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くるのか。山岡政紀・牧原功・小野正樹

日本語文法（史的研究）

著『新版 日本語語用論入門』
（明治書院、
今井

亨

2018.8、旧版 2010）がコミュニケーショ
ン理論の概説書としてまとめ直されたこ

2018 年に公表された研究・文献のう

とで、さらに多くの理解者を得て、歴史

ち、基礎的なものと今後発展しそうな分

的研究においても議論が深まることを期

野・手法のものを取り上げる。

待したい。
ちくま学芸文庫や岩波文庫で盛んな

宮下拓三著『竹取物語助動詞解釈集成』
（右文書院、2018.10）は、竹取物語（古活

名著の復刊は、原典の蔵する豊かさを再

字十行本）に現れるすべての助動詞の用

認識させてくれる。書肆心水からは山田

例を、助動詞の意味・活用形ごとにまと

孝雄に次いで、時枝誠記著『時枝誠記論

めた基礎的研究資料である。意味定義・

文選 言語過程説とは何か』
（書肆心水、

分類を注意深く行いつつ、20 種の注釈
書類における解釈も逐一参照して、意味

2018.8）
・『時枝言語学入門 国語学への
道』
（書肆心水、2018.7）が出た。
パロール

の取りように揺れの見られる例につい

に軸足を置いて、
「言語は通じないもの

てはそれぞれの意味の項に挙げて注記

である」
（『国語学原論 続篇』）ことを前

している。研究の進展とともに修正され

提にした時枝理論は、我が国における語

た解釈もあるわけだが、なお検討する余

学的コミュニケーション論の先駆ともい

地も少なくないことに気づかされる。か

えそうだが、文法の「詞・辞」
「入れ子型

つてこれと似た方針をとった書に、紫式

構造」論以外どの程度正当に継承されて

部日記に現れる形容詞等を説き進めた、

きたのだろうか。先年出た『現代文解釋

木下美著『紫式部日記用語の調査解明』

法』
（論創社、2017.11、元版 1941）の著者

（1986.12、目次によると下巻も予定され

塚本哲三も、その実用的功績は計り知れ

ていたようだが）があったが、こうした

ない。国語学史・教育史・実用史を横断

二次的整理を含んだ基礎的研究が整えら

する機が熟している。
矢島正浩「タラ節の用法変化」
（『国語

れることは意義深い。
青 木 博 史・ 小 柳 智 一・ 吉 田 永 弘 編

国文学報』76、2018.3）は、上代から近世

『 日 本 語 文 法 史 研 究 ４』
（ ひ つ じ 書 房、

後期にわたる 5800 例以上を鮮やかに処

2018.10）は、隔年刊行で当該研究の潮

理し、安部清哉「係り助詞（ナム・ゾ・コ

流を確かめるのに欠かせないシリーズ

ソ）の四文体別変遷史から見た
『篁物語』
」

となってきている。その「テーマ解説」で

（『国語と国文学』95-6、2018.6）は、平安

取り上げられた「歴史語用論」も、高田

期の 1600 例以上を分析した「松岡デー

博行・小野寺典子・青木博史編『歴史語

タ」に『篁物語』54 例をからめて掘り下

用論の方法』
（ひつじ書房、2018.5）が出

げている。コーパスの整備が進むなかで、

て、着実に成果が重ねられている。由来

それら大量データの操り方を示してくれ

が異なるにせよ、では従来の表現性・価

てもいる。

値・効果に迫った研究とはどう交わって
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ものである。
さらに、文体の「硬度」
「くだ

