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言語運用における意味計算

ネクスト・メンションを例に

中谷健太郎・志田祥子

要旨

本稿では， 言語運用の研究が言語知識の研究に果たす役割を 意味計算に

焦点をあてて考察し， ヒトの言語能力に関する現実的なモデルを構築する際

に言語運用に関する知見を考慮することの重要性を指摘する。 その上で ， 心

理言語学がレキシコンの研究に提示する諸問題のごく 一 部を簡単に紹介し，

「語彙的意味」と「語用論的推論」 ． 「言語的知識」と「世界知識」がシーム

レスにつながるモデルを考えることがより適切であると主張する。 一例とし

て， ネクスト ・ メンション選好を取り上げ， 言語運用における意味計算の実

際を検討する。

キ ー ワ ー ド： 言語運用， 語彙意味論 ， 語用論的推論， 世界知識， 主題関

係， 活動動詞， 心理動詞， 文完成課題

1. 心理言語学から見た意味論

チョムスキー の認知革命(Chomsky 1959, 1965)によって言語理論研究の

パラダイムシフトが起こって以来 ， 理論言語学の対象は言語運用ではなく言

語能力（言語知識）であり， その使命は言語知識の体系を明らかにすること

とされてきた。 では， 言語運用を観察することが無用かと言えば事実は

まった＜逆である。 たとえば言語理論の構築にあたっては伝統的に， 言語研

究者の内省による文法性判断がデー タとして用いられてきたが，「ある文に
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対して文法性を判断する」こと自体が「言語運用」であることは言うまでも

ない。 つまり， これまでもずっと 言語知識の研究は言語運用を通してのみ

可能であったのである。

このように言語知識の研究には運用デ ータが必須であるわけだが． 近年

いっそう実験的手法による心理言語学研究が注目を浴びつつある理由の一つ

に， 研究者の内省によってデ ータを集積する限界が認識されてきたというこ

とがあろう。 チョムスキーの初期の著作からすでに半世紀以上が経過し． そ

の間になされた精力的な研究のおかげで． 主な研究対象言語においては文法

性判断がかなり出揃い． 一方で． 文法性判断の揺れの問題が議論されるよう

にもなった(Schutze 1996/2016, Gibson and Fedorenko 2013, Schutze and Sprouse 

2013)。

この問題を解決する一つの有効な方法として， 実験手法によって運用デー

タを収集することが考えられる。 母集団から無作為に標本を抽出してデータ

を集めるという心理言語学実験の手法は ．

“

internal," "individual," "intentional" 

といった属性を持つと規定されるI-language(Chomsky 1995など）の検証方

法としては特に
“

individual"という観点からするとややズレがある。 しか

し前述したように 個人内あるいは個人間で判断に揺れがある場合や ． 判断

が必ずしもカテゴリカルではない場合（つまり白または黒という二項対立で

は捉えられない場合）においては ． 内省で確実な判断を下すことが容易でな

い。 そのような場合に 理想化された母集団を設定して定量分析を行なうこ

とは ． 意義のある方法論であると言えるであろう。

また． 実時間上の運用データから言語理解の機序を解き明かそうとする心

理言語学研究が進むにつれ． 運用が知識を制限する ． あるいは形作るという

側面があることが明らかになりつつある。 たとえば レキシコンについての

古典的研究を紐解くと， 1960年代末より意味概念の近接性に関する研究が

盛んになされた。 最初期にはメンタル ・ レキシコンにおける意味概念はたと

えばカテゴリ ーの階層的分類（タクソノミ ー）にしたがって組織\[.っている

司能性が検討されたが(Collins and Quillian 1969)． その後階層性仮説に合わ

ない実験結果が数多く報告され， メンタル ・ レキシコンの構造は意味概念の

ネットワ ークとして捉えた方がうまく説明できると考えられるようになった

(Collins and Loftus 1975)。
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意味概念の近接性についてもう少し具体的に触れると， ヒトが脳内にどの

