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（はじめに）

　日本語の構文的、語彙的、さらに言語行為上のいくつかの特徴から日本人に固有の心性＝メンタ

リティや日本文化を類推するといった手法は多くの日本文化､社会論において活用されてきた。しか

しながら、これまた指摘されてきたことであるが、日本語の発話は通常、状況や「場」との結びつ

きが強く、構文上の省略の多くがそうした「場」との関連づけに規定されたものである。そこから、

日本語の発話の特性を考察するにあたって、発話の状況ないし「場」と関連づける「社会言語学」

的分析が不可欠と考えられる。そこで、この点を明確にするために、まずは日本語の構文に内在し

た言語学的分析の事例を検討した上で、そこに生じる分析上の問題点を析出し、｢場｣との関連づけ

の必要性を導出しておく。その上で、「場」＝社会的コンテクストとの関連づけにまつわる諸問題を

検討する。本論は日本語の特性を通して、それが成り立つ社会的な「場」の解明をめざすものである。

Ⅰ　日本語と〈話し手〉の位相

（「主語なし」文と構文的分析）
　まず、日本語文における｢行為者｣不在という問題がある。例えば、日本語で「時間がある」｢息子

がいる｣「この家がほしい」といった文は、英語ならＩ have time. I have a son. I want this house.

となる。この英語文はすべて他動詞を用いた行為文であるのに対して、日本語文では自動詞ないし

形容詞文となっており、いずれも｢主語｣が省略されている。こうした現象に対して,日本語における

行為者＝主語不在の傾向に起因して、英語文のように「誰がどうする」ではなく「何がどうなる」

式の言い方になると考えられてきた(1)。
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　そこから、「日本語には主語がない」といった主張は、明治以来の印欧語文法への無理な準拠に基

