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時間認知を反映する形容詞

一形容詞の局面解釈をめぐって- .

伸本康一郎

京都大学

e･mail:Koichiro･Nakamoto@na2･seikyou･ne.JP

これまでの請真書昧論の研究で､動詞については､その項構造やイベン ト構造の研究をとお

してかなりきめの細かい分類が可能になったG これに対 し､形容詞については､まだあまり研

究が進んでいないのではないだろうかニ 2 本積は､日本語の形容詞3か ら､時間的な絡知を反映

する語桑のクラスを観葉 ･記述 し､人間の ｢時間給知｣の傾向について議絵するこまた､形容

詞一般に適用可能な ｢局面解釈｣とい う語用論的な解茨の傾向について考察するC 4

1.｢局面形容詞｣とは何か?

1.1.｢局面｣とは何か?

｢局面 (phase)｣とい う概念は､一般に､以下のように定義される (Comrie1976)二具体的

な局面としては､これまで､動詞に関 して､r開始Jr途中J｢終了｣のほかに r変化直後 (just)｣

r変化直前 (almost)Jなど､いろいろな局面が提案されてきたC

(1)局面 :ある事態 (状態やイベン ト)が､何らかのより大きなイベン トのなか

の一部として位置づけられるとき､その事態をイベン トの ｢局面｣という

動詞は､一般に､全体でひとつのまとまったイベン トを安わすが､甫助動詞を付加すること

によってイベン トの-局面を取 り立てることができる (寺村 1991他)C例えば､r走る｣とい う

動詞は､(2)のような局面が考えられる‥ (3)は,これらを時間軸に沿って､図示 したもので

あり､上の方に分割 された状態を､下の方に凝 り立てられたイベン トを示 している｡

(2)a.起動相 二 鳥が走り始める も.進行相 : 馬が走っている

C. 終結相 : 馬が走 り終える

(3) 動詞の局面5 :

走っていない r走っている｣ 走っていない

｢走 り始めるJ ｢走 り終える｣

イベン ト:走る

1本論文は.甫古書語草会第23匡l大全で発表したもの (1998b)に加隻訂正したものである｡
2隻者は､以前 r力学形容詞Jというカテゴ1)-の存在を主張し､その特徴的な項構造や格バターン (-
構文)について考案した (仲本 1999)r_
3本稿では､r形容詞｣を広く意味的に r床性｣や r状懸)を表わすものと考えている｡
重̀者は､以前､形零詞の表わす ｢展性｣から､何らかのイベントの成立可篭性を推論するというrアフ

ォーダンスに毒づく解釈｣を捷案した (仲本1998)｡
lこのような事態局盃の表示として､美山 (1988)の r琴定項分析｣が参考になる｡

◎仲本簾一敗 停滞雷知を反庚する形容舟
言語科学論集第5号 (1999)pp･89-99･
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本稿で取り上げる ｢局面形容詞｣は､従来の動詞の相 と違って､すべて､露の上の方で分割さ

れる ｢状態lとして表示される; 8

1.2.｢局面形容詞｣とは何か?

日本語の形容詞には､r元気だ｣のような単なる ｢一時的状態Jではなく､苦味論的に何らか

の時間軸にしたがって推移する事態の一局面として解釈 される形容詞がある｡r古い Jと ｢新 し

い_Lは､単なる ｢状態Jでなく､意味論的に (5)のように定義され､(6)のように､時間軸

に沿って進展する ｢事態局面j (｢ポロになる｣等)上の-局面として解釈 される二 7

(4) a.この家は 古い b.この家は 新 しい

(5)a.古い :ものの状態として､事態がより推移 した局面にあること

も.新しい :ものの状態として､事態があまり推移 していない局面にあること

(6)｢古い Jと ｢新 しいJの事態局面8:

