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Abstract

　This paper investigates the question of how metaphor is distinguished from metonymy, focusing upon temporal 
expressions. The present paper argues that subjective/ objective construal in Langacker’s sense is useful in 
examining time metaphors. In other words, the present analysis classifies time metaphors in terms of the ground’s 
subjective/ objective construal and depends on whether they are deictic or not. The present analysis suggests 
that there is some interaction between metaphor and metonymy. This paper also shows that it can be more 
useful to analyze time metaphors or metonymies in terms of some cognitive abilities, i.e., subjective/ objective 
construal and comparison. 
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1．はじめに

　本稿では，メタファーとメトニミーをどのよう

に区別するかという問題を，「時間」に関わるメタ

ファーとメトニミーに焦点を当てながら議論する．

本稿では，ある表現がメタファーであるのか，メト

ニミーであるのかと議論するよりも，表現によって

は別の次元から捉えるべきであると提案する．具体

的には次のような表現を中心に考察する．

（1）a．Pat got to the well ahead of Kim.

　　b．The action signals a tougher stance against 

armed factions in Haiti ahead of fall 

elections . . .（San Francisco Chronicle 22 

Mar. 05）

（Moore 2006：229）

　Moore（2006）の分析では，（1a）はメトニミー的

に解釈され，（1b）はメタファーで説明される．本

稿は（1）に見られるような表現をどのように説明

するかという問題に焦点を当て考察していく．具

体的には，時間メタファーは，Langacker（1985，

1990a, 1990b）の主体的・客体的把握（subjective/

objective construal）の観点から分析することが有

効であると主張する．特に，時間メタファーを主体

的・客体的把握と直示的（deictic）・非直示的（non-

deictic）な観点で分類する．そうすることにより，

多くの言語に見られる時間メタファーを統一的に説

明することが可能となることを示す．

　本稿の構成は以下の通りである．次節で，これま

でメタファーとメトニミーがどのように区別されて

きたか，先行研究を概観する．３節で概念メタファー

を，４節で時間メタファー，特にMoore（2006）の

モデルを詳しく見，日本語のデータがMooreのモデ

ルではどのように説明されるかを考察する．５節で

は日本語の「さき」の先行研究を議論する．６節で，

本稿での重要な概念である「直示」と「主体性」を

導入し，７節では，それらの概念を導入することで

時間メタファーと日本語のデータを統一的に説明す

ることが可能になると主張する．最後に８節で結語

を述べる．

2．先行研究

2.1　近接性と類似性

　メタファーとメトニミーの区別に関する議論は

これまでにも多くなされてきた（Barcelona 2000; 

Dirven and Pörings 2002; Haser 2005）．メタファー

とメトニミーは，それぞれ類似性（similarity）と

近接性（contiguity）の観点から議論されてきたが，

その両者をどのように区別するかという問題があ

る．Barnden（2010）は，メタファーとメトニミー

の区別を議論し，本当にメタファーは類似性を伴い，

メトニミーは近接性を伴うのか，また，メトニミー

においては根源領域にあったものは保存され，メタ

ファーでは保存されないのか，という疑問を考察し

ている．そして，メタファー的リンクは常にメトニ

ミー的に用いられ，近接性とみなされると主張する．

また，特定のメトニミー的近接性は本質的に類似性

を伴うと主張する．次の例を見てみよう．

（2）The creampuff didn’t even show up．

（Gibbs 1990：56）

（2）のcreampuffはボクサーを指している.（2）では

ボクサーとcreampuffとの間に類似性のリンクが仮

定されている．このリンクはcreampuffへ直接言及

することでボクサーに間接的に言及することを表

す．このことは，根源領域の項目へ直接言及するこ

とを通して目標領域の項目に間接的に言及するとい

う，メトニミーの近接性のリンクに類似している．

　また，同じ特定の類似性がメトニミーとメタ

ファーの両方に作用しうると述べている．次の例を

考えてみよう．

（3）There’s a snake on the left-hand side of the 
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drawing． （Barnden 2010：17）

メトニミーの読みでは，「蛇を描く目的にある引き

出しの中の波状の線」を表す．メタファーの読みで

は，「引き出しの中の単なる線」を指し，その線は

蛇を描くためのものではなく，蛇と関連がないかも

しれない．この例が示すことは，ある種のタイプの

メトニミーは同時にメタファーに分類されうる，と

いうことである．

　Peirsman and Geeraerts（2006）は近接性のプロ

トタイプを提案し，さまざまなメトニミーの例を説

明しようとしている．彼らはそのプロトタイプを「接

触の強さ」・「有界性の程度」・「時空間にわたる領

域」の３つのレベルで規定する．「接触の強さ」に

関して，例えば，Tony B lair is the Prime M inister of 

Englandという文を考えてみよう．「イングランド王

国」は「グレートブリテン及び北部アイルランド連

合王国」とは切り離せない関係であるので，接触の

強さは「強い」ということになる．「有界性の程度」

に関しては，There was cat all over the roadの例にお

いて，catは非有界的である．「時空間にわたる領域」

については，9−11  will never be forgottenの「9−11」

は時間の領域に関わる．彼らの考察によれば，時空

間領域にあり，有界である接触の強い表現が典型的

なメトニミーの表現となる．

　Peirsman and Geeraerts（2006）の分析に対し

て，Croft（2006）は，近接性はメトニミーの必要

条件でも十分条件でもないと述べ批判をしている．

Croftによれば，I ’m leaning against the Swiss A rmy 

knifeのSwiss Army knifeはメトニミー的に「まく

ら」を表すように用いることはできない．しかし，

Peirsman and Geeraerts（2006）の分析が正しけれ

ば，Swiss Army knifeが空間的にまくらに隣接し

ていれば最も典型的なメトニミーを表すはずである

が，実際はメトニミーとしては用いられない，と

Croftは述べている．

2.2　領域の問題

　本稿は特に「時間」に関わる表現に興味があるた

め，時間メタファーを議論しているMoore（2006）

を中心に見ていく．Moore（2006）は，移動は必ず

時間を伴うので，時間概念が根源領域だけではなく，

目標領域にも生じると述べている．そこで彼は時間

メタファーを「領域（domain）」間の写像（mapping）

とは考えずに，「フレーム（frame）」間の写像と考

えるべきであると提案した．１）そう考えることで，

空間と時間のメトニミーが説明されることになる．２） 

彼によれば，メタファーとメトニミーが密接に関連

しているというのは，メタファーを動機付ける経験

との相関関係がメトニミーも動機付けるからであ

る．例えば，次の例を考えてみよう．

（4）a．Prices are rising.

　　b．The water level is up.

