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１　は じ め に
　　～「主体的・対話的で深い学び」～

　平成28年（2016年）12月21日の中央教育審議
会の答申を踏まえて，平成29年（2017年）３月
31日に新学習指導要領が告示された。「社会に開
かれた教育課程」，「カリキュラム・マネジメン
ト」，そして，「主体的・対話的で深い学び」など
が謳われる中で，国語科においても教科の本質に
迫る「見方・考え方」を働かせることの重要性が
指摘されている。「深い学び」を児童生徒に実現
するためには，「言葉による見方・考え方を働か
せ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切
に表現する資質・能力を次のとおり育成すること」
（『小学校学習指導要領』註1

2017年３月31日）とい
う国語科の目標を目指し，発達段階に応じた系統
性に配意しつつ，一つのテーマを基にして教材に
内包する価値を一人一人が発見する場に出会わせ
ることが極めて重要である。様々な教材に共通し
て見られる視座の獲得は小学校・中学校・高等学
校それぞれの段階における学びへと引き継がれて
いき，社会へと開かれていくことが期待される。
　新学習指導要領に謳われる「主体的・対話的で
深い学び」を実現し，児童生徒が自ら主体的に課
題を見付け，それらを解決することによって深い
学びを実現するためには，「見方・考え方」を働
かせるための方法意識を持つことが重要である。
稿者は，「深い学び」を実現するためには，①問
いの深さ／答えの深さ，②方法の深さ／内容の深
さ，③過程の深さ／結果の深さ，④獲得された価
値の深さ，⑤発見及び気付きの深さ／共感の深さ，
⑥時間的な熟成の深さなどの観点が重要であると
考え，これまで「参照体系」を基に教材に迫る読

みの方法を探究してきた。その中で，「言語」「文
化」「歴史」「身体」「生命」「環境」「自然」「生と死」
「情報」などの対象を「対比」「変化」「構造」「関
係」などの視座によって捉えることが児童生徒の
「深い学び」につながることを提唱してきた。
　一方，言葉に関して，大堀（2002）は，「言語
はヒトの経験する世界をどのように作り上げてい
るのか，またそうした世界はどんな特性をもって
いるのか―認知言語学（cognitive linguistics）
とは，このような問題意識をもって行われる研究」
であり，「言語によって現実を理解し，行動する
仕組みを明らかにする試み」註２であると述べてい
る。この考え方によれば，我々の生きる世界は「あ
りのまま」の現実ではなく，「認知活動」によっ
て「構成」されたものとして捉えられる註３。
　また，森（2013）によれば，「認知」とは，「認
知科学や認知心理学が対象とする知覚，記憶，思
考，感情，学習，問題解決や，認知言語学が対象
とする言語など，人間が物事を知り，生活体とし
て生きるために必要な構造と心的過程を有するシ
ステム（＝系）の営み」を指すとした上で，「生
得的・経験的であるかどうかにかかわらず，獲得
ないし習得した知識や能力を基盤に，入力情報を
選択的に受容・処理して，さらに新たな知識とし
て再構成し利用するような情報処理の活動」であ
ると述べている註４。
　翻って文学作品について考察をめぐらすと，「作
品」として我々の前にあるテキストは，まさに，
作者の認知の軌跡であり，作者の「世界認知」の
在り方を如実に反映したものと捉えることができ
る。さらに，作品内部の世界は，話者あるいは主
体となる人物の世界への認知の在り方が反映した
ものとして捉えることができる。したがって，「深

『ごんぎつね』における認知構造に関する考察
―時間・空間・論理に関する認知の在り方をめぐって―

髙　橋　正　人



人間発達文化学類論集　第 26号 2017年 12月24

い学び」を実現する上で，文学作品に関して認知
の観点から捉えることは重要な視点を与えてくれ
るものと思料される。
　本稿は，文学作品であり教科書教材ともなって
いる『ごんぎつね』註５における認知の在り方を作
品の叙述をもとに分析し，そこに見られる論理展
開及び時間と空間の捉え方の特徴を中心に考察す
ることを目的とする。

２　物語における認知の在り方について
　　～イメージ・スキーマをめぐって～

　『ごんぎつね』は，昭和31年に大日本図書版で
初めて採録され，昭和55年にすべての教科書が採
り上げ，現在に至っている。主題をめぐっては，「ご
んの悲劇であると同時に兵十の悲劇でもあるとい
う二重の意味での悲劇」（鶴田2005）であるとの
研究を始め，多くの研究者によって幅広い視点か
ら数多くの論考が生み出されている。
　まず，『ごんぎつね』で注目したいのは，森・
高橋（2013）による「イメージ・スキーマ（image 
schema）」が作品を駆動しているという点である。
イメージ・スキーマについては，「日常生活の中
で繰り返されるさまざまな身体的な経験をもとに
形成されたイメージが，より高次に抽象化・構造
化，即ちスキーマ化したもの」註６と定義づけられ
ており，主なイメージ・スキーマとして，次の例
が挙げられている。

【イメージ・スキーマの例】
〈起点-経路-着点〉　〈容器〉　〈前／後〉〈上／下〉
〈バランス〉〈複数個体-連続体〉〈複数個体-軌道〉
〈力〉〈中心／周辺〉〈全体／部分〉〈遠／近〉
〈リンク〉〈軌道-延長〉

　この中で，特に着目したいのは，『ごんぎつね』
における〈容器〉のイメージ・スキーマである。〈容
器〉のイメージ・スキーマについて，山梨（1995）
は，物を出し入れする行為は基本的日常経験の一
つであり，「この種の経験によって，空間の一部
が境界のある領域として認知される。われわれは
この種の経験をかいして，容器のイメージ・スキー

マをつくりあげている。このスキーマは，われわ
れをとりまく世界の一部を，一種の入れ物として
外部の空間から限定して理解することを可能とす
る認知枠の一種として機能している。」と説明し
ている註７。
　『ごんぎつね』の「一」における次の叙述は，〈容
器〉のイメージ・スキーマとして捉えることがで
きる。

　その中山から，少しはなれた山の中に，「ご
んぎつね」というきつねがいました。ごんは，
ひとりぼっちの小ぎつねで，しだのいっぱい
しげった森の中に，あなをほってすんでいま
した。