新 しい 古い イベン ト:ポロになる

本稿では､このように､意味論的に何 らかの事態の-局面を表わす形容詞を "局面形容詞'三

と呼ぶことにするし▲

2.時間の認知 一二つのモデル

｢時間Jとは何か､また､｢時間｣はどのように認識されるかという問題は､学問を闘わず､

多くの人々を魅了してきた｡ ここでは､人間の ｢時間認知｣を反映する形容詞の意味 ･解釈を

分析するためのモデルとして､二次元の ｢事態発展モデルJを紹介する｡

2,1,時間の空間的 ･数量的把握 - ｢一次元｣の時間認知

言語表現を観察するかぎり､｢時間上の概念は比較的 ｢抽象度の高い｣概念に属すると考えら

れる_Heineetal.(1991:1157)は､文法化や意味変化の方向性 (directiona山y)から､一般に､

次のような乾張の傾向 (抽象度の段階性)があると指摘 している⊃

(7)意味拡張の一般的方向性 :

PERSON>OBJECT>PROCESS>SPACE>TIME>QUAuTY

日本語も同様に､｢時間｣を､次のように ｢空間｣や ｢数量｣の表現によって表わ し､｢時間

の長さ｣または r時間量_Iとして把握する傾同がある｡ 8次のような場合､一般に､｢時間｣は､

一次元の計測可能な対卓 として捉えられている｡

6井筒 (1999)は､｢走り始める｣や r走り終える｣のような くイベント)を ｢局面｣として扱っているが.
本稿は､r希っているJなどの く状態)のほうに注目する｡
了事憶の推移は､ふつう時間軸に沿って把握されるが､次のように､時間の経過を背景化し､鼓コップや
割箸をすでに使用した (used)かどうかだけが問矧こされる魯合もある.

この5紀コップ/割箸は 新しい

Sbbner(1989)は､局面を位置づける (6)のような事態の全件像を視野 (perspective)と呼～でいる=
これはLangackerの認知文法では､ベース (base)に相当する｡
三現在.空間認知､力学話知､数量認知の三つを言語に関わる重要な認知システムと考えている二
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(8)空間化 ･数量化された時間表現 :

a･わた しの大学は夏休みが 長い/患い 〔籾山 1995:634,635]

b･平和が訪れる日は 遠い/近い [籾山 1995:629,631〕

亡･時間がなくなって しまった [山梨 1995:115〕

このように､人間は一般に､｢時間｣を r一次元｣の轟的な対象と考える場合があり､以下の

ようなモデルとして表現 される､ ID

(9)一次元の時間認知モデル

時間の透通

- 去年 - 昨日 - ]時間前 現在 - 明日 -

2.2.事態進展モデル - r二次元｣の時間認知

しかし実際は､人間は､r時間の蔓過｣を直接に知覚することは不可能で.何 らかの ｢事態の

推移 (例.巳が暮れる)｣によって間接的に把握する必要がある'逆に言 うと､人間は､事態の

推移によって時間 (の経過)を r構成｣すると言い換えられるc llここでは､このような認放論

的な性質を鑑みた時間のモデルとして､LobnerI:1989)の ｢事態進展モデル｣を詔介する｡L2

次の図は､一 日の太陽の運行に関する事態i些展モデルである｡横車副ま､時間の逢過にあたる

r時間局面｣を､縦軸は､事態の推移にあたる r事態局面｣を表わすOまた､座標空間上の矢

印は､時間軸に沿って進展する r事態の進展｣を表わす｡ このように､r事態発展モデルJは､

事態の推移によって時間を構成するとい う人間の時間認知の傾向をモデル化 しているO

(10)事態進展モデル :時間局面と事態局面の相関

事態局面

日が沈む

日が昇る

三

準の事態遅展

時間局面

3,いろいろな局面形容詞

本苛 と次蔀は､時間認知を反映する形容詞の意味的分類､および､それ らの事態盟知モデル

に基づく表示を試みるOまず､｢古い ｣と ｢新 しい｣以外の局面形容詞の諸相を観察してみたい,･

袴に､r二次元｣の時間認知によって､はじめて理解可能な局面形容詞の存在を持病する二,

lD研山 (1995:636)は､空間的な時間表零に対する制約として､二次元以上の空間表現である r広い･狭

い｣や r太い･細い｣などの形容詞が.時間表現に適用できないことを指溝している｡

Il例えば､アリストテレスは r運動や変化がなければ､時間は存在しない｣と､また､ラッセルも r時間
は､経験された出来事によって構成されるJと嘗っている｡
12哲学者の宇島 (1996:67)も､r主観的時間 (事態局面に紹当).)と r客観的時間 (時間局蓋に相当)｣の
ずれの認免を解消するための類似のモデルを提案している｡
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3.1.年齢を表わす形容詞 -三つの年齢局面