づく従来の「国文法」のあり方そのものの疑問視を生み出すことになる。こうした主張は、印欧語

の「自動詞／他動詞」の区別を日本語に適用することの誤謬の指摘に始まり、独自の（日本語／印

欧語の差異の根底に伏在する）「ある／する」構文に基づく新たな解明への方向を生み出している。

　もともと自動詞／他動詞の区別は英文法に由来するものであった。つまり、直接目的語をとる

のが他動詞で、とらないのが自動詞といった区別である。He　opens　the　door．とIt opens.で

は、前者のopenは他動詞、後者のopenは自動詞とされる。だが、英語の多くの自他動詞（change　

wake upなど）は同形であり、直接目的語の有無といった構文上の差異によって区別するしかない。

これに対して、日本語では（開く／開ける、授かる／授ける、変わる／変えるなど）自他動詞はペ

アとなる別の語彙からなっている。したがって、直接目的語の有無といった構文上の差異に拠らず

とも日本語では自他動詞の区別は成り立つ。そこで、むしろこの自他動詞の区別は構文的というよ

り､意味論的な区別、すなわち、人為によらない自然の勢いを表わすのが自動詞、人為的かつ意図的

な行為を表わすのが他動詞として規定されることになる。そして、金谷武洋のいう「ある／する」

の構文上の違いは日本語における「自動詞偏重」の傾向と結び付けられる。ここから短絡的に導か

れるのが「行為＝する思考の放棄」としての日本人像である。

　「日本語に自動詞文が溢れている最大の理由は、存在文として表現することで行為者を消すことが

出来るからなのだ。こうした言語を母語とするわれわれは、積極的行為をとろうとしない。何か問

題が起きた時、英語話者なら何とか手を打って対処してしまう状況下で、日本語話者は多くの場合

諦めてしまう。またそうした『潔い』態度を良しとするが、その際に口にするのは文字通り『仕様（し・

よう）がない』『仕方（し・かた）がない』、つまり『する思考』の放棄なのだ」(2)。

　金谷の主張は「日本語には主語がない」といった日本語文の構文的特徴にはじまり、「日本語の自

動詞偏重」に至る流れに沿って、日本語､日本人における「積極的行為および行為者の不在」ならび

に「する思考の放棄」へと辿り着く。だが、金谷のこの提起は従来のありふれた日本語、日本人論

に与するにすぎない。ちなみに、こうした印欧語／日本語における「する／ある」の構文的対比の

前身をなす池上氏の「する／なる」論から導き出される言語と文化のタイポロジーによれば、この「動

作主指向型」と「出来事把握型」の対比からは「分析的思考対非分析的思考」や「人間中心の哲学

対自然中心の哲学」、「積極的行動様式対消極的行動様式」、「個人主義対集団主義」などの特徴が派

生すると考えられている。だが、同時に、こうしたタイポロジーを提唱する池上自身は、こうした

言語的特質がストレートに言語外的文化と相関するか否かについては、言語学の範囲を超えた問題

として慎重な態度にとどめている。

（コンテクスト度と意味論的分析）
　次に、日本語のみならず、日本文化の｢場｣に対する依存度の強さ、すなわち「高コンテクスト性」

に関する指摘も従来からなされてきた。そこでは、コンテクスト度が高く、発話文だけでは了解不



日本語における《話し手》の位相と主体性―「主語なし」文の背景から― ／小林修一

39

能で、その場の状況や発話者ならびに聞き手の置かれた状況、地位などといったコンテクストとの

関連から初めて発話の意味や意図が了解される日本語の特質が注目される。したがって、そのよう

な日本語文の理解のためには構文内に限定された統語論的分析だけでは足りず、意味論や語用論の

助けが必要となる(3)。そして、これが印欧語文の論理性に対する日本語文の非論理性や柔軟性のゆえ

んとされてきた。これは日本語の特徴を把握するためには単なる構文論や統語論的な分析だけでは

とうてい済まないことを示してもいる。

　ちなみに、言語使用におけるコンテクスト依存それ自体は普遍的な現象である。日本文化に詳し

い人類学者のE.T.ホールによれば、言語を構文論や統語論に限って分析することは可能ではあるが、

実際の日常生活における言語使用は言語コードだけでなく、コンテクストと意味との「三位一体」

の関連づけが不可欠とみなされる。とりわけ、日本語のコードのように「高コンテクスト」の言語

ではこの点が強調されなければならない。「コンテクスト度の高いコミュニケーションまたはメッ

セージでは、情報のほとんどが身体的コンテクストのなかにあるか、または個人に内在されており、

メッセージのコード化された、明確な、伝達される部分には、情報が非常に少ない。一方、コンテ

クスト度の低いコミュニケーションは、まさにこの反対である。つまり、情報の大半は明白にコー

ド化されているのである」(4)。

　こうした前提のもとに金谷の｢日本語には主語がない｣とする主張に改めて目を向けておこう。金

谷は中島文雄（文献〔10〕）の日本語の基本文に倣って、それを①名詞文（「とんぼだ」など）②形

容詞文（「いとしい」など）③動詞文（「歩いた」など）に分類した上で、「……日本語の基本文は主

語を含まない。述語一本立てなのである。主語を認めると、無数の『主語なし文』という別な説明

文を持ち込む必要があるが、これは多くの場合正しくない」(5)とする。そこから彼は「行為者不在」

といった日本語の（統語論的な）特徴を導出することになる。だが、同時に、そこで立ち止まって

しまうのではなく、日本語の「高コンテクスト」性に注目するなら、この「主語なし」の基本文の「意

味」がその発話の場面に出くわした他者によって理解可能であるのはそこに固有のコンテクストが

関与しているといった点に（したがって、意味論的、語用論的な）検討の枠を広げる必要があると

する。

　つまり、意味論上の問題としては、日本語文では主語は明示されないものの、表明された「述語」

の主語ないし行為者が何であるかはコンテクストに関わらせることによって「自明」であるがゆえ

に「省略」される、ないしは「不在」が認められる、とみなすことができる。この点に注目する池上は、

省略に関する一般的な原則について、 「……一般的な原則として、話し手は聞き手にとって〈復元可

能〉（recoverable）と考えられるような表現は明示するに及ばないという、コミュニケーションの場

面における話し手の振舞い方のストラテジー」(6)の問題であるとする。英語の場合には〈聞き手にとっ

て復元可能〉であることが省略に関する「基本的な説明原理」をなす。というのも、英語圏のコミュ

ニケーション・モデルは池上によれば「ダイアローグ」であるがゆえに〈聞き手にとって復元可能〉

性が重視される。これに対して日本語の場合にはこの省略は〈話し手にとって復元可能〉であるこ

とを基本原理としている。そこから、日本語のコミュニケーション･モデルは｢モノローグ｣、すなわ
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ち「独白」にあると考えられることになる。

　このモノローグ型の言述は、〈話し手〉は〈聞き手〉に対して非協力的であるが、逆に〈聞き手〉

は〈話し手〉の独白をそのコンテクストや話し手の心情などから何とか理解しようと努めることを

意味する。いうまでもなく、こうした事情は日本語の話し手にとってはありふれた事態である。そ

して、この〈話し手〉にとっての復元可能性が談話内の省略の規定因であるとするなら、省略しや

すい最たるものこそ〈話し手〉すなわち｢主語｣にほかならない。

　このように、｢日本語には主語がない｣といった構文上の特徴を踏まえつつ、なお、その上に｢意味

論的｣な充実＝理解可能性の条件を構文外のコンテクストとの関連のうちに求めるなら、そうしたコ

ンテクストの一部としての（実在する）〈話し手〉の現前という条件を勘案せざるをえないことになる。

そして、近年、日本語文のこのような特質、すなわち言語外の〈話し手〉の現前（それは言語内の

｢主語ぬき｣に対応する事態であるが）の問題が注目されている。

（〈話し手〉の位置）
　この〈話し手〉の位置に関する問題の所在を明らかにするために、代表的な見解を紹介しておこう。

「日本語は表現・理解すべてにおいて、話し手・聞き手が常に『自分』という言葉のやり取りの主体

者となって影のように付きまとっているが、話の中身に入っていかない。これこそが叙述を眺める

本人自身で、英語のように話の中に入っていったらその『私』はもはや自分自身ではなく、対象化

された文中の登場人物に過ぎなくなる」(7)。

　また、同じ森田は最近の著書でも日本語における〈話し手〉＝表現者の視点と、叙述内容におけ

る人物や事物とは密接に結びついているため、「日本語の理解には特に表現者の視点の分析が欠かせ

ない重要な問題として浮上してくる」(8)と強調している。

　つまり、日本語文の特徴となっている「主語なし」文は、ディスクール内の「主語」の不在を指

示するが、それは同時にディスクール外の「主体」＝話し手の実在といった統語論からはみ出した

要因の問題を孕んでいるのである。そこではディスクール外のいわばコンテクストとしての〈話し手〉

の存在がディスクールの内容や構文そのものを規定することになる。

　「このように表現者（もしくは登場人物の視点に立った表現者）が、己の目に映り心に浮かぶ様と

して事柄を口に出し叙述しようとする結果、日本語にはいわゆる主語、述語論の見地からすれば異

常とも取れる不完全な文が現れる」(9)。

　こうして、日本語文のいわゆる「主語なし」文といった特徴は、同時に〈話し手〉の現前といっ

たコンテクストとの関連づけの問題を踏まえて初めて十全に日本語文の特質を浮き彫りにすること

になる。ちなみに、「主語なし」文の典型とされる「雪国」（川端康成）冒頭の一節、「国境の長いト

ンネルを抜けると、雪国であった」も、こうした〈話し手〉の位置といった点から解釈し直すこと

によって、単に「主語なし」というだけでなく、その背景的コンテクストに関連した理解をうるこ

とが可能となる。

　「要は、『雪国であった』の発想上の主体の把握、雪国だと見て取る“己”の理解こそ肝要なので
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はあるまいか。文面には一言も出てこない『私』（＝自己）、すなわち人間の視点を見逃してはなら