（Moore 2006：227）

（4a）では，高さと量の相関関係によってQUANTITY 

IS ELEVATIONというメタファーが動機付けられる．

また，その高さと量の相関関係は，（4b）に見られ

るELEVATION FOR QUANTITYというメトニミーも

また動機付ける．この例に見られるように，メタ

ファーの根源領域と目標領域がメトニミーにも参与

していることにより，メタファーとメトニミーを区

別する用語の「ドメイン」を使用していいのかとい

う疑問が生じる．

　次のKNOWING IS SEEINGに関わる例も考えてみよ

う．

（5）I see what’s in the box． （ibid.）

この文には２つの解釈が考えられる．一つの解釈は，

箱の中に何があるか実際に知覚している，という解

釈であり，もう一つの解釈は，箱の中に何があるか

わかる，という解釈である．つまり，物体の知覚が，

メトニミー的に物体が何であるか知っていることを
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表しているのである．これは，KNOWINGがSEEING

の複合的なドメイン（domain matrix）内にあるこ

とを表し，KNOWING IS SEEINGは定義上メトニミー

に分類されることになる．

　Moore（2006）のフレームの概念をもっとよく

理 解 す る た め にTHE RELATIVE POSITION ON A 

PATH FOR SEQUENCEメトニミーとTHE SEQUENCE IS 

RELATIVE POSITION ON A PATHメタファーを考え

てみよう．両者はORDERED MOTIONフレームを形

成する．このフレームは次のように特徴づけられる．

（6）ORDERED MOTIONフレーム

物体は経路上を移動する．

要素――移動物１（図）

　　――移動物２（地）

　　――経路（始点から終点の順序集合から構成さ

れる．）

　　――根源（経路の始点）

　　――目標（経路の終点）

関係――物体１と物体２は静止状の経路に関して移

動するが，必ずしも互いに関連して移動す

るのではない．

　　――移動物それぞれは始点から終点に向かって

生じた順に異なる時間・地点に位置する．

　　――経路上の移動物は目標に向かって「前方」

を表し，逆の方向に対しては「後方」を表

す．同じ方向に移動する物体の方向付けは

全て同じである．

　　――目標に近い物体は目標から遠い物体の「前

方」にある．

　　――目標に近い物体は目標から遠い物体よりも

時間的に早く到着する．

メトニミーにおいては，物体の位置は物体の到着時

に写像される．これがフレーム内における写像であ

るのは，位置も到着時もORDERED MOTIONのフレー

ム要素に関連しているからである．それに対して，

メタファーの場合には次の（7a）を考えてみよう．

（7）a．Hours of eating and drinking followed the 

wedding ceremony．（Moore 2006：231）

　　b．

SUCCESSIONフレーム

要素――時間１（図）

　　――時間２（地）

関係――時間１は時間２よりも早くに，あ

るいは遅くに生じる.

（7a）は（7b）のようなSUCCESSIONフレームを形成す

る．THE SEQUENCE IS RELATIVE POSITION ON 

A PATHメタファーでは移動物１は時間１（Hours 

of eating and drinking）に，移動物２は時間２（the 

wedding ceremony）に写像される．このTHE SEQUENCE 

IS RELATIVE POSITION ON A PATHメ タ フ ァ ー は

ORDERED MOTIONフレームの属性をSUCCESSIONフ

レームの関係に写像するのである．

　Mooreが領域という概念に疑問を呈したように，

Barnden（2010）も，メタファーが異なる領域間に

またがるのに対して，メトニミーが１つの領域内で

起こる現象である，という考え方に疑問を呈してい

る．既出の（8）を考えてみよう.（8）にはメトニミー

とメタファーの読みがあったが，両者に領域に関し

て違いを見つけるのは難しい．具体的には，線と蛇

がメトニミーの読みに対しては同じ領域にあり，メ

タファーに対しては異なった領域にあると考えるの

は難しい，ということである．３）

（8）There’s a snake on the left-hand side of the 

drawing． （＝3）

以上先行研究における２つの問題に対するアプロー

チを見てきた．本稿はこれらの研究を否定するもの

ではないが，時間表現に他の認知能力が関わってい

る可能性を追求していく．また，日本語の時間表現

のデータを考慮に入れると，Mooreの分析は不十分

であると考えられることを示す．
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3．概念メタファー

　本節では，まず時間メタファーに関する研究

がどのように進んできたか概観する．Lakoff and 

Johnson（1980）以来，メタファーは「概念領域間

の構造的対応関係」として捉えられ，人間の認知構

造にとって大きな働きをなすと主張されてきた．こ

の対応関係は “X IS Y”というように大文字で表記

され，Xが目標領域，Ｙが起点領域を表す．

　本稿では，概念メタファーの中でも，時間の

メ タ フ ァ ーTIME PASSING IS MOTIONに 焦 点

を当て議論する．空間領域から時間領域へのメタ

ファー写像に関する研究は，多くの研究者によっ

てなされてきた（Lakoff and Johnson 1980, 1999; 

Fleischman 1982; Radden 1997; Engberg-Pedersen 

1999 ; Sweetser 1990 ; Núñez and Sweetser 2006 ; 

Moore 2000，2001，2004，2006; Shinohara 1999, 

篠 原2007, 2008）．Lakoff and Johnson（1980）

は，TIME IS A MOVING OBJECT と TIME IS 

STATIONARY AND WE MOVE THROUGH ITの

２種類に分類した．前者は，時間が移動し（Moving 

Time metaphor），それに対して，後者では，時間

は移動せず，観察者（主体）が移動すると捉えられ

る（Moving Observer（あるいはEgo）metaphor）．

前者は図１（a）で後者は図１（b）で示される．図１

（a）では，Time２が Time１の後に引き続き，観察

者は静的に時間を観察していると捉えられる．時間

の「前方」は過去に，時間の「後方」は未来に対応

付けられる．それに対して，図１（b）では，主体が

移動すると捉えられ，主体の「前方」は未来に主体

の「後方」は過去に対応付けられる．

　このような伝統的な時間メタファーの考え方に

対 し て，Moore（2006） は，Moving Time metaphor 

をEgo-centered Moving Time metaphorと

SEQUENCE IS RELATIVE POSITION ON A 

PATH metaphorという２種類に分類した．前者，

後者はそれぞれ，（9），（10）で示される．

（9）a．Christmas is coming.

　　b．Spring is here.

　　c．Summer is coming.

　　d．Winter is gone.

（Moore 2006：203-204）

（10）a．A reception followed the conference.

　　　b．A reception will follow the conference.

　　　c．A reception always follows the conference.

