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物語絵の認知と表現
－絵からどのように物語を創り出すのか－

宮城　信

1. はじめに

われわれは、日常的に外部からもたら
された感覚情報をもとに無意識に情報の
抽出を行っている。例えば、何気なく空
を見て「雨が降りそうだ」と思い、道行く
人の装いから「もう夏が近い」とつぶやく
ことがある。絵を眺める場合も同様であ
る。普通は描かれた事物を無作為に並べ
立てて考えたりしないからだ。絵をどの
ように意味づけるかは、個々の判断によ
る。笹本（1998）が「そこ（映像表現：論者
註）に意味を見いだすこと、それを理解
することは～見る者による創作なのであ
る。」（p.71）とするのも頷ける。
ただし、その創作も無秩序に行われて
いるのではない。絵とその説明文とを見
比べて納得したり、変なことを書くなと
訝しがったりするからだ。おそらく、絵
を文章にする時の何らかの基準が存在し
ているはずである。その理由とは何か。
本稿では、絵を文章にする過程を考察す
る。以下の点を問題に設定したい。
i）絵のどこに注目するか。
ii）絵をどう捉え表現するか。
試みに高専一年生 1）を被験者として

『ピーターラビットのおはなし』の絵の内
容を文章にする予備調査を行った 2）。な
お以下の調査では、すべてモノクロの絵・
マンガを用いて行った。

【調査用紙の絵① 3）4）】

□調査概要　「絵を見てその内容を言葉
で表しなさい」と指示した。
【調査結果 1：絵①の文章化調査】
高専一年生 A 47名（有効回答数 47名）
ウサギ 男 小物 背景 状況
35名 38名 14名 27名 21名
74.5% 80.9% 29.8% 57.5% 44.7%
分類項目は、登場人物の記述「ウサギ」

「男」、小鳥や鉢等の記述「小物」、畑や建
物等の記述「背景」と「ウサギが畑の野菜
を食べてしまって～」のような「（物語の）
状況」である。一人の被験者の複数の項
目への言及はそれぞれ集計し、重複計算
した。調査結果 1を詳細に見ていくと、
ウサギ（ピーターラビット）か男（マクレ
ガーさん）には必ず言及し、また、半数
以上が両方に言及していた（55.4%）。「小
物」よりも「背景」への言及が多いという
特徴もある。注目したいのが「状況」への
言及が 44.7%もあることである。「状況」
は、主に出来事の理由であり、絵のどこ
にも描かれていない。これは、泣く妹を
見て「転んだのかな」と心配する類のもの
で、情報抽出後の判断であり、広義の推
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測に相当する。また、ウサギと男の様子
を文章にする際、ほとんどの被験者が「逃
げる」や「追っかける」のように表現した
ことにも注目したい 5）。
以上の結果から、多くの被験者の中に

「ウサギが逃げ、男が追いかける」という
構図が存在することが分かる。すなわち、
多くの被験者は、絵①を一つの物語とし
て捉えているのである。本稿では、この
ように物語を読み込みやすい絵を「物語
絵」と呼ぶことにする。先行する絵を文
章にする調査では、意識的に図や風景
画等捉え方の揺れの少ない絵を課題に用
いて調査を行っている 6）。調査結果を見
ると、先の「状況」は不正確な記述として
排除されたようである。それに対して本
稿では、「状況」は被験者がでたらめに作
り出したものではなく、必要性と根拠を
持って推測されたものであると考える。
以下、調査結果 1の偏り、「状況」の存在
理由を説明するために、i）の傾向を明ら
かにし、ii）へ至る過程を考察していく。

2. 物語絵で注目を集める要因

2.1�作業仮説
本稿では、絵を文章にする過程の分析
で次の作業仮説を立て、調査を進める。
iii）動きのある対象が注目されやすい。
iv）動きは方向があると捉えられやすい。
v）物語絵は理由のある出来事として捉
えられやすい。

iii）はウサギと男いずれか、または両方
が記述される点から、iv）は「逃げる」「追
う」等の表現が見られる点から、v）は状況
（出来事の理由）に言及した例が多数見ら
れ、展開が述べられている点から推察さ
れる。以下、iii）～ v）の順に関連した調