ない」(10)のである。ディスクール外の〈話し手〉の視点こそ、日本語文においては重要な主体の位

置をなしており、主語としてディスクールへと内化（象徴化）された主体の位置とは対照を成す要

素なのである。だから、「あ、もう時間だ！」といった独白文についても、これを単なる「主語なし」

文の事例としてだけ問題とするのは片手落ちということになる。これは〈話し手〉にとって「のっ

ぴきならない」事態を意味することであり、〈話し手〉にとっての事態の重要性といった視点を抜き

にしては十分に理解し得ない言述である(11)。

（コンテクストの浸透）
　同様に、「日本語は自分の主観から物事を捉える特性がある……そのように、常に表現の裏に話し

手自身がいる」(12)と指摘するのは山口明穂である。その際、指示代名詞や人称代名詞の使い方を規

定するのは、談話内の構文上の要素というより、談話外のコンテクスト、とりわけ〈話し手〉との

関連である。この〈話し手〉の位置は、談話内の「主語」とは異なって、あくまで談話外のコンテ

クスト上に置かれている。それゆえ、〈話し手〉が関連づけられるのは、談話内の語というより、そ

の語が指示する事物や事態であって、「主語なし」の日本語文はいわばコンテクスト世界に染み出し

ていると考えられる。逆にいうなら、日本語文は客観的に自立したディスクール世界を構成するの

が不得手ということになる。

　「つまり、文章中の他の語との関係でではなく、その語の指し示す事物の、話し手からの関係に意

味の重点が置かれるのである。このように、ここでも語の決定に話し手との直接のかかわりがある。

表現を構成する各語に、話し手の立場が強く関係するのは、話し手が表現者としての自己を話題の

場から遠ざけず、客観的に表現の世界を構成しないということである」(13)。

　こうして、日本語文の場合、文はディスクールの世界として自立することなく、ディスクール外

のコンテクスト世界へと漏れ出てしまうのである。その意味で日本語のテキストはそれ自体として

自立することなく、常にテキストが置かれた現実の状況＝コンテクストに密接に関連づけられるこ

とになる。かくて〈話し手〉は、ディスクール外のコンテクスト上に位置し、そこからディスクー

ルの構成を規定する特異な位相に立つことになる(14)。

　そして、こうした観点から改めて「主語なし」文については、「話し手から見て、場面の中の個々

の事物がどうであるかという、話し手の立場も含めて場面と密接にかかわる形式で表現を構成する」
(15)という特質が前提となっているといえよう。

　だが、言うまでもなく、構文上の「主語」の有無に関わらず、その「主語」と（ディスクール外の）「話

し手」との関係それ自体は言語と言語外のコンテクストとの関連といった普遍的な問題の一部を構

成している。ちなみに、E、オルティグによれば、フランス語のje suis（私はある）、je ai（私は持つ）、

je fais (私はする)といった表現におけるJe（私）とは、二重の価値を孕んでいる。「Jeはディスクー

ルの対象であり、《語られるもの》であり、それに対して述語が与えられる所のものである。……し

かし同時に、Jeは語り手、語っている人、ディスクールの真の主体、語るという行動を遂行する人
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を示している。その意味では、それはもはや発言されたものの単なる一要素ではなく、語られるも

のの中に単純に含まれるものでもなく、反対に語られるものを含むものであり、語る行為の全体性

の中に、それ自身を位置づけるものである」(16)。

　ただし、この二重性はJe（私＝語り手）の実存的性格に由来するものであって、他の人称にはあ

てはまらない。「Jeは、パロールという行為に存在する現実の中で、認識すべく与えられている主体

の実在性を示している」(17)からである。こうして、日本語文における「主語なし」文は印欧語文に

おける主体の二重性のうち、実存的な「語り手」が同時に「語られた」主語を兼ねるといった傾向

として特徴付けることができる。それはテクスト＝日本語文自体がコンテクストに対する依存性が

高いという事情に裏打ちされたものである。

　さらに、池上によれば、印欧語においても、（話し手）の自明性を踏まえた特異な言い回しが存在

する。すなわち、認知言語学でいう「主観化」（subjectification）の機制とは話し手自身にとって自

明な構文上の省略にほかならず、そのこと自体は印欧語文においても往々にして見受けられるもの

とされる。「他者を定位する原点としての話し手は、話し手自身がそれを当然の前提として発話して

いる限りは、言語表現の上で明示されないですまされてしまうことがよくある」(18)。

　彼の挙げる例文によれば、

　a)　Vanessa is sitting across the table from me.

　b)　Vanessa is sitting across the table.         

　a)では、「テーブルの私とは反対側に」Vanessaがいるということを「客体としての話し手の属す

る状況の外に」話し手が位置するのの対して、b)では、「認識し、言語化する主体としての話し手自

身は、認識され、言語化される状況の中に身を置いている」(19)と指摘されている。b)が日本語にお

ける「主語なし」文に相当する省略の形態にほかならないことは明らかである。例外的ではあるが、

こうした「主観化」の機制そのものの普遍性に注目すべきであろう。

　以上のような考察から、「主語なし」文といった構文上の特質から、日本人の「没主体性」「受動性」

といった性向を導出してくる論理の短絡性に注意しなければならない。というのも、常に「話し手」

の立場が前提とされるディスクールにおいては、文法上の主語が欠落する代わりに、ディスクール

全体の視点は「話し手」と過剰に結び付けられることになり、オルティグの言い方を借りるなら「直

接的に実存的な意味」を孕んだ「話し手」がディスクール全体を支えていることになるからである。

それはコンテクストにまで視野を広げるなら、むしろディスクール内への「話し手」としての主体

の過剰な浸透とでもいえる事態にほかならない。

　にもかかわらず、そうした日本語文における「話し手」の視点は必ずしも印欧語文におけるディ

スクール内の「主語」の視点と対応したものと考えることはできない。その場合、「話し手」といっ

た「実存的主体」をいかに位置づけるかが問われなければならない。

　その上で、この〈話し手〉＝主体と、コンテクスト＝場との関連を、固有の伝統的な「自然観」

のうちに探っておきたい。以下では紙数の制約内で、この問題について検討を加えておく。
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Ⅱ　日本的〈主体〉のあり方と自然観