E本語の局面形容詞は､r古い｣や r新 しいl以外に､韓に､ひとの ｢年齢Jを表わす表現と

して.寝々に語嚢化されているO

(ll)a.森先生は 年だ b.太郎書は 幼い/若い

(12)a. 年だ : 事態局面において､事態がより推移 した段階にある

b.幼い/若い : 事態局面において､事態があまり推移 していない段階にある

(13)｢幼い｣｢若い｣と ｢牢だ｣の事態局面 :

幼い 若い 年だ イベン ト:年をとる

しかし､一概にひとの年齢と言っても､次の三つの事態局面=年齢局面が日本語の形容詞と

して取り立てられる〕

(14)いろいろな ｢年齢局面｣:

a.実際年齢 : 冥際の年齢

b,精神年齢 : ひとの行動から認識される年齢

亡. 外見年齢 : ひとの外見から認識される年齢

例えば､r年だ｣は､もっぱら実際年齢に言及するのに対し､｢幼い｣I一若い_Lは､実際年齢に

言及するだけでなく､精神年齢や外見年齢を焦点化するO

(15) a.森先生は 年だ も.?林先生は t考え方,体付き手が 牢だ

(16) a.太郎吾は 幼い b, 次郎君は f考え方,体つきiが 幼い

3.2_｢事態局面｣と ｢時間局面｣のズレを表わす表現

年齢を表わす表現には､実際年齢 (-暗間局面)と､精神年齢や外見年齢がずれていること

を含意するものがあるC例えば､｢ませている｣は精神年齢が実際年齢よりも蓮んでいることを

表わし､｢老けている｣は､外見年齢が実際年齢よりも進んでいることを表わすこ.

(17)a_佐藤君は ませている - 精神年齢 > 実際年齢

b.鈴木君は 老けている - 外見年齢 > 実際年齢

このような表現は､単なる事態の進展ではなく､事態の進展が標準よりも ｢はやい (後述)｣

ことを表わすため､次のような表現は意味的に余剰的となり不自然である｡

(18)太郎君は 早くも きませている/?老けている

したがって､これ らの表現は､以下のような二次元のモデルによって表示されなければなら

ない｡ 13 以下の表示は､房準的な事態の進展にしたがった対象よりも､rはやい j蓮屡にしたが

った対象が､現在 ｢ませている｣｢老けているj ことを表わしている｡

13 同様の事態は､次に述べる重度や時期を表わす形容詞によっても表わされる.
a.佐藤吾は 成長がはやい b.鈴木君は 成長がはやい
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(19)二つの局面のズ レを表わす表現

a.｢ませているJの事態蓮展モデル

事態局面-精神年齢

現在

ら.r考けている｣の事態進展モデル

事態局面-外見年齢

93

現在

二つの局面のズレは､意味論的に表わされる場合もあるが､文脈によって語用論的に解釈 さ

れる蓉合もあるD例えば､局面形容詞 丁古い/新しい｣は､多くの募合､事態推移 と時間連過

は相関すると解釈 されるが､次のように二つの局面が相関しない文脈 も考えられる=

(20) a.パソコンは す ぐに主上なる

b.聖書のことばは いつまでも逝上と

4.時間認知を反映する形容詞

局面形容詞は､一般に ｢事態局面J上に表され時間軸に沿って理解 される候向があるO次に､

その他の形容詞として､時間形容詞 丁早い (early)/晩い (late)J､速度形容詞 r速い (fast)

/遅い (slow)｣が事態発展モデルでどのように表示されるかを見ていきたい｡

4.1_｢時間局面｣に言及する局面形容詞

4.1.1.絶対的な r位置｣を表わす場合

第一に､日本語の形容詞で､r早い｣と ｢晩 い｣は､時間的な ｢位置｣ l'を表わす r時間局面｣

に言及する形容詞で､いわば､もうひとつの局面形容詞と言ってもいいだろうO これらの形容

詞は､ある ｢状況｣に関 して､それが r時間局面Jのどの殺階にあるかを表わすL iS

14r近いJと r速 い｣は､空間的な r位置)を表わす形容詞の代表であるが､これら二つの形容詞対は､
ともに r位置lを表わす形容詞として類似のスキーマを持っていると考えられる.
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(21) a.(時間が)早い