日本語文法（現代）

け度」をもとに、使用される表現の文体
川端

元子

差を数値化する馬場俊臣「接続詞の文体
差の計量的分析の試み」
（北海道教育大

本年の動きを次の 3 つの点から整理す

学紀要 69-1,2018）も興味深い。

3 点目は、言語表現が出現する場面に

る。

1 点目は個別の表現の背後にある言語

注目する分析手法の必要性を指摘する

体系へのまなざしを持つ研究である。日

研究である。白川博之「日本語研究から

本語学会（春）のシンポジウム「日本語記

日本語教育研究への越境」
（『日本語の研

述研究の未来」では、言語現象をその背

究』14-2,2018）では、類似表現の意味記

景にある言語体系の中に位置づける視

述において、それが使われる場面に着目

点の重要性が議論され、共時研究におけ

する。文法的に考えることの重要性に改

る通時的視点や方言研究における地域を

めて注目した天野みどり「日本語文法研

超えた視点が示された（『日本語の研究』

究と教育の接点」や、野田尚史「日本語教

14-4,2018）。同様のものには、大西拓一

育はどのように新しい日本語文法研究

郎「交易とことばの伝播」
（『日本語学』

を創出するか」
（ともに『日本語文法』18-

37-9,2018）、藤田保幸他編『形式語法研

2,2018）も、言語表現を、学ぶ側や教える

究の現在』
（和泉書院 ,2018）、岡崎友子他

側の視点から理解することの重要性に気

編『バリエーションの中の日本語史』
（く

づかせてくれる。

ろしお出版 ,2018）がある。

その他の動きとしては、表現学会のシ

2 点目は、変化する言語表現をとらえ

ンポジウム「『語り論』の新展開」におい

る際の規範意識に着目した研究である。

て、
「物語における人物の発話・思考の語

「日本語の先端的な動向の解明と、その

り方、および注釈的な表現に注目」した

ための新しい資料論」と題された日本語

議論もなされた（野村眞木夫「物語にお

学会（秋）のシンポジウムでは、コーパス

ける視線とマイクロ－マクロリンク」
『表

やインターネット上の生きた言語資料

現研究』108,2018）。物語の語り手には通

の信頼性と特性などが議論され、表現の

常の発話では不自然とされる表現も可能

主体がおかれた環境や、主体や主体の所

となり、登場人物の心中や思考を文中に

属する社会の規範意識に注目した。また、

組み込むこともできる。さらに、文末の述

島田泰子「副詞『なんなら』の新用法」
（二

語や修飾語には、場面の意味が構造化さ

松學舍大学論集 61,2018）、新野直哉「平

れて内在していることも議論された。

成期『朝日新聞』の記事に見られる副詞

このように、言語形式に内在する意味

“全然”に関する規範意識」
（『国語学研究』

の構造は、発話の環境や表現主体の意図

57,2018）、塩田雄大「学歴と日本語意識」

を反映する。言語表現の意味をその文脈

（『日本語の研究』14-2,2018）などは、新

や言語の体系の中でとらえ、出現する資

しい表現のとらえ方とその妥当性の判断

料の特性とともにそれを理解する分析手

をもたらす規範意識について取り上げた

法の進展が望まれる。 （愛知工業大学）
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「『源氏物語』末摘花巻における「色こき