（日本的〈主体性〉の所在）

　さて、改めて日本語と日本人の「主体性」との関連について考えておく。「主語なし」文や、日本

語文における自動詞文の氾濫から導き出される日本人論はおおよそ没主体的でことなかれ主義、受

動的で集団への自我の埋没といった指摘にさらされてきた。例えば、伝統的な「共同体」と「和」といっ

た徳目に関して、荒木はこう指摘する。「こういった人間関係のあり方としての『和』が最高の徳目

とされ、『自己滅却』が共同体の論理において常時要請される共同体構造のなかで、共同体の成員が

自己実現の方途として必然的に体得してゆく方策は、自己実現を『自我』の否定において、『他人と

の連帯』において現実化しようとする仕方、すなわち、『自然展開』的、『自発』的に自己実現をはかっ

てゆく方法でなければならなかった」(20)。

　こうした日本人における「個人」的個性や主体性の欠如に関する指摘は和辻以来の日本家屋の意匠、

とりわけ「個室」の欠如と襖による部屋割りに対する欧米家屋の「個室」と鍵の存在との対比といっ

たよく知られた論拠を髣髴とさせるものである。

　むろん、そうした一方的な主張に対して、欧米における個人性の象徴が家屋の造形や部屋の独立

において典型化されているように、日本の場合には、個人ごとの食器への執着のうちに、そうした

個人性の表現が見出されるといった対論などが提示されてきた(21)。こうした日欧の差異は、いわゆ

るプライバシーの象徴として何を典型とするかの文化の違いだとされる。つまり、日本人には西欧

的な意味での「自立的」個人といった性格特性が欠如すると主張することと、日本人に固有の「個

人性」「主体性」を問うということは別の位相の問題であり、これをあえて混同するところに日本人

の「没主体性」といった主張が生まれることになる。

　ちなみに、西欧の主婦権の象徴である「鍵」に相当するものは日本では「しゃもじ」にほかならない。

日本の主婦の場合「多くは主食配分の道具であるシャモジをもって主婦権の象徴とし、隠居して家

事いっさいの権限を息子の嫁に委譲することを、シャモジ渡しとよびならわしてきた地方が多い」(22)。

さらに、抽象的な「個人」の資格における「主体性」を問題とする欧米型の主体像に対する、社会

関係内の具体的な地位＝役割の資格における「主体性」を問題とする日本的主体像との違いは、印

欧語における「人称代名詞」の、日本語における不在と、いわば役割＝地位名称のなごりを引きずっ

た日本語における（自・対・他称詞からなる）人称名詞との違いに対応していると考えられる。

こうして、かりに西欧型の個人主義的な自我意識を持たないにせよ、だからといって、日本人の「自

我」に固有の「主体性」が欠如していると結論づけることはできない。そもそも日本的「自我」の

何たるかを踏まえた上での比較でなければ「ないものねだり」の議論に終始するほかない(21)。いう

までもなく、近代以降の日本はタテマエとして西欧的制度や文物、市民主義や個人主義の移植を試

みてきた。「だが、それを植える土壌まで輸入することはできない。そのためには接木の台木をさが

すようにして、私たち日本人の個人意識の根底になるようなもの、近代個人主義の土台となるエゴ
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の本性を、ひろく伝統的な民族のなかにたずねる必要がある」(24)。

　それでは、日本的主体性の所在についてはどのように考えられてきたのであろうか。西欧的な主

体性が自然世界に対する開発といった実践的な働きかけを主とするのに対して、日本的な対自然的

態度が「こと」＝言葉を介して成り立ってきたとするのは荒木である。荒木によれば、「ものがたり」

的な「もの」（「世の原理、法則」）に対して、日本人はただそれを受容するだけの「無私」の立場を

貫くが、逆に「こと」（「非原理、一回性、可変的な出来事」）に対しては、極めて主体的な関わりを

示してきたとされる。この「こと」的世界への言語を介した働きかけの代表が「ことわざ」「標語」「は

やし」などである。ちなみに「ヨイショ」「コラショ」など、「はやし」は所与の事態への主体的関

与を促す掛け声と考えられるが、この「生やし」「早し」の語義を共有する「はやし」は、あるもの

の生成を促進する「呪言」にほかならない。その背景にある言語観とは「1、言語に内在する力、す

なわち言霊への信仰、２、『こと』的世界を、言語を発することによって、あるいは言語の呪力に頼

ることによって、ひとつひとつ処理していこうとする態度」(25)とされる。西欧的な対自然的＝人為

的な開拓といった働きかけとは異なる、言葉の呪力を介した独自の働きかけは、単に受動的、没主

体的な態度ということはできない。そして、日本語文におけるディスクール世界の非自立性と、コ

ンテクスト（現実）世界への依存と浸透とは、このアニミズム的な言霊論と重なり合うことに注目

しておきたい。

　さらに、こうした日本的主体性のあり方を代表する事例が古事記以来の日本古来の歌謡に見るこ

とができる。ちなみに

　「千葉の葛野を見れば白千足る家庭も見ゆ国の秀も見ゆ」（古事記歌謡４１）を取り上げておこう。

　ここで「見ゆ」という言葉に注目しておきたい。というのも、「見ゆ」は「……を見る」というの

とは異なり、対象に対して主体的に「見る」のではなく、対象のほうがその形を「見せる」といっ

た対象の側に主導権を握られた事態を示す。

　そこで、こうした没主体的な「見せられる」事態に対して、にもかかわらずこうした事態をいわ

ば主体的に仕組む作為の存在が「見れば」という言葉のうちに秘められている。つまり、「見れば……

見ゆ」といったこの表現は「『見れば』によって『見る』主体の意識的な行為によりながら、『見ゆ』

によってその確認のための主体性が対象に委ねられている」(26)。つまり、「見れば」といった対象に

対する主体的な構えを踏まえてではあるが、対象が主体に対して与えられるあり方は、「見えてくる」

という意味の「見ゆ」にかかってくる。イニシアティヴはここでは対象の側にある。だが、同時に

注意しなければならないのは、対象としての「見られる」側は即自的な事物存在としていわば「客

観的」に存在するわけではないという点である。それは「見れば」という「見る」主体の関わりに

先行されて初めて「対象」として立ち現われる。この経過は伊藤によって次のように説明されている。

「……その前提条件たる『見れば』は、『見る』者の立場を定め、見ようとする姿勢と意欲とを表出

する機能を担っている。『見れば』と述べて『見る』ことは、対象を視覚の主体の眼前に定位させる

ことへの強固な意志を担って成る行為であるといえよう。そして、その行為には、強度の主観性が

まつわりついている。……その『見る』ことに応じて立ち現れる『見られるもの』は、主体の意志、
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意欲から離れて独自に成りかつ在るような、いわゆる客観的存在ではありえない。その際、『見られ