仲本康一郎:時間認知を反映する形容詞

b.(時間が)晩い

これ らの形容詞は､意味論的に (21)のように定義され､(23)のように､｢時間局面J上で

遠退する時間の-局面として表示されるo

(22) a.早い :時間局面において､時間があまり経過 していない局面にある

b.晩い :時間局面において､時間がより経過 した局面にある

(23)｢早い ｣ と ｢晩い｣の時間局面 :

早い 晩い イベン ト:琴がたつ

4.I.2.相対的な r時期｣を表わす場合

これ らの形容詞は､時間局面における ｢絶対的Jな時間位置を表わすだけでなく､何 らかの

事態の成立との関係で ｢相対化｣されることがある｡例えば､次のように､r起床｣という事態

の成立に対する､相対的な G時期J7の問題として解釈されることがある｡

(24)a.まだ早いよこもう少 し休んでいよう - 働 くには 早い

b.もう晩いよCそろそろ起きなくちゃ - 起きるには 晩い

さらに､このような r時期Jを単なる一回性の ｢一時的状態jではなく､r恒常的属性｣とし

て解釈する暴合､その属性は､行為の主体 (動作主等)に帰属 される.ユ

(25) a,太郎君は (起きるのが)早い

b.次郎書は (起きるのが)晩い

4.2_｢事態の進展｣を表わす形容詞

第二に､日本語の形容詞で､｢速い｣と ｢遅い｣は､事態の蓮展の ｢速度｣を表わす形容詞で､

基本的に､r-時的状態｣ではなく r恒常的属性｣ として解釈され､その属性は ｢主体の能力 ｣

として行為の主体 (動作主等)に帰属される.二.18

(26) a,ウサギは (走るのが)速い

b.カメは (歩くのが)晩い

これ らの形容詞は､意味論的に (26)のように定義される｡.また､｢速度Jという概念は､｢時

間の経過｣と ｢事態の推移Jの相関であるため､事態進展モデル上に､ (28)のように ｢傾き｣

として表示されるO

(27) a.速い :時間の経過に比べて､事態がより推移する

b.遅い :時間の逢過に比べて､事態があまり推移しない

ほr状況｣を指示していることの証取として､(20)のような表現は､英語等に葡訳すると､形式主語iEに
よって表わされる｡

18la>.tloodの貢現からわかるように､英語等では､動作主だけでなく,事態の進展の r速度_tを被動作主
の属性に還元することが可叢であるコ
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(28)r速い｣と [遅い｣の事態進展モデル :

事態局面

95

4.3.rはやい｣と ｢おそい｣の解釈の哩昧性

さて､日本語は､事態の成立の ｢時期｣と事態の進貢の r速度Jを､｢はやい｣と ｢おそいJ

という同じひとつの形容詞で表わすCこれは､匝異性という意味論的な凝集性 (Coherence)に

基いていると考えられる｡つまり､何 らかの r事態の進展｣が ｢速い/遅い｣ならば､それに

関連する r事態の成立Jは ｢早く/晩くJなる｡

次の区は､うさぎとかめの r移動｣の ｢速度｣が､それぞれ速い/遅いことによって､それ

ぞれ予想される r到着Jの r時期Jが早く/晩くなることを表 している｡

(29)｢はやい｣｢おそい｣の事態進展モデル

事態局面

｢到着｣

走っている

｢出発｣

r早いJ r晩い J

rはやいJと rおそい｣は､事態の ｢過程｣を修飾する審合､その進展速度が問題になり､

事態の ｢成立｣を修飾する場合､その成立時期が問題になるB したがって､｢本を読む｣のよう

な継続動詞の場合､｢事態の過程j が焦点化され ｢速度｣と解釈 されるのに対 して､｢朝起きる｣

のような瞬間動詞の暮合.｢事態の成立｣が焦点化され r時期Jと解釈される｡

(30) a, 太郎君は 本を読むのが 速い/遅い :速度解釈

b-I?太郎君は 本を読むのが 早い/晩い :時期解釈

C.串次郎君は 朝起きるのが 速い/遅い :速度解釈

d. 次郎君は 朝起きるのが 早い/晩い :時期解釈

ここまでで最素してきた形容詞をまとめると次のようになる｡

(31)a.局面形容詞 : T事態局面Jに表示される 例)古い､新しい

b.時間形容詞 : r時間局面Jに表示される 例)早い､晩い

C.速度形容詞 : ｢事態進展｣の傾きとして表示される 例)速い､遅い
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5.語用論的な局面解釈

