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空間から時間へ

～写像の動機付けと制約～

碓井智子

京都大学研修員

hitsuji77-I)'@infoseek.jp

1.はじめに

私たちは如何にして抽象的な概念である時間を認知し､それらを言語化しているのか｡

これまで抽象概念である時間は認知が容易な空間を sD とした写像により認知され言語化

されると考えられてきた∂しかし空間と時間それぞれの持つどのような特性に類似性が見

られ､一体何が写像の要因となったのかということは詳細に述べられていない｡本稿では

写像の要因を単に類似性とするのではなく､空間と時間の間にどのような共通の特性が見

られ写像が起こったのかを明らかにし､さらに類型論の観点から時間 ドメインへの写像の

制約の存在を指摘する｡

2.言語学における時間

言語学において時間とはこれまでどのように捉えられ分析されてきたのだろうか.本節

ではこれまでの言語学における時間論を捷鼓し､時間の持つ特性を明らかにしていくe

2.1.Fillmore(1997)

Fillmore(1997)では時間を以下のように定義している｡r時間は一次元的なものであり,

且つ一方向性を持つ不可逆的なものである｣砲かに時間というものを認知主体無しの客観

的なものとして捉えた場合､時間はこのように定裏づけられるかもしれないが,あくまで

もこれは二ュ- トン等の考える絶対時間を記述したものであり､認知主体をそこに入れた

場合､時間というものの定丑白体が変わってくると考えられるO

(1)TllIE

T
one-dimcn5ional

unidirection:ll
thehumanmindasmovement

…lheWorld''asmo､･Lngthroughtime

"theworld"asbeingconstantandtimepassingbyit.
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(Fillmore1997:45)
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さらにFillmoreは言語表現の中に人をいれた事例をあげ､その場合は(2)に示すように時間

に方向付けが与えられることを指摘している｡

(2)aSuccesslaybehL'ndthemjailurelayaJzeadofthem_

b.Befol･ethattimetheyweresuccessful.afteT･thattimetheywereunsuccessful.

(FillmoreI997:46)

時間に前後の方向軸を与え､過去が主体の背後に位置づけちれ､未来が主体の前方に位置

づけられるという時間認知の存在性を指摘している｡そしてこの時間の捉え方は後の

LakoffandJohnson(1999)へと引き群がれていく0

2.2.LakorrandJohnson(1980)(1999)

LakoffandJohsoJl(1999)では時間を以下のように定義している壬

(3)All0fourunderstandizlgSOfTIMEarere一ativetootherConcepts

一一 Motion,SpaceandEvents

TrMEisnotcOnCePtualizedonitsownterms- MetaphoricallyandMetonymically

時間というそのもの自体を単体で認知し理解､言語化することは不可能であり､私たちは

r動き｣や｢空間｣や｢イベント｣といった実際に認知可能なものを媒体とし時間を認知してい

るとここでは指摘されている｡そして時間を概念化するためには｢メタファー｣や ｢メト二

ミ-｣を使用せねばならず､またそれなしには時間を概念化することは不可能であるとし

ている｡さらに時間そのものの持つ特性として彼らは以下の4点を挙げているこ

(4)TlA･IE ① TimeiSdirectionalandirreversible

② Timeiscon血uous

@ Timeissegmentable

@ Timecanbemeasured (LakoffandJohnson1999:138)

彼らの分類はFillmoreに通じるところが多いが､大きく異なる点も見受けられるC彼らの

定義はこうであるO｢時間とは方向性を持ち不可逆的なものである｡そして連続性をもちI

分けることができ､且つ量を量ることが出来るものである｣Fillmoreの時間の捉え方と大

きく異なる点は.時間を単なる客観的な存在物として捉えているのではなく､その背景に

時間を認知する認知主体の存在を示唆している点である｡特に時間の持つ特性の③と④は

その現れであるといえる｡これまでの先行研究を元に本論では時間の持つ特性を以下のよ

うに大きく5つに分類した=

『時間の特性 』 善事:/.ifこモ･>}÷守S:七.:iii

① 時間の動的側面

(参 時間の方向的側面

③ 時間の静的U頓序的)側面

④ 時間の次元的側面
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次節ではこれらの時間の持つ特性を元に､時間認知がどのようにして行われそして言語化