るもの』は、主体の側の『見る』意志、意欲を媒介として、いわば主観的に構成されている」(27)。

　ところで、この「見れば」と語ることによって「見る」行為を実現する方策は、「発話行為論」に

おける「発話媒介行為」に対応した発想を想起させる。というのも、言語化することによって「語

られた」（祝う、名づける、裁く、宣言するなど）行為を遂行することは、語ることを通じて「主観

的に構成された事物」の現前（＝「見ゆ」）を実現することに対応するからである。「すなわち、『―

見れば―見ゆ』という文形式は、外界を呪的に構成することへの意欲をあらわに示すもので、この

文形式によって切り拓かれた世界は、そこに内在するすべての事物が呪的で主観的な（ないしは共

同主観的な）幻視の視線によってとらえられて在る世界にほかならない、と考えられる」(28)。

　このように、古代の日本人にとって、自然や事物はそれ自体として即自的に、客観的に存立する

ものとして与えられはしない。伊藤も指摘するように、まず「見れば」といった主体的な構えによっ

て、対象をいわば認識の対象として主観的に構成＝意味付与することを通じて、対象はおのずから

その本性を開示すると考えられている。つまり、「見ゆ」とは、即自的存在としての景をただ受動的

に「見せられる」といった態のものではなく、あくまで見る「我」との関わりにおいて、「我」にとっ

て眼前に「在る」といったあり方にほかならない。そして、こうした景＝自然に対する「我」＝主

観の固有の対峙の仕方のうちに、「主語なし」文としての日本語文の特質が隠されている。

　こうした「見ゆ」＝認識・知論を通して判明することは、日本的知にとって、西欧的な客観的＝

即物的な自然、対、理性的な認識主観といった二元論的な枠組みは無縁だということである。日本

的知において、自然はそもそも人間化され、主体化された位相において立ち現れ、したがって、そ

うした自然の一部としての主体のうちに、自然は自らを顕現するとみなされる(29)。

　いわゆる概念的思考ないし把握が、対象の概念的マトリックス内への位置づけを介した操作的な

手続きに基づき、いわば「差異化」の原理による対象の同定をめざすのに対して、前概念的＝身体

的知は対象の「わがもの化」＝知的同化に基づくものであることはF.ニーチェやピアジェによって

すでに指摘済みの事態である(30)。こうした身体的知の特性はしたがって、呪術的思考にも共有され

ている。「呪術は己れの側にすべてを引きつけ己れに従わせずにはおかぬ心情に基づいた、いわば人

間中心の思考様式であり、今日の科学と技術へとつづく原始科学であり原始技術である……」(31)。

いわゆる主客合一といった境位とは主客二元論を前提とした概念的思考とは元来なじまない発想に

支えられたものであり、それは前概念的（メタファー的ないしパターン認識などと形容されている）、

身体的な思考であり、そもそも概念的思考とは位相を異にするがゆえに同一の座標上で比較するこ

と自体がそぐわないものなのである。ちなみに、「古今和歌集」「仮名序」にある「やまとうた」に

関する陳述（「心におもふことを、見るもの、きくものにつけ、いひいだす」）を解説した次のよう

な論述こそ、主客合一とされる前概念的＝呪術的思考を的確に表現するものである。

　「作者が自然の景物に何らかの感動（心の動き）を覚えたとき、自己と景物とを対置させ、自己の

主観が対象としての景物をこちらに引き寄せて表現する―というよりは、まず何よりも、わが心の

感動をそのままに保持しながら、対象であるその景物に自己が入っていく……自然へ自己みずから
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が無心に端的にひたすらに没入していく、そうして、自己の心（感動）と自然の景物とが一体になる、

ものにわが心がのりうつる、その境地、その時節においてはじめて真の主観ないし主体としての自

己が対象（自然の景物）を逆にわが心のうちに写し取って、的確な言語表現を可能にするにいたる」
(32)。

　こうして、万葉人にとって「作者としての主体自身が自然の中で自然と一体になりつつ、しかも

自己と自然（対象）ないし主と客との合一融合の中で、逆にかえって主体を回復するのである。『も

のにわが心がのりうつる』ことによって、もとの合一した作者の主体が具現される」(33)のである。

（日本的自然観）
　日本語文におけるコンテクスト依存性といった特質に注意してきたが、そこでは「語られたこと」

はそれ自体ディスクールとして象徴体系内で自立することはなく、現実のコンテクスト世界への関

与を残したままに、現実的な機能をもたらすべく発せられるといえよう。そこにこそ、発話の呪術

的性格が濃厚に見出されるゆえんがあり、また、自然の取り込み＝感情・心情化され、主体化され

た「半自然」が導出されてくるゆえんがある。

　この点で、すでに触れてきたオルティグによる主語の価値の二重性＝ディスクール上の主体／語

り手としての主体の二重性を前提とした「発話行為」に関する展開はこのような日本語文の特質を

照らし出すものとなっている。というのも、「約束する」「禁止する」「命名する」といった「発話行為」

においては、動詞と行為、主語と「話し手」とが一致し、表現することと表現において実現するこ

ととが一致するからである。ここには、すでに触れたディスクールと実在的なコンテクストとの「相

互浸透」が見られる(34)。そして、この「語ること」と、それにによって「為すこと」とが一致する

ほどに象徴的世界と現実世界との間に一種の癒合が見られるところに、呪術的世界観の受け継がれ

てきたなごりがある。日本語文の「主語なし」といった特質やコンテクスト依存性などは、この固

有の自然＝世界観と深いところで関連付けられているといえよう。それはまた、日本語の思考＝知

に濃厚な「身体性」の指摘とも対応するものである。

　「……言語が人間の身体性から離れて行き、〈制度〉として他者化してしまうという過程―この過

程自体も、人間のコミュニケーションの進化という観点から考察されるに値する興味深い問題であ

るが―そのような過程にあって、日本語という言語は身体性という原点からまだ比較的近いところ

にとどまっている。そして、その原点的な特徴の痕跡をまだ比較的多くとどめている、ということ

かも知れない」(35)

　こうして、「―見れば―見ゆ」における主体の側の意味付与を前提とした自然＝客体との対峙のあ

り方は、西欧近代における即自的＝客観的存在に対する、自立的個人としての抽象化された主体と

の対峙とは異なる。それは「すでに、常に」人間化され、主体化された自然であり、同時に主体の

側もそうした自然から切り離され、自立した抽象としてではなく、自然と合一し、その合一におい

て独自の主体性を発揮する、そうした存在として観念されていたと考えられる。

　それゆえ、「万葉人は総じて、自然を、みずからの精神の側から積極的にかつ主体的に意味づけつ
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つ、自己自身との密接な関係性のなかに定位させようと意図していたと解せられる」(36)。