日本文学研究（古典）

はなと見しかども」―和歌的表現の連想
岡田

ひろみ

性」
（『日本文学』66 号

2017 年 10 月）、

中田幸司「『枕草子』
「故殿の御ために」章
同じ作品を読みながら見える世界がこ

段の〈対話〉と機能」
（『玉川大学文学部紀

んなにも違うのかと思うことがある。多

要』58 号

門靖容「古代和歌の表現論のプログラム」

物語の和歌的表現―中世王朝物語を中心

（『日本語の研究』第 14 巻 2 号

2018 年 1

2018 年 3 月）、新見哲彦「作り

に」
（『中世文学』2018 年

月）は、古代和歌に連体歌、序歌、倒置歌

63 号）など多
く、
『国語と国文学』
（2018 年 5 月）が「平

という三つの世界を見、それぞれの課題、

安文学研究の現在」と題する特集号であ

関わりを論じたものである。各パターン

ることも記しておく。吉海直人『『源氏物

やタイプ分けをし、係り受け構造や数値

語』の特殊表現』
（新典社

分析により論が展開されるが、特に目を

は「らうたげ」
「さだ過ぐ」
「格子」など特

引いたのは「浅田予想」という聞き慣れ

殊というよりむしろ身近に感じる表現

ないキーワードであった。浅田予想は多

をとりあげる。それらの語が実は内包す

門氏が登壇した、2015 年度日本語学会シ

る特殊性を指摘することで、古語に対す

ンポジウムの際の打ち合わせにおける和

る思い込みを払拭させようとする著書

歌文学研究者の浅田徹のコメント（連体

である。和歌に関しては、室田知香「「ふ

歌の、歌の前半から後半への時空間的飛

る」と「なる」
―恋の時間・結婚の時間―」

2017 年 2 月）

躍に関して、和歌研究者の立場から述べ

（『国語国文』
第87巻4号

た予想のこと）であり、多門氏は連体歌

『古今集』以後『後撰集』前後の時期の恋

について本論で浅田予想を実証してい

歌に見える時間意識がいつ、どのような

る。更に、複数自体描出の表現類型を把

経緯を経て顕著になったのか、
「ふる（古

握することで、語学研究のみならず、文

る）」と「なる（馴る）
」という語に着目し、

学研究で取り残された部分があることを

褻の恋歌の表現について考察する。特に

喚起する刺激的な論であった。

2018年4月）が、

「なる」を通して平安期の男女関係をめ

紙幅が限られているので、以下簡単に

2017 年～ 2018 年に発表された論文、図

ぐる発想が丁寧に辿られており、物語を
読む際も参考になる。
最後に書誌学に関する論文であるが、

書を紹介する。論文は、高木和子「「～顔
なり」の表現について―『源氏物語』の例

佐々木孝浩「平安時代物語作品の形態に

を中心に」
（『日本語学』明治書院 36 号
2017 年 1 月）、小嶋菜温子「『源氏物語』

ついて―鎌倉・南北朝期の写本・古筆切

の表現世界―『うつほ物語』のかなたへ」

集

（『愛知県立大学説林』65 号

2017 年 3

を中心として―」
（『斯道文庫論集』第 52

2018 年 1 月）をあげる。作品（歴史

物語、歌物語、作り物語）毎の装訂から物

月）
、辻和良「『栄花物語』、
「心情的表現」

語のジャンル意識が読み取れることを明

に基づく主題論的考察」
（『古代文学研究

らかにしており、本の形が持つ表現性に

第二次』26 号 2017 年 10 月）、平田彩菜恵

ついて考えさせられた。
（共立女子大学）
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読む』
（ひつじ書房、2017年12月）
である。