最後に､意味訴的に規定 した ｢局面形答詞｣の概念を拡張して､特定の文脈において､形容

詞は､一般に.諦用論的に r局面Jとして解釈されるという言語現象を取り上げ､このような

解釈を成立させる条件について法論する｡

5.1_r局面解釈｣とは何か?

r青空｣と r青葉｣｡ これ ら二つの表現は､異なる時間の荒れを持っている｡r空Jは､雲が

ないかぎり､つねに ｢青｣とい う属性を持っている｡そこに時間の流れは感 じられない｡ これ

に対し.｢葉｣は､春とともに芽吹き､秋になると紅葉 し､やがて冬とともに枯れて散っていくO

次の例で､形容詞 ｢青い｣や ｢甘い｣は.｢属性｣ではなく一時的な r状態｣を表わし､それ

ぞれ r蜜柑が熟れる｣や r考えが錬れるJ等の事態の-局面として解釈されるC

(32) a.この蜜柑は青いねO もう少し待ってみるカ㌔

b.その考えは甘いね｡ もう少し考えてごらん｡

本稿では､このように､形容詞が.語用論的な文脈によって､何 らかの事態の一局面として

解釈されることを形容詞の G局面解釈"と呼ぶことにする二以下では､このような r局面解釈J

を誘引する言語事実として､｢もう｣や ｢まだ｣のような ｢局面副詞｣の修飾による､｢解釈の

強要 (Coercion)｣という現象を観察する｡

5.2.局面副詞 ｢もう｣と ｢まだ｣-局面形容詞との共起関係

局面副詞 rもうJと ｢まだ｣は､事態を二つ (あるいは三つ)に分け､ある状態がその二つ

のうち､どちらの局面にあるかを取り立てる (Nakamoto1996)' これらの副詞は､意味的に､

(33)のように定義され､(34)のように表示される｡17

(33) a.｢もう｣:事態局面や時間局面において､より進んだ局面にあること

b.｢まだ｣:事態局面や時間局面において､より遅れた局面にあること

(34)｢もう｣と rまだJの事態局面/暗間局面 :

まだ もう

局面副詞 rもうJと ｢まだ｣は､本稿で取り上げた局面形容詞 と､次のような､意味論的な

共起関係を持つ (1.6bner1987:181･2)｡ 18

(35) a.(?まだ/もうI 古い b.tまだ/?もうI 新しい

(36) a.†まだ/?もう) 辛い b.(･?まだ/もうI 晩い

(37)a.l･?まだ/もう1 年だ b.(まだ/?もうi 幼い/若い

llrもうJと ｢まだlは､次のように､その他に､｢速度｣や r時期Jに言及する用法もあるが.ここでは
議論上で関連性を持たないため省略した｡多くの巻合､副詞にストレスを置いて表現されるo