ように語彙情報を格納しているかを検証するにあたってしばしばプライミン

グ(Meyer and Schvaneveldt 1971)やそれに類した手法が用いられる。 すな

わち， ある語w，を矧党して． それを特定の語彙項目として認知するのにか

かる時間は． 先行する語w,-1がw，に関連した語である場合に短くなる。 こ

の場合， W
，
-1はw，のプライム（下準備）として働くと言う。 たとえばDOCTOR

という文字列（刺激）に対して ， 語彙性判断課題（与えられた文字列が当該

言語に存在する語かどうかを瞬時に判定する課題）や語読み上げ課題（与え

られた文字列を読み上げる課題）を課して ， 刺激提示から単語認知にかかる

時間を計測した場合， 先行する文字列がNURSEだった場合の方がTREE

だった場合より速い。 つまり， NURSEはDOCTORに対するプライムとし

て働く。 こういったプライミング現象は ， 語彙項目が互いに独立して メンタ

ル ・ レキシコンに格納されているのであれば起こりえない。

これは言語運用がレキシコンの構造や意味計算の実際に対して具体的かつ

重要なカギを与えてくれるという古典的な一例だが， このような知見がすぐ

さま理論言語学における語彙意味論研究に取り入れられたとは言い難いよう

である。 その理由の一つに， 言語学における意味論が分析哲学の流れの上に

あり ， 論理学に基づいた命題の分析に上眼がおかれてきたという研究史的な

流れがあるだろう。 このことは ， 論理学直系ともいえる形式意味論だけでな

く， 語彙分解概念意味論においても ， フレー ゲの構成性の原理に基づいてい

るという点において ， 同様である。 すなわち， 「命題を部分から計算する」

というモデルを追求する限り， モデルと言語運用との直接的な関係づけをす

るのが難しい。 なぜなら， フレー ゲの構成性の原理は ， 構成の局所的不確定

性を前提としないため ， 厳密にボトムアップのモデルを導くのに対し， 言語

運用における言語の入力は局所的な不確定性に満ちており， その処理はしば

しばトップダウンで行なわれるからである。 局所的不確定性というのはたと

えばThe suspicious man inspected...というリアルタイムの人力があった場

合， inspectedが過去形であるか過去分詞形であるかがその時点では確定し

ないというようなことである。 言語運用においては， こういった不確定性を

帯びた入力もト ップダウンでインクリメンタルに処理を進める現象が見られ

る。
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運用における意味計算がボトムアップでなされるとは限らないという傾向

は特に主要部後置言語において強いと考えられる。 文の意味計算を考えた

場合構成性原理に基づくボトムアップの計算モデルでは ， 最初に併合する

のは動詞と目的語である。 しかし実際の運用において ， 聞き手・読み手が動

詞に遭遇するのは ， 主要部後置言語では最後である。 もし聞き手 ・ 読み手が

運用においてボトムアップの意味計算を発動するのならば， 動詞に遭遇する

のを待ってからでないと計算を始められない。 しかし ， 聞き手 ・ 読み手が文

末まで処理を遅延しない（インクリメンタル処理を行なう）ということは心

理言語学の分野では広く知られている。 たとえば， Kamide et al. (2003)は ，

話者が単文を理解する際に ， 項構造を予測しながらインクリメンタル処理を

行なうことを 視線計測によって示した。

インクリメンタル処理は単文の理解だけでなく ， 二つの文の間でも見られ

る。 たとえば 以下のようなスキ ー マを考える。

(1) [s; NP!…NP2…] ［ぃSubj... ]

先行する文S,には ， 名詞NPIとNP2が含まれており ， これらが指示対象と

して談話の中に設定される場合 ， 後に続く文S
I
+1の主語にはこれら談話内の

指示対象のいずれか ， または第3の指示対象が来るであろう。 どの指示対

象がs,+Iにおいて最初に言及されるか（以降ネクスト ・ メンションと呼ぶ）

について ， 聞き手 ・ 読み手はさまざまな情報および意味推論ストラテジ ーを

用いて予測する。 たとえば， Caramazzaら(Garvey and Caramazza 1974, Garvey 

et al. 1976, Caramazza et al. 1977)は以下のような例において ， 代名詞解釈の

選好が異なると指摘した。

(2) a. John telepho ned Bill, because he ...

b. John accused Bill, because he…

すなわち ， （2a)においてはheの指示対象としてJohnが選好され ， （2b)に

おいてはBillが選好されることが 文完成課題や ， 指示対象の命名課題な

どから明らかになった。 Caramazzaらは(2b)でheが主節の目的語を志向す
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る理由を， accuseという動詞の語彙意味論にかかる「賠黙の因呆律(imp licit

causality)」にあると主張した。 すなわち， xがyをaccuseするということ

が起こった場合， その原因がyにあるということが暗黙に了解されている

ということである。 着Hすべきは， この「暗黙の囚呆律」は語彙意味論で言

うところの論理的含意ではないという点である。 むしろ， これは前提や慣習

的推意といった語用論的推論に属することである。 しかし語用論的推論と

言っても， 語彙意味論から独立しているわけではないことは， （2a)と(2b)