されているのかをみていく｡

3.動的な時間認知

時間を動的な動きをあるものとして捉え言語化するという時間認知は非常に多くの言語

において見られる現象であるO古来から時間の流れを川の流れになぞらえて日本において

も俳句等が読まれていることからもこの事実は明らかであるL.本節では時間を動きを持つ

ものとして捉える時間認知の方法を見ていく｡

3.1. 近接過去と近接未来

言語においてはフランス語のようにテンス形態にまで動く時間の認知が反映されている

ものもある｡

(5)Passeresent(近接過去) venirede+inr (ex)JeviensdemaJlger

Fulureproche(近接未来) aHer+illr (exHevaismanger

フランス語にはr近接過去｣(現在から近い過去)と｢近接未来｣(現在から近い未来)を表すテ

ンス形態が存在するOそれが(5)に示 したものであるc r近接過去Jを表す際は'venirel'(come)

が使用され､r近接未来｣を表す際は'allerM(go)が用いられる.コこれは認知主体自身が時間軸

上を過去から未来に向かって移動しているという時間認識が言語に現れたものであり､そ

れがテンス形態として使用されている事例であるといえるO

(6)Tensel- venire(come)- MovhgConceptualizer(MovingEgo,MovingObserver)

aller(go)→ MovingConcepttlalizer(MovingEgo,MovingObserver)

このように時間を動くものと捉える言語は非常に多く､SweetSer(1988)によると特に未来標

識を表す際に"go､'という動詞が使用される言語が非常に多いとされているo次節では英語

に見られる未来標識''go''の文法化の過程を見ていくO

3.2. 未来標識としての "go"

sweetser(1988)では移動を表す動詞'●go''は多くの言語において未来標識として使用され

る傾向があることを指摘 している｡英語における"begoingtò､が意図性や未来性を表すとい

う事実もその一例であると位蔽づけているCそれを図式化したものが次の図 1にあたる2C

動詞…go"は自己に近い起点から離れた者点-の移動を表 し､もともとは空間的な移動を表

していた語である｡本来空間的に前方-移動することをあらわしていた''go''が､時間表現

として未来標識となった背景には､我々が時間を勤的なものと捉え,自己の前方に未来が

位置すると時間を認知しているという瀕実がある｡つまり前方-の空間的移動が､自己の

1 ll:55- 12:00 Jlya5mimlteS.(Thereis～)

2書面の都合上Eg]式は筆者により多少手が加えられているき
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前方にある未来への移動であると概念化され.''goMが未来標識として使用されるようにな
ったのであるO

(7)

婁する起点蘇れた終点

G三51＼1.
Ego 近接する起点 離れた終点

-現在 -未来

またsweelerは同様の現象が英語以外の多(の言語にも見られるという事も指摘している.

つまり時間を動的なものとして認知し言語化している言語が多く存在するということがこ

の事実からも明らかである｡そして時間を動くものとして認識する時間認知にはr時間自体

が動いていると認識されるもの｣と｢時間は静止しており認知主体自身が時間軸上を移動し

ていると認識されるもの｣の二種類があることをL&J(1980)が指摘している｡次節では動的

な時間における二種類の時間認知を考察する｡

3.3TimeisMovingMetaphor

時間を助的なものと捉え､その時問に方向性を持たせた認知方法を詳細に分析した研究

にLakofrandJohnson(1980)がある亡L&J(1980)以降.時間認知にメタファーが深く関与し

ていることが明らかとなり､メタファーなしには時間を認知､概念化することは不可能で

あると考えられるようになった｡彼らが提示した事例は膨大であり,そのメタファーの種

類も多いCそれらのメタファーの中で中核を成すものが､時間を動きあるものとして捉え

る MovingTimeMetaphor(MTM)と､認知主体が時間の中を移動していると捉えられる

MovingObserverMetaphor(MOM)であるB

3.3.1.MovingTimeMetaphor

MTM とは時間が動きそれを認知主体が静止してみているという時間認知を表したメタ

ファーである｡｢動かない認知主体が存在し.彼は固定された方向を向いているQそして彼

の前方から後方へと物体つまり時間の連続が過ぎ去っていく｡動いている物体､すなわち

時間はその動きに方向性を持ち認知主体に前面を向けてこちらへと向かって<る｣(Lakoff

andJohnson1999:141) これがレイコフらがMTM と呼ぶものである=そして空間からのメ

タファーによる写像関係を彼らは以下のように示している｡
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(8)THEMOVINGTIMEMETAPHOR

Objects > Times

meMotionofObjectsPasttheObseTVer >The'̀Passage''ofTimc

(LakofrandJohnson1999:141)

さらに(8)のメタファーに時間に方向性を持たせるメタファーである TimeOrientation

Mel叩horを当てはめると次のようになる｡

(9)TheLocationoftheObserver

TheSpaceinFrontofthcObscrvcr

TheSpaceBehindtheObser､･er

ThePrcscnl

TheFuture

ThePast

TillleS

TheMotionofObjeetsPasttheObserver > TheA.Passage''ofTime

(LakofrandJohnsonI999:142)

そして(9)の時間認知の構図から(10)に見られるような言語事例が生まれるとしている｡

(10)MoヽiJ)gTimeヽ letaphor

a.Thetimewillcomewhen...

b.Comingupinthewccksahead...