（e.g., every year）

（a）Moving Time 

図１．Moving Time Metaphor と Moving Observer 
Metaphor

（b）Moving Observer（Moving Ego）
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（ibid.：207）

（9）では，「視点」が特定的，（10）では視点が中立で

あることに注意してほしい．例えば，（9a）では，「ク

リスマス」が主体の方に近づいてくる，つまり，主

体の視点に関して表現が理解されるのである．それ

に対して，（10）では動詞followが使用されているが，

followは「あるものの後に引き続く」を意味し，主

体の視点は，表現の理解には介在しない．

　Mooreは，Moving Time metaphorを２つに分け

ることによって，時間メタファーの目標領域がより

正確に記述することが可能になると主張する．７節

では，日本語の時間表現のデータを考慮に入れると，

Mooreの分析は不十分であることを示す．

4．日本語の時間表現

　本節では，日本語の時間表現のデータを提示し，

Moore（2006）のモデルではそれを捉えきれないこ

とを示す．

4.1　日本語の「まえ」・「あと」・「さき」

まず，日本語の「まえ」と「あと」の基本的な意味

を確認する．

（11）a．私の家の前に木がある．

　　　b．前に見たことがある．

　　　c．太郎は健より前に学校に着いた．

（12）a．食事のあとに薬を飲んだ．

　　　b．私の車は彼の車よりも｛＊あと／うしろ｝に

ある．

（11a-c）に含まれる「まえ」は順に，空間，時間，

順序の意味を表す.（11b）の「前」は発話時を参照

点としているのに対して，（11c）の「まえ」は比較

を表す「より」を伴っている．一方，「あと」は（6a）

に見られるように，順序，あるいは時間の意味を表

し，空間の意味を表す場合は，（12b）に見られるよ

うに，「うしろ」が通常使われる．４）

　次に，「さき」の例を考察する．「さき」は空間の

意味だけでなく，未来・過去・順序の意味を表す．

（13）a．ペンのさきが壊れた．

　　　b．このさき，困難が待ち受けている．

　　　c．さきほど，食事をした．

　　　d．太郎は健よりさきに学校に着いた．

（13a）の「さき」は物体である「ペン」の一部を指

す.（13b, c）の「さき」は時間の意味を表し，それ

ぞれ未来，過去を表す．両者とも参照点は発話時で

ある．最後に，（13c）の「さき」は順序の意味を表

し，比較を表す「より」をとっている．

4.2　Moore（2006）の日本語データへの適用

　本節では，Moore（2006）の提示した，３つのメタ

ファーであるMoving Ego metaphor, Ego-centered 

Moving Time metaphor, そしてSEQUENCE IS 

RELATIVE POSITION ON A PATH metaphorが

どのように日本語の時間表現のデータに適用される

かを考察する．まず，Moore（2006：211）によって

提示された例文を見てみよう．

（14）太郎が投げたボールはダンが投げたボールよ

り前に落ちた．

（14）の「前」は空間の意味と時間の意味で曖昧であ

る．つまり，落下したボールの位置について話して

いるのか，ボールの落下の「早遅」について話して

いるのかで曖昧である．

　一方，（15）は時間的順序を表し，（15a）の「前」

は時間的「早」の関係を，（15b）の「あと」は時間

的「遅」の関係を表す．

（15）a．私は太郎が来る前に食事を済ませた．

　　　b．私は太郎が来たあとに勉強し始めた．

（16）a．この場所は，前に訪れたことがある．
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　　　b．勉強は，あとでします．

（15a, b）の「前」と「あと」は「太郎が来る」とい

う出来事を参照点としているのに対して，（16a, b）

の「前」と「あと」は，発話時を参照点としてい

る．これらの例文から，日本語の「まえ」と「あ

と」はMoore（2006）の SEQUENCE IS RELATIVE 

POSITION ON A PATH metaphorの観点から捉え

られる．

　もしMoore（2006）の提案するEgo-centered Moving 

Time metaphorとSEQUENCE IS RELATIVE 

POSITION ON A PATH metaphorの区別が正しい

なら，「まえ」と同様に，日本語の「さき」は後者

に分類されることになる．この点は次の例からも明

らかであろう．

（17）a．さきほど話したように，明日会議を開きま

す．

　　　b．会議が歓迎会よりさきに開かれます．

（17a, b）ともにMoving Time metaphorの観点から

捉えられる．違いは，（17a）の「さき」が発話時に

関連している，つまり直示的であるのに対して，

（17b）は発話時に関連していない，つまり非直示的

であることである．したがって，Mooreの分析では，

「さき」は視点に関して中立的であり，SEQUENCE 

IS RELATIVE POSITION ON A PATH metaphor

によって説明されることになる．

　ここで注意すべきことは，「さき」と「まえ」の

意味が必ずしも同じではない，ということである．

１節で挙げた例文を再掲する．

（18）a．前に話したように，明日会議を開きます．

　　　b．先に話したように，明日会議を開きます．

（19）a．食事の前に話したように，明日会議を開き

ます．

　　　b.?? 食事の先に話したように，明日会議を開

きます．

（18）において，「まえ」・「さき」ともに参照点とし

て発話時をとっている．（19）の対比に見られるよう

に，「さき」は一般的に，参照点が発話時である．

この点は次の文からも例証される．５）

（20）a．私は前にそれについて話したことがある．

　　　b.?＊私は先にそれについて話したことがある．

（20b）は，「さき」が通常，発話時と関連し，過去

時制とともに用いられ，「過去」，あるいは「順序」

の意味を表すために，容認性が下がる.（20b）は完

了形が使われているのである．６）

　「まえ」と「さき」の異なった振る舞いは，次の

例文にも見られる．

（21）太郎が投げたボールがダンが投げたボールよ

りさきに落ちた．

（22）a．飛行機が降り立つ前に，鳩を見た．

　　　b．飛行機が降り立つさきに，鳩を見た．

　　　c．飛行機が降り立つよりさきに，鳩を見た．

（21）の「さき」は空間と時間の意味であいまいとも

考えられるが，一般に時間の意味の方が優勢であ

る.（22a）の「まえ」は空間と時間の意味であいま

いである.（22b）の「さき」は空間の意味しか表さ

ないであろう．それに対して，「さき」が比較を表

す「より」とともに用いられると，「順序」の意味

を表すことになる．これらの例からわかることは，

「さき」と「まえ」には違いがあり，「さき」は比較

されるものが明示される以外は発話時を参照点とし

てとることである．

　「さき」が比較されるものが明示されない場合は，

直示的に解釈される，という主張は次の例からも支

持される．７）

（23）a．あなたは先週忙しかったですか．

　　　b.＊あなたは先週忙しいですか．

（24）a．私は前月健に会いました．
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　　　b．私は先月健に会いました．