とで， 因果律に関する前提の強さが異なることからも分かるだろう。 すなわ

ち， telephoneという語彙項目とaccuseという語彙項目では， 前提となる因

果律についての推論の強さが異なるのである。 つまり ， 異なる語彙意味論が

異なる語用論的推論を発動するということであり ， 語用論が語粟意味論に紐

づけられているという側面があることを示している。

語彙意味論に語用論的推論を取り入れた理論的枠組みとして， 生成レキシ

コン理論におけるクオリア構造が挙げられる(Pustejovsky1995)。 クオリア構

造の仮説によれば， 語彙項目wの指示対象xの知識はアリストテレス的な因

果律に基づく四つのレベル， すなわち， AGENTIVE(xがどのようにして発生

したか） ， FORMAL(xとは何か）， CONSTITUTIVE(xは何で構成されている

か） ， TELIC(xはどのように機能するか）で構成されている。名詞の意味論に

このクオリア構造をあてはめるとすると， FORMALとCONSTITUTIVEが外

延にあたり， TELICが内諷AGENTIVEは前提に関する知識を構成すると考

えられるしこの理論は， 語彙項目の意味論を単に「下位概念への分解 」とし

て捉えるのではなく ， 「語が表す概念と語が誘発する他の概念との関係(the

relation between the concept exp res sed by the word and another concept that the word

evokes)」（Pustejovskyand Jezek 2016)を基盤として捉える試みである点で， 理

論言語学発のメンタル ・ レキシコンのモデルとしては心理学発のメンタル ・

l 一方動詞のクオリア構造については必ずしも説が定まっていないが． 名詞と同じく

FORMAL を外延， TELIC を内位（推論される結果事象） ． AGENTIVE を前提として解釈す

ることが可能である。 ただし Pustejovsky (1995) やPustejovsky and Jezek (2016) などでは

このような考え方は取られておらず． AGENTIVE から TELIC まで， クオリア構造全体を

動画の外延と捉え， クオリアの各役割をアスペクト演算子のように解釈している。 一方で

Bouillon and Busa (200 I)やNakatani (2013) など， TELIC を様柑演算子と捉えて． TELIC
事象を内絋として分析する立場もある。
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レキシコンのモデルとの共通性があるとも考えられる。 本稿ではクオリア構
造には立ち人らないが ， メンタル ・ レキシコンにおける語彙意味論の妥当な
モデルを立てるにあたって， 階層的・語彙分解的概念構造を考えるだけでは
不十分であり， 惟界知識や推論を語の論理的含意に結びつけるようなモデル
が必要であることを主張する。 クオリア構造のAGENTIVEやTELIC はその
ような役割を果たすと考えられる。 またCaramaz zaらが指摘する語彙項Hに
まつわる「賠黙の因果律」は ， 外延的意味（論理的含意）の構造の「外」にあ
るものであるが， 外延的意味と密接につながっている。 たとえば，accuseの
意味概念は ， 直接的にはxのyに対するaccuse行為そのもの（外延）と結び
ついているがそこに前提としての原因となるyの行動も結びつけられてい
ると考えることができる。 さらに， accuseした結果に関する推論（たとえばy
がそれにより精神的ダメー ジを受けるなど）も緩やかに外延に結びついてい
ると考えられる。

このようなモデルに対して予想される反論として ， 「推論に関する情報は
語用論あるいは世界知識の問題であってレキシコンとは切り離すべきだ」と
いうものが考えられる。 これについては以下のように反論できる。（i)この
モデルにおいては ， 語彙項目と直接結びつけられる概念 ， すなわち外延と，

そこに紐づけられる推論は ， 同 一レベルで扱われるわけではない。 つまり語
彙項Hの外延や論理的含意とそれに係る語用論的知識は区別された上で結び
つけられる。(ii)語彙項目の意味概念が前提や様相概念などと緩やかに結び
ついているのは経験的事実であり ， 言語モデルの「どこか」で取り扱わなけ
ればならない。 これらの連結をレキシコンの「外」に置くというモデルを立

. . . . . . . . .  