C.IlookforwardlolhcarrivalofChristmas.

d.Ican'tfac･ethefuturc.

e.ThefaceofLhingstocome. (LakoffandJolmson1999:143)

f.NextweekandtheweekfollowlnglL (LakofrandJohnson1980:43)

(10)中の線は筆者によるものであるが､これは(10a)(lob)と(10C)～(10e).さらには(10巧が一

様に勤的な時間という観点から分析できるのかということを危恨したものであるCつまり

そこに動きを感じるかどうかに差があることを示している｡ここで問題なのはレイコフ ら

がTIM王ISAMOVINGOIiJECTであるというメタファーと､時間は方向性を持っていると

いう点を重要視しすぎたために.それらの特性をもっこのメタファーの中にあまりにも多

くの事例がまとめられてしまっている点である亡Obsen′erが現在に位置していて時間が流

れていると言う(9)のような的図は殆どみられない事例もある｡また彼らは(10f)の事例にお

いで 'theweek/o//ol巾git''の部分のみを問題視しているが､同じ文章内にある…NexIweek"

の…Next''という時間表現は無視しているC'Next"には時間の流れのような動的なものは全

く感 じられず.どちらかというと非常に静的な時間の位荘関係を表す語であるB

(10d)…follow-や その他…preccde''はもともと動詞から派生した形容詞でもあるため､確かに

動きや方向性が感じられるが､(100の ÈNext''に関しては方向性という面ではニュートラル

な状態である｡このような動きや方向性を持たない言語事例をr動き｣を前程として MTM
としてひとまとめにしてしまうのは事実に反しているのではないだろうかC

3.3.2.九･10､1'ngObserverMetaphor

MTM と同様に重要なメタファーがMOM である｡Lako汀andJohnson(1999)において.時
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riiHこrXJする二つの主要なメタファーとして前節のMTM とMOMがあげられている｡MTM

が時間が動いていると認知されるのに対し､MOM は認知主体自身が固定された時間の中

を移動しているように認知される=またこの場合,時間をあたかも景色のように認知する

ことからMOM はTm信一SLANDSCAPEMETAPHORとも呼ばれているC

(II)THEMOVINGOBSERVERMETAPHOR

L胴 tioI】soz)ObSerVef'sPathofMotion > Tmes

lleMotionofthcObsm er > The…PassagehofTime

TlleDistanceMoycdBytheObserver > nLCAlmuntOfTimc"Passed～

(LakoffazldJohnson1999:146)

さらにMOM をTIMEORIENTATIONMETAPHOR にあてはめると次のようになる｡

(12) TLcLocationortheObserver ThePresent

TheSpaceinFrontofthcObSerVCr > TheFumre

TheSpacebehindtheObserver

LocationsonObscrver'SPathofMotion

TheMotionoftheObserver

TTteDistanceMovedbytheObserver

ThePast

Times

> The】P85SageMofTime

TheamountorT inle"Passed''

(Lako汀andJohnson1999:146)

そして以上の桝図から次のような言語事例が生まれるとされている｡

(13)Mol-ingObserverMetaphor

a.Aswegothrough theyear.

b,As wegofuTtherintothe1980S.

C.We'reapproachingthecndoftheyear.

d.WillyoubestaylZ)galotlgtimeOrShortlime?

C.Let'sspreadthcconferenceollertheweeks･

(.I'llbcthereI'naminute.

g.HcletlatlOo'clcN:k･

(LakoffandJobson)980:43-44)

(LakoffandJohnson1999:146)

L劇(1980)においては MOM として典型的な事例である(Ⅰ3a)～(13C)をあげているが､L&J

(1999)ではその拡張事例として(13d)～(13g)などのような事例もMOMの一例としてあげて

いる｡時間表現として使用される形容詞や前置詞等もすべてMOM によるものであるとし

ているが､これは形容詞がもつ特性や前置詞が持つ意味を全く考慮してない分析であり再

分析する必要がある｡

以上時間を動きあるものとして碇えるときに使用されているメタファ-を二種類紹介し

たが､これらの表現はMovingTimeMetaphorや MovingObserverMetaphorという時間の動

的な側面のみを考慮したひとつのメタファーにより成り立っているのではなく､空間と時

間の持つ様々な変因が階層をなし写像が起こっているということを4節においてで明らか

にするO
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3.4. 静的な時間認知

本節では時間はすべて動的に認知され言語化されるものではないという事采を類型論的

覇点から明らかにしていく石動的な時間以外に静的な時間認知が存在することを示唆した

ものに Comrie(1985)がある｡ここでは様々な言語を元にテンス形態を大きく二種類に分類

している｡

(14)Bern-1rdComrie(1985)