査を行い仮説の妥当性を検討していく。

2.2�調査の概要
本調査は 2009年、2010年に行った。

被験者は高専一年生の A,B二クラス、
四年生の選択授業受講者である（被験者
数は各表に併記した）。被験者が絵中の
どの事物に注目する傾向があるのかを調
べるために、マンガのセリフやコマを想
像して補充するという課題を採用した。
動きや表情を強調した様々な状況を設定
し、掛け合いの内容から、情報抽出の基
準を探ろうという試みである。セリフ補
充の調査では、セリフの類型化が困難な
ため、話を先導する人物（これを「始める
人物 7）」と呼ぶ）に注目し、それを決定す
る基準（これを「要因」と呼ぶ）を調査する
ことにした。熊倉（1990）が「日本では、（絵
を見る：論者註）人の目は伝統的に、縦
書きの書物や絵巻物の形式によって、右
から左へという動きに慣らされてきた。」
（p.4）と指摘するように、基本的にわれ
われの視線は、右側から事物を追ってい
くと考えられる。よって、まず右側優先
の要因性を調査し、状況を少しずつ変え
ながら周辺に観察を広げていく。

2.2.1�物語は誰から始めるのか
□調査概要　「絵の中の二人のセリフを
埋めなさい」と指示した。
【調査用紙のコマ②】

◇結果と考察　「やばい遅刻だー」（右若
者）→「今日は振り替え休日じゃよ」（左
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爺）のような例が見られた。
【調査結果 2：コマ②の物語展開】
高専四年生 26名（有効回答数 23名）
左側始め 右側始め 不明

0名 23名 0名
－ 100% －

予想通り、基本的に物語絵は右側が始
める人物になる傾向が見られる。
次に、登場人物の立ち位置の左右を入
れ替えた（以下、「反転」とする）課題（コ
マ② R）で同様に調査した。
◇結果と考察　右側始めも見られたが、
「足に何か ･･･!!」（左若者）→「なにネズミ
捕りにひっかかっとるんじゃい」（右爺）
のような左側始めの例に偏った。
【調査結果 3：コマ② Rの物語展開】
高専一年生 A 47名（有効回答数 29名）

左側始め
「動き（大げさ）」

右側始め
「右側」

不明

24名 5名 0名
82.8% 17.2% －

調査結果 3では、配置変えに伴って、
調査結果 2とは逆の傾向となった。大げ
さな「動き」の影響が見られる。
（1）物語絵では、「右側」が始める人物の
決定要因になる。ただし、「動き（大げ
さ）」は、より強い要因になる。
次に、さらに複雑な展開を表す四コマ
マンガを使って調査を行う。一コマと違
うのは、単独コマで完結せず、前後のコ
マとの関わりが予想される点である。

2.2.2�やっぱり動いた人から始めるのか
□調査概要　「四コママンガの空欄のセ
リフを考えて埋めなさい」と指示した。
以下のマンガ③では、被験者の自由な発
想を促すために、空欄を多くした。集計・

分析は、要因が両側に分かれる三コマ目
を対象として行った。
【調査用紙のマンガ③】

［三コマ］

◇ 結 果 と 考 察
　結果は、「わたしのよ」（左少女）→「食
べ過ぎだ、デブ」（右少年）→「なによチビ」
（左少女）→「ブス」（右少年）・「ケチ」（左
少女）：（下線部が三コマ目のセリフ）の
ような「右側」始めの例が多数見られた。
なお二コマ目は、ほとんどが少年→少女
の順であった。
【調査結果 4：マンガ③の物語展開】
高専四年生 26 名（有効回答数 24 名）