　「あな」は〈容器〉としてごんを包み込むとと
もに，自己存在の中心としてごんと一体的な役割
を果たす。ごんの行動には，〈容器〉のイメージ・
スキーマを基にした〈入る／出る〉，〈投げ込む／
逃げる〉などの表現が用いられている。具体的に
は，「夜でも，昼でも，辺りの村へ出てきて」い
たずらばかりしたりする行為，「外へも出られな
くて，あなの中に」しゃがんでいる行為，「頭を
びくの中に」突っ込む行為や，兵十の母の死につ
いて「あなの中で」考える行為，兵十の家の裏口
から，家の中へ「いわしを投げこんで」穴へ向かっ
て駆け戻る行為，くりをかかえて「うら口からの
ぞいてみる」行為，引き合わないと感じた翌日も
くりを持って「うちのうら口から，こっそり中へ」
入る行為などが表現されている。また，「六」に
おいて，兵十が火縄銃を取って「火薬を（中に）
つめる」行為，兵十の撃った後，青いけむりが「ま
だ，つつ口から細く出て」いるという状態を表わ
す表現など，多くの表現が〈容器〉のイメージ・
スキーマによって彩られている。
　また，イメージ・スキーマにおいて重要なこと
は，「視界」が〈容器〉として理解され，事物が
視界の中に入ったり（come into sight），出たり（go 
out of sight）する表現を生み出すということで
ある註８。具体的には，「ごんは，見つからないよ
うに，そうっと草の深い所へ歩きよって，そこか
らじっとのぞいてみました」，「ごんは，のび上がっ
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て見ました」，「こちらの物置の後ろから見ていた
ごんは，そう思いました」，「とちゅうの坂の上で
ふり返ってみますと，（中略）小さく見えました」
などの表現が例として考えられる。
　次に，〈容器〉のイメージ・スキーマと同様，我々
の認知において基本となる〈起点-経路-着点〉の
イメージ・スキーマを基に，空間と時間に関する
認知について考察する。森・高橋（2013）は，日
本語のアスペクト形式である「～している」につ
いて，動作や作用の進行と結果状態の残存を表わ
していることを指摘した上で，〈容器〉と〈起点-
経路-着点〉のイメージ・スキーマの複合が関わっ
ていると説明している註９。〈起点-経路-着点〉の
イメージ・スキーマは，物理的な空間移動だけで
なく，抽象的な状態変化にも広範に関わるととも
に，着目する点によってそれぞれが前景化し，焦
点化されることになる。本文の叙述には，イメー
ジ・スキーマが「一」から「六」にわたって幅広
く現れている。
　特に，「～している」という表現には，開始局
面から継続局面を経て，完了局面に向かう動作の
一連のアスペクトの中の継続局面が現れていると
考えられる。そして，『ごんぎつね』の最後の一
文「青いけむりが，まだ，つつ口から細く出てい
ました」という表現には，一たび状態変化が起こ
ると元の状態へは戻れないという不可逆的な動き
を表わす「出る」という動詞に焦点化することに
よって，その残存性を際立たせる効果が生まれて
いる。
　また，時間に関連する特徴的な叙述の一つが，
指示語による提示である。一般的に指示語は，いっ
たん述べたことを繰り返す折に使用される言葉で
あり，同一内容を繰り返すことを避ける場合にな
どに用いられる。『ごんぎつね』においても指示
語が用いられているが，注目したいのは，指示語
の指し示すものに時間的な内容が包含されてお
り，それらの時間的な内包を含めた総括的な内容
を指示することによって時間が入れ子構造として
機能するということである。
　特に，物語が時系列に進んでいく過程において，

指示語によって示される内容が読みの複線化を招
き，継起的に起こる出来事の背景や前提を背景か
ら前景に引き出す働きを有しており，叙述を読む
時間そのものにも影響を与えることとなる。
　「一」は次のように始まる。

①　これは，わたしが小さいときに，村の茂
平というおじいさんから聞いたお話です。
②　昔は，わたしたちの村の近くの，中山と
いう所に，小さなおしろがあって，中山様
というおとの様がおられたそうです。
③　その中山から，少しはなれた山の中に，
「ごんぎつね」というきつねがいました。

　冒頭の第一文の「これ」が指し示すものは，以
下に語られる物語そのものであり，我々もまた「こ
れ」を用いるという手続きによって物語られる世
界に入っていくこととなる。言わば「閉じ込めら
れた時間」の中で生きていたごんと兵十との話は，
こうして「これ」という指示語によって封印が解
かれ，我々の前に現出することとなる。『日本国
語大辞典第二版』（2009）によれば，「これ」は，「事
物，場所，時，人などについて，話し手側，すな
わち相手に対する我の側，相手を含んだ我々の側
に属するものとしてさし示す（近称）。ここにあ
るもの。①事物についてさし示す。眼前の事物ば
かりでなく，話題の事物をもさす。②人物につい
てさし示す。③場所についてさし示す。」とある。
「一」の第二文の文末にある「おられたそうです。」
に現在形を用いた伝聞形式の叙述がなされている
ことから分かるように，ここでは，「わたし」によっ
て「村の茂平」が語った内容を口述する印象が残っ
ている。なお，この伝聞形式の表現は本文ではこ
こで唯一用いられている註10。
　そして，第三文からの叙述をみると，「村の茂平」
の語りと「わたし」の語りとは入り交じり，いわ
ば客観的で透明な時間が流れる。冒頭の「これ」
によって包み込まれている地の文の時制は基本的
には語りを受けた「過去形」，つまり，「（動詞の
連用形）+（ました）」を中心とした時制で構成さ
れているが，注意したいのは，こうした「（動詞）
+（ました）」の叙述の中に「現在形」が挿入され
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ているということである。叙述の現在とも言うべ
き表現，つまり，「もまれています」「きらきら光っ
ています」「手ではつかめません」「まき付いたま
まはなれません」などの描写には現在形が用いら
れているが，あくまで物語の中の時間としては過
去形が基盤をなしている。
　こうした過去形を基盤とした「お話」の中で，
特異な表現が見られる。それは「六」に見られる
次の表現である。

　そして，足音をしのばせて近よって，今，
戸口を出ようとするごんを，ドンと，うちま
した。

　「今」という表現は，「ちょうど」という意味合
いから用いられていると解釈することも可能であ
り，副詞の用法としての用例もある。しかし，こ
こでの表現には客観的な描写でありながら，戸口
から「今まさに」出ようとする瞬間を描いている
ととることができる。ここでは，客観的な時間表
現が心理的な力を受ける形で「瞬間としての現在
形」が強調されていることが分かる。

３　ごんの認知の在り方について
　　～論理展開をめぐって～

　『ごんぎつね』における認知の在り方について
考える時，作品における認知主体について確認す
ると，次のように四つの層に分けることができる。

第一層 テキスト全体を創作している作者の認知

第二層 「これは，」以下を語る「私」の認知

第三層 村の茂平の語りにおける認知

第四層
語られた話の中の登場人物の認知
•ごんの認知レベル，兵十の認知
•それ以外の人物（加助等）の認知

　また，本文の叙述は，大きく地の文と会話文と
に大別することができる。「昔は」以下に始まる
地の文は，第三層における「村の茂平というおじ
いさんから聞いたお話」を，第二層の主体である
「私」が伝えるために記述しているものと捉える
ことができる。そこでは，ごんを含めた登場人物
を取り巻く状況が客観的な視点から記述されると

