介する以前の辺縁系の役割が⽰唆される。

失語症は⼀旦獲得された⾔語機能の消失もしくは機能低下であるので、⾃動性の⾔語として
保持されている感嘆詞や挨拶表現などのような表現や短い句や慣⽤表現はすでにそれまでの⾔
語獲得、使⽤の過程で固定化されていると考えられる。そのような保持されている⾔語機能を
活⽤するためには、⾃分⾃⾝にとって⾮体験的な事態であっても主体的に捉え直すことでより
体験的に捉えることが重要となる。そのための認知的操作として池上の「⾃⼰投⼊」という⼿
段が利⽤でき、また⽂法的⼿段として直接話法を⽤いることで、⼀⾒⾃分⾃⾝が関与しない客
観的な事態や過去の体験のような脱主体化された事態であっても、残存した⾃動性の⾔語を活
⽤しながら主体的に表現することが可能となる。また、直接話法を⽤いる際は、⾃動性の⾔語
のみならず、 他者の⾔葉をそのまま⽤いたりジェスチャーや表情などにも頼ることになるため、
⼀定の表現性が保たれた発話となる。

また、このような主体的な⾔語は、理解のプロセスにおいても失語症者にとって有利に働く
と考えられる。主体的な事態描写により事態の内部に視座を置くことができれば、より体験的
にその事態を捉えることができ、複雑な再構築のプロセスを介さなくても共感的にその事態を
脳内に再現することが可能となる。今回着⽬したのは重度〜中等度の失語症者でも⽐較的保た
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れている感嘆詞のような最⼤限に主体的な⾔語であったが、話し⼿の主体性が表れている⾔語
表現として今回⾒た直接話法以外にも⾃動詞構⽂や主体移動構⽂など様々なものがあるとされ
る (cf. 中村 2004, 本多 2005)。中等度〜軽度の失語症者にとって同じ事態の描写であってもそ
れらの主体的な表現の⽅が表出しやすいのかどうかについては今後の課題である。

注 

1. 益岡・⽥窪 (1992) は、⽂を、述語を中⼼として組み⽴てられた「分化⽂」と、そのような
組み⽴てを持たない「未分化⽂」に分かれると述べている。本稿ではこの定義で「未分化」
という⽤語を使⽤する。益岡・⽥窪は、未分化⽂には、表現時点での感情・感覚を表すも
の、受け答えを表すもの、呼びかけを表すもの、儀礼の慣⽤表現等があるとしている。

2. ジャルゴンとは失語症者の分けのわからない発話のことで、⼀般に新造語ジャルゴン、未
分化ジャルゴン、意味性ジャルゴンの 3 つのタイプに分けられる (cf. ⽵内ら 2012) 。ウェ
ルニッケ失語などの感覚性失語にみられることが多い。

3. Langacker は、呼びかけ語はプロファイルをもつため本質的には表出語ではないが、⼆⼈
称の代わりに個⼈名を⾔うことで対話者としての地位がはっきりしないときにそれを再確
認したり相⼿の注意を向けたりといった相互⾏為的な機能を持つという⽤法としては表出
語に近いと述べている。また、呼びかけ語と類似した機能を持つものとして “Fire!” や
“Water!” と⾔う表現があり、これらは 1 つの重要な要素のみを明⽰することで、⽕から逃
げることや⽔の要求といったあるシナリオを喚起させると説明している。

4. 認知⾔語学において、主観性や主体性と訳される “subjectivity”という⽤語については、 多
くの研究者によってそれぞれの定義がなされており、それらはしばしば対⽴したものであ
ることもあるため混乱が⽣じやすい。それらの定義を整理するために、中村 (2004)は、⾔
語の “subjectivity”には、 (i) 私たちの⾝体を使って対象と直接インタラクトしながら、(ii)

私たちの持っている⼀般的な認知能⼒や認知プロセスを通して、(iii) さまざまな認知像を
形成し経験する、という 3 つの側⾯が関与していると説明している。(i) の側⾯とは、状況
密着型の、話し⼿と経験者が同化する認識ということで「主体性」という⽤語が有⽤とさ
れる。(ii) の側⾯は、認知⽂法における⼀括スキャニング、参照点能⼒のように認知主体内
に⽣じる認知プロセスであるという点で「主観的」であるとされる。(iii)の側⾯は、 (ii) の
認知プロセスの結果として捉えられる現象とされ、Traugott (2010) が述べているような認知
主体の読み込みや解釈を通して元々の意味から語⽤論的に含意される意味への意味変化の
過程に反映されるとしている。本稿における⾃動性の⾔語とは、状況によって誘発される
状況密着型の⾔語であることから、(i) の側⾯が最も強く反映されていると考えられるため、
「主体性」という訳語を⽤いる。
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5. 池上 (2011) では、厳密には⾃⼰投⼊と⾃⼰分裂は単純に逆⽅向の認知的操作ではないと述
べている。⾃⼰投⼊では事態の中に⾝を移したとき事態の外には話者は残らないが、⾃⼰
分裂は事態の中に⾃らの分⾝を残したまま、もう⼀つの分⾝が事態の外に⾝を置いて認知
の主体として機能するとされる。

6. 失語症の重症度は WAB 失語症検査における重症度尺度に基づいている。
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Availability of Remaining Subjective Language in Aphasia 

Ayumi Sato 

This paper examines a striking feature in aphasia, i.e. the dissociation between voluntary speech and 

spontaneous speech, from the perspective of subjectivity in Cognitive Grammar. Most people with 

aphasia, regardless of the aphasia type, cannot utter certain words when they try to; however, they can 

express the same words spontaneously under some emotional conditions. For example, they can say the 

word “raining” in a situation where they have just find that it is raining outside, but they cannot say it 

when they are asked to say under a naming task. This paper proposes that spontaneous speech is highly 

subjective, the subject of speech construing an event from an internal perspective as an experiencer of 

the event. It is hardly subjective if the speaker construes an event from an external perspective even 

when they actually experience the event. Subjectively construing an event can lead aphasia patients to 

express spontaneous speech. Finally, this paper suggests that using direct speech is an effective way for 

aphasia patients to describe and communicate an event subjectively by making use of their residual 

functions, even though they are not experiencing the event at the time of the speech.   
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