① RclativeTense

巨 ubrsC..rue.Iea慧ea:C:es:case:,Iupcrrecuubrepe.,ect

@ Absolutetense

PrcseI1日cnse

PasHense

FuluretellSe

テンスには①Relativetense(相対的な時制)と②Absoluletense(絶対的な時制)とがあり､①は

過去完了形や未来完了形のように時間軸上にある一時点が存在し.その時点よりも過去で

ある､もしくは未来であるといったように相対糾 二時間が決まるものをさす缶それに対し

環時点から見て絶対的に過去､現在.未来がわかるような､一般的にテンスと呼ばれてい

るものが②にあたるOさらに Comric(1985)ではテンス形態をもたない言語の存在件も示唆

している｡

(15)TcnsclesslanglJageの存在

+Burmese realis- presentorpasttimereference

irrealis-→futurctimerefbrence

●Dyirbal verbinLlectionによるtenseはない byComrie

●Yindy lenscではなくAspect(完了/未完了)的対立 byDixon

●Hoppi tenscではなくvalidity,aSPCCt.rnOdeによる却実記述 bySapior

(15)は ComTic(1985)に筆者が手を加えたものであるが､例えば Bumese語では realisか

irrealisかがテンスの役割をしておりrealisであれば現在もしくは過去を表し.irrcah'Sであ

れば未来を表すとされている｡Yindy泊にはテンス形態は存在せず､その代わりを担って

いるのがAspecl的な対立､つまり完了相であるか､非完了相であるかという区別により過

去､現在､未来を表し区別している｡さらにHoppi籍に至ってはテンス形態は存在せず.

その代わりV壬IIidity,aspcctや mode等を用いてテンスを表している｡このようなテンスをも

たない言給において多く使用されているのが静的相対的な時間認知であるC

(16)オーストラリア原住民欝

一時rulJ認知をする際､必ず RPを要する言語

｢今日Jを意味的焦点として持ち､これが ｢明日｣や r昨日｣を与える｡

◎ Dyirbal帯

｢軌 や ｢午後｣をあらわす.'utjはなく ｢今日の前半｣と r今日の後半｣があるだけ
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である｡

一一 ｢今｣という時点をRPとして絶えず認知している｡

◎ Hindi爵

n(al/r昨日･明日｣を両方あらわす｡

/parsoM/rおとつい ･あさって｣を両方あらわす｡

(ex)kal Aaj kal (昨日･今日･明日)