ともに，登場する人物の内面についても立ち入っ
た形で叙述されている。一方，会話文については，
「茂平のお話」を「私」が聞き取り，それを語る
という枠組みの中でごんを含む登場人物の内面を
直接的に伝える形態をとっている。したがって，
登場人物の一人であるごんや兵十の認知に関して
は，地の文と会話文の両面からも分析可能である。
　さて，第四層に位置付けられるごんの認知の特
徴の一つとして辻（2013）の「既知の知識を利用
して，新しい知識を導く手続き」註11である推論に
関わる認知システムをあげることができる。「小
ぎつね」であるごんは，自分のこれまでの経験と
蓄積された知見とを基に，目の前の出来事を捉え，
その意味及び価値について分析している。視覚や
聴覚によって獲得された情報を基にしながら判断
を行うという点において，ごんは「賢い」きつね
であると考えることができる。出来事という事象
を受け止め，そこに判断を加え，行動を起こすと
いう一連の過程にはごん特有の認知の在り方が作
用しており，その認知の過程並びにそれに基づく
行動が悲劇を生み出す原因として働くことを我々
は見ることとなる。先読みするならば，『ごんぎ
つね』は，認知に関する二つの焦点，すなわち，
ごんの兵十に対する認知（「兵十だな」）と兵十の
ごんに対する認知（「ごん，お前だったのか」）と
が描く大きな楕円軌道によって構造化された「認
知の物語」だと言える。
　「一」の叙述とそこに見られる認知の特徴とを
表形式にして分析を試みる。なお，本稿ではこれ
まで多くの分析に見られた「文単位」での分析を
踏まえるとともに，「文節」単位での分析を試み
たい。それは，「文レベル」あるいは「文章レベル」
でのまとまりのある認知は，「文節レベル」ある
いは，「文節のまとまり」レベルでの認知をもと
にした，定延（2000）の指摘する「スキャニング
（走査）」註12が行われていると考えることができる
からである。そして，文節単位でのスキャニング
は，一つの認知に統合される場合もあるが，逆に，
文節レベルでの認知が一文内で複合的に混在する
場合もある。
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本文の叙述 認知の特徴

ごんは，川下の方へと，空間的な移動

ぬかるみ道を 状態への認知

歩いていきました。 順次的走査による認知

ふと見ると， 突然性　無意識的な認知

川の中に人がいて， 視覚による対象認知

何かやっています。 視覚による認知　

ごんは，見つからないように，視線回避に係る認知及び行動

そうっと草の深い所へ 〈起点-経路-着点〉

歩きよって， 〈起点-経路-着点〉　歩行接近

そこからじっと 起点　視覚による認知

のぞいてみました。※ 視覚による観察　※対象認知

「兵十だな。」と， ごんの認知　対象同定

ごんは思いました。 心内での対象認知

　ごんの登場に関わるこの部分において注目した
いのは，「兵十だな。」という判断の根拠と判断を
下すに至る過程である。つまり，ごんは，視覚に
よって一連の情報をすばやく観察し，必要な情報
を獲得した後，それに基づいて視覚に映じた全
体像を把握し，判断するという行動をとる。「二」
において述べられているように「おおぜいの人」
が集まることからも，兵十以外にも村落集合体の
中には多くの人物が想定されることから，最初の
スキャニングにおいては，特に兵十が選ばれる理
由は，明確ではない。つまり，我々読者にとって
も，「兵十だな。」という結論を言葉にするごんの
推論の過程及び推論を支えるための根拠は明確に
示されていない。この段階では，兵十は，後に出
てくる弥助，かじ屋の新兵衛，加助，吉兵衛など
と同じ村人の一人にすぎないことから，ごんの認
知においては，特段の差異化を施された人物とは
言えない。
　したがって，当初は「ふと」見た視線の向こう
にあった「川の中」にいる「人」としての認識に
留まり，特定された一人の人物として焦点化され
てはいない。しかし，「じっと」という副詞によっ
て表現されているように，「のぞいてみました」
という視覚による認識によって対象としての兵十

の「顔」の認知が行われる。乾（1995）が，「顔
の認識とは，狭義には，顔を知覚してその人が誰
であるかを同定するまでの過程をさすが，広義に
は顔から様々な『意味』を読み取る過程のすべて
が含まれる。」註13とあるように，ここで行われて
いるのは，スキャニングによる「顔の認識」過程
そのものである。
　なお，「はちまきをした顔の横っちょうに，円
いはぎの葉が一まい，大きなほくろみたいにへば
りついていました」という表現は，高野（1995）
による「45度斜めの向きから見た顔が正面や横顔
よりも記憶しやすく，再認率が高い」註14という認
知心理学における記憶の観点からも興味深い点で
ある。
　また，顔に関するごんの認知に関しては，「二」
の葬列における兵十の様子を「いつもは，赤いさ
つまいもみたいな元気のいい顔が，今日は，何だ
かしおれていました」という表現で示されている
ように，直喩を用いた比喩表現によって前景化し
ていることに着目したい。
　なお，ごんの頭の中で行われている認知行為に
ついては，「だれだろうか」「これは」「兵十である」
という認識を経ており，「兵十だな。」という認識
に至るまでに一定の時間的経過を伴っている。こ
うした時間的な長さと強い集中力を伴って，真剣
かつ精緻に行われている様子を叙述の中から伺う
ことができる。もちろん，この段階においては，
ごんは，後に「ひとりぼっち」という属性を有し
た兵十との共感を覚える前の段階である。そうし
た状況の中で発せられる「兵十だな。」という言
葉の持つ断言性は強い印象を引き起こす。とりわ
け「だ」と「な」という言語表現には対象に対す
る幅広い知見が潜んでいる。固有名詞である「兵
十」という名辞が発話段階で対象を明確にしてい
るとともに，「だ」という言葉によって断定され，
さらに「な」という間投助詞によって示されてい
るのは「感動・詠嘆・念押しなどの意」（『広辞苑
第六版』）であり，自己のそれまでの経験を踏ま
えながら人間の様子を感受した，ごんの研ぎ澄ま
された感覚の在り方である。
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　なお，ここでは，「ふと」見るという叙述に表
されているように，偶然に出くわしたもの同士の
関係として両者の邂逅が描かれていることに着目
しておきたい。実は，この「ふと」は本文ではこ
の部分と「六」において，二回用いられている。

　それで，ごんは，うちのうら口から，こっ
そり中へ入りました。
　そのとき，兵十は，ふと顔を上げました。
と，きつねがうちの中へ入ったではありませ
んか。

　「ふと」という語（副詞）について，『日本国語
大辞典第二版』（2009）には，「①行為・状態の変
化などが急で突然であるさま。急に。即座に。に
わかに。②偶然になされるさま。ちょっとしたきっ
かけや思いつきで行なうさま。ひょいと。はから
ずも。とっさに。」という語義が挙げられており，
無意識的ないし偶発的な行為を表していることが
分かる。こうした突然性・偶然性が物語の悲劇性
を惹起することとなるわけであるが，作為的とい
うより偶然「顔を上げる」という行為がもたらす
であろう悲劇への引き金は，この「ふと」という
言葉に凝縮されており，叙述レベルではこの「ふ
と」は偶然性を持ちながらも必然性を持った重要
な鍵として機能しており，それによって継起的に
起こる出来事を引き寄せる働きをしているとも考
えられる。
　また，「のぞいてみました」と「兵十だな」と
の叙述の間にある表中の「※」で示した部分は，
本文では改行によって示されている叙述である
が，この改行には認知に伴う時間的な飛躍と幅と
が想定されることに着目したい。文と文との間に
あるこうした「間」については，すべての文と文
との間に存在すると考えることもできるが，ここ
には，後述する「五」と「六」との間にある「熟
成する時間」とも関連する認知の時間的経過が存
在している。
　ごんの論理の展開に関しては，「二」において
も考察される。うなぎ事件の十日ほどたった後に，
ごんは村にやってくる。そこで目にした「弥助の
家内のおはぐろ」や「新兵衛の家内の髪すき」から，