　そして、そのように身体的、原初的に意味づけられた自然とは、いわば擬人的、メタファー的に

意味づけられたアニミズム的自然にほかならない。それは意味づけ以前のいわば「生の」自然では

ありえないし、また、西欧近代的な「脱世界化」（ハイデガー）され、抽象化された「客観」的自然

でもない。岩田慶治が吉良竜夫に倣って「半自然」と称した自然がこれに当たる。「われわれが常識

的に自然と思い込んでいるものの多くは生のままの自然ではない。それはすでに人間の手の加わっ

た自然である。歴史的に人間によって飼い馴らされた自然、ある意味で家畜化された自然なのであ

る」(37)。「―見れば」として人間的に対象構成＝意味付与され、言語化された段階で、自然はすでに

「半自然」へと加工されているのである。

　こうして、西欧的な「自然」対「人為」、主体対客体へと分岐した世界観とは異なって、古代日本

の半自然においては人間化された景と、それを語る「話し手」とは、それぞれ現実世界と象徴世界

とに分断されることなく、その両世界の癒合のうちに、それゆえ身体化された位相のうちに存立す

ることになる。これこそがアニミズム的世界の温床なのであり、それは日本語使用に際しての奥深

いコンテクストとして今日に至るまで継承されてきたものといえる。ただし、アニミズム的半自然

の衰退とともに、それは形式的な「高コンテクスト性」の言語として引き継がれてきたのである。

Ⅲ　日本的〈主体〉と〈場〉

　さて、以上、対自然関係に注目してきたが、ついで、それは対他者関係へと拡張される。すでに、

別稿において、日本語における「人称代名詞」の不在について若干の検討を加えておいた(38)。つまり、

印欧語における「われ」－「われわれ」／「なんじ」－「きみたち」／「かれ」－「かのじょ」－「それ」

／「かれら」－「それら」といった一人称から三人称へと広がる人称語彙は日本語には元来存在せず、

日本語のいわゆる「自称詞」「対称詞」「他称詞」（鈴木孝夫）の類はすべて社会的な自他関係として

の「役割語彙」に語源を持つ人称「名詞」にすぎないものであった。印欧語における「人称代名詞」

が１～３人称を徹底してディスクール上の象徴として対象化＝抽象化するのに対して、日本語の場

合、人称（名詞）は社会的現実における具体的関係性を残したまま象徴化されている。それは現実

のコンテクストに埋もれたままに言語化ないし非言語化（主語なし）されることを意味している。

これは、印欧語では実存的主体（オルティグ）としての「話し手」自身もまた徹底的にディスクー

ル上に対象化される事態と対照をなしている。このことを示すのが「再帰代名詞」である。金田の

挙げる例から見ておこう。

　I found myself in jail.　

　この英文は他動詞の　find　を用いたものだが、直訳風にいうと「私は私自身を牢屋の中に見出

した」ということになる。同じ意味内容を日本語文で表現すると、

　「（気がついたら）牢屋にいた」
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となり、この場合「気がつく」も「いる」も自動詞である(39)。

　英文の「話し手」は自らを「主語」Iとして対象化した当の文中で、主語Iが自身を牢屋の中にい

るのを「発見した」といった構図となっている。つまり、牢屋の中にいる自分を、いわば客観的に

その「外部」から見て取る「話し手」は、その行為の担い手である自身を主語として客観化するといっ

た構図である。これに対して、日本語文の「牢屋にいた」とは、「話し手」自身の状況描写であるが、

「いる」主体として（の主語は）文中からは省略されている。「話し手」自身は牢屋の「内側」から「内

にいる」自身を語っていることになる。

　「話し手」＝主語であり、それゆえ主語が省略されがちな日本語文では、「話し手」の「視線」は

話された状況に内属したままである。

　こうした主語の省略と視点の内在との関連はつとに池上によって指摘されてきたところでもある。

「話し手」の存在を前提化することによって、「話し手」＝主語を省略しがちな日本語文の場合、「と

りわけ、言語化する状況を話し手が〈外〉から観察し、報告する〈客観的〉な認識者の立場から捉

えるのでなく、問題となる状況の〈内〉に身をおいて、自らがそれに関与し、経験している〈主観的〉

な認識者として捉えるという場合は、認識の原点としての自分自身は言語化の対象としては意識さ

れないまま、いわば〈無化〉され、〈ゼロ〉として表示される」(40)。

　そこでは話し手自身が語られる状況の一部として、したがって、状況の記述は対象化されたモノ

についてではなく、自らの体験に関する内容となる(41)。ところで、すでに触れた川端の「雪国」冒

頭の一文、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」の「話し手」の視線こそ、その典型にほ

かならない。そこでは「話し手」は語られる状況の一部として、そこに内在している。したがって、「見

る」主体、対、「見られる」客体といった対峙の構図ではなく、体験される状況の一部分として主体

（語り手）はそこに内属している。池上はそうした内在的視線は、対象に対する外在的かつ超越的な

視線に比べて、より「元型的」であると指摘している(42)。

　そして、この主客二元論的な構図には収めようのない元型的な視線の「内在」から「内・外」の

論理が導出されることになるが、この「内・外」関係をすぐさま人称的な、つまり「身内」対「ヨ

ソ者」といった人格的関係へと結びつけるのは、そもそも人間中心的な「主体」対「客体」といっ

た印欧語的な構図の圏内に取り込まれることである。むしろ、「元型的」というからにはこの「内在」

する視線とは単純素朴にまずは（内部／外部といった）「場所」的なものと考えるべきであろう。

　その意味でも、池上の「する」的言語と「なる」的言語の対比から導き出されてきた「動作主」

優位対「主題」優位といった印欧語と日本語の基本的特質の対比は考慮に値しよう。「日本語では〈主

題化〉というのが基本的な操作の一つであり、しかも〈主題〉とされた項は〈場所〉的な意味合い

を帯びるとすると、（例えば、「象は鼻が長い」や「日本は山が多い」など―引用者）本来〈動作主〉

としての性格を十分に備えた項であっても、それが〈主題〉として（従って、同時に〈（物事の）場

所〉として）擬せられることによって、その〈動作主〉としての性格が弱められるということは（敬

語の「ニオカセラレマシテハ」のような場合を考えるまでもなく）日常語のレベルで絶えず起こっ

ているということになる」(43)。
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　そもそも、「する」を中心的動詞とする言語（印欧語）では、状況対主体といった構図（主体が状

況に対して何かを「する」）が前提とされており、他方、「なる」（ないし「ある」）を中心的動詞と

する言語（日本語）では、主体は状況＝場に含まれ、主客合一的な「場」（主体という場において何

かが「なる」）が構図として与えられている(44)。

　このように、「する」言語が主体による状況ないし他者への人為的で積極的な働きかけの構図に基

づくのに対して、「なる」言語は、自己を含む状況が自発的＝自然発生的に「なる」のを「待つ」といっ

た構図に基づいている。だが、日本的「主体」について検討してきたように、そのことが直ちに「没

主体的」ということにはならないのは、そもそも「主体」のあり方が西欧的な「コギト」（＝状況超

越的な主体）とはみなされていないからである。というのも、日本的主体とは、そもそもこうした

状況の一部にほかならず、その主体性とは一定の状況がなんらかのものに「なる」過程と一体化さ

れるからである。状況と主体とが主客二元論的に分離しているなら、主体的な働きかけによって状

況をいかに変革するかは主体的意志にかかっている。ところが、主体が状況の一部であるような主

客癒合した状態にあっては、状況の変化は主体の体験内の変化に通底しており、したがって、主体

とはそうした変化の生じる場、変化を感受する場ということになる(45)。

　ところで、こうした「場所」としての自己からの発展が日本語でいう「ウチ」であることは容易

に推察されうるところである。この「話し手」の位置＝場を「ウチ」「ソト」論視座から説くのは森

田である。「……日本人の意識する『私』が、表現者の“目”そのもの、“自分自身”で、決して言

葉に表した『私』なる対象ではない……そこから、『私側』と『私をとりまく他者』との対立意識が

芽生え、さらに高じて『内』対『外』の関係意識が生ずる。実は日本語の文法の諸現象を考えるとき、

この二つの意識の弁別は極めて重要」(46)であるとされる。森田のこうした指摘はこれまで見てきた

日本語文の「話し手」の位置とその視線のあり方からする「主語なし」文の説明とも重なる。「『私

は・・』の日本語は特別の状況での発話であって、普通は己を対象化して文面に提示することをし

ない。発話者は“己”であって“内”の存在として陰在化し、己の目でとらえられる事物、現象が“外”