a. 十分で もう 読み終えた - ｢はやくもJと言い換え可能
L). 5時に もう 竜きている -･｢はやくも｣と言い換え可能

16同様なことは､状憶化された動詞についても言える｡
.I.この魚は Lまだ/I?もうJ 生きている b.この魚は 1?まだ/もうj 死んでいる



言語科学論集第 5号 く1999) 97

5･3-局面解釈の諸相 - ｢可逆性｣と ｢不可逆性｣

この節では､具体的に､どのようなクラスの形容詞が,どのような語用論的な文脈で r局面

解釈｣を誘因するかについて議論してみたい｡

5.3.1.可逆的事態の局面解釈

吾味的に単なる一時的な r状態｣を表わす r元気だ｣のような形容詞は､ri,う｣と ｢まだJ

のどちらの局面としても取り立て可能である,J 19 次の例で､r元気だ.Iは､rもう｣で修飾した

場合､｢回復Jという出来事が喚起され､以前は病気だったが､今は治っていると解釈されるこ

これに対して､rまだJで修飾 した場合､｢衰弱｣とい う出来事が喚起され､将来は体が衰える

(可能性がある)が今のところ大丈夫であると解釈される｡

(38)a.おとうさんは もう 元気だ b.おじいさんは まだ 元気だ

5.3.2.不可逆的事態の局面解釈

次に､空間的なサイズを表わす ｢大きい ｣や r小さい｣等の形容詞は､局面副詞が付加され

たとき､r成長｣という岩来事が喚起され､解釈の自然さに非対称性が生 じる｡これは､こども

は ｢大きくなるJことはあっても､r小さくなるJことはない (不可逆性)ためであろうC2O

(39)a, うちの子は まだ小さい/もう大きい

b.?うちの子は まだ大きい/もう小さい

5.3.3.局面解釈をゆるさない場合

最後に､局面副詞を付加 しても局面解釈が困轟な形容詞もあるC このような形容詞は､形式

意味論で ｢個体レベル｣の述語と呼ばれ､恒常的な r属性｣と解釈 され る傾向がある｡次の例

も､｢鉛室の色｣r人の知力｣は一般に変わらない (不変性)ため､解釈が困難となっているく コ1

(40) a.?この鉛竃は tまだ/もう1 赤い

b.?あのひとは (まだ/もう1 賢い

5.4.馬面解釈の成立条件 -イベン トフレームの喚起

局面解釈は.局面副詞を付加することによって ｢強要される｣場合が多いが､基本的には､

次のような解釈上の処理を必要とする'例えば､(38)(39a)では､r回復｣r衰弱｣｢成長 (-

大きくなる)｣などのイベン トフレームが喚起されて局面解釈が成立する｡これに対 して.(39b)

や (40)は適切なイベントフレームを喚起 しないため局面解釈が因襲となっている,I

(41)局面解額の成立条件 :

主語名詞や形容詞の組合せから､何らか0:･イベン トフレーム22が喚起される

19次のような周期的事態に言及する浪合はどちらの局面でも窟釈可能であるb
a.外は ほ だ/もう1 明るい/暗い b.外.i ほ だ/もう】 暖かい/涼しい

盟解釈不毛というわけではなく.からだが成長することによって､相対的に衣愚が小さくなるという文舵
のもとで.rうちの子 (に)は.まだ大きい/もう小さいJということがあるかもしれない｡
21これも同様に語用論的な問題で.適切な文脈を与えると何らかの解釈は可能となる｡

～-'イベントフレーム (eventI-ram告)については.Talmy(1995)､仲本 (1998)を参照Gまた､フレーム
(lrallle)については､F山more(1982)を参照のことG
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このような処理を以下のように定式化する.:.(42)は､｢Xの状態をイベン トの一局面として

位置づける｣ことを表わす｡また､局面の種類としては､｢まだ｣と共起する ｢後進局面 Jと､

rもうJと共起する ｢先進局面｣があり､(43)のように表示されるO形容詞は一般に､対義語

として.二項対立を構成するものが多く､このどちらかの局面として解釈される傾向がある｡21

(42)状態 (X)⇒ 局斎 (イベン ト (Ⅹ))ヱ4

(43)rもう｣と ｢まだ｣による局面解釈の強制 (Coercion):

a.｢もう｣の局面解釈 :状態 (Ⅹ)⇒ 先進局面 (イベン ト (X))

b.rまだJの局面解釈 :状態 (Ⅹ)⇒ 後進局面 (イベン ト (X))

6.本稿のまとめ

本箱は､まず､従来の ｢状態J対 r属性｣という区分とは異なる､形容詞のイベン ト構造と

して事態の-局面に言及する r局面形容詞Jというカテゴリーを提案 した｡次に､時間認知を

反映する様々な形容詞の解釈において､時間琶過と事態推移の相関に基づく r二次元｣のモデ

ルが必要であることを主張 した｡最後に､局面副詞 ｢もう･まだ｣の付加による解釈の強要を

取り上げ､語用鶴的な ｢局面解釈｣に対するイベン トフレームの必要性を示 した｡
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