左側始め
「動き（大げさ）」

右側始め
「右側」

不明

2名 20名 2名
8.3% 83.3% 8.3%

以上のように極めて偏りのある結果に
なった。調査結果 3とは逆に「右側」＞「動
き」という要因間の関係があるように見
える。しかしながら、四コママンガでは、
前後のコマとの関係（会話が交互に交わ
される流れ）という新たな要因が生じて
いる可能性がある。（「動き」＜「右側」「会
話」）以下、この要因「流れ（会話）」も併せ
て検討していく。
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2.2.3�次は誰がしゃべるのか
□調査概要　指示は同上。
【調査用紙のマンガ④】

［三コマ］

［四コマ］

◇結果と考察　「私のを半分あげましょ
う」（右母）→「ほんとか」（左父）→「あなた
の嫌いな豚骨ラーメンですけど」（右母）
のような例が見られた。
【調査結果 5：マンガ④の物語展開】
高専四年生 26 名（有効回答数 24 名）
左側始め 右側始め

「右側＋流れ（会話）」
不明

0名 24名 0名
－ 100% －
予想通り、要因がある側に強く偏った。
次に、マンガ④の三、四コマ目

00 00 00 00 00

を反転
させた課題（マンガ④ R）で調査した。
◇結果と考察　「おまえの分けてよ」（右
父）→「いや！」（左母）→「冗談だから。ほ
ら、分けるよ」（左母）のような例、「カッ
プメンならあるよ」（左母）→「お！本当
か」（右父）→「お湯がないけど」（左母）の
ような例の二パターンに分かれた。
【調査結果 6：マンガ④ Rの物語展開】
高専四年生 26 名（有効回答数 24 名）
左側始め

「流れ（会話）」
右側始め
「右側」

不明

13名 11名 0名
54.2% 45.8% －

マンガ④ Rでは、左右に要因「右側」
と「会話」が別れており、その結果、始め
る人物決定の傾向が拮抗した 8）。
（2）「流れ（会話）」も始める人物を決定す
る要因となる。

さらに、ここまでの調査から、要因間の
強弱は次のようであると考えられる。
（3）始める人物を決定する要因の強さの
関係は、「動き」＞「右側（の人物）」≒「流
れ（会話）」である。ただし、要因が重
なれば、そちら側に偏る（調査結果 4）。

2.3�「動き」と「流れ」の下位要因
2.3.1�注目を集めやすい動きは何か
コマ②のように大げさな動きは注目され
やすい。では、表情の有無、出来事が併
存する場合はどう影響するのだろうか。

2.3.1.1�接触を表す動き
□調査概要　指示は同上。
【調査用紙のコマ⑤】

　　　　

◇結果と考察　コマ⑤は、左側の母が娘
のマフラーを引張る構図である。「もう
夏よ」（左母）→「取ったら首がないのがば
れる！」（右娘）のような例が見られた。
コマ⑤の母のように、相手に物理的影響
を及ぼしたり、積極的に相手の反応を促
す動きを「接触」とする。
【調査結果 7：コマ⑤の物語展開】
高専一年生 B 40名（有効回答数 36名）
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左側始め
「動き（接触）」

右側始め
「右側」

不明

35名 1名 0名
97.2% 2.8% －

調査結果 3と比較しても明らかなよう
に、働きかける側の動きである「接触」は、
「右側」よりかなり強く働いている。

2.3.1.2�驚きや怒りの表現
□調査概要　指示は同上。
【調査用紙のコマ⑥】

　　　　

【調査用紙のコマ⑦】
　　　　

◇結果と考察　コマ⑥では「ヤッタ－！
やっと夏休みの宿題が終わった」（右孫）
→「明日から学校だよ」（左爺）のような例
に、コマ⑦では「早く学校行くのじゃ」（左
爺）→「今日は日曜日だよ」（右孫）のよう
な例に偏る傾向が見られた。
【調査結果 8：コマ⑥、⑦の物語展開】
高専一年生 Aおよび四年生、合計 73名
（有効回答数コマ⑥ 49 名、コマ⑦ 53 名）