日本文学研究（近代）

この中では、
「語り」の構造分析を採用し
謙一郎

つつも、
「語り手」を統御して表現の自己

前回 107 号の動向紹介で、文学研究と

「作者」の分析が試みられている。芥川文

言語研究の接合面を探ろうとするいくつ

学の場合、ミメーシスを理想とする近代

かの取り組みを取り上げた。

小説の規範とは逆に、
「語り手」がしばし

深津

言及的な構造を編制する機能としての

その具体的な成果の一つとして、浜田

ば顕在化して小説の虚構性を際立たせる

秀「目次のジャンルから見る民俗誌学―

点に特徴がある。既存の「語り論」では、

コーパスによる動態分析―」が『日本近

それを十分分析できないがゆえの
「作家」

代文学』第 99 集（日本近代文学会、2018

概念の導入であるが、小谷氏が指摘する

年 11 月）に掲載された。言語行為論や認

通り、80 年代半ば以降のテクスト論の展

知言語学の知見を参照しながら、
「民俗

開過程で、近代文学研究が過度に「作者」

詩学」
（ある文化に内在する「詩」ジャン

を排除してきた傾向は否定できない。小

ルに関する常識）の動態を明らかにしよ

谷論の試みを承け、
従来の
「語り論」
に
「作

うとした試みである。この中で、浜田氏

者」をどう組み込んでいくかの検証は、

自身が総括するように、コーパスの定量

今後の近代文学研究の課題となろう。

的調査方法によって浮かび上がる「民俗

『日本近代文学』98 集（2018 年 5 月）で

詩学」はあくまでも「抽象化」の帰結であ

は、没後 100 年を承けて「漱石現象」とい

り、調査対象となった雑誌個々の読者層

う特集が組まれた。合計 8 本の特集論文

やイデオロギーの問題は抜け落ちざるを

が寄せられた中で、北川扶生子「ジャン

得ない。いっぽう、
「文化研究」以降の近

ルの記憶―漱石における〈文〉の転位―」

代文学研究の関心は、どちらかと言えば

を紹介したい。漱石の小説では、
『虞美人

雑誌個々の読者層やイデオロギーの実態

草』以降、言文一致体が用いられるよう

解明に向けられており、その意味では、

になったあとも、地の文の特権的な位相

志向の違いが際立つ結果となった。しか

に漢語や漢文脈が据えられることで、小

しこうした「違い」の認識から、近代文学

説世界の構築に効果を発揮した、という

研究の今のありようを見つめなおすこと

主旨の論考である。漱石に関しては、テ

ができるわけで、その中心的な学会誌に

クスト論全盛の時代に数多くの論文が発

浜田氏の論考が掲載された意義は大き

表され、イデオロギー的観点からの評価

い。

はすでにひと通り出尽くした感もある。

「語り論」では、第 55 回表現学会全国

こうした中で、
近代文学研究の立場から、

大会シンポジウム「「語り論」の新展開」

従来あまり活発とは言えなかった文体や

が開催された。その成果は本誌 108 号を

修辞、語彙の次元に関する検討を試みた

ご覧頂くとして、近代文学研究における

ものとして注目に値する。

「語り論」の新展開を予感させるのが、小
谷瑛輔『小説とは何か？

芥川龍之介を
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（共立女子大学）
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おける協同性の高まりに関わるはたらき

国語教育

かけを類型化し、学習の実際を検討して
小林

一貴

いる。
《実践論文》として、高井太郎「ICT
を活用した作文ワークショップの実践」
、

2018 年は、近年の研究動向の一つでも

勝田光・澤田英輔「リーディング・ワー

あるが、授業場面の分析・考察に基づく

クショップによる優れた読み手の育成」

学習過程の研究が多く見られた。次期学

がある。これらの論考では、読むための

習指導要領を視野に入れ、教科横断的な

テクスト、書くためのテーマやジャンル

視点から汎用的能力の育成が議論される

を学習者が選択し、表現過程における問

中、研究面、実践面において学習者の側

題や課題を中心に学習活動を組織する授

から教科の内容が問い直されつつある。

業のあり方が論じられている。
日本国語教育学会の『月刊国語教育

全国大学国語教育学会の『国語科教育』
第 83 集（2018.3）の《研究論文》を見てみ

研究』では、松本修・西田太郎「読みの

る。北川雅浩「小学校段階における討論

交流に深さをもたらすメタ認知の促進」

学習の必要性の再検討」は、
〈異論受信型〉
（「他者からの異論を聞くのみ」）と〈討論

No.553、齊藤真子「中学校における短歌
創作学習の可能性」No.555、
澤田英輔「プ

型〉
（「他者と討論などをする」）の学習に

ロセスを教え、書く場をデザインする」

おける学習者のコミュニケーション意識

No.560 がある。これらは、学習者の表現

の違いを調査し、考察している。西田太

活動と学習指導の形態とを包括的に論じ

郎「メタ認知的活動を意図した文学の読

ている。また、小特集として「演劇と国語

みの学習」は、小学校の授業における読

教育」No.552 が組まれている。

みの交流活動の分析を通して、学習者の

『国語科教育』第 83 集の書評に取り上

解釈形成過程におけるメタ認知の様相を

げられた著作には、萩中奈穂美『「説明

明らかにしている。
《実践論文》として、
高松美紀「世界俳句の検討による伝統的
な言語文化の相対化」は、国際バカロレ
アの「知の理論」の視点をふまえ、伝統的
な言語文化としての俳句を学習者が相対
化し、再構築していく授業について論じ

的表現能力」育成のための学習指導論』
（溪水社）
、第 84 集には坂本喜代子『対話
的コミュニケーションが生まれる国語』
（溪水社）、奥泉香『国語科教育に求めら
れるヴィジュアル・リテラシーの探求』
（ひつじ書房）がある。