の世界として顕在化し、文面に現れる」(47)。それゆえ、「場所としての自己」は「ウチ」と重なり合

う。だが、森田はこの「ウチ」への「自己」の拡張、ないし「ウチ」としての「自己」の多層性に

ついては言及せず、人＝他者をその対極に位置づけるにとどまる(48)。それゆえ、「ウチ」の「共同性」

のゆえんがここには脱落している。つまり、「ウチ」なる「共同性」の位相の問いは排除されてしまっ

ているのである。己と人との対峙は、人＝第三者と規定する限りで、自他の対峙、すなわち主客二

元論の提示でしかない。そこからは「ウチ」なる「共同性」は排斥されている。

そこで、この「ウチ」なる「共同性」をいかに導出するかが問題となる。この点に関してはいくつ

かの考え方がある。その一つは、概念的、したがって西欧的論理によるものである。その典型は伊

藤である。伊藤によれば「ウチ」「ソト」の関係は「話し手」の現実的状況を含む、固有に「意味づ

けられた」自然＝世界を共有する側＝ウチ／共有しない側＝ソトとの関係にほかならない。そこから、

自然＝世界による媒介がウチなる共同性のゆえんとされる。「意味を獲得する自然、言いかえれば、

人間的意志の域内に置かれる空虚ならざる（『いたづら』ならぬ）自然は、それに対する主体的意味
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づけの営為が共同性を有するとき、複数の人間と心理的に結合させる絆となる。具体的には、自己

が主体化する（主体的に意味づける）自然が、同時に他者による主体化の対象でもあることによって、

それ（自然）は、自己と他者とのあいだの心理的紐帯として機能するに至る」(49)。伊藤はこうした

自然の媒介ないし共有こそが「われ」にとっての「なんじ」といったブーバー的な「関係のアプリ

オリ」＝原初的共同性の前提にあると考える。つまり、自然への主体的な「意味づけ」の「共同性」

がここには媒介されているのである。すなわち、具体的には、神話的、アニミズム的自然観の共有

こそが「ウチ」成立の基礎であることになる(50)。

　確かに、伊藤のように、「『我』にとって親密かつ不可欠な存在」と化した自然および他者たちか

ら構成される世界こそ「ウチ」にほかならない。森田において欠如していた「共同性」はこうした

自然＝世界の媒介による「親密さ」の構築によって導出されると考えることができる。

　しかしながら、このブーバー的「われーなんじ」関係から「ウチ」なる「われわれ」の導出の論

理は、あくまで孤立した「自己」と「他者」から出発する点で「概念的」かつ西欧的論理を前提と

したものというほかない。これに対して、繰り返し検討してきたように、日本語の論理はより身体

的ないし前概念的な地平に立つとみなすことができる。それは語られたディスクールの自立化に対

する、過剰な「コンテクスト依存性」を特徴としていた。こうした水準の「意味づけ」とは概念的

というより「イメージ」的、ないし「メタファー」的なものといえよう。

　そこで、「共同性」導出のもう一つの論理として注目すべきなのが「メタファー」的論理にほかな

らない。その典型的な提唱者は池上である。彼は発話に際しての「〈客観的〉な認識者」すなわち

「二・三人称的立場」と、「〈主観的〉な認識者」すなわち「一人称的立場」を区別し、日本語の場合

は後者が優位に立つとする。そして、この一人称的立場の特質はとりわけ感情、感覚、意欲、欲求

などの表現に多く見られるとする。そうした心情は、「典型的に心理的な身体内的な過程であり、直

接経験できるのは当事者、つまり話している本人自身だけであり、その意味で〈主観的把握〉がもっ

とも自然に起こる状況である。日本語はそれが自然な形で言語化され、話し手は〈不在の存在〉と

して〈ゼロ〉化された言語化を受ける」(51)。例えば日本語で「うれしい」と言えば、これは話し手

＝一人称の心情の表現であり、これは二・三人称的表現の場合とは構文的にも異ならざるをえない。

だが、印欧語では、I am glad. の構文はYou are glad.の場合と同じであって、したがって、そこで

は〈主観的把握〉といった特質は薄れてしまい、〈客観的把握〉が前面化することになる。同じこと

は感覚動詞の「見える」「聞こえる」などについてもあてはまる。「星が見える」といった〈主観的把握〉

に特異な構文は、印欧語ではI see stars.もHe sees stars.も同形の構文によって表現される。

　その上で、池上はこうした「一人称＝話し手中心」の視座の拡張において、日本語の「ウチ」が

成立してくる論理を〈メトニミー的〉と〈メタファー的〉論理として提示する。メトニミー的とは「近

接性」に基づく関連づけであり、自己身体の空間的拡張としての自分の部屋、家、学校、地域、国

土であったり、また、その関係的拡張としての、自分の兄弟、家族、親族、仲間、同僚といった関

連を指している。

　このことは日本語の授受動詞「やる」「あげる」「くれる」などの使い分けにおいて顕著に表現される。
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ちなみに客観的表現としては「AがBに本をやった」、話し手がAの身内なら「AがBに本をあげた」、

話し手がBの身内なら「AがBに本をくれた」となる。印欧語であれば、これらすべてはgive一つで

処理されるべき事例であるが、日本語では話し手とA,Bとの間の「身内」（＝同一化）関係次第でこ

のように多様な表現をとることになる。この場合、話し手はAやBに対して「自我」を拡張している

ことになる。

　こうした個人的人格を超えた（メトニミー的）拡張は、広義でのメタファー的思考に属している。

つまり、それは前概念的で身体的な「同化」の論理に基づくものであり、概念的＝言語的な「差異化」

の論理とは対極的な生命の論理にほかならない(52)。これに対して、印欧語のWeとは、それぞれ自立

したIとYouとが、非人称的なHeやTheyに対して、ともに人格的な「かけがえのない」者同士とし

て連帯した場合に始めて成立する相互的関係である。日本語における「身内」が自他のメタファー

的連接によって未分化な癒合状態にあるのとは決定的に異なるのも、その背後の論理性の違いに由

来すると考えることができる。

【註】

　　
（1）　  日本語では、英語のように『誰かが（意図的に）どうする』ではなくて、『何かが（自然に）どうなる／

どうである』という言い方となるのはその当然の結果である。つまり、日本語では『行為者不在』の傾向が
極めて強い。ここに不在の人間が、英語においては主語、つまり行為者なのである」（文献〔1〕―以下この
ように表記―p5）。