（23）の「先週」というのは，発話時から見て直近の

過去の週を表すので，（23b）のように，過去時制と

使われない場合は，文は容認されない．ここで，「さ

き」と「センシュウ」という音韻的違いを指摘する

人がいるかもしれない．そのような違いはあるが，

確かであることは，「さき」も「先週」も直示的に

解釈されるということである．

　（24a, b）の「前月」，「先月」ともに過去に言及す

るが，前者は，典型的には，発話時以外のある時点

を参照点とするのに対して，後者は発話時を参照点

とする．そのため，（25a）に見られるように，「先週」

が発話時以外の参照点をとっている場合，文は容認

されないのである．それに対して，（25b）の「前月」

は発話時以外の参照点をとり，さらに動詞が過去時

制でなくても，文は容認される．

（25）a.＊私は会議の先月健に会いました．

　　　b．私は会議の前月健に会います．

　ここまでの議論より次のことが言える．もし，

Moore（2006）の提案するように，Moving Time 

metaphor をEgo-centered Moving Time metaphor 

とSEQUENCE IS RELATIVE POSITION ON A 

PATH metaphorに分けると，日本語の「さき」と

「まえ」の違いを説明することができないことにな

る．なぜなら，Moore（2006）の分析では，両方と

もSEQUENCE IS RELATIVE POSITION ON A 

PATH metaphorに分類されることになるからであ

る．本稿は，Mooreが言うように，我々は移動を経

路に沿って移動するものと経験し，移動物が我々を

通り過ぎていくのを知覚するという考え方には同意

はするが，日本語の時間表現を考えた場合，別の観

点から考察する必要があることを以下で示す．

5．「さき」に関する先行研究

　これまで，日本語の時間表現について，多くの

研究者たちによって分析がなされてきた（Ohara 

1990, 1991, 瀬戸 1995, 山梨 1995, Shinohara 1999, 

Usui 2002）．本節では，特に，「さき」についての

代表的研究であり，本研究の土台となる国広（1997）

の分析を概観する．

　国広（1997）は，「さき」を「意義素」の観点か

らメタファーを使って分析し，それを〈〈方向性を

持ったタテ長の物のＢの部分〉〉と定義づけた．８）

図２は，「さき」の現象素を表し，白抜きの矢印が「さ

き」を表している．９）

　国広（1997）は，「さき」の未来と過去の意味を，「行

列の先」に見られるような空間の意味を「時の流れ」

にシフトすることによって説明し，それを「時の矢」

にたとえている．

図２．「さき」の現象素

図３．「未来」を表す「さき」
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「未来」の意味は，図３の黒の細い矢印で示される

「とき」が過去から未来に向かって流れ，いわば我々

が矢印とともに時間の中を移動する，と考えること

で捉えられる．視点は常に現在時である．よって，「と

き」を表す黒い矢印の先端は常に未来を表すことに

なる．

　「さき」の過去の意味は図４によって示される．

国広によると，空間の意味であった移動体を順序の

意味から，出来事ａを視点の時点に結び付けると過

去の意味が生じる．図において，ａとｂは出来事を

表し，ｂがａに先行する形で，客観的視点の前をそ

れぞれ通過していく．矢印に示されるように，とき

が図において左から右へ流れ，ｂがａに先行する，

つまり，「ｂがａよりも時間的に早い」という順序

の意味が生じる．網掛けの円はｂとａの生起の順序

を表し，出来事aが視点に結び付けられると，白抜

きの矢印に示されるように，「さき」は過去の意味

を表す．

　本稿は，基本的には国広の分析に負うところが多

いが，英語の時間表現も説明できるような統合的な

分析を提案する．10）

6．理論的前提

　本稿は，Langacker（1987），（1991），（1999）に

よる認知文法の枠組みで分析を行う．認知文法は，

言語は意味と形式からなる象徴構造であり，レキシ

コンと文法は連続体を成すと想定している．また，

認知文法では，言語の文法は「慣習化された言語単

位の構造化された目録」（Langacker 1987：57）と

して特徴付けられる．本稿の議論に関連する認知的

概念は「直示（deixis）」と「主体性（subjectivity）」

であるので，それらが本稿ではどのように定義づけ

られるか順に見ていく．

6.1　「直示（deixis）」

　「直示（deixis）」の研究は，Bühler（1934［1990］）

に端を発し，直示は「zero point」という意味で「自

己中心的（egocentric）」であると定義づけられた．

それは，「話し手が自分自身を自己の役割に投影し，

すべてのものを自分の視点に関連付ける」（Lyons 

1977：638）ことを意味する．言い換えると，直示と

は，発話状況との関連においてのみ理解されるとい

う特徴を持つ．

　本稿での考え方は，談話理解に対するDeictic 

Shift Theory（Duchan, Bruder, and Hewitt 1995）

の考え方に類似している．その理論では，読み手は，

物語世界に溶け込み，自分自身をその物語世界に位

置づける．その世界は，登場人物や，一連の出来事，

行為，登場人物の知識，場面設定，他に物語に関わ

りがあるような内容を含む．したがって，「今・ここ」

を指す「直示の中心（deictic center）」は現実世界

から物語世界でのイメージにシフトしている．この

ことは，読み手が直示の中心からその物語を経験し，

解釈していることを示している．

　Zubin and Hewitt（1995：131）によると，言語に

おける「直示のシフト（deictic shift）」は，口承文

学スタイルの観点から理解される．まず物語は登場

人物，場所などを導入する．発話されている状況は，

発話者である「私」，聞き手である「あなた」，発話

者がいる「ここ」，そして，物語が聞き手に向けら

れている「今」という状況を描く．それから物語が

始まると，語り手の存在が意識されなくなり，物語

世界が前面に出る．この例は次の文に見られる．

（26）a．She stared fierily at him．She wondered 

what he was doing in the East End.