てることは可能だがそうしなければならない強い理由や証拠はないように
思われる。(iii)Collins and Loftus (I 975)の古典的な研究をはじめ ， 語嬢ア
クセス研究においては， 一つの語彙項目に紐づけられた意味概念が他の語彙
項目に紐づけられた概念とネットワ ークを成しているということは広く認め
られており ， 語彙項目がそれぞれ独立して語棠概念を格納しているという仮
説はむしろ経験的に支持されない。(iv) Pustejovskyの生成レキシコン理論
ではすでに「語彙的知識と世界知識の区別Jについての疑義が提示され， 特
に名詞の意味は外延にとどまらないという説得的な主張がなされている。
(v) Pustejovskyのモデルでは， レキシコンの情報と動的な意味調整がシー ム
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レスに連動しており， 本稿で主張する ， 推論過程とレキシコンを特に分離し

ないモデルは新奇なものではない。(vi)最後に， 動詞の暗黙の因果律といっ

た前提推論の強弱や有無は， Caramazzaらが指摘するように ， 語彙項目に

よって異なる。 つまり， どのような推論が発動されるかは語彙項目によって

異なり， その意味で ， 語彙項目の直接的な論理的含意とそれにまつわる語用

論的推論は ， 完全に独立しているわけではないと言える。

以上のことから ， 語彙項Hに直接結びつけられだ情報と， 推論に基づいて

連結される意味概念群を 独立したものとして別個に扱わなければならない

強い動機はないと言える。

以下では ， ネクスト ・ メンション選好， すなわち， 後続文で主語として言

及する項の候補が先行文に複数ある場合， どの項が選好的に予測されるかを

文完成課題によって検証した結果を報告し，「語彙意味論と言語運用の相関

がどのような意味解釈を駆動するのか」ということについてのケ ー ス ・ スタ

ディとする。

2. 先行する事象の意味論とネクスト・ メンション選好

ネクスト ・ メンション選好の 先 行研究としては， 代名詞解釈の解消

(pronoun resolution)の研究が広く行なわれてきた。 すなわち ， 後続文の主

語代名詞が先行文の項のどれを指すかが曖昧な場合 ， 読み手・聞き手がどの

項の解釈を好むか ， そしてその選好はどのような要因に導かれるのかという

問題である。 選好を導く要因としては ， 統語的並行性(Kameyama 1996), 

談話の流れ(Grosz et aL 1995などのセンタリング理論） ， 文間の整合性(Hobbs

1979, Kehler 2002)， そして ， 事象構造 ・ 主題関係(Stevenson et aL 1994, 2000)

などが提唱されている。 本稿は言語運用における意味論の位置付けが主眼な

ので ， 意味論の影響に焦点をあてた整合性の理論と事象構造 ・ 主題関係の理

論を取り上げる。

2.1 Kehler (2002)の整合性理論

Kehler (2002)は ， 2文の 間の整合的な関係(coherence relation)を三つの

タイプすなわち（i)相似(Resemblance), (ii)因呆(Cause-Effect)， および

(iii)不確定的事態(Contingency)に分類し， これら異なるタイプの整合性が
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異なる代名詞解釈選好を導くとしている。

(3) 相似Resemb lance

John kicked Bill. He then punched Bob. [He= John] 

(4) 因果Cause-Effect(implicit causality)

John accused Bill. He had stolen some money. [He= Bill]

(5) 不確定的事態Contingency

John telephoned Bill. He responded. [He= Bill] 

(3)においては構造的相似に基づき ， 代名詞Heは， Johnであると解釈され

る傾向がある。(4)において ， accuseという行為は， その 目的語(Bill)が非

難される原因をつくることにより引き起こされると解釈され（因果推論） ．

また次の文の内容が非難の原因を描写していると推論できるため ， Billが主

語の解釈となる。 これはaccuseという語嬢項目が 暗黙の因果律(implicit

causality)の推論を強く誘発するためであることは前節で述べた通りである。

(5)は不確定的事態の例であり ， telephoneという動詞が因果推論も結果推論

も誘発しないため ， 次の文で描写される事象が 不確定的である。 その場合，

焦点は目的語に移る傾向があり ， Stevenson et al.が主張するように（後述），

談話の焦点が事象の終点に向かいやすいという特性がその原因の 一つとなっ

ている。 このように 先行する文の指示する事象の意味論や ， 後続する文の

指示する事象との整合的意味関係から ， 代名詞解釈の選好をある程度説明で

きる。

2.2 接続詞の役割

整合性理論では， 先行する文の事象の意味論が後に続く代名詞解釈に影響

を及ぽすとするが， 接続詞も同様に代名詞解釈の曖昧性の解消に深く関係す

ることが知られている(Ehrlich 1980, Kehler 2002, Stevenson et al. 1994, 2000)。

たとえば， admireは暗黙の因果律推論を誘発する動詞だが ， 接続詞によっ

て代名詞解釈の選好が異なる。

(6) a. Ken admires Jeff, so he... [he= Ken] 



言語運用における意味計算 I 81 

b. Ken admires Jeff, because he… [he= Jeff] 