（2）　  同前、p１61.
（3）　  「日本文法は『文の文法』としては英文法のようにしっかりした枠組みをもたず、多分に『談話文法』的

説明を必要とする。統語論（syntax）のほかに意味論（semantics）や語用論（pragmatics）の助けを必要
とする面が大きい。場面に依存する度合いが高く、省略的表現が多いからであるが、それは英語のような主
題となる主語を立てないため、文が論理的に構築されず、はなはだ柔軟な構造をもつことによるといえる」
（〔10〕p１82-3）

（4）　  〔15〕p108.
（5）　  〔2〕p65.
（6）　  〔7〕p２51.
（7）　  〔3〕p4．
（8）　  〔4〕p1.
（9）　  同前、p3.
（10）　同前、p2.
（11）　「日本語においては、基本はあくまで己を基点に据えて、己を取り巻く外の世界の事物や現象を自己の視

点で把握する」（同、p3）こととされる。
（12）　〔6〕p4.
（13）　〔5〕p4.
（14）　「国語では、話し手が、話の世界に主観的に関与することで、話の中にある自己を客観的に描写しないこ

とがあると述べた。これは、話し手のいる場面が、そのまま話の場面になることでもある」（同前、p5）。
（15）　同前、p8.
（16）　〔11〕p220.
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（17）　同前、p220.
（18）　〔7〕p272.
（19）　同前、p273.
（20）　〔9〕p79.
（21）　「ヨーロッパやアメリカでは個室と鍵を重視するが、個人用の食器という点では、意外と無頓着である。

反対に日本人は個室を持たない代わり、個人用の食器につよい執着をしめしてきた。両者のあいだに存在す
る差異は、なにをもってプライバシーの象徴とみなすかという文化の型の問題」（〔14〕p16－7.）

（22）　同前、p14－5．
（23）　日本人が「まるでアリにように無私の立場で、所属する集団に奉仕するだけであったとは考えられない。

すでにのべたように、一寸の虫に住む5分の魂は、それなりに鋭い自己主張をもっていた。その個人意識は
未成熟という意味で半意識の状態であったかもしれないが、それだからこそ、逆に個人の実存には完結した
霊性のかがやきが無条件にみとめられ、そこに一定の呪的能力が信じられていた」（同前、p23）。

（24）　同前、p36－7．
（25）　〔9〕p129.
（26）　〔17〕p121.
（27）　〔13〕p41.
（28）　同前、p43.
（29）　「すなわち、日本人の知は、元来、純然たる理性の冷徹で客観的な対象認識という形態のもとに構築され

るものではなく、認識主体が客体を自己の側へと引き寄せつつそれとの合一化を図るという形で形成された
のではなかったか、と推測される」（同前、p56）。

（30）　この点については〔19〕ｐ54以下参照。
（31）　〔12〕p106.
（32）　〔18〕p132.
（33）　同前、p133.
（34）　「……ことばは、表現するという事実そのものによって表現するものを実現している。動詞による発言が、

そのまま行為の遂行にあり、行為と発言との間には同一性がある。行為者と語り手が一致する。ここにこそ
誓いや契約の本質がある。このように、ことばと行為の一致が実現されるのは、一人称の場合のみである」
（〔11〕p243）。

（35）　〔7〕p306.
（36）　〔13〕p117.
（37）　〔16〕p114.
（38）　〔20〕参照。
（39）　〔2〕p161－6.
（40）　〔7〕p277.
（41）　「話し手は自らをその状況の臨場者に擬し、直接その状況を体験する存在として自らの体験をなぞらえる

形で言語化するというやりかた」（同前、p286）
（42）　「私たちが何かを見たり、何かについて語ったりするという営みのもっとも本来の〈元型〉的な姿といえ

ば、疑いもなく、後者のタイプ、つまり、私たち自身が当事者として臨場し、直接〈いま〉〈ここ〉で身をもっ
て体験しているという構図のもの」（同前、p295）であると。

（43）　〔8〕p203.
（44）　これを金谷はこう説明している。「……英語が『する言語』で、行為者や被行為者は多くの場合人間であ

るから（人称代名詞や所有形容詞が多用される―引用者）なのである。『ある言語』の日本語では、言語化
される過程において『誰がどうした』という意図的な行為よりも『自然にそうなったある状況で、そこにある』
と表現する強い傾向がある。だから人間ではなくて、存在の場所（空間）が注目される」（〔2〕p46.）

（45）　「一歩進めば、出来事は環境においてではなく、自己において起こっているのであると言うことも出来よ
う。出来事が起こるのは、環境の中でであると諒解していたのが、実はそうではなくて、自己において起
こっていると捉えることも出来るのである。出来事が出来するのは環境という場所ではなくて、自己という
場所においてではないかということである。このような捉え方は、自己と環境とを対立するものとして措定
し、自己が環境に対して働きかけ、自らの意に叶うように変えて行くという図式とは鮮明に対立する。後者
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では自己は何かを〈する〉主体である。前者では自己は何かが出来する―つまり、そこで何かが〈なる〉―
場所である」（〔7〕p301）。

（46）　〔3〕p315.
（47）　同前、p3－4.
（48）　森田によれば「日本人にとって対人意識とは己を基点としての対人意識で、『人』とは“他人”にほかな

らない。……人すなわち他人。『人』の中に己は含まれない」（同前、p7）
（49）　〔13〕p124.
（50）　「その主体化は、別言すれば、代置不可能な他者（『汝』）ないしは他者たち（『汝たち』）とのかけがえの

ない関係のただなかへと、自然を参入させ、それを疎遠な『それ』（Es）から、『我』にとって親密かつ不可
欠な存在へと転化させることにほかならない」（同前、p135）

（51）　〔7〕p278.
（52）　〔19〕p57以下参照。
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【Abstract】

The Phase for a speaker and autonomy 
in the Japanese Language

Syuuichi KOBAYASHI

   The purpose of this study is to examine socio-linguistically “non-subject” sentences 
and “dependency on context” in the Japanese language.  This study clarifies Japanese 
autonomy on the basis of the Japanese viewpoint of nature.  Furthermore, I would like 
to point out that the phenomena of “non-subject” sentences and “dependency on the 
context” on the premise of the relationship between the Japanese and nature.