ている。第 84 集（2018.9）の《研究論文》
では、古賀洋一「説明的文章の読みの指

国語の学習過程の研究方法は専門的で
細分化している。また、学習指導の方法

導における階層的な論証の理解」がある。

も多様化しつつある。ICT の活用や新た

ここでは読みの過程において学習者がど

なメディアの導入も進みつつある。関連

のように「理由付け」への批判的関与を

領域の拡大に伴って、学習の実質をふま

行っているかが考察されている。また、

えた授業を組織するためにも、教材のテ

北川雅浩「自律的な討論の実現に向けた

クストと表現行為の研究方法のさらなる

指導に関する一考察」は、討論の学習に

検討が課題となる。
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（岐阜大学）

【表現学関連分野の研究動向】

語教育について言及した深江新太郎
「
「生

日本語教育

活者としての外国人」に対する日本語教
永井

涼子

育の目的の再提案－「標準的なカリキュ
ラム案」の批判的な考察－」
（『日本語教

近年日本語教育は社会とのつながりを

育』170、2018）を紹介する。これは文化

持つことが求められている。それは前回

庁が 2010 年に公開した「「生活者として

（107 号）の日本語教育の研究動向で報告

の外国人」に対する日本語教育の標準的

のあった、多文化社会を目指した日本語

なカリキュラム案について」
を取り上げ、

教育の関心度・重要度の高まりによる

関連する先行研究を多角的に概観した上

ものであり、その傾向は 2018 年も継続

で日常生活における自己実現という視座

している。日本語教育学会の春季大会で

を提案したものである。今後外国人労働

は、日本語指導が必要な子どもの学習環

者の増加が予想される中、生活者として

境を踏まえた上での日本語教師養成の役

の外国人はさらに増え、日本語教育も彼

割と可能性について、同学会秋季大会で

らに寄り添っていく必要があり、その意

は、外国人住民の安全と安心のための日

味で貴重な論考である。

本語教育というテーマでダイバーシティ

最後に村岡貴子・鎌田美千子・仁科

社会における日本語教育の役割について

喜久子（編著）
『大学と社会をつなぐラ

パネルディスカッションが行われた。

イティング教育』
（2018、くろしお出版）

そのような社会と日本語教育のつなが

を紹介する。これまで大学におけるライ

りに関する書籍および論考を以下に紹介

ティングといえば主にアカデミックライ

したい。まずは宮崎里司・西郡仁朗・神村

ティングであり、関連する研究は数多く

初美・野村愛（編著）
『外国人看護・介護

行われている。この書籍は社会の実務に

人材とサスティナビリティ』
（2018、くろ

おいても使えるライティング教育を目指

しお出版）である。この書籍は経済連携協

し、10 件の論考を通じて、大学における

定による看護・介護人材の受け入れを背

ライティング教育研究およびさまざまな

景に、医療・福祉に従事する外国人労働

領域におけるライティング教育を紹介し

人材をいかに持続的に支援し、ワークシェ

ている。社会とつながりを持つ日本語教

アしていくかについて 26 本の論考が収め

育のあり方がライティングという従来の

られ、現状と課題、日本語教育のあり方、

日本語教育の領域にまで影響を与えてい

現場の実証研究、今後の展望について述

ることを示した初めての書籍であり、そ

べられている。これは 2017 年 11 月に外国

の価値は今後を鑑みると意義深い。

人技能実習制度の対象職種に介護職種が

今後、日本語教育は従来のいわゆる総合

追加され、また 2018 年 12 月に特定技能に

的・一般的な内容で「日本語教育」という

かかる在留資格の変更がありそれに介護

一言でまとめられるものではなく、領域、

も含まれることから、今後必要とされる

対象別に応じた「〇〇における日本語教

領域・内容に触れた書籍であると言える。

育」が盛んになり、社会的ニーズに応じた

次に日本で生活する外国人向けの日本

あり方が求められるだろう。（山口大学）
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【表現学関連分野の研究動向】