-/kalJはorientationはニュー トラルであるが､/AaJ'/(今日)を絶えず認知的参照点

として用いていると考えられるG

例えば Dyil･bal譜では現在を認知する際､必ず現在を参照するといわれている=今日と

いう時点を参照点としそれが明日や昨日を与えるのであるOここには時間が動いていると

いう認識はなく､静的な時間の相対的なIlrB序関係により時間を表しているsまた Hindi譜

においても''kal…が昨日､明日を共に意味し,=parsoM''がおとつい､明後日を両方表す｡こ

れらの譜を認識するためには必ず今日という譜を参照点として使用しなければならない｡

このように時間を動的に据えない､静的な順序関係において時間を認識している言語も存

在している｡これは言語によりすみわけが存在するということを意味するのではない｡言

語によっては両方の時間認知(動的時間認知･静的時間認知)を持ち合わせていることが非

常に多いのである｡日本語もその一例であるといえる｡それをまとめたのが(17)である｡

(17)類型論的に見た時間の認知方法

Trh･rETS TliMEIS

DYNAIMIC STATIC

Tense (ex)French

A5peCt English

Tcnscless (ex)Dyirba1

0RDER Hoppi

(17)は暫定的なものであり今後更なる検討が必要であるが､これまでの分析を元に考える

と時間を動的なものとして捉える傾向の強い言語はテンス形態にも動きが組み込まれてい

るようなフランス語などがあげられ､それに対しテンス形態をもたず相対的な順序関係を

用いて時間関係を表す Dyirbal語や Hoppi喜昏などは時間を静的に捉えている言緒である可

能性がある｡そして日本語や中国語などは両方の方法を持ち合わせている言語であるとい

える｡これまで欧米語中心の分析が多かったため時間の動的な部分のみが扱われてきたが､

類型論的に見ると時間を静的に捉える言語も存在しているのである｡次節からはこれらの

事例を踏まえて,新たな較点から時間認知モデルの構築を目指すっ

4.時間の特性

本節では日英語を中心とした事例分析をもとに､時間の持つ特性を図 3のように5分類

している3｡これまでの英語中心の先行研究(LakoffaJldJolmson(1999))では主にくかと②の特

性に時間表現の事例すべてを集約して分析がなされてきた｡しかし前節で見たように､類

型論的観点から分析を行うと時間を動くものと認識しない｢動き｣を持たない時間表現とい

3今回の発表で主に取り上げるのは①～④の時ETBr]の側面である｡(参は提示するにととまる｡
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うものの存在が非常に多いことがわかる｡本論ではそれらの)Ji例を元に動的な時間を再分

析し､さらに静的な時間の認知方法を提示する｡そしてこれまではMOM(MovingObseⅣer

Metaphor)の一例とされてきた形容詞を次元性と方向性いう新たな観点から分析し再分析

を行う｡

『時間の特性 J 鴛

① 時間の動的側面 - 動詞 .形専詞(分詞)

② 時間の方向的側面 - 動詞 .形専詞

③ 時間の静的(順序的)側面 - 名詞(相対名洞).形督河(分詞)

④ 時間の次元的側面 - 形容詞 .名詞 沖

5.Motivations&ConstraintsofMapplng

空間街域から時間領域へと写像が起こる際､両者の持つ類似性が動横づけとなり写像が

起こることはこれまでの研究においても多く指摘されてきたが,写像の際の制約に関して

分析を行ったものは少ない.本稿では図 4に示したように時間認知モデルを多層構造を持

つものとして捉えているOそこには一一対一の写像関係ではなく､いくつかの複数の要因が

重なり写像が起こったり､又制約がかかったりしている｡それを示したものが図4である｡

図4においては時間の持つ特性として図5に挙げた5つの特性を挙げている｡写像が起こ

る際､これらはすべてを要因として併せ持つ必要はなく,いずれかの側面を有していれば

時間海域へ写像はおこる｡その際､それぞれの側面において一定の制約が存在し､それに

より写像が妨げられることもある｡写像の動積づけや制約は多くの言語に一様に見られる

ものもあるが､次元性や方向性に閲しては文化差により異なる点もみられるG本稿ではこ

の図 4を用いて.いかに時間領域へと写像が起こり､その際動機付けと制約が如何にかか

るのかを明らかにしていく｡

Motivations

SpatialDomain Cpnstraints TbmporaユDomain
Dimension< l II

:′′nTヽnTヾ ItI/.

Motio ′

Thirppパ

⊂ !▲ .- ▲こ_ ORB
/

U lTIOi 8 I

ttual1

一一■■Tl′~ttt■lI. I

ME:MovingEvent

MC:Mo血 g

ConceptualiZer

FB:Frt)nt-Back

UD:Up-Dom

RL:Right-Left

1D:one･dinension

2D:two-dinension

3D:three-dimension

図 4

4DIRECTIONとDrMEm lONの写像過程関しては文化差によるところが非常に大きい.

5時間前逆網(碓井 2004)を考える際に非常に重要な概念であるが.本論では提示するにとどめてお<.
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5.1.動的･方向的側面

LakofrandJobson(1980)以降 r私たちはメタフ71を用いて時間を捷念化し言語化して

いる｣と考え彼らによって多くの時間に関するメタファーが指摘されたCその根幹をなす

ものが orientaionMetaphoJ方向付けのメタファー)とその下位に位置づけられる Moving

TimeMetaphorとMovingObsen′crMetBLPhorである｡彼らは時間に前後の方向付けを与え､

さらに認知主体が時間が動くと認知する場合と,認知主体自身が動く場合があることを指

摘している｡(18a)が前者の(J8b)が後者の事例である｡これらは図 1に挙げた時間の持つ①

動的側面と②方向的側面が現れた言語事例であると考えられる:この二種類の時間認知方

法を本稿では図 5-A 図 5-8のように図式化する｡

(18)a.Thetimewillcomellrhen...

b.Aswego血rough theyear.