左側始め 右側始め 不明

コマ⑥
13名 36名 0名
「表情」 「表情＋右側」

26.5% 73.5% －

コマ⑦
49名 4名 0名
「表情」 「右側」

92.5% 7.6% －
コマ⑥と⑦のお爺さんは同じ立ち位置、
同じ表情で描かれている。つまり、始め

る人物を決定するのは、孫の様子から読
み取れる要因であると考えられる。二つ
のコマを比較してみると、コマ⑦に比べ
てコマ⑥の孫の方が表情に力が感じられ
る。工藤（1999）では、喜びや驚きの表情
は注目を集めやすいことが指摘されてい
る 9）。工藤の分析によれば、眉や口角の
位置から、コマ⑥、⑦のお爺さんの表情
は「驚き」を、コマ⑥の孫の表情は「喜び」
を表していると分析される。コマ⑦の孫
の表情は、典型例に当てはまらない。以
上の結果から、驚きや喜びのような力の
ある「表情」は、要因となり「右側」より強
く働くことが分かる 10）。
（4）力のある「表情」や「接触」を伴う動き
は、始める人物を決定する強い要因に
なる。

2.3.2�出来事はどう流れていくのか
2.3.2.1�そこには誰がいるのか
次に、被験者が未知のコマの出来事を

どう予測するのかについて調査を行う。
□調査概要　「空欄の三コマ目に入る適
当な絵を考えなさい」と指示した。
【調査用紙のマンガ⑧】

〈女子 A〉

〈女子 B〉
〈女子 A〉

〈女子 B〉
〈女子 C〉
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◇結果と考察　空欄に挿入されたのは、
「女子A＋女子B」が半数に上った。（「やっ
たー」（女子 A）→ニヤリ（女子 B）等）
【調査結果 9：マンガ⑧の物語展開】
高専四年生 26 名（有効回答数 26 名）

A ＋ B B ＋ C A 単独 場面移動
14名 1名 1 名 10名
53.9% 3.9% 3.9% 38.5%
多くの被験者が、二コマ目で物語が完
結しておらず、〈A＋ B〉の会話が継続
されると想像した（53.9%）。また、その
コマの人物の立ち位置や会話の順序に
ほとんど変化は見られなかった（14名中
13名が両方維持）。一方で、場面が移動
して新登場のキャラクタが三コマ目に
割り込んでくる例が約四割あった（女子
A：「私って日頃の行いがいいのよねー」
→ 男子：「はぁ ?」等）。三コマ目には
物語の「転」が意識され、人物の移動や入
れ替えで飛躍する展開が想像されること
が原因であろう。いずれにせよ直前のコ
マの注目度は高く、そこから被験者がど
ちらの展開を想像するのかの問題であ
る。
（5）空欄コマの欠如補充では、前コマを
参照し、内容が継続するのか、完結し
たのかを判断して、その後の内容（登
場人物、立ち位置）等が決定される。

2.3.2.2�出来事の内側と外側
次に、併存する出来事の人物同士の関

係がどう影響するのかについて調査した。
□調査概要　同上。
【調査用紙のコマ⑨】
　　　　　　　　

◇結果と考察　コマ⑨は、お婆さん（婆）
が孫に贈り物をあげ、母が隣で見ている
という構図である。コマ⑨の捉え方を、
出来事同士の関係からお婆さんと孫を
「内側」、母を「外側」とし、「内側」を始め
る要因と想定して調査した。
【調査結果 10：コマ⑨の物語展開】
高専一年生 B 40 名（有効回答数 32 名）
左側始め
「内側」

右側始め
「右側」

不明

26 名 4名 2名
81.3% 12.5% 6.3%
母には「右側」要因があるが、「内側」が

優先される結果となった。「おもちゃだ
よ」（左婆）→「甘いんだから！」（右母）の
ような〈婆＋子ども〉→〈母〉という「内側」
が始める人物の例に偏った。「内側」は、
出来事が出来事を包み込む関係の内外で
規定されると考えられる。よって、本稿
では「流れ」の下位類と位置づけておく。
（6）三人以上の場合、「流れ（内側）」が始
める人物になり、その後外側が出来事
に加わる傾向がある。