(6a)における接続詞so の場合， 事象の推移に着目し， 原因に着目しないた

め， 代名詞heはKen であるとの解釈が選好される。 一方で， （6b)に挙げら

れるbecause は， 原因に言及する接続詞であるため， 先行する文の因果関係

に焦点をあてる。 admire という事象は， 目的語であるJeffの行為が原因で

あると考えられるため， 原因を指向するbecause に続<heはJeffであると

解釈される。 この(6b)のように原因に焦点があたる場合の代名詞解釈やネ

クスト ・メンション選好に関しては， 先行文の動詞が因果律推論を誘発する

かどうかである程度確実な予測ができることが知られている(Garvey and 

Caramazza 1974, Garvey et al. 1976, Caramazza et al. 1977, McKoon, Green and 

Ratcliff 1993, Kehler 2002, Rohde et al. 2011 など。 日本語についてはUeno

and Kehler 2016 を参照）。 しかし一方で， （6a)のような結果指向の接続詞so

が導くネクスト ・メンション選好や ， 不確定的事態(Contingency)のケ ース

に関しては． 先行文の事象意味論がどのような影欝を及ぽすのかについて明

らかになっているとは言い難い。 この間題について． 事象構造・主題関係の

果たす役割を主張したStevenson et al.の仮説を紹介し． その理論的・概念的

問題点を指摘する。

2.3 Stevenson et a| ． の事象構造・主題関係に基づく仮説

Stevenson et al. (1994, 2000)は， 聞き手・読み手が（彼女らの言う） 事象動

詞(event verb)に遭遇すると， 「活動の， 三段階の心理表示(tripartite mental 

representation of the action)」が構築されると主張した。 すなわち ， （i)前提条

件(pre-condition), (ii)活動(action), (iii)終点・帰結(endpoint/consequence)

の三段階の表示である。 たとえば以下のような文を考えてみる。

(7) John broke the vase.

まず ， そもそも花瓶が存在していなければ事象自体が起こりえないため，

(i)前提条件にあたるのは花瓶が存在している状態であり， 次に， （ii)活動

はJohn が花瓶に対して壊すという行為であり， 最後に， （iii)終点・帰結に
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あたるのは ， 花瓶が壊れたという段階である。 Stevenson et al.は ， becauseな

どの原因（事象の出自）を指向する場合を除くと ， 談話の焦点は ， 終点に移

る傾向があり ， それゆえネクスト ・ メンション選好はこの三段階表示の終点

におかれやすいと主張した。

さらにStevenson et al.は ， 事象構造の終点の考え方を主題関係にも対応さ

せて捉え ， たとえば ， 活動動詞(action verb)の場合 ， 終点にあたるものは ，

主題関係では被動者 (Patient)や目標点(Goal)にあたると主張する。 状態動

詞(state verb)の場合は活動ではないので三段階表示は構第されないが ， 終

点として捉えられるのは ， 因果関係では結果に位置する経験者(Experiencer)

であるとしている。 以下の例はそれを示している。

(8) a. 活動動詞(action verb)：被動者• H標点＝終点

Joe hit Patrick. so… ［⇒Patrickが期待される］

b. 状態動詞(state verb)：経験者＝終点

Joe hated Patrick, so… ［⇒Joeが期待される］

このようにStevenson et al.は ， 事象構造を主題役割に照らし合わせること

で ， ネクスト ・ メンションの傾向を主題役割の観点からも予測することがで

きるとし ， 文完成課題の結果によりその仮説が支持されると報告した。

2.4 Stevenson et al. (1994, 2000)の問題点

以上見てきたStevenson et al.のネクスト ・ メンション選好に対してのアプ

ロ ー チには ， 理論的・概念的な問題がいくつか存在する。 まず一つHの問題

点は ， 終点の定義が不明確であるということである。 事象構造における終点

と言えば Vendler(I 957)に端を発する語彙アスペクトの研究では通常有界

性 ・ 限界性(boundedness, telicity)を指し ， 先ほどの（7)の例では ， 花瓶が

割れたという結果を有界的・ 限界的(bounded, telic)な終点であると問題な

くみなすことができる。 しかし ， Stevenson et al.は ， Agent-Patient動詞とし

てhitを挙げている。 hit事象ば必ずしも状態変化を含意せず， hitという行

為の結果何も変化がなかった場合でも ， hit事象が成り立つと言える。 よっ

て語彙アスペクトの研究においては ， hitのような単純な打撃動詞には結果
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の 論理的含意がないと通常分析され． 有界的・ 限界的とは捉えられない。

Stevenson et al.が hitに関して終点を持つと考えることと整合しないと言え

る〗

事象構造の「終点」にこだわらず．「被動者」の観点から理論を考えれば

良いと思われるかもしれない。hitの目的語が被動者項であるのは明らかな

ので ． その点は問題はない。しかし． これは二つ目の問題点なのだが ． 主題

関係において「被動者」の定義（分類基準）がはっきりしない。hitのような

典堕的な他動詞ならば問題はないが， 事象の種類によっては被動者にあたる

ものがはっきりしない場合がある。たとえば 以下のような例におけるF線

部の項は被動者だろうか。

(9) a. He was looking for�-

b. She met a friend.

c. I thank � for their support.