ごんは，「ふふん，村に何かあるんだな」との思
考を試みる。「ふふん」という表現からは，村に
関する一定の動向把握ができている姿が浮かび上
がる。また，その「何か」について，さらに「祭
りなら，たいこや笛の音がしそうなものだ」と断
じ，「それにだいいち，お宮にのぼりがたつはず
だが」と自分の過去の経験によって獲得された経
験知に基づいた事実認識を行っている。ここでは，
ごんの思考は、
　「非日常的な出来事」
　　⇒「異常事態」
　　⇒可能性としての「祭礼」
　　⇒「祭礼」の可能性の排除
　　⇒「他の可能性についての熟考」
という一連のプロセスを経ていることが分かる。
　ここでは，過去の自分の経験を踏まえるととも
に，その経験知を生かした知見に基づいて出来事
の意味を確かめようとするごんの認知の在り方が
明瞭に表れている。しかも「いつのまにか」と表
現されるように，歩行しながらもごんの思考は他
のものが目に入らないほどの集中を伴っているこ
とが分かる。そして，兵十の家での「大勢の人の
集まり」「よそ行きの着物」「かまどの火」「なべ
の中」などの要素から総合的に「ああ，そう式だ」
との結論を導き出すこととなる。こうした思考は
具体的ないくつかの出来事を基にして出来事の総
体あるいは意味を発見する過程と言い換えること
ができる。
　さらに，村の墓地の六地蔵のかげに隠れて様子
を見ているごんは，近づく葬列をのび上がって見
た後に，「白いかみしもを着け，いはいをささげ
て」いるのは喪主であるという経験知から「はは
ん。死んだのは兵十のおっかあだ」と結論付ける
こととなる。ここでもごんの認知は情報を収集す
ることによって出来事の全体像を把握しようとす
る推論を基盤にしていることが分かる。
　さらに、ごんの認知の特徴が顕著に現れている
は、「そのばん，ごんは，あなの中で考えました」
の後の文章である。葬式を目の当たりにしたごん
にとって，穴の中は、イメージ・スキーマとして



髙橋正人：『ごんぎつね』における認知構造に関する考察 29

の〈容器〉としての世界であるとともに，思念に
よって外部と繋がる場としてのいわば基地とも言
える時空を確保する場となっている。次の戦略や
行動を行うための時間，つまり，リフレクション
としての作戦会議がここで行われることとなり，
「穴の時間」はこうした熟成のための時間とも言
える。以下，次表にまとめて認知の特徴について
確認する。

本文の叙述 ごんの認知の特徴

兵十のおっかあは， 呼称意識，前景化，焦点化

とこについていて， 病床への想像，イメージ形成

うなぎが食べたいと 明示性と対象意識，対象の特化

言ったにちがいない。 蓋然性の高さ，想像による判断

それで，兵十が 因果関係を基にした論理展開

はりきりあみを 使用用具としての対象明確化

持ち出したんだ。 行動の再確認，断言的判断

ところが，わしが 事態の認識，再帰的振り返り

いたずらをして 自己の行為に対する再帰的認知

うなぎを取ってきて 命に係わる食　いたずらの意味

しまった。 悔恨　過去の行動への眼差し

だから，兵十は， 論理回路としての因果認識

おっかあに 家族への眼差し

うなぎを 対象への認定　食と生命

食べさせることが 使役形　対象意識

できなかった。 実現不可能性　想定による認知

そのまま，おっかあは，因果関係への深い関わり

死んじゃったにちがいない。死に対する確証性の高い判断

ああ， 心情の吐露　直接的な心情吐露

うなぎが食べたい， 劇化による母への同一化

うなぎが食べたいと 反復による心情の吐露

思いながら， 母に対する寄り添い　同一化

死んだんだろう。 臨場性　蓋然性の高さ

ちょっ，あんな 後悔の念の表出　行動総括

いたずらを 一連の行動への総括認識

しなけりゃよかった。 仮定による事態へのメタ認知

　まず，「あなの中で考えた」ごんの思考の流れ
についての特徴として挙げられるのは，ごんの内
面における事態の結果から原因に向かって遡及的
に行われる認知過程における論理の飛躍である。
①　兵十の母が床に就いている。
②　母が病気快癒のためにうなぎが食べたいと 

言う。
③　それを聞いた兵十が母にうなぎをとってやる

ためにはりきりあみを持ち出す。
④　兵十がうなぎを取ってびくに入れる。
⑤　うなぎを自分がいたずらをしてとってしまう。
⑥　兵十の母はうなぎをたべることができなかった。
⑦　病気快癒に必要なうなぎをたべたい，食べた

いと思いながら死ぬ。
　このように，ごんの論理は，一つの行為が次の
事態を引き起こし，さらに次の行為が玉突き状態
で連続していくという形態をとっており，ここに
は，定延（2000）の言う「ビリヤードボールモデ
ル（billiard-ball model）」註15との類似性が看取さ
れる。
　また，一つ一つの文には，ごんの認知に関わる
要素（対象意識，想像，因果関係把握，可能性の
探索，妥当性検証，過去の行為への振り返り，同
一化等）が見て取れるとともに，「振り返る」形
での認知の方法と「前へ駆動する」形での認知の
方法とを見取ることができる。つまり，ごんの認
知については，反省的・省察的な思考としてメ
タ認知機能を生かして過去の事態を自分なりに再
構成するとともに，出来事の一つ一つを個別のも
のではなく，連鎖的・継起的に因果関係によって
単純に結び付ける認知の在り方が示されていると
言える。現在の事態を考察する場合に，材料とな
る現象を基にしながら推論を波状にあるいは鎖
状に連ねることが特徴としてあげられる。ここで
は，辻（2013）が定義付けているように，規則
（rule）と所与の結果（result）から文脈を参照し
て事例（case）に関して行う推論，つまり仮説推
論（abduction）註16が用いられていると考えられ
る。つまり，「兵十の母親の死」という結論（事実）
を基に，その事実を生み出した原因を推論する思
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考が行われている。しかも，その推論の結果，自
分の行った行為を「いたずら」として認識すると
ともに，その行為の持つ重大性を自覚した中で論
が組み立てられている。また，推論の過程におい
て，兵十の母親に同化するかのような「うなぎが
食べたい，うなぎが食べたいと思いながら」とい
う表現がなされている。こうした独断に近い推論
がなされていることは，いわしを兵十の家に投げ
込むという一種の短絡的と思われるごんの行動と
も連動していることに注目したい。
　なお，連鎖法とも言うべき鎖状に前言をしりと
りする方法で推論の展開を行う時，時間的な経過
はそこでは空費されているかのような印象を我々
に与える。単純な論理展開が時間的な熟考をイ
メージさせるよりも短時間に論理の階梯を駆け
上っていくことによって短絡的な判断をもたらす
こととなり，さらに，認知についての展開がその
まま行動の論理に転じていくこととなる。こうし
た論理に流れる「短時間性」が行動の短絡的かつ
直截的な継起性とつながっていることに後半の悲
劇への助走が準備される。また，「しなきゃよかっ
た」という表現については、市川（1996）が指摘
する「メタ認知的モニタリング」註17としての成功・
失敗の原因帰属と感情・動機付けなどの視点から
読み取ることが可能である。