2.4�ここまでのまとめ
ここまでの考察をまとめる。

（7）a.〈始める人物の決定要因〉
要因には、「右側」、「流れ（会話・内側）」、
「動き（大げさ・接触・表情）」がある。
強弱に差があり、要因が重なる側に始
める人物は偏る。
  b.〈人物の出入りに関する傾向〉
空欄コマの想像では、直前のコマを参
照し、その内容の捉え方によって人物
の出入り（継続、転）が決定される。
以上のように、「i）絵のどこに注目す
るか」（要因）を抽出し、それぞれの関連
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性を示した。続けて、残された問題「ii）
絵をどう捉え表現するか」の考察を行う。

3. 物語絵をどう捉え表現するのか

被験者は、要因同士をどう関連づけて
物語の内容を捉える傾向があるのか。

3.1�お父さんはなぜ怒っているのか
絵を単純化し、表す場面を想像させた。
□調査概要　「次の絵はどんな場面です
か、ア～エから選びなさい」と指示した。
【調査用紙のコマ⑩】
　　　　

        
ア　急にお父さんが怒ったので、怖く
なって子どもが逃げた。
イ　急に逃げたので、お父さんが怒った。
ウ　イタズラがばれてお父さんが怒った
ので、子どもが逃げた。
エ　どれにも見えない。
【調査結果 11：コマ⑩の解釈】
高専一年 Bおよび四年生　合計 66名
（有効回答数 66 名）

ア イ ウ エ
9名 16名 36名 5名

13.6% 24.2% 54.6% 7.6%
◇結果と考察　「イタズラがばれた」→
「お父さんが怒った」→「子どもが逃げた」
というウの解釈に偏った（54.6%）。ウの
選択肢には、他の二つにはない、「イタ
ズラがばれる」というコマ⑩に表れない
「状況」を原因とする関係が想像されてい
る 11）。なお、イが次点であるのは、怒
りには強い理由が求められることの表れ
であろう。

3.2�女の子は何で泣いているのか
次に、「動き（接触）と」「流れ（内側・外

側）」を組み合わせて調査を行った。
□調査概要　同上
【調査用紙のコマ⑪】
　　　　

ア　二人の友だちがケンカしたので、女
の子が泣いた。

イ　女の子が泣いたので、相手に責任を
押しつけ合ってケンカした。

ウ　女の子を泣かしたので、男の子が怒
り、泣かした相手とケンカした。

エ　どれにも見えない。
【調査結果 12：コマ⑪の解釈】
高専一年生 B、四年生（有効回答数 66 名）
ア イ ウ エ

40名 13名 12名 1名
60.6% 19.7% 18.2% 1.5%

◇結果と考察　「二人がケンカをした」
→「女の子が泣いた」という解釈に偏っ
た（60.6%）。調査結果 11のウと違って、
殴り合う二人の方が注目を集めている。
結果的に、内側二人の行動（ケンカ）が外
側の女の子に影響する（泣く）という解釈
が多く見られた。事態が複雑なので、や
や揺れはあるが、「接触」と「内側」の両方
の要因が影響した結果であろう。

3.3�驚いた理由は何か
「驚き」は刺激に対する反応である 12）。
では、驚きを引き起こす理由とは何か。
□調査概要　「？の中身を以下のア～ウ
から選びなさい」と指示した。
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【調査用紙のコマ⑫】
　　　　

　
ア 　　イ　　　　　ウ

【調査結果 13：コマ⑫の理由】
高専一年 B、四年生（有効回答数 63 名）

ア イ ウ
4名 41名 18名
6.4% 65.1% 28.6%

◇結果と考察　同じ「動き」を表していて
も、イ接近してくる（「接触」）、ウ暴れる
（「大げさ」）、ア泣く（「表情」）の順に理由
に選ばれた。ア～ウの差異は、コマ⑫の
人物への影響の読み取りやすさに関係す
る。特に、アの「泣く」という行為は、影
響力が弱く、他人の「驚く」理由としては
不適当であると判断されやすい。