これらの項を被動者と呼べるならばどのような基準でそう判断できるのか。

被動者でないならば何なのか。そしてそれは事象の「終点」としてネクス

ト・ メンション選好のタ ー ゲットとなりうるのか。主題関係の定義の困難さ

については先行研究でも指摘されている通りである(Rappaport and Levin

1988, Jackendoff 1990)。他動性の強い動詞における典型的な主題関係ならば

さほど問題はないし おそらくStevenson et al.の研究もそのようなケ ースに

絞った上での実験だったのではないかと推測される（彼女らは実験材料を開

示していないので推測に過ぎないが）。しかし ， 典型例を外れた場合にどの

ような予測を生むのか ． 事象構造や主題関係に依拠した仮説では予測が困難

である。これらのことをふまえた上で． ネクスト ・ メンション選好を予測す

る要因についてもう一 度検討する必要がある。

2 なお， Stevenson et al. (1994, 2000)の研究ではAgent-Patient動詞としてhitの他にどの
ような動詞が使われていたのか情報が示されておらず， 不明である。
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2.5 「気付き」と「影響」

原因指向である becauseに導かれる場合以外のネクスト・ メンション選好

が ， 先行する文の「終点」に移行しやすいというStevenson et al.の主張は ．

大枠ではおそらく正しいが それを事象構造や主題役割を用いて理論化する

ことには問題があることを 前節までで指摘した。 その問題点の根本には ，

事象構造や主題役割が離散的(discrete)なカテゴリ ー 変数であることが関

わっている。 すなわち， 事象を「終点」付きのものと「終点」付きでないも

のに分ける ． あるいは行為の対象を 「被動者」と「被動者」でないものに分

けるといった ， 1 か0かの二項対立カテゴリ ーを前提にしているところに限

界があると考えられる。 本研究では ． 今まで検討されてきた論点とは焦点を

変えたアプロ ー チを検証する。 すなわち ， 目的語の指示対象が事象にどの程

度気付いているか(awareness)， どの程度影響を受けるか(affectedness)に

ついて ． 聞き手・読み手が推論し ， これら連続変数がネクスト・メンション

選好に影響を及ぼすという仮説を立てる。

たとえば 以下の例を考えてみる。

(10) a. 太郎がアキラを探した。

b. 太郎がアキラを殴った。

どちらの文も ， ヒトを項にとっている他動詞文であり ， その目的語 「アキ

ラ」の指示対象は動詞が指示する行為の対象であるが ， その両者の関係性が

(10a, b)では異なる。 まず ， アキラが動詞の指示する行為に気付いていたか

(awareness)について見ていくと，（!Oa)の動詞 「探した」の場合 アキラ

が太郎に探されたことに気付いている可能性は低いと考えられる一 方で ，

(10b)「殴った」の場合 アキラが殴られたことに気付くのは（世界知識と

して）明らかである。 同様に ， アキラが影響を受けたかどうか(affectedness)

についても ， （10a)においては， アキラが探されたことに対する直接的影響

は少ないと推論される一 方で ， （10b)の場合， 太郎がアキラに直接的に働き

かけているので， アキラは影饗を多く受けるであろうと考えられる。 このよ

うに， カテゴリカルな指標からネクスト・メンション選好にアプロ ー チする

と解決できない場合も ， 度合いという連続指標を導入することで選好の予測
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に段階性が生じ ， 予測の精度が上がると考えられる。