４　空間の認知とカテゴリー化
　　～接近すること／隠れること～

　ごんの生きる空間と兵十などの村人が生きる空
間については，府川（2000）が詳細かつ卓越した
分析を行っており，双方の関係と〈あな〉の持つ
意味を解き明かしている註18。それぞれの空間は，
柵などの物理的な障害物によって隔絶されている
わけではなく，互いに異なる世界として棲み分け
がなされており，ごんの生存空間は，「はなれた」，
「山の中」，「森の中」，「あな」，「草の深い所」，「ほ
らあな」，「うちのうら」，「六じぞうのかげ」，「物
置のそば」，「うら口」，「かくれて」などの陰の空
間を示す名詞や動詞によって表現されている。双
方の空間は，一方から他方への無断での立ち入り

がなされないかぎり，安定していると言える。
　しかし，一旦領域への立ち入りが行われると，
害を蒙った側は被害感情を高め，領域への侵入者
に対して敵対意識を持つこととなる。『ごんぎつ
ね』は，こうした互いの生存領域への接近・立ち
入りによってもたらされた悲劇と捉えることもで
きる。しかも，双方において自分なりの領域に関
する「認知地図」（認知主体が，周囲環境の空間
的配置とそこにおける行動に関してまとめて持つ
知識，あるいは心的イメージ）註19が形成されてい
ると考えられる。
　自分のテリトリーを侵されることなく自分の側
が「里山」を下りて「人家」に接近することはリ
スクを伴うものであるが，人間一般を射程に入れ
た場合，その危険を上回る「利得」がなければ
無断での立ち入りを犯そうという意志は生じな
い。偶発的な接触の場合でも「気付かれた」場合
には生命が危険にさらされる。気付かれないまで
も「姿・形」を見せること，つまり，人の目に触
れることは危険と隣り合わせであり生命の危機を
招来しかねない行為である。安全が確保されてい
る〈容器〉としての「あな」から出ることは幾分
かの危険を冒すことになるが，ごんの村の中での
行為はあくまで「いたずら」という形で認識され
ており，生命に直接の危機をもたらすものではな
かった。
　『ごんぎつね』においては，無断での立ち入り
は人間の側からはなされず，一方的に「ごん」の
側からなされていることに留意する必要がある。
作品では，自分の周囲の出来事などに興味を持っ
て人間世界を見つめているごんがいる。兵十はご
んを追いかけはしない。あくまでそこにいる。影
のように兵十に寄り添い，追いかけ続けるのはご
んであり兵十ではない。ごんは，人間世界に惹か
れている。
　そして，ごんは人間世界には「訪問」すること
はあっても，逆に棲み処まで「狩り」をされて「あ
な」を探索される状態にはない。うなぎにいたず
らをして「ぬすっとぎつねめ」と怒鳴りたてる兵
十も「あな」までは追っかけてくることはない。
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先に見たように，「あな」の中には「あなの時間」
が流れている。

　ほらあなの近くの，はんのきの下で，ふり
返ってみましたが，兵十は追っかけてはきま
せんでした。

　注目したいのは，「つぐない」のためにいわし
を兵十のうちの中に投げ込んだ後，「あなに向かっ
てかけもど」ったごんは，とちゅうの坂の上で「振
り返る」ことになるが，兵十は当然気付かないの
で「追ってくる」ことはないということである。
本文で二か所現れるこうした「振り返る」という
ごんの行動には，自分の棲み処を知られたくない
という思いとともに，逆に追いかけてもらいたい
という相反した意識も読み取ることができる。そ
して，追ってくることを期待する感情には待つこ
とを期待することも込められていると考えること
が可能である。「振り返る」という行為は，自ら
の背後に流れる時を手繰り寄せる行為であり，自
分の安全を確保するための行動であるとともに，
自分を追いかけてほしいという願望がなせる時間
的な遁走行為でもあり，一種のフーガ（遁走曲）
をイメージさせる。こうした接近と離反の背反し
た行為において注目したいのは，ごんが安全の確
保を意識しながらも，決定的な生命の危機が迫っ
ていることを予見することなく，行動をエスカ
レートさせていることである。
　ごんと兵十との接触（コンタクト）は，兵十の
発する「ごん，おまえだったのか。いつも，くり
をくれたのは」の前に行われる火縄銃による銃弾
の動きによる。ここで両者の空間的な距離はゼロ
になり，放たれた弾は容赦なくごんのもとに届く
こととなる。ごんにとって，兵十は近づきたい対
象であるとともに，近づくことがそのまま死につ
ながる危険と背中合わせになっている。一方，兵
十は，ごんの思いを知るすべを持っていなかった。
こうしたごんからの一方的かつ継続的な思いは，
ごん目がけて撃たれた銃弾によって絶たれる。銃
弾によって皮肉にも両者の距離は一気に縮まるこ
ととなる。
　作品における空間的な広がりは，視覚的に把握

されるとともに，聴覚によっても特徴づけられて
いる。「もずの声」「たいこや笛の音」「カーン，カー
ン」と鳴る「かね」の音，葬列の者たちの近くな
る「話し声」，いわし売りの「いせいのいい声」，
聞こえてくる「話し声」，「松虫」の声，「木魚の
音」，「おきょうを読む声」，「おねんぶつ」の声，
「ドン」という火縄銃の射撃音，「ばたり」と倒れ
たごんの音，そして，兵十が取り落とした「ばた
り」という重い火縄銃の落下音。こうした多くの
音によって作品は形成されており，音源を中心と
して同心円的に形成される聴覚的世界が，視線に
よって直線的に形成される視覚的世界と相互に重
なり合って，重層的な世界を構成している。
　また，ごんの認知に関わる感覚と外界との接触
については，次のように身体的な視点から整理す
ることができる。