　　　b．She stared fierily at him．What was he 

doing in the East End?（BNC）

図４．「過去」を表す「さき」



−10−

岩崎　真哉 メタファーとメトニミーの認知的分析：時間表現を中心に10

（Zubin and Hewitt 1995：131）

（26a, b）の対比に見られるように，視点が物語の語

り手から登場人物にシフトしている．これは次節で

提示される「主体性」の観点からも説明されうる．

　本稿では，直示の基本的な性質は，自己中心的

なものであるという想定に従いつつ，所与の表現

が「発話時に関連して解釈される」，という意味で

直示という用語を用いる．本稿の分析対象は時間メ

タファーであるため，特に時間の直示（Levinson 

1983）に焦点が当てられることになる．例えば，次

の（27）の「昨日」，「今朝」，「明日」は直示的に解釈

される．

（27）a．健は昨日病院へ行った．

　　　b．今朝私の車が盗まれた．

　　　c．明日また会いに来ます．

（27）の時間副詞の解釈は発話時に依存するので，こ

れらの表現は直示的であると言える．

6.2　主体性

　「主体性（subjectivity）」という概念は，言語

学，特に日本語文法に対する分析の中で，近年再び

脚光を浴びてきている（例えば，池上 2003, 2004, 

中村 2004, Uehara 2006a, 2006bなど）．本稿では，

Langackerによる存在物や事態への主体的把握・客

体的把握に関する一連の研究（Langacker 1985，

1990a, 1990b, 1991, 1999, 2006）に基づき分析を行

う．Langackerの「主体性」は，場面，あるいは状

況が描かれる際の視点の観点から理解される．主体・

客体の違いは，知覚者と知覚される対象の違いに関

連している．11）

　Langacker（1985：113）によると，主体的表現

は「グラウンド，あるいはグラウンドのある様相

を叙述スコープに含む表現」と定義づけられる．ま

た，直示表現が解釈されるときは視点が関わってお

り，存在物が主体的に解釈されるときは，それは際

立ちがなく非明示的である．一方，存在物が客体的

に解釈されるときは，それは際立っており，注意の

焦点が当てられる．直示・非直示とグラウンドの関

係は図５に示される．

図５．主体性のタイプ（Langacker 1990b：319）

（a）

（b）

（c）
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図５において，MSとISはそれぞれ，最大スコー

プ（maximal scope）と直接スコープ（immediate 

scope）を指している．前者は，表現がその意味の

基盤として喚起する概念内容の全てを表し，後者は

最も直接的に関わっている最大スコープの一部を指

す．Gはグラウンドを表し，発話事態，参与者，そ

してその直接的状況を指す．Langackerの定義に

よれば，図５aにおいて，太い実線の円はプロファ

イルされた存在物を表す．12）この図では，Gは叙述

スコープには入っておらず，オフステージにある．

一方，図５bでは，Gは最大スコープに含まれてお

り，存在物はグラウンドとの関係において解釈され

る．この図５bは，例えば，「昨日」・「明日」・「去年」

という直示語を表す．最後に図５cでは，Gは直接

スコープに含まれており，プロファイルされている．

このとき，Gは客体的に解釈されていると言える．

この図は「私」・「あなた」・「ここ」・「今」という直

示語に適応される．ここまで見てきたような主体・

客体の対立は次の例にも見られる．

（28）a．Vanessa is sitting across the table from 

me.

　　　b．Vanessa is sitting across the table．

（Langacker 1990b：328）

（28a, b）は同一の状況を描いている．しかし両者

には違いが存在する．それは（28a）では参照点とし

て話し手が明示的に文中に現れているのに対して，

（28b）では話し手が明示されていないということで

ある．Vanessaと話し手の位置関係に関して，（28a）

のacrossの意味は，オンステージ上いる話し手に関

して解釈されるので，客体的であると言える．一方

で，（28b）は，話し手が非明示的でありオフステー

ジにいるので，acrossの意味は主体的に解釈される．

この考え方は，上で考察した（26）にも適用され（（29）

に再掲），文が，明示されていない話し手の視点か

ら記述されるので主体的に解釈されると言える．

（29）a．She stared fierily at him．She wondered 

what he was doing in the East End.

　　　b．She stared fierily at him．What was he 

doing in the East End?

（＝26）

　以上，本節では，本稿で重要な役割を果たす２つ

の概念について説明してきた．次節では，主体・客

体の対立という考え方に基づいて，英語と日本語を

中心にグラウンドと時間メタファーの関係を考察し

ていく．

7．主体性から見た時間メタファー

7.1　グランドと英語の時間メタファーの関係

　本節ではIwasaki（2009）での提案をもとに，ま

ず英語の時間メタファーの特性が主体性の観点か

らどのように捉えられるのか議論する．本稿では，

Moving Observer metaphorがグラウンドの位置の

観点から，動的なMoving Ego metaphorと静的な

ものの２つに分かれると提案する．それは次の例に

示される．13）

（30）a．We are in summer.

　　　b．There is a bright future ahead of him.

　　　c．Summer is coming.

　　　d．the following week/ the following year

（30a）は，Moving Ego metaphorの観点から理解さ

れ，直示語であるweが使われているのでグラウン

ドがオンステージ上にあると言える．図５（b）と（c）

で見たように，直示語の場合，グラウンドが最大ス

コープに含まれていることを思い出してほしい．対

照的に，（30b）では，Moving Observerが静的であっ

て，グラウンドがオフステージ上に置かれている．

これは，本稿の定義上，himが直示語ではなく，グ

ラウンドが最大スコープにはないためである．言い

換えると，（30b）では，グラウンドが状況を客体的
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に観察し，未来がその観察者の前方にあると言える

（図６bに対応）．

　同じように，Moving Time metaphorもグラン

ドの位置の観点から２つに分かれることを提案す

る.（30c）において，グランウンドはオンステージ

上にある．なぜなら用いられている動詞comeは語

彙的に何かが話し手の方に移動してくるというこ

とを意味するからである（図６cに対応）．一方で，

（30d）のthe following weekやthe following yearと

いう表現では，グラウンドがオフステージ上にあ

ると言える．なぜなら，動詞followは語彙的に何か

が何かの後に連続して引き続くということを意味

し，通常その参照点は話し手ではないためである．

言い換えると，グラウンドは時間の流れを客体的

に観察していると言える（図６dに対応）．ここで

注意すべき点は，（30b）のahead of himがなぜ空間

的に解釈されたり，a reception always follows the 

conferenceという表現が２つの事態の順序を表すか

の理由であるが，本稿では，それは状況がグラウン

ドによって客体的に観察されることによって生じる

ためであると考える．つまり，順序を表すには，少

なくとも２者を比較する必要があり，その比較には

傍観的に２者を観察しなければいけないのである．

　ここで，一部は１節で挙げたが，（31）を見てみよう．

（31）a．Pat got to the well ahead of Kim.（＝1a）

　　　b．We often arrived ahead of Porter.