なお ， Stevenson et al. (1994: 526)は被動者(Patient)の定義として ， 「行為

の影響を受ける者(someone or something affected by an action)」としており ，

本研究で言うaffectednessと基本的には同様の概念を用いた説明だと言え

る。 しかし ， Stevenson et al.が「影欝を受ければPatient, 受けなければPatient

ではない 」というカテゴリカルな二項対立を念頭においている（離散変数で

ある）のに対し ， 本研究は ， 「影響」は連続変数であると考えるのがより適

切だと主張する。 もしそうだとすれば， そもそも主題役割も ， 階層性を持っ

た事象構造も ， モデルの中に導入する必要はない。 すなわち ， ネクスト ・ メ

ンション選好を駆動するのは ， 主題役割や事象構造といった語彙項目の意味

論的な素性ではなく ， 語彙項目の意味論に紐づけられた推論の強さの度合い

であるという仮説である。

この仮説を検証するために ， 二つの実験を行なった。 まず ， さまざまな活

動動詞と心理動詞について ， 目的語の「気付き」と「影響」の度合いを調査

するために 基準形成研究(norming study)を行なった。 次に ， それらの動

詞を先行文に用い ， さらに接続詞によって整合性の統制を行なった上で ， 後

続文を産出させる文完成課題実験を行ない ， その結果が甚準形成研究で得ら

れた変数とどれくらいの相関があるかを検証した。

3. 実験l :基準形成研究

実験lでは ， それぞれの動詞が持つ目的語指示対象の「気付き」と「影

響」の度合いを調べるために ， 質問紙を用いた基準形成研究を行なった。

3.1 方法

実験文は ， （10a, b)のようにヒトを項に取る他動詞文で ， 人名は主語「太

郎」目的語「アキラ」に統一した。 実験参加者には ， 文を読んだ後 ， 直前に

提示された文の内容に対する(11a, b)のような「気付き」と「影響Jに関す

る質間いずれかに答えてもらった。

(11) a. アキラはそれに気付きましたか？

b. アキラはそれによって影評を受けましたか？
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どちらの文も(!Oa, b)の文で直接目的語であったアキラが主語とされ， これ

らに対して5段階評価（］が不同意， 5 が同意）で答えてもらった。

実験参加者は， オンライン ・ クラウドソ ー シング ・ サ ー ビス Lancerぶを通

して募集した日本語栂語話者302人だった。 実験自体はオンライン心理言

語実験ホスティング ・ サ ー ビスである Ibex Farm
4 に用意され， 実験参加謝金

(32円）が Lancers 経由で支払われた。 実験文は， 心理動詞または活動動詞

を使った他動詞文79文であった。 各実験参加者には79文のうち44 文が配

分され， 擬似ランダム提示された。 それぞれの文を読んだ後に提示される質

問文は， 半分が気付きに関する質問文で， 残り半分が影響に関する質問文で

あった。

3.2 結果

それぞれの動詞について， 評価値の平均を表lに示す。 全体として活動

動詞の方が心理動詞よりも評価が高いことが分かる。 たとえば典型的な一例

を引けば，「夢見た」（気付き＝1.4, 影響＝1.5)に対し， 「殴った」（気付き＝

4.8, 影響＝4.7)というような数値が見られる。 心理動詞の平均値は気付き＝

3.0, 影響＝3.1 に対し， 活動動詞は気付き＝4.0, 影響＝ 3.8 であった。 各

動詞の「気付き」 または「影響」の評価値平均を従属変数とする単回婦分析

において， 「心理動詞か否か」 という説明変数の効果は有意だった（気付き：

t = -4.9, p <.001. 影響：t = -3.6, p <.001)。 調介した心理動詞には「苛立た

せる」「怒らせる」 のような使役動詞が含まれており， これらは使役形ゆえ

に 当然目的語の気付き・影欝が高い値になるので， これら統語的使役形の

心理動詞を排除して分析すると， 心理動詞の平均値は気付き＝2.6, 影響＝2.7

と下がり， 活動動詞との差は大きくなる（気付き：t= -7.6,p <.001, 影響：t=

-6.2, p <.001)。 これらの結呆から考察できることは， 心理動詞は感情を表

すので， 基本的には動作主は目的語には働きかけない一 方で， 活動動詞は，

直接目的語に対して働きかけるので， 気付き ・ 影響共に高い評価値を得たと

考えられる。

3 https://www.lancers.jp/ 

4 Alex Drummond f't'。http://spellout.net/ibexfarm/
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表1 「気付き」と「影響」の平均評価値
（色付きセルが心理動詞 s

． アスタリスクはt検定による気付きvs.影響のイi意差）

V 気付き 影響 V 気付き 影響 V 気付き 影響
夢見た 1.4 L5 認めた

〉。3.0 3.2 激怒した 4.3 4.2 
イメージした 名c l.5 y : ol,5 怖がった 3.0 2.8 なだめた 4.3*** 3.8 
思い出した l.5 L7 蝙した 3.1 4.4*** 訪ねた 4.4* 40 
尾行した 1.8 2.4 評価した 3.3 3.3 呼んだ 4.4*** 3.9 