器官 器官に関わる認知の在り方

目 視覚による外界への認知　焦点化　マクロ・ミクロ

手 対象物の捕獲，くりや松たけ運び，直接的な接触

耳 聴覚による外界との距離の把握，外界の変化認知

足 外界への接近手段，行動規制，移動及び逃走

頭 思考・判断・推論・仮説・感情などの総合的な認知

口 伝達機能，心情の吐露，内言・外言

　これらを踏まえ，次に，「三」以下におけるご
んの認知について考察を加えていきたい。ここで
特徴的なことは，ごんの認知において，「カテゴ
リー化」が行われているという点である。「カテ
ゴリー化」について，森・高橋（2013）は，「外
界を認識するために用いる認知処理の方法」とし
て捉え，「同じだとみなせるものを一つのグルー
プとして同じように扱い，相違点もあるが，類似
点・共通点を見いだし，同じとしてまとめ，それ
以外のものと区別するもの」としている。さらに，
カテゴリー化の対象として，「思考，感情，性質，
行動，出来事，空間的関係，社会的関係などあら
ゆる抽象的な事物をカテゴリー化することにより
認識している」と述べている註20。ごんは，自分
の存在の在り方に焦点を当てるとともに，兵十を
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自分と共通なものを持つ「一人」というカテゴリー
において認知している。

　兵十は今まで，おっかあと二人きりで，ま
ずしいくらしをしていたもので，おっかあが
死んでしまっては，もうひとりぼっちでした。
「おれと同じ，ひとりぼっちの兵十か。」

　表現上特に注目したいのは，ごんの認知の在り
方が対象への距離感を保ちながら，つかず離れず
の距離，すなわち，視覚的には確認できる範囲に
ありながら，相手からは見られないという対象物
に対して非対称的な関係と一定の距離感を保持し
つつ，隠れた地点から対象に対して眼差しを投げ
かけるという構造を前提にしているということで
ある。村人との融和関係になく，村人からの視線
を避けながら，隠れていることを余儀なくされて
いる存在としてのごんの認知には，常にこうした
対象への接近欲求を持ちながらも隠れざるを得な
いという引き裂かれ相反した立場に置かれた者の
認知構造と行動原理とが見て取れる。
　さらに，接近に伴う観察を行うために必要なご
んの視線は，「うら」や「入り口」などの境界に
おいて発動し，視線を受ける側の背後，あるいは
対象から逆に視線を受けることのない安全な距離
を保った地点において開始される。こうして，見
る主体としてのごんの視線は，最後においては，
兵十の視線によって捉えられ，見る側から見られ
る側，観察する側から観察される側に変化を遂げ
ることとなる。
　次に，「四」に見られる「隠れること」に関す
る認知の在り方に着目したい。

　細い道の向こうから，だれか来るようです。
話し声が聞こえます。（中略）ごんは，道の
かた側にかくれて，じっとしていました。話
し声は，だんだん近くなりました。

　ここでも，「二」の六地蔵の後ろに隠れていた
時と同様に，ごんは身を月明かりに現すことなく，
道の片側に隠れてじっと身を潜めている。隠れる
こと，あるいは身を隠すことは，人間対動物とい
う関係の中で形成された棲み分けを基にしたカテ
ゴリーに基づく身体行動であるとともに，ごんの

認知の一つの特徴となる視覚による認知回路を発
動させる契機ともなる重要な行動である。しかも
隠れることにより，窃視という形態を伴って対象
となる人物に関する情報を入手することができる
ことになり，情報に関する優位性を獲得し保持す
ることが可能となる。
　他方，兵十は，ごんが聞き耳を立てながら傍ら
にいることを一切知らず，加助に対して「おっか
あが死んでからは，だれだか知らんが，おれに，
くりや松たけなんかを，毎日，毎日，くれるんだ
よ。」と，このごろ自分の身に起こった「ふしぎ
なこと」について疑問を投げかける。兵十にとっ
て，「だれ」か不明なものから「いつのまにか」
置かれた「くりや松たけ」などは一方的な「不可
知の存在」からの「贈り物」となっている。
　「次の日には」という表現の後に，「次の日も，
その次の日も」という反復の形でごんが栗を拾っ
ては兵十のうちへ持って来てやることとが記述さ
れる。さらに，「その次の日には」栗以外にも貴
重だと考えられる松たけも持って行くことが叙述
されることになる。こうした反復行為はごんの行
動が継続的に行われたことの証であるが，逆にそ
の繰り返しの時間が一つの面から，すなわちごん
の側からのみ描かれることとなる。ごんにとって
の贖罪の行為が日々の時間的な経過の中で積み重
ねられていることがこうした繰り返しの言葉に結
実しており，内面に流れる時間の緊張感を高めて
いる。
　さらに，「おれあ，このごろ，とても，不思議
なことがあるんだ」以下で，兵十が述べる出来事
は，兵十にとって認知不能の出来事であり，あく
まで匿名のまま「おれの知らんうちに」行われて
いる行為である。ここでは，ごんの時間と兵十の
時間とが相互に交わらないままであることが「不
思議」という言葉で表現されている。兵十の言葉
の中で重要なことは，母の死が不思議な出来事の
起こる契機となっていることを兵十自身が認識し
ているということであり，加助もまた，兵十の母
の死を起点として疑問に対する答えを推論してい
くことになるということである。単にものをくれ
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るものがいるということではなく，母の死がもた
らしたであろう出来事であるという前提があっ
て，「五」における加助の「神様のしわざ」とい
う言葉が発せられることとなる。つまり，兵十の
認知は不可思議な出来事に対してごんの存在を一
切顧慮の対象とはしていないのである。
　一方，加助の認知については，次のような手順
を踏んでいるものと思われる。すなわち，まず，「お
まえ（兵十）がたった一人になった」という事実
を踏まえ，兵十のことを哀れに思った何者かがく
りや松たけを置いていくという判断を下す。しか
し，何者かについては，加助自身を含めた村人が
兵十に知らせることもなく運んでくることは，可
能性が低いものと判断される。その結果，人間以
外の者として，「神様」という存在を想定したこ
ととなる。もっともここでは，村の名もない者の
善意や憐みなどを「神様」という形で包括的に抽
象化していると考えることも可能である。
　ごんは，この一連の会話の結末を聞こうと思っ
てお念仏が終わるのを待ち，兵十に寄り添うよう
に「かげぼうしをふみふみ」行くことになる。

　ごんは，「へえ，こいつはつまらないな。」
と思いました。「おれが，くりや松たけを持っ
ていってやるのに，そのおれにはお礼を言わ
ないで，神様にお礼を言うんじゃあ，おれは，
引き合わないなあ。」

　兵十にとって，物置の入り口に置かれたくりや
松たけの贈りものの主体は不明である。不可思議
な出来事の理由を知りたくて加助に尋ねた結果，
答として現われたのは「神様」の存在であった。
一方，一連の会話を隠れて聞き取ったごんにとっ
て，身を隠し，兵十からは見られずに行った数回
にわたる償いの行動は，神様によるものであると
の認定を受けて，いわば無に帰すこととなる。「引
き合わないなあ」というごんの認識の前提にあっ
たであろうと推察できるのは，自分の行ったつぐ
ないの行動としての「栗運び」に対する感謝，ね
ぎらい，賞賛等の反応である。しかし，現実には「栗
置き」の主体の匿名性は間違った形で明らかにな
り，行為の主体としての「おれ」の存在意義は失