は、しばしば生物学における生態的地位

英語学

（ecological niche）と関連づけられる概
長谷部

陽一郎

念である。ある文脈における対象が一定
のカテゴリーとして認識され名付けを得

現代の英語学研究において構文文法は

るならば、その表現が得た先取性により、

最も重要な理論的枠組の 1 つとして挙げ

論理的には同じ対象を指しうる他の表現

られる。構文文法は形態素や語の組み合

は何らかの側面において異なる意味を持

わせを構文（construction）として捉え、

つことになる。Goldberg によると、他な

言語の文法をそれら構文のネットワー

らぬこの先取性の存在によって、母語習

ク構造として考える点に特徴がある。そ

得の最中にある子供は、競合する複数の

のような構文文法における第一人者とし

構文の関係性を見極め、ネットワークと

て大きな影響力を持つのがプリンストン

しての文法を脳内に構築することができ

大 学 の Adele Goldberg で あ る。1995 年

る。

に出版されたConstructions は、構文が

このような考えに基づいて行われた

それを構成する要素の単なる集合ではな

いくつもの研究をまとめた Goldberg の

らかにした。また様々な構文が継承関係

3 冊 目 と な る 単 著 Explain Me This が
2019 年 2 月に出版された。この “explain
me this” という表現は、実は自然な英語