(19)a.試験が近づいてきた

b.人生の終わりに近づいて行く

動的な時間搭知(》

｢時間主体が移動｣

図 5･A

(LakoffandJohnsonI980:138)

(Ll｣梨 1995:50)

動的な時間琵知②

r謬知主体自身が移動｣

図 5-B

(18)や(19)に示したような時間表現の場合､認知主体が時間を図5-A.図5-8のように捉え

言語化し､さらに図6に示したような側面が動機付けとなり写像が起こっていると考えら

れる｡この場合MOTIONとDIRECT10N(fRONT-BACK AXIS)が動機付けとなっている｡

しかし中国紙などではMOTTONとDIRECTION(UP-DOWNAXIS)が用いられることもあり

言語によりどの面や軸が用いられるかは今後さらに分析していく必要がある｡
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TemporalDomain

Motilrati【)ns

Constraints
l6 l I1

I / ｢ J

i/∠LJJ～.tntin LJ

Tl ■■AirL>♪*;

TIll

l≦n-/

｣ I一 I一II J

ノ=

C I｢ .-+ lI

匝 ii!

/ I

SpatiaJDomaiJ)

5.2.静的側面

先行研究では勤的な時間表現(MTM)として分析されていた(20)や(21)のような事例は本

稿では前節に挙げたアジア.アフリカ諸国に多く見られる F順序Bという概念を介した.袷

的時間認知(胸序関係)の事例であると位耶づける7C

(20)aNe,YIWeekandtheweek/olIowL'ngiL. (LakoffandJohnson1999:143)

b｣thadbeenfinetheweekbC/ore.

C.rdonlyseenhimthey,evioLLSday･

(21)a.卒業式の前日に彼に会った

b.食事の後に歯を磨く

これらの事例を｢順序｣という概念を介したものであるとする根拠としては､r定冠詞の存

在｣と参照点マーカ-であるrの｣の存在が挙げられる｡(20a)(20b)は以前は助的な時rijjの事

例とされてきたが､(20b)には動きが感じられないというアンケー ト結果を得た｡これは

(20a)''foHowing''が動詞派生の形容詞であるのに対し､IbcforcMが名詞(空間名詞)派生である

ことも大きく閲与していると考えられる｡さらに(20a)に見られる'Ncxt…はこれまで分析対

象とされることはなかったが､これは空間､時間南街域において純粋にrJ噴序｣という意味

を表す語である｡又(20C)､'previous''に関しては空間用法を持たず､時間的な順序関係のみを

あらわす時間形容詞(碓井 2004)である｡以上の要因から本稿では噸 序｣という板念を時間

領域を考える上で非常に重要な概念であると位置づけ､この｢順序｣を介した時間認知をr静

的な時間認知｣と位吊づける｡(2I)に示したE]本譜の相対名詞はこれまで時間の動的なメタ

ファーによるものであると分析されてきたが､日本語｢マエ｣は空間名詞派生の相対名詞で

6 DTRECTIONとDlMENT10Nの写健適確関しては文化差によるところが非常に大きい｡

7 これらを静的な臓序であると位慣づける根拠は.参照点として働く定冠詞の必資性やアンケー ト結果等
による｡
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あり､動詞派生である英語のH仙lowingMのようにそこには時間の動きは感じられない｡そ

こには認知主体の二つのイベントの順序関係をトレースする際のメンタルパスの動きが存

在しているにすぎないのである｡

静的な時間認知

roRDER(順序)j

図7

Motivations

SpaliaIDomainCon5traiJltS TemporalDomainI

If l10l I I

れⅠotl

D

IJl T
一つ

1----I I8

(20)や(21)の場合､図7に示したように時間を捉え言語化し､さらに図8のように空間と時

間の持つORDERの側面とDIRECTION(下RONT-BACKAXIS)が写像の動横付けとなってい

る｡

これまでは時間の動的側面を重視した分析が多くなされてきた9｡時間を認知する際には必

ずそこにはrMOTION(動き)Jがあると考えられてきたが､分析の結果動きが感じられない

静的な時間認知の存在性が明らかとなった｡特に元来空間名詞だったものが時間関係を表

す語へと拡張した場合その傾向が強いといえるC相対的な時間の順序関係を表す(20)(21)