われることとなる。「隠れた」存在としてのごん
は，「五」の最後の言葉によって，実体として隠
れているごんと行動主体でありながら匿名性を維
持しているごんといういわば二重の意味で「隠れ
た」存在となる。ごんの認知構造を考える時，こ
うした表に出ることができない「隠れた存在」と
しての立場にあることの意味は大きい。

５　時間の認知の在り方について
　　～熟成する時間／交差する時間～

　ごんの認知の在り方の変化を辿るとき，「五」
と「六」との間にある時間的な推移は看過できな
い。「五」と「六」との間にはごんの「あなの中」
での思いは述べられていない。しかし，「おれは，
引き合わないなあ。」という言わば絶望的な状況
の中で起こったであろう決意が，「五」と「六」
との間の「空白の時間」には存在する。穴の中は
作戦会議の場であるとともに，哲学する場，言わ
ば，自分の行為の意味と価値とを判断し，それを
評価する場としての機能を有している場である。
「翌日」という夜間を隔てた次の日という時間的
な空隙を埋める思念の継続と決意の実践とが決定
される「熟成する時間」がここには存在する。そ
して，一般的な場面転換というだけの意味ではな
く，前段においてなされた思いが発酵し，熟成す
る時間をもたらす「省察の時」を潜ることによっ
てごんは翌日の行動に向かっていくこととなる。
つまり，「一」から「六」までの区分は単なる場
面の転換だけでなく，《時》の力を示す意味を有
しており，特にこの「五」と「六」との間に存在
する「葛藤の時間」を経ることによってごんは悲
劇に向かう準備を整えるとも考えることができ
る。すなわち，「五」の最後においては，無償の
行為を継続する意思は萎えてしまうが，一夜の時
間的な経過を経ることによってごんは神様に横取
りされた自分の立場を回復する意思とは異なる方
向で「行為の反復」を行うことを決意する。その
時間帯こそ「五」と「六」との間にある空白の意
味である。
　「引き合わないなあ。」という「五」の最後の叙
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述の後に実際に起こったであろうことは，ごんが，
兵十と加助の会話の内容を反芻しながら，自分の
穴に帰っていき夜を過ごしたということである。
そこでの時間的経過と内省とを経て翌日が来る。
「その明くる日も」という表現には，「五」の結果，
引き合わない行動であるとの認識を経た上での行
動である「栗運び」を反復するに至るまでの時間
的経過の重さが凝縮されており，あなの中でのな
んらかの葛藤と省察を経た後に行動に踏み出そう
とするごんの認知の在り方が反映されている。
　次に，「六」において注目したいことは，ごん
に対する兵十の認知の在り方である。「一」から
「五」までの叙述は，ごんを主体として，ごんの
視線，ごんの思考，ごんの生き方などの認知の枠
組みを通して描かれていたが，「六」における視
点は兵十を中心として行われている。

本文の叙述 認知の特徴

そのとき， 行動の同時性　

兵十は，ふと 主体認識　偶然性　無意識

顔を上げました。 視線による認知　視覚空間

と， 瞬間性，偶然，同時性

きつねが 一般的な動物としての認知

うちの中へ 〈容器〉自分の領域の意識

入ったでは 〈起点-経路-着点〉領域侵犯

ありませんか。 発見と驚き　第三者の視点

こないだ， 過去の想起と存在の同定

うなぎをぬすみやがった 利益の侵害　エピソード記憶起動

あのごんぎつねめが， エピソード記憶　総括的評価

またいたずらを エピソード記憶　反復　被害

しに来たな。 価値判断　〈起点-経路-着点〉

「ようし。」 行動へのメタレベルでの準備

　指示代名詞「あの」の持つ意味は，作品の中に
おける時間を考える上で重要な意味を持つ。つま
り，かつてうなぎをいたずらされたという経験に
基づいたエピソード記憶が「あの」という指示語
によって全体として想起されるとともに，「ある
刺激と意味的に関連のある，あるいは連想関係に

ある刺激が時間的に先行して提示されると，後続
の刺激の処理が促進されるというプライミング効
果（priming effect）」註21がここでは機能している
と考えることができる。
　また，ここで用いられているのは，直接話法と
間接話法との中間話法，フランス語文法における
「自由間接話法（discours indirect libre）」註22に近
いものである。ここでは，叙述の様態に着目する
とともに，過去形で描かれている「顔を上げまし
た」と次の「ありませんか」という心内に発生し
ている現在形，さらには瞬時に判断を下している
「いたずらをしに来たな」という時間構造が総合
的に叙述されることにより，臨場感とともに，当
事者である兵十の心的な瞬時性が見事に表現され
ている。
　また，「こないだ」「あのごんぎつね」と述べら
れていることから分かるように，兵十にとって経
験知の中に蓄積されているのは，途中の時間を捨
象したあの一瞬，すなわち大事な獲物である魚や
うなぎを川に放流されるといういたずらをされた
折の記憶が瞬時にフラッシュバックし，途中の時
を超えていることが明示されることとなる。こう
した心理的な時間の超越を言語表現化したものと
して「あの」の持つ意味は大きいと言える。『日
本国語大辞典第二版』では，「①代名詞「あれ」
の指し示す範囲の事柄を修飾する。かの。イ 話
し手，聞き手両者から離れた事物，人などを指し
示す。ロ 過去の経験や目の前にない事物，人など，
話し手，聞き手両者に共通の話題を指し示す。か
の。いつかの。」の語義が示されているが，途中
経過を経ることなく一瞬にして「当時」に遡及し，
経験知によって裏打ちされた当時の状況や感情あ
るいは，情景までが総体として呼び戻されるとい
う機能がここには働いていると考えられる。
　ここで注目しておきたいことは，兵十の認知レ
ベルにおいて，ごんの存在は，かつての「うなぎ」
事件の時のままエピソード記憶として認識され固
定されていたということである。したがって，兵
十の行動は次のような論理に基づいた行動，つま
り，
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　①狐の発見　②うなぎに関わるいたずらの想起
　③再犯阻止への意志　④排除の必要性
　⑤害をなすものを排除するための行動
という一連の過程を経ることであり，具体的には，
「立ち上がり」「なやにかけてある火なわじゅうを
取り」「足音をしのばせて」「近より」「今，戸口
をでようとするごんを」「ドンと」「うつ」という
一連の行動として現実化する。