のもとに有機的な結びつきを持つことを

ではない。英語の二重目的語構文では

示した。

“tell me something” のように言うことは

く、変項を含んだ「パターン」として、そ
れ自体が意味を持ちうるという事実を明

こうして言語の文法における構文の重

できるが、“explain me this” とは通常言

要性を明らかにした後、次に Goldberg が

えない。少なくとも大人の母語話者は直

手がけたのは、言語話者における構文の

観的にそう感じる。しかし、こうした表

習得および発達の詳細の探求であった。

現を口にしてしまう話者は存在する。非

実際の被験者を用いた心理実験やコーパ

母語として英語を学ぶ大人の学習者たち

スを用いた実証的研究を重ね、Goldberg

である。本書では、子供の構文使用が大

は 2006 年 に 次 な る 単 著 Constructions

人の母語話者に比べて保守的であり、言

「建設中」を意味す
at Work を発表する。

語的生産性に乏しいこと、そして大人の

る定型表現 “construction at work” から

外国語学習者にとっての困難が構文の先

想起されるように、それは構文の習得・

取性に大きく関わっていることなどが論

発達に関する現在進行形の研究の成果

じられる。構文という概念の理論的重要

を概観させるものであった。そこで示さ

性とその発達・定着の道筋を鮮やかに示

れたのは、構文の獲得には環境の中で

してきた Goldberg は、ここに来て新た

当該のパターンが生起するタイプ頻度

なステージに到達したと言える。英語学

（type frequency）と、他のパターンとの

研究における氏の影響力はさらに増して

競合関係における先取性（preemption）

いくものと思われる。

が重要という指摘であった。先取性と
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（同志社大学）

【表現学関連分野の研究動向】

早瀬尚子（編）
『言語の認知とコミュニ

認知言語学

ケーション―意味論・語用論、認知言語
眞田

敬介

学、社会言語学』
（開拓社）は、認知言語
学の諸理論（認知意味論、構文文法、ラネ

2018 年も認知言語学を枠組みとする

カーの認知文法）だけでなく、関連分野

書籍や論文が多く出版・公表されたが、

（語用論、言語文化研究、社会言語学）の

その中で「2018 年度の認知言語学の研究

基礎知識と最新動向をつかむのに有益で

動向」として何に注目すべきであろうか。

ある。これらの関連分野については認知

無論その答えは回答者の考え方等によっ

言語学の関わりを意識しつつ読むことも

て様々あり得るが、本稿では「認知言語

できる。例えば、語用論を扱う第 II 部で

学とは何か、どのような問題をなぜ扱う

は、意味論と語用論の境界を追究する立

のか」を整理し問い直す動きを取り上げ

場としての関連性理論と、両者の連続性

たい。

を主張する認知言語学とを対比させるこ

そうした動きを示す書籍として、高橋

とができる。また、第 V 部で言語文化研

英光・野村益寛・森雄一（編）
『認知言語

究と社会言語学の最新動向を学ぶこと

学とは何か―あの先生に聞いてみよう』

で、
「使用依拠」を標榜する認知言語学研

（くろしお出版）に触れないわけにはい

究の可能性をさらに広げることもできよ

かない。本書ではまず、認知言語学にお

う。こうした他分野との相互関係を考慮

ける「認知」の意味合い（第 1 章）や、認知

に入れることも、認知言語学の根本的発

言語学の文法観・意味観の独自性（第 2・
3 章）といった認知言語学の根本を改め

想や扱う問題を相対的に捉え直す際に重

て問いかける。その後、伝統的に語用論

以上、ここでは改めて認知言語学の根

で扱われた現象を認知言語学がどう扱え

本を整理し問い直す動きを 2018 年度の

るかを整理し（第 4 章）、認知言語学の研

動向の 1 つとして概観したが、もちろん

究で注目を浴びて久しい現象（レトリッ

個別の理論や現象を扱う、注目すべき研

ク、
文法化：第 5・6 章）や道具立て（コー

究も多く出ている。ここでは、認知言語

パス：第 7 章）と認知言語学の関わりや

学による文法研究の広がりと可能性を示

発想を問い直す。その後、
「言語普遍性や

した西村義樹（編）
「認知文法論 I」
（大修

個別言語の特殊性」
「言語習得・進化」

館書店）
、及び事態把握や視点に基づき

要であることを本書は教えてくれる。

「ヒトの認知」といったより大きな問題

絵本や映画ポスターにおける日英語の表

に対する認知言語学の立場を俯瞰し（第

現と文化を論じた尾野治彦『「視点」の違

いから見る日英語の表現と文化の比較』
8 ～ 10 章）、最後に、認知言語学がとりう
る（とるべき）方向性を論じる（第 11 章）。 （開拓社）の 2 冊を挙げておきたい。
こうした「認知言語学に対して多くの人
が持ちうる疑問」を考えながら読み進め
ることで、認知言語学の根本を問い直す
ことができる。
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（札幌学院大学）

【表現学関連分野の研究動向】

識に感心しつつ、同一の発想あるいは説

修辞学

得が古今東西の宗教で幾度となく繰り返
柳澤

浩哉

されてきたことを教えられる。修辞学の
観点から見て興味深いのは、文彩に対す

最近出版された本の中から、実用性の

る柔軟な解釈であり、例えば、仏陀（覚者

高い修辞学書（翻訳）と、他領域から修辞

の意）、キリスト（ユダヤ社会でダビデ王

学にアプローチした２冊を紹介したい。

の再来として戴冠した王を指す「油注が

ジェイ・ハインリックス、多賀谷正子

れた者」
（メシア）のギリシャ語訳）など

訳『THE RHETORIC 人生の武器として

のネーミングを提喩に分類した上で、そ

の伝える技術』
（2018 年、ポプラ社）。古

の発想の中に宗教者に共通する才能を見

典修辞学を現代的な実用書に作り変えた

出していく。あるいは直喩と隠喩の違い

本であり、本書の確かさと魅力は、原著

を対象に対する距離感の違いとして説明

が 2016 年にハーバード大学の必読書ベ

した点も鋭く、このアイデアは近年の言

スト 10 に選出されたことで保証されて

語学で注目される証拠性 (evidentiality)