3.4�まとめ
物語絵の中に要因が複数存在する場
合、われわれは要因同士をつなぎ合わせ
て、一続きの物語として捉えようとする。
つなぐ方法はいくつも考えられるが、そ
の選択に、本稿で明らかにした（7）の強
弱関係が影響していると考えられる。だ
からこそ、コマ⑩では、怒るお父さん（「右
側」「表情」）から逃げる子ども（「大げさ」）
に結びつけられるし、コマ⑪では、二人
のケンカ（「接触」「内側」）が女の子を泣か
せる（「表情」）のである。1.でも述べたよ
うに、「状況」は読み手が必要性と根拠を
持って推測していると考えられる。また、
コマ⑫で、「動き」の種類によって自然さ

が違うことも「状況」の想像が、ある基準
に基づいてなされている傍証となろう。
ここまでの考察をまとめる。
（8）〈要因のつなぎ合わせ方の傾向〉

a.要因をつなぐ場合には、自然な因果
関係が求められる。

b.物語は「内側」から始まり、「内側」
は他の動きの理由となりやすい。

c.出来事の理由として「接触」「大げさ」
「表情」の順で想像されやすい。

整理すると、われわれが物語絵を捉え、
文章にする過程とは、絵中の目立つ要因
（情報）を抽出し、それをできるだけ自然
につなぎ合わせて一つの物語として表現
する行為であると言うことができる。

4. 物語絵とは何か

4.1�物語絵の本質
ここまで要因間の影響関係を考察して

きたが、つながりを解釈するという行為
は、同時に事物に順序を与えるという行
為でもある。笹本（1998）も指摘するよう
に、マンガはセリフや内話によって解釈
の幅を限定するが（それは解釈を容易に
することでもある）、絵①のような物語
絵そのものは、実は本質的に脱時間的な
表現である。そこに読み手が解釈を与
え、時の流れと物語を創造しているので
ある。このような過程で創造された物語
は何を表しているのか。結論から言え
ば、物語絵とは、「（場面）出来の結果」を
描いたものであると言える 13）。例えば、
絵①を例に取ると、この絵には「ウサギ
が逃げ、男が追いかける」という内容し
か描かれていないが、もしかすると読み
手はこの後ウサギは捕まり、次の場面へ
展開すると想像するかもしれない。そこ
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で絵①の被験者の文章を再検討してみる
と、男に追いかけられる理由は多数ある
が、「ラビットが捕まる！あぶない逃げ
て」のような次の場面への言及は 1例し
か見られなかった。よって、多くの被験
者は、絵①が紆余曲折を経て、場面の最
終局面に到達したと解釈したことにな
る。読み手の関心は、場面の続きではな
く、出来の理由に向いているようである。

4.2�なぜ理由（状況）が求められるのか
物語絵の解釈で絵中の「要因に注目」
し、それを「つなげる」という一連の行為
は、おそらく無関係ではあるまい。本稿
では、この過程を Langacker（1990）等が
提案する認知的解釈のビリヤードボール
モデル（以下、BBM）を援用して説明を
試みる。BBMとは、現実世界の出来事
の展開過程を概念世界でボール同士の衝
突連鎖（運動エネルギーの推移）に譬えて
表現したものである。このモデルでは、
同じ出来事の多様な表現の違いを、衝突
連鎖のどこにスポットを当てるのかの違
いとして捉えることになる 14）。BBMを
本稿の分析に当てはめてみよう。各要因
をボール（エネルギーのマーカー）と考
え、物語の展開過程を要因同士の衝突連
鎖と見ることができる。さらに、BBM
が関係全体を見ている点も重要である。
この視点は、物語絵の捉え方が断片的で
はなく、それを支える背景化された理由
にも想像を及ぼす動機と軌を一にする。
これに即して、2.1で示した作業仮説