（COCA: Esquire）

　　　c．The action signals a tougher stance against 

armed factions in Haiti ahead of fall 

elections . . .  （＝1b）

　　　d．Unfortunately, we arrived ahead of the 

winter whale-watching season，when 

excursion boats take flocks of nature-

focused tourists from downtown piers to 

view California gray whales．

（COCA: Chicago Sun-T imes）

Mooreの分析では，（31a）はメトニミー的に解釈さ

れる．なぜなら，物理的な「前」という関係と一連

の到着という２者を伴っている単一の移動事象があ

るためである．本稿の分析はMooreのこの見方に反

論するものではないが，PatとKimの時間的な位置

関係はグラウンドの客体的な視点によって捉えられ

るということを強調したい．14）（31b）にも同様の説

明が適用される．「我々」とPorterの位置関係がメ

トニミー的に解釈されるという考え方も可能である

が，客体的な視点によって時間的な位置関係が捉え

られることが重要である.（31c）に関しては，Moore

の説明では，それはメトニミーではなく，メタファー

で説明される．なぜなら，物理的な移動のフレーム

はaheadによって喚起されるが，実際の移動は伴っ

ていないためである．本稿の分析では，（31c）は「選

挙（election）」は事態を表すので，Moving Time 

metaphorが関わっていることになる．状況を客体

的に観察することによって，「秋選挙」の時間的位

置が理解されるのである.（31d）についても同様の

考え方が当てはまり，「冬の鯨観察シーズン」と話

し手の時間的位置関係は，状況の客体的観察によっ

て捉えられる．本稿の主張で強調すべき点は，グラ

ウンドの客体的な視点によって２者あるいは２つの

事態間が理解される，ということである．言い換え

ると，２つの存在物，あるいは事態の位置関係を捉

えるにはそれらを比較する必要があり，比較にはそ

の２者を客体的に観察する必要があるのである．15, 16）

（a）Moving Ego

図６．グラウンドと時間メタファーの関係
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7.2　グランドと日本語の時間メタファーの関係

　本節では日本語の例を考察する．

（32）a．このさき，私はどうすべきかわからない．

　　　b.＊この前私はどうすべきかわからない．

（32a）の「このさき」は話し手の未来を指し，近接

を表す指示詞「この」が付いていることからもわか

るように，直示を表す．この例においては Moving 

Ego metaphorが使用されており，グラウンドはオ

フステージ上にある．対照的に，（32b）に見られる

ように，「この前」は，Moving Time metaphorを

用いていることになるが，非過去時制とは用いるこ

とはできない．その一方で，「前」を伴う未来を表

す表現がある．

（33）彼は前途多難だ．

（33）の「前途」は，「まえ」と「みち」を表す語

からなる複合名詞である．この例においては，

Moving observerが静的であり，グラウンドがオフ

ステージ上にあると言える．「前途」という表現は

語彙的に発話時に関連している表現ではないので，

「彼は前途多難だった」という例に見られるように，

過去時制を表す「タ」と共起しうる．

　次に，Moving Time metaphorを使う日本語の例

を考察しよう．

（34）a．夏が近づいている／近づきつつある．

　　　b．あなたは先週忙しかったですか．

　　　c．あなたは来週忙しいですか．

（34a-c）の「近づいている／近づきつつある」・「先

週」・「来週」は，すべてMoving Time metaphorの

観点から理解される．直示性については，これらは

時制に関して違いがある．

（35）a．夏が近づいている／近づきつつあった．

　　　b.＊あなたは先週忙しいですか．

　　　c.＊あなたは来週忙しかったですか．

（35a）に見られるように，「近づいている／近づきつ

つある」は過去時制でも使われうる．これは対応す

る英語のcomingと同じ振る舞いである．一方で，「先

週」・「来週」は前者は非過去，後者は過去時制と

（b）Moving Observer（Static）

（c）Moving Time（deictic）

（d）Moving Time（non-deictic）
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それぞれ共起しない．これらはそれぞれ英語のlast 