いる。修辞学の実践的知見の数々が、軽

を先取りした発想と言えるだろう。示唆

妙な語り口で披露されており大変読みや

に富む一冊である。

すい。説得を捉える基本的枠組みは古典

青沼智・池田理知子・平野順也編『メ

修辞学のものを踏襲しているが、随所に

ディア・レトリック論

修正が加えられており、古典修辞学の現

ミュニケーション』
（2018 年、ナカニシ

代的解釈の事例として興味深い。個人的

ヤ出版）。社会学者による「メディアの未

には、エートス（性格による説得）、議論

来」シリーズの一冊であり、広告、インス

法、虚偽論などの比重が増していること

タグラム、レズビアン、スポーツ報道な

（議論法と虚偽論は 20 世紀後半から欧米

ど多様な営みをレトリックという同一の

で重視されている領域）、心理学的興味

地平から捉え直そうする試みである。古

から語られることの多かったパトス（感

典修辞学（旧修辞学）に敬意を表してい

情からの説得）が、ステレオタイプとの

るものの、肝心の修辞学の知識を持たな

異同から論じられている点（W. リップマ

いために、修辞学の知見を活かした分析

ンが『世論』で展開したアイデア）などが

がなされていない。その結果、どの項目

興味深かった。また、本書に引用された

の考察も、隠れた偏見や権力をあぶり出

実例からはアメリカの家庭での会話がい

すという「定型」に収斂してしまってい

かにレトリックに満ちているかが伝わ

る。だが、本書の主張する立場はごくまっ

り、原著者の意図とは異なるところでも

とうであり、本書に提示された対象を修

感銘を受けた。

辞学の知見を使って分析していけば、メ

文化・政治・コ

中村圭志『宗教のレトリック』
（2012

ディアによる表現形式（様式）の微妙な

年、トランスビュー）。宗教学者による本

違いを引き出せるように思える。表現学

書は、様々な宗教的発想（営み）を 10 の

が注目すべき一冊である。

文彩に類型化する試みである。作者の博
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（広島大学）

【表現学関連分野の研究動向】

史」でも「物語」でもある『栄花物語』を、

文章・談話研究

一つの物語作品という観点から、より深
西田

隆政

く読解することを試みた 11 の論考をま
とめたものである。まさに、書名の通り

文章・談話研究は、表現学会の研究分

であり、
「あとがき」には「いったん歴史

野の中でも重要な位置を占めるものとい

書であることを念頭から消す」
（p.261）

えよう。近年は、言語学研究でのテクス

とする。

ト研究の名称という使用されることが多

しかし、
『栄花物語』に記述されている

くなりつつあるが、伝統的な文章研究で

のは「歴史」とされる「事実」であり、そ

の作品の言語を丁寧に読解していくとい

のことは常に読解の際についてまわる。

う手法の重要性は変るものではない。

この点を考えるにあたっては、
同じく
「事

とりわけ、日本語の古典作品の文章研
究において、それは研究の基礎ともなる

実」を題材とする「日記作品」と比較する
のが、一つの方法であろう。

ものであり、その部分がないがしろであ
れば、研究そのものの信頼性が損なわれ

本書所収の山下太郎「『栄花物語・初
花』の〈語り手女房〉語り換えの方法」
（pp.179-199）では、初花巻で援用された

ることにもなる。
その意味で、2018 年での代表的な成果

『紫式部日記』や『更級日記』の「語り」が

として、山口佳紀『伊勢物語を読み解く

『栄花物語』の叙述に合う形に変換され

表現分析に基づく新解釈の試み』
（三
省堂、2018 年 2 月）と高橋亨・辻良和編
『栄花物語

歴史からの奪還』
（森話社、

2018 年 10 月）を取り上げたい。
『伊勢物語を読み解く

たことを指摘する。
「語り手」の「語り」
によって題材が作品内で展開するという
点では、
「歴史物語」も「日記」も同様であ
り、ここに『栄花物語』を読み解く上での

表現解析に基

突破口があるやもと考えられる。
また、2018 年には、糸井通浩『「語り」

づく新解釈の試み』は、その書名からも
明らかなように、
「表現解析」が研究上の

の言説の研究』
（和泉書院）
、同『古代文学

鍵となっている。
「あとがき」には次のよ

言語の研究』
（和泉書院）
、同『谷間の想像

うに述べられている。
「今回は、
『伊勢物

力』
（清文堂）の 3 冊が刊行された。いず

語』の各章段にどのようなことが書いて

れも、著者の広範な研究成果をまとめた

あるかを明らかにしようというのが目的

もので、文章・談話研究の面でも、刊行

である」
（p.388）と。

を待たれていた著作である。
『表現研究』

しかし、山口は「この本に取り上げた

第 107 号（2018 年 4 月）の「表現研究関連

問題そのものに決着がついたとは思って

文献紹介」に、この 3 冊の要を得た紹介

いない」
（p.339）と言いきる。
『伊勢物語』

文がある。
ぜひとも参照されたい。

という作品をより深く理解するために
も、ここでの数々の提言を我々は再検討
すべきであろう。
『栄花物語

歴史からの奪還』は、
「歴
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（甲南女子大学）