懐かしんだ
0

。。1.8 l9 避けた 3.3 3.3 責めた 4.4 4.3 

忘れた l.9 2.3 見つめた 3.4*** 216認 0 0 慰めた 4.5* 4.1 

目撃した L9 l 9 許した 3.5 3.7 助けた 4.5 46 

見かけた 2
〇く0 

ッ漬

O
) 

* 1.6 追いかけた 3.5 3.8 誘拐した 4.5 4.7 
目指した 2.2 2.2 驚いた 3”5 2;8 怒らせた 4.5 4.5 

探した 2.2 2.0 近づいた 3.5 3.3 驚かせた 4.5 45 

見逃した 23 2.5 感謝した 3.6 3.6 祝った 4.5*** 4.1 

見守った 2.3 2.3 にらんだ 3.6 3.4 怒った 4.5 4.5 
失望した 2A 2.7,· バカにした 3.8 4.1 忠告した 4.6*** 4.0 

うらゃんだ 2.4
0 

2.3 邪魔した 3.9 4.3 つついた 4.6 4.0 

気付いた 2. 5 2.1 補佐した 4.0 4.1 告白した 4.7 4.4 

憎んだ 2. 5〗)）0 ふ2*** 従った 4.0 32 激怒させた 4.7 4.7 

うんざりした 2.6 2.6 非難した 4.0 4.2 招待した 4.7*** 3.8 

信じた 2.6 3.0* 批判した 4.0 4.0 蹴った 4.7 4.7 

恐れた 2.7 ぐ 2.6 正した 4.0 4.3 襲った 4.7 4.7 

理解した 2.7 2.7 楽しませた 4.1 4.5 謝った 4.7*** 4.0 
信頼した 2.8 3.2* 怖がらせた ぐ,:4.1 4`4 会った 4.7*** 3.8 

嫌った ＇ ＇ し'°'，： 2貨8 32* 魅了した 4.1 4.1 叩いた 4.7 4.7 

尊敬した 2.8 3.1 褒めた 4.1 4.3 刺した 4.8 4.8 
見つけた 2.8 2.5 追いついた 4.2*** 3.3 殴った 4.8 4.7 

怯えた .,2.8 2,•6 怯えさせた 4.2 4.6 呼びだした 4.8*** 4.1 
待った 2.9* 2.5 苛立たせた 4.3 4.4 ,, 倒した 4.8 4.7 
いらついた 3.。 2,7 

これ自体ば驚くべき結果ではないがしかし注目すべき点は， 評価値が

はっきりと分かれる動詞もある 一 方 ， 「にらんだ」（気付き＝3.6, 影響＝3.4)

5 知覚． 認知感情の動洞を心理動詞とした。「怒った」はここでは他動詞で「叱った」
の意味。
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や． 「近づいた」（気付き＝ 3.5, 影響＝3. 3)のように値が中間を取る場合や，

「尾行した」（気付き＝1.8, 影響＝2.4 )や「探した」（気付き＝2.2. 影響

= 2.0)のように 活動動詞にも関わらず ， 目的語に与える影響が小さい動詞

も見られたことである。 このようなケ ースでは事象構造や主題役割に基づ

く理論の予測が不明確である。

実験2では， ここで得られた動詞ごとの気付きと影響の評価値を元に，

気付きと影響といった連続変数が． 主題役割という離散変数よりも ． ネクス

ト・ メンション選好をうまく予測できるかどうかを検証していく。

4. 実験 2: 文完成課題とネクスト・ メンション

実験2では， 「気付き」や「影響」といった連続変数の方が， 主題役割と

いう離散変数よりもネクスト ・ メンション選好に対して良い予測をするとい

う本研究における仮説が支持されるものであるかどうかについて検証する。

4.1 方法

実験には(12)のような文完成課題を採用した。

(12) サトシがユウタを探した。

｛だから／そして／なぜなら｝

(12)は， 先行する他動詞文に接続詞が続いており ， 実験参加者に自然な文

になるように続きの文を完成してもらう。 接続詞の後に続く主語候補として

は， 先行する文の主語とH的語であるサトシとユウタの二つが考えられ， ど

ちらが言及されやすいかを調べた。

実験参加者は， Lancersを通して募集した日本語母語話者123人で， 謝金

は108円が支払われた。 実験自体はIbex Farm上で行なった。 実験文で使用

される動詞は， 実験lから選ばれた動詞42個であり ， 心理動詞については

使役形のものは除いた 6。 一つの文に対し三つの接続詞「だから／そして／な

6 心理動詞については． 使役型のもの (x が y を苛立たせる）と始動型のもの (y が x に苛
立つ）とでは