等は oRDERという捷念が Motivationとなり時間領域への写像が起こったと本稿では位置

づける)次節ではこれまではMOM の一例であると位置づけられてきた形容詞を次元性と

方向性という観点から分析を行う=

5.3.次元的側面

L&J(1999)では形容詞はMOM の一例であると位置づけちれてきた｡本節では形容詞が時

間表現へ写像される際､単なる空間や動きという観点からだけでなく.そこには次元性と

方向性が大きく関連していることを明らかにするCこれまで時間は一次元であり､一方向

性を持つものであると考えられてきた｡そして空間飯域において二次元の要素を持つもの

時間領域へは写像が起こらない(籾山(1995)JO.山田(1981),Fillmore(1997)等)とされてきたが,

二次元･三次元の形容詞も一定の条件を満たせば時間領域へ写像が起こることがある｡なぜ

そのようなことが起こるのか､類型論的観点から時間額域への写像の動機付けと制約を考

える｡

8DrRECTTONとDfMENTTONの写像過程関しては文化菱によるところが非常に大きい｡
9欧米話語は時間を劫約･線的と据える傾向があり.それに対しアジア･アフリカ諸国は時間を静的･環的
に控える傾向がある｡これまでは英語中心の分析が多かったため､時間の持つ静的･環的な特性は分析対
象とはされてこなかった｡
10r深い･浅い｣は一次元的な形容詞であるとして時間表現に拡張可能であることを指摘している｡
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(22)｢広い･狭い｣｢大きい･小さいJ等の形容詞は､二次元(ail-)あるいは三次元(立体)の

空間を表すことは出来るが､一次元(蘇)の空間を表すことは出来ない｡.

従って一次元的にのみ捉えられるr時仰｣へは転用できないと言 うことになる｡

一方r遠い｣r近いjr浅いJr深い｣｢短いjr長い｣という形容詞は一次元的空間を

表せることから時間へも転用が可能と言うことになるC (観山 1995:636)

5.3.1.次元形容詞

次元形容詞を多面的な側面から分析 したものに国広(1982)がある｡国広は次元形容詞を

rベク トルを持つものと持たないもの｣に大きく二分し､さらにそれ らを｢線を含むもの｣､

r肉付けがあるものJ､｢平面を含むi)の｣-と分類した.この分析を元に空間から時間簡域

-の写像が可能である次元形容詞と､写像が不可能な次元形容詞を類型論的観点から分析

を行う｡

(23)rベクトルを含む(ある基点からの一方向性)1 Fベクトルを含まないJ

タカイ⇔ヒタイ

フカイ⇔アサイ

トオイ⇔チカイ

｣ 誓 笈 ∃ :慧 ある

三言;;言;三イコ 肉付けなし

:T,I..g T. コ 平駅 含む

(国広 1982:168)

5.3.2.二次元･三次元の時間表現

これまでの先行研究では写像が不可能とされた ｢痛い｣r深い･浅い｣｢太い･細い｣｢大き

い･小さい｣等の二次元､三次元形容詞と位置づけられる事例も(24)に示したように時間表

現が見られる｡また英語においても同様に ー二次元形容詞 ''deep''は時間表現としても使用

される=

(24)a.年が轟けている(長けている)ー 二次元-DjrectFon有

b.
C.秋が漂わ てきた コ テ二次元~DirectionまだElが濃い

ed:…:芸 冨 ('盃<'諾 ご:冨FnpHll,'コ → 二次元-織的

f.

q∋●認 諾 品諾 た r 三流 ~量的榊

(25) deepintheStoneAgcH

ll前後軸を主に用いる英語では時間表現における上下軸は見られないと考えられてきたが､(7)の事例は
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これ らの事例か ら言えることは図 9に示 したように､次元性以外の要因である

DRECTLON､QUANTITYや LINEARITYという側面を持ち合わせていれば時間宙域へと

写像が起こり得るということである｡さらに時間の写像を考える際,単層ではなく多層構

造の写像関係があることもこの図から明白である｡しかし日本語において二次元形容詞で

ある線的要素を持たず全くの平面であるrヒロイ･セマイ･アツイ･ウスィJは時間領域に写像さ

れない｡二次元(線的要素を持たず全くの平面)であるということは時間領域への写像の際

非常に強い制約となるようである｡しかしこの制約の度合いは言語により多少晃なるよう

である｡(-(28)中国語)それに比べると三次元は時間の畳的剛面(図 3)と合致する為､時間

への拡張は比較的容易であることがわかるOしかし中国請においては時間額域への写像の

際強い制約となるはずの二次元形容詞が時間表現として使用されることがある｡それが以

下(28)に示したものであるCまずは(26)英語とフランス綿の次元形容詞の分布から見ていく

deep

◆sballow

+wide

+narrow

●thick

+thin

(+nat)

big

Helulallymadethebigtime.

(彼はついに成功した)

Thistimethey'vemessedupbL'glime!

(今回彼らは非常に落ち込んでいる)

small

as〝川IItimecrook(重要でない)

high

havealN'ghtime(楽しい時を過)

deep

deepintheStoncAgc(太古石器時代)

★profbnd

暮Pcuprofond

'spaeieux

+etrolt

'epais

*mince

(*plat)

grand-big,tall,great,large

Ellem'afailattendredeuxgrandesheufeS.