weekとnext weekに対応する．

　一方で，非直示的なMoving Time metaphorは次

の例に見られる．17）

（36）私は前日に京都に着いた．

（36）の「前日」はある参照点の前の日を指し，通常，

話をしている直近の前の日を指すことはない．つま

り，非直示的である．したがって，非過去時制と問

題なく使用される．

（37）私は前日に京都に着く．

これまでの議論を表にまとめると以下のようにな

る．

表１．グラウンドと時間メタファーの関係

Moving Observer

Gはオンステージ
Moving Ego

（英語：We are in summer.）
（日本語：このさき）

Gはオフステージ

Static Observer
（英語：There is a bright future 

ahead of him.）
（日本語：彼は前途多難だ.）

Moving Time

Gはオンステージ
直示

（英語：Summer is coming.）
（日本語：先週，来週，前に）

Gはオフステージ

非直示
（英語：the following week, the 

preceding year）
（日本語：前日）

表１は次のことを表している．第一に，Moving 

Observer metaphorとMoving Time metaphorはグ

ラウンドの位置の観点から２つに分けられる．そし

て，Moving Observer metaphor は動的なMoving 

Ego metaphorと静的なものに分かれ，Moving Time 

metaphorも直示の観点から２つに分かれる．

上で述べたように，順序の意味はグラウンドの客体

的把握によって説明され，「さき」の順序の意味は

図６（c）と（d）の組み合わせで描かれる．

図７で特徴的であるところは，グラウンドが２つに

分かれていることである．オフステージ上にあるグ

ラウンドG'は客体的に状況を観察しており，もう一

つのグラウンドGは現在の事態に結びついている．

上で挙げた「さきに話したように，明日会議を開く」

という例においては，「さき」は過去と順序の意味

であいまいであった．図７に示されているように，

順序の意味はグラウンドの客体的把握によって捉え

られ，過去と直示の特徴はオンステージ領域にもグ

ラウンドがあることから説明される．

　順序の意味は日本語の「前」と「あと」によって

も表される．これらが順序の意味を表すときは，何

かしらの参照点，たとえば，（38）の「食事の」とい

うように，参照点が明示されることが通常である．

この例においても，グラウンドが客体的に事態を観

察し，それらを位置づけていると言える．

（38）a．食事の前に手を洗う．

　　　b．食事のあとで手を洗う．

　本節の最後に，篠原（2008）を見る．篠原（2008）は，

Mooreの提示したメタファーを詳細に分析し，日本

語の「さき」がどのようにそれらのメタファーと関

連するか分析している．篠原でも，Mooreと同じ意

図７．「さき」の順序の意味

14
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味で「直示」という語を使われている．本稿と篠原

の分析は類似しているが，違いは本稿では「直示」

を発話時との関連で理解されることに限っているこ

とである．従って，例えば，「前途多難だ」の「前」

は主体の「前方」にある未来に困難が待ち受けてい

るという意味であるが，本稿ではその表現は発話時

と関連づけなくても理解可能であるので直示ではな

いと見なす．

　さらに，篠原は「Xからさき」と「Xよりさき」

の違いについて分析している．

（39）a．正月からさきの予定はまだ立っていませ

ん．

　　　b．正月よりさきの予定はまだ立っていませ

ん．

（40）a．大晦日より先に，天皇誕生日がある．

　　　b.＊大晦日から先に，天皇誕生日がある．

（篠原 2008：194）

（41）a．東京に引っ越してから先，ずっと墓参りを

していない．

　　　b．家族旅行は，叔母の手術より先のことに

なるだろう．

（ibid.：197）

（42）a．警察への連絡より先に，けが人を助けなさ

い．

　　　b.＊警察への連絡から先に，けが人を助けなさ

い．

（ibid.：199）

（39）の「正月」は時間配列語であり，LATER IS 

FRONTの時間関係として解釈される.（40a）の「大

晦日」は時間配列語であり，EARLIER IS FRONT

の時間関係として解釈されるが「からさき」は

EARLIERを表しにくいようである.（41）は「非時

間配列語＋からさき」，「非時間配列語+よりさき」

の形式であり，LATER IS FRONTの時間関係とし

て解釈される.（42）も同様に非時間配列語を含んで

いるのであるが，（42a）はEARLIER IS FRONTの

時間関係として解釈される．「からさき」の場合は，

時間配列語の時と同様に，EARLIERを表しにくい

ようである．このことは「から」の基本的意味が

「起点」であり，「より」の基本的意味が「比較」で

あることを考えれば説明がつくであろう．つまり，

（40b）が容認されないのは，「大晦日」を起点とす

ることはそれから未来に向かうことであるから過去

を表すことにはなりえないのである．それに対し

て，（40a）の場合は，単に，「大晦日」と「天皇誕

生日」の比較しか表していないので，EARLIER IS 

FRONTの時間解釈が可能になるのである．18, 19）

8．結語

　本稿では，時間表現を取り上げ，メタファーとメ

トニミーの区別を，日本語の表現を中心に据えなが

ら考察した．特に，日本語の「さき」と「まえ」の

違いを捉えるには，Mooreの分析では不十分であり，

Langackerの研究による視点の概念を導入すべきで

あると主張した．具体的には，「さき」と「まえ」

の順序の意味は，グラウンドの客体的把握によって

説明され，「さき」は常に発話時と関連していると

主張した．本稿の分析に見られるように，他の認知

能力に注目することは，メタファー・メトニミーそ

のもののレベルから分析するよりも有益である．本

稿では，「比較」という基本的な認知能力に注目した．

　Mooreの分析と本稿の分析の違いは，本稿の分析

では，SEQUENCE IS RELATIVE POSITION ON A 

PATH metaphorを仮定していないことである．本

稿では，グラウンドの視点が重要な概念であり，そ

れが時間メタファー間の区別をすると主張した．言

い換えると，MooreのSEQUENCE IS RELATIVE 

POSITION ON A PATHは視点中立，つまり直示

か非直示の場合がある．本稿では，Moving Time 

metaphorをグラウンドの主体・客体把握の観点か

ら分類した．その結果，グラウンドがオフステージ

領域に置かれている場合には，所与の言語表現は非

直示であり，順序の意味を持つ．本稿の分析で，日

15
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本語の「まえ」と「さき」の違いを説明することが

可能になったのである．

　最後に，本稿は認知概念である主体性が時間メタ

ファーの特性を説明するのに有益であることを示

し，英語と日本語，そして他のいくつかの言語で，

時間の直示がどのように捉えられるかについて一つ

の考え方を提示した．

注：

１） Mooreは「フレーム」という言葉をFillmore

（1982）の意味で用いている．つまり，それは，

ある概念を理解するのに前提として必要となる

ような知識構造を指す．

２） Mooreは，次のLakoff and Johnson（1999：142）

の例には問題があるとし，「時間」という抽象

的な概念が写像の観点から議論されるべきでは

ないと主張している．

（i）The Motion of Objects Past the Observer 

→ the “Passage” of Time

（i）は，「観察者を通り過ぎていく物体の移動」

は「時間の経過」に写像される，ということを

表す．Mooreは目標領域の概念について根源領

域の術語を使って述べているので問題がある，

と指摘している．

３） このことは，Barcelona（2002），Croft（2002），

Feyaerts（2000），Haser（2005），Kittay（1989），

Moore（2006），Panther（2006），Peirsman 

and Geeraerts（2006）らによって既に指摘さ

れている．

４） 本稿では，分析の便宜上，「時間の意味」や「順

序の意味」というように，それぞれ意味がはっ

きり区別されるような表記をしているが，「時

間」と「順序」の意味の境界は曖昧で，両者は

連続体を成すと考える．

５） グーグル検索によると,（ii）のような例を27,800

例見つけることができるのに対して（2009年２

月２日検索），（i）のような例を見つけることは

できない．

（i）??さきに話したことがあるように.. .

（ii）さきに話したように.. .

さらに,（iiia）のような文は見つけることができ

るのに対して,（iiib）のような文は見つけること

ができない．

（iii）a．ずっと前に言ったように，明日会議を

開く．

　　　b.＊ずっとさきに言ったように，明日会議

を開く．

副詞「ずっと」は「まえ」を修飾することがで

きるのに対して，「過去」の意味を表す「さき」

を修飾することはできない．

６） 本文中でも述べたが，発話時を参照点にとらな

い「さき」のついた表現も可能なものがある．

それらは，典型的には，属格「の」よりもむし

ろ比較を表す「より」をとる．

７） 漢語由来の「先（セン）」と和語由来の「さき」

に音韻論的な違いは存在するが，本稿ではそれ

による本質的な意味の違いはないと考える．こ

れは，「前途」の「ゼン」（漢語）と和語の「ま

え」にも当てはまる．

８） 〈〈　〉〉は意義素を表し，それは「ある語がい

ろいろの具体的な場面・文脈で示す細かな意味

のゆれを取り除いた後に残る核的な意味」（国

広 1997：12）を指す．

９） 「現象素」とは，「語と結び付いた外界の現象・

出来事・物・動作など，感覚で捉えることので

きるもので，言語外に人間の認知の対象として

認められるもの」（ibid.：176）を指す．

10） 「まえ」と「さき」の時間用法についての詳し

い議論にOhara（1990，1991）があるが，そこ

では，「先月」や「先週」のような直示語につ

いては議論はなされていない．

　また，碓井（2008）は，時間メタファーを詳

しく分析し，７つの時間の特性を明らかにし，

６つの時間認知モデルを提案している．日本語

の「さき」に関して，現在を参照点とする特徴

から分析している点など考察に共感するところ

16
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は多い．しかし，もちろん違いも存在する．例

えば,（ia, b）は碓井（2009）では同じグループ

に属すが，本稿では直示に注目するので別のグ

ループに属する.

（i）a．We’re coming upon Christmas.