本文の叙述 認知の特徴

ごんは，ばたりと 落下　〈起点-経路-着点〉

たおれました。 動作認知　〈起点-経路-着点〉

兵十はかけよってきました。結果の確認への認識　接近

うちの中を見ると， 視線の第一対象把握

土間に，くりが 参照点　ターゲット（くり）

固めて 対象への詳細な認知　視覚認知

置いてあるのが 原因推論認知　様態への注視

目につきました。 視線による確認

「おや。」と， 発見　記憶との相互確認

兵十は，びっくりして，発見　エピソード記憶との齟齬

ごんに目を落としました。視線　〈起点-経路-着点〉存在同定

「ごん， 対象認知　呼称及びその変化

おまえだったのか。 再帰的認知　対象同定ないし疑問

いつも， 行為の反復性に対する認知

くりをくれたのは。」 行為主体の確認　贈与認識

ごんは，ぐったりと 状態に関する認識　生命

目をつぶったまま， 視線の喪失　視線の非対称性

うなずきました。 非言語の動作による伝達

兵十は， 火なわじゅうを 主体　〈容器〉としての銃

ばたりと， 落下　〈起点-経路-着点〉

取り落としました。 〈起点-経路-着点〉

青いけむりが， 視覚認知　〈起点-経路-着点〉

まだ， 未完・継続　瞬間性／永遠性

つつ口から 〈容器〉としての銃　起点

細く出ていました。 原因推論　対象認識　継続相

　ごんにとっての「栗運び」は，自分の行ったい
たずらによって失われたと考える兵十の母親の命

に対する償いであり，供養としてとらえることが
できる。自分の行為が神様によるものとして認識
された時の落胆や喪失感，あるいは無力感を引き
ずることなく，翌日も，償いの行為を繰り返して
いる最中に銃撃を受ける事態は，ごんにとって，
理不尽かつ唐突な出来事であり，不意打ちである。
　「ごん，おまえだったのか。いつも，くりをく
れたのは。」という倒置法を用いた兵十の言葉は，
ごんにとって，最期を迎えようとする時に，自分
の行ってきた「栗運び」の反復という行為の全体
像については，兵十によって認められた安堵に
よって一旦は受け止められている。「ごん」とい
う呼称による存在の認知，「おまえ」という相手
の存在の受け入れ，「いつも」という一過性の行
為ではなく反復的・継続的な行為への評価，そし
て、丁寧にかためて置いてある「くり」という生
きるために必要かつ価値のある物を「くれた」と
いう贈与に関わる表現がそれを物語っている。
　なお、「いつも」という表現は、ごんの反復行
為が日々積み重ねられてきたという事実を兵十が
認識していることを示す一方、「いつも」と明瞭
に認識した時点ですでに事態を前に巻き戻すこと
はできないという不可逆的な状態にあり，両者の
思いの齟齬が解消されようとした瞬間にその対象
そのものが瞬時に消失するという悲劇を象徴する
言葉でもある。
　ごんという存在が目の前に現れると同時に失わ
れ，かけがえのないものであるとの認識に辿り着
くという悲劇性は，兵十の認知の転換，つまり，
いたずらばかりする迷惑な存在から，他者に対す
る善意を持った存在への変化そのものが，双方の
交差する時間の中で起こる。ごんと兵十の両者の
認知の在り方は，ごんの最期において，初めて一
方向によるものから，相互往還的なものと変貌を
遂げることとなる。しかも，それが時間的には短
く，過去に向かって遡及するものであり，空間的
にも戸口という局所的な場面で行われていること
に注目したい。さらに，「目をつぶったまま」と
いう表現にあるように，ごんから兵十に向かうこ
れまでの視線は失われており，ごんの認知は聴覚
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によってのみ行われている。
　さらに，「六」の最後の場面における「まだ」
という表現には，「語り」の内部にとどまらず，
語りを聞いている「読者」としての我々を含めた
作品の「現在」にまでその印象が届いている様子
を想定することができる。『日本国語大辞典第二
版』によれば，「まだ」については，「①否定語を
伴って，一つの事態がその時点までになお実現し
ていないさまを表わす。今まで（…したことがな
い）。その時はなお（…していない）。②肯定表現
に用いて，一つの状態がその時点において，なお
継続するさまを表わす。いまなお（…している）」
との語義が記されている。
　語りはここで終わっている。余韻を残したまま，
兵十にとって「まだ」煙が細く出ていることを確
認している時間そのものが，作品の時空を冒頭の
「これは」にまで循環する環を形成することになっ
ている。鶴田（1993）は，「この文の〈まだ〉は，
明らかに銃撃が直前に起こったということを表し
ている。が，それだけではない。その時間経過の
短さが強調されるほど，“ほんのわずかの差で理
解し合うことができたのに”“もう少し早く兵十
が気づいてくれたらよかった”“もう取り返しが
つかないことになってしまった”という話者の悔
恨の念，さらにこの悲劇を読者にも伝えようとい
う話者の思いが暗示されているのである。そうし
た話者の時間意識が〈まだ〉である。」註23と述べ
ている。
　『ごんぎつね』が，読むたびに新鮮な息吹を私
たちに感じさせるのは，結末に向かう時間の流れ
が疾走感をもたらし，臨場感を持って感じられる
からである。「土間」近くの戸口の地面へのごん
の「落下」によって閉じられている作品は、「つ
つ口」から細く出ている「青いけむり」の持つ残
像によって、時を経て繰り返し我々に迫ってくる。
　そして，府川（2000）が述べるように，「『青い
けむり』に象徴されたそれは，やがては消え去っ
ていくものでしかない。瞬時虚空にたゆたった『け
むり』は，ゆっくりと拡散し，判別できなくなっ
てしまう。しかし，逆にだからこそ『青いけむり』

の残像は，読み手の心の中に長くとどまる」とい
う表現効果を生み出すこととなる註24。こうして，
最後の「まだ」と冒頭の「これ」とが結び付き，
一つの連環が成立することになる。

６　おわりに
　　～物語における深さと読みの可能性～

　『ごんぎつね』における叙述に見られる特徴を、
論理展開及び時間と空間に関する認知の在り方を
中心にして分析すると，作品に込められたメッ
セージの深さを読み取ることができる。本作品と
様々な角度から「対話」を重ねることが，児童生
徒の「深い学び」につながり，ひいては子供たち
の人生そのものを豊かなものとすることに資する
ものと考える。認知に関する知見を踏まえた具
体的な授業実践に関しては別稿に譲るが，鶴田
（1993）がいみじくも述べているように，「『ごん
ぎつね』はまだ読み尽くされても研究し尽くされ
てもいない」し，「新しい知見（より豊かで深い
読み）」が今後も望まれるゆえんである註25。
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A Study on the Structure of Cognition in GONGITSUNE
―About Time, Space, and Logics―

TAKAHASHI Masato

     There has been a great discussion about GONGITSUNE.Several studies have proved that there are 

many points of view about the theme of this work. Such as regret of Hyoju,misunderstanding between 

Gon and Hyoju,and meaning of gift;chestnuts. Little study has been done to reseach the structure of the 

cognition. As Tuji(2013) points out,cognition can be classified into several categories according to the  

points;Schema,Frame,Construal,Scanning,etc.Therefore, it is important to examine the meaning of 

structure of cognition in this work. 

     About the cognition of logic ,Gon’s thought is similar to the billiard-ball model that is defined as the 

succetion of events. About the cognition of space,that of Gon is based on a imege-schema;“container”. 

And that of time,it is concerned with “episodic memory. It can be said that as far as the cognition of the 

personage is concerned, these systems are effective in the work. It is hoped that the research of cognition 

will contribute to a better understanding of GONGITSUNE. A continuous study of the cognition will lead 

us to appreciation of this work.