(彼女は私をたっぷりと二時間待たせた)

personned'uDgTa〝dage(高齢者)

petit≡.d10rt,Small

un叩〆〟heure(小一時間)

haut三Qigh

depuislaplushaLLECAn tiquite(太古以来の)

*profond

まさに英l16鵬においても時間を上下軸を用いて概念化している証拠であり興味深い事例であるといえる｡
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(25)に示したように英語においで'deep…は時間表現として使用されるが､フランス語におい

て同じ意味を持づ 'profbnd''は時間表現としては使用されない｡ しかし興味深い事に､英語

の"deep'1とフランス語の'naut''(high)に意味的な関連性が存在する｡｢太古｣という｢はるか

昔｣を表す際､英語は'deep卜を用いるのに対 してフランス語では'haut''01igh)が使用される｡

両言語において｢遠い過去｣を表す際に使用された段階が異なってはいるが､軸は同じであ

る(-(27))二両者 ともに認知主体からの距離が遠く確認できない時代であるという意味

で'deep''と''baut''を使用していることから､その認知形態は類似しているといえる｡

(27) deep - 英語 '.deeplntheStoneAge"

t
darkness

l
unb own

l

unreachable コ

フランス語 ケ'depuislaplushLZLLl''

英語においで'big"∴'small'',"high''は時間表現として使用されるが､この場合時間を直接修

飾 しているわけではなくr転移修飾｣の一種､もしくは単なる｢強意｣と考えられる為今後さ

らなる分析が必要である=それに対しフランス語では 釘̀and"と"petit'､は時間の量を表す際

に使用されるこまた"grand"は時間の量と長さ''pcrsonned'tmgrqndage'-(高齢者)を表すこと

も可能である二次に中国語であるが､中国語においてはこれまでとは異なる分析結果がで

ているー

二次元 (線的要素を持たず全 くの平面)であるということは時間領域-の写像の際非常に

強い制約となるということを先に示したが､中国語に関してはその制約である｢二次元･幅

15
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がある･平たい｣という意味を持つ｢寛｣や｢原｣が時間表現として使用されている.しかし二

次元形容詞である多義語r寛｣はr広い｣の他に ｢緩い｣やr延ばすJという意味も持ち合わせ

ており,rひろい-ゆるい-のばTJという意味拡張を経て,r延ばす｣の意から時間表現と

して使用されるようになったと考えられるeLかLr康｣に関しては時間の丑を表している

為､二次元形容詞が時間表現として使用されている事実は否めない ｡中国掛 こおいてもフ

ランス泊等と同様に三次元形容詞r大･小｣は時間の量を表す給として時間表現として使用

されており､さらにr大｣は時間の頗序関係を表すr大后天(明々後日)J等にも使用される｡

又r大｣は強意としても使用されている.

以上の分析結果から形容詞が時間表現として使用される際､次元性､方向性が非常に重

要であることが明らかとなった亡これまでは空間からのメタフ7-であるという点のみが

指摘されていたが.次元性､方向性という要因がそこには大きく関与しており､さらに言

語により制約が泉なり差異が見られることも明らかとなった｡時間は一枝に一次元であり

線的なものなのではなく､多くの側面を持ち合わし二次元で幅のあるものとして捉えられ

たり.三次元で量的なものとして捉えられることもある｡今後はさらに言語事例を増やし.

言始ごとに見られる制約の違いと.多言語に見られる一般性を明らかにしていきたい｡

6.まとめ

空間から時間への写像にはあるひとつの要因が起因となっているのではなく.図 5に示

したような様々な側面が多層構造を成しそれらが重なり合うことによって写像が起こって

いることが本研究の分析結果により明らかとなった,_これは L&J(1999)のメタファーを否

定するものではなく､彼らは時間の空間的な勤的な部分のみを分析対象としていたに過ぎ

ないということを指摘したのである巳時間表現を考えるとき単に空間からのメタファーで

あるとするのではなく､本稿で提示したような様々な要因が複雑に関連しあっているとし

たほうがより実際の時間認知の反映に近いといえる｡制約や動機付けには様々あるが､次

元という点においては平面である F二次元Bは時間への写像の際大きな制約となり､また

方向の面においては一方向性を持たない相対的な F左右軸』は大きな制約となることが明

らかとなった｡これまで二次元･三次元形容詞は時間へ写像されないと考えられてきたが.

時間のそのほかの特性(方向性や量)を兼ね備えていれば時間への写像が可能なのである亡

ある時は Motivationとなるものも､時にはConStraintとして働<こともある｡空間のどの

側面が時間へと写像されるかは言語により異なるが一様の傾向は見られるが差異も存在す

る｡今後は言緒ごとの制約､動積付けの違いと､これらの動機付けや制約間に階層性が存

在しているか等をさらに分析していきたい｡
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