の妥当性を、絵①の分析を通して再検討
していく。まず、「iii）動きのある対象が
～」は、エネルギーの保持が事物の注目
度と関係していることを指摘したもので

ある。次に、「iv）動きは方向があると～」
は、衝突によるエネルギーの推移の有方
向性（展開の順序）を捉えた指摘である
し、最後の「v）物語絵は理由のある～」は、
物語絵の解釈では、注目されやすい事物
が描かれる場面で不自然な存在とならな
いように、エネルギーの連鎖関係に位置
づけられることを指摘している。そして、
その事物のエネルギーがどこからもたら
されたのかを示しているのが「状況」の想
像である。ちなみに、調査結果 1で「背
景」への言及が多い（ほとんど農場に関す
る記述）のは、男がウサギを追うために
「畑を荒らした」等の理由が要求された結
果であろう。また、調査結果 9の「前コ
マを参照する」という傾向も、前コマか
らのエネルギーの推移を完結させたいと
いう気持ちの表れであると考えられる。

4.3�今後の課題
本稿の考察によって物語絵の捉えられ

方、表現に関する性質がいくらか明らか
になった。一方で、次のような疑問点が
残る。マンガのコマと独立性の高い物語
絵との間に捉え方のずれが予想される点
である。また両者に共通して、出来事を
つないで物語にする過程で行われる取捨
選択に関する認知の問題、そして、どの
出来事を前景化し、また背景化するのか、
書く順序はどうするのかという表現効果
に関する問題である。これらの問題を解
決するために、今後詳細な調査・考察を
積み重ねていく必要がある。

注

1）高専（高等専門学校）一年生は高等学校
一年生の学齢に相当する。
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2）本稿では、箇条書きや一語文も含めた
総称として「文章（表現）」と呼ぶ。

3）出典：『大人の塗り絵 いたずらピー
ターラビット編』河出書房新社

4）ジアネッティ（2003）の画面分析では、
絵①の構図（ミザンセヌ）は、次のよう
に分析される。男は上段に位置し、ウ
サギに対して制限を加える支配的立場
にある。ウサギはこちら側を向いてい
るので観察者は感情移入しやすい。道
は奥から手前に開け、障害物もない。
物語はウサギの解放へ向けて展開して
いる。

5）ちなみに、「ウサギが走っている」と表
現した被験者は 4名（8.2%）、「男が走っ
ている」と記述した者はいなかった。

6）先行研究では、国立国語研究所（1978）
が図形を、小川（1982）が一般的な風景
画（ミレー作「落ち穂拾い」）と個人の写
生画を課題として採用している。

7）物語の途中で会話の流れを引き継ぐ場
合も便宜的に「始める人物」とする。

8）χ2検定：χ2=0.333…、df=1、10%の
危険率で帰無仮説は棄却されず、有意
差なし。

9）工藤（1999）は、「表情から間違いなく
読み取ることができるのは、〈中略〉基
本になる感情は、怒り、悲しみ、恐怖、
驚き、嫌悪、軽蔑、喜びの七つを指し
ています。」（p.126）とする。

10）紙幅の都合で詳細は省略するが、家
族が並んでいる絵を見せ、印象に残る
人物は誰かを小調査した結果、人物の
配置や大きさより笑顔の人物への注目
度が有意に高いことが認められた。

11）3名が、エを選び「宿題をサボって～」
のような「状況」を加えた。

12）工藤（1999）は、「この感情（＝驚き：
論者註）は、〈中略〉自分のまわりでい
つもと違うことが起こり、それが自分
の身にふりかかってくるという合図で
す。」（p.139）とする。

13）「（場面）出来の結果」とは、描かれる
過程が最終局面に達したことを指す。

14）BBMは他動詞文・中間構文のパラ
フレーズの説明に有効である。
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