（Evans: 2004：61）

　　　b．彼は過去を振り返った。

（瀬戸 1995：101）

11） 認知文法においては，視点（viewpoint）とパー

スペクティヴが区別して使われる場合がある．

その場合，後者の方が広義で使用され，後者は

（i）視線の向き（orientation），（ii）立脚点（vantage 

point），（iii）方向性（directionality），（iv）ある

存在物がどの程度主体的・客体的に解釈される

か，という４つの要素が含まれる．

12） プロファイルとは，ある言語表現が「指示して

いる」部分を指し，また際立っている部分であ

る．ベースとは，プロファイルの基盤となる認

知領域を指し，それに想起される概念内容全体

を指す．

13） 以後，本稿では，便宜上，egoは直示的であり，

observerは非直示的であるとする．

14） 本稿では，Moore（2006）にあるように，メト

ニミーは，時には，メタファーの創発を動機付

けると考える（Barcelona 2000）．

15） 図６において，外枠は最大スコープに対応する．

16） （i）のように,（25a）のahead of がmeをとるとき，

Patとmeの関係は客体的に解釈される．

（i）Pat got to the well ahead of me.

（i）の事態もまた物理的なAHEAD関係と一連

の到着という事態の連続との関係を表す．物理

的なAHEAD関係の場合，グラウンドはオンス

テージ上にあり，後者の場合，グラウンドはオ

ンステージ上とオフステージ上にあり，オフス

テージ上にあるグラウンドは，Patともう一方

のグラウンドを観察している，と言える．

17） 日本語の「前日」の反対の意味を表す「後日」

は,（i）に見られるように，発話時に関して解釈

される．

（i）私は後日京都に行きます．

（i）の「後日」は発話時以降のある他の日を指す．

ある参照点以降の日を指す場合は，通常，「翌日」

が使われる．

18） 篠原は時間メタファーにおいて，Moving Ego 

とMoving Timeが図と地の反転関係にあるか

否か，という問題を扱っている．例えば,（ia）

において図「入試シーズン」を（iia）のよう

に 地 に す る と，Moving Timeか らMoving 

Observerにメタファーも反転する．一方で,（ii）

では図と地を反転させてもメタファーは反転

しない．このことから篠原は，Moving Ego と

Moving Time が常に図と地の反転関係にある

わけではなく，Moving Timeが２つの下位メ

タファーに分類されるとMooreの分析を支持し

ている．本稿も，主体・客体把握によってメタ

ファーを分類しているので，この図と地の問題

を捉えることが可能である．

（i） a．入試のシーズンが近づいている

 b．合格発表の三日後に，出題ミスが発覚

した

（ii） a．入試のシーズンに近づいている（Moving 

Ego）

 b．出題ミスが発覚する三日前に，合格発

表があった（≠Moving Ego）

19） 本稿では英語と日本語の時間表現を中心にモデ

ルを考察してきた．提案したモデルが他の言語

にも適用できるが，日本語の「さき」に該当す

るような表現を見つけるのは難しい．

・中国語

（i）と（ii）より，空間用法で使われる，日本語に

該当する「前」と「後」が中国語においても時

間用法で使われることがわかる．

（i） a．zài zhuōzi qián-bian zhàn-zhe yī ge 

xuésheng （Space）

‘There is a student standing in front 

17
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of the desk.’

 b．hǔ nián de qián yī nián shì shénme 

nián?  （Time）

‘What is the year before the year of 

the tiger?’

（ii） a． zài zhuōzi hòu-bian zhàn-zhe yī ge 

lǎoshi  （Space）

‘There is a teacher standing behind 

the desk.’

 b．dàxué bìyè yǐ-hòu wǒ yòu jìn le 

yánjiūyuàn  （Time）

‘After graduating from university，I 

entered graduate school.’

   （Boroditsky 2007：883）

同様に,（iii）は時間用法で用いられる「前」と

「後（后）」である．

（iii） a．在后顾前瞻时，要向前看，不要往后看.

（過去を振り返って，未来を展望する

とき，未来を（前向きに）見据えるべ

きだ．過去（後ろ）を振り返るな．）

   （余維 2006：610）

 b．前世勿忘，后会有期.

（前世のことを忘れないで，のちに再

開の時がまたある．）

   （ibid.：612）

（iiia）では，LATER IS FRONTの時間関係と

して解釈され，「前」は未来を表し，「后」は日

本語の「後」に対応し，過去を表す．それに対し,

（iiib）では，EARLIER IS FRONTの時間関係

として解釈され，「前」は過去を表し，「后」は

未来を表す．

・ロシア語

ロシア語では，вперёдは日本語の「前」に，

назадは「後ろ」に対応し,（iva），（va）は空

間用法,（ivb），（vb）は時間用法である.（40）で

は，対応する日本語訳とはずれるが，LATER 

IS FRONTの時間関係として解釈され,（ivb）

のвперёдは未来を表し,（vb）のназадは過去

を表す．

（iv） a．cдeлaть шaг в перёд

一歩前へ進む

 b．в перёд бyдьтe ocтopoжнee．

今後はもっと気をつけなさい．

（v） a．cдeлaть шaг н азад

一歩後ろへ退く

 b．два года н азад

２年前に

（金田一 1999：78-79 ）

・ドイツ語

（vi）に見られるように，ドイツ語ではvorは日

本語の「前」に対応し,（via）は空間用法を表し,

（vib）は時間用法を表す．Haspelmath（1997：

57）の表にないように，ドイツ語では，空間用

法の「後」（hinter）は時間用法では用いられな

いようである．

（vi） a．Annemarie stand vor der Kirche.

‘Annemarie stood in front of the 

church.’

 b．Annemarie wurde vor vier Monaten 

geboren.

‘Annemarie was born four months ago.’

（Haspelmath 1997：2）

・マオリ語

（vii）に見られるように，マオリ語では，mua

が基本的に「前」を表し，muriが「後」を『表

す.（viia），（viiia）が空間用法を表し,（viib）,（viiib）

が時間用法を表す．

（vii） a．Ko wai te takamua?

‘Who’s in front?’

 b．I konei anō koe i mua atu?
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‘Have you been here before?’

（viii） a． Kai muri a ia i te tatau.

  ‘She is behind the door.’

 b． No muri i to haerenga ka hoki mātau 

ki te kāinga.

‘After your departure we went home.’

（http://www.maoridictionary.co.nz/）

・エウェ語（Ewe）

（ix）に見られるように，空間用法で用いられる

「後」に該当するmegbéは時間用法でも用いら

れている．

（ix） a．é le xoɔ á megbé SPACE

3SG is house DEF behind

‘He is at the back of the house.’

 b．é noɔ megbé SPACE

3SG  stay  behind

‘He stays back.’

 c．é kú le é-megbé TIME

3SG  die  be  3SG-behind

‘He died after him.’

（Heine et al．1991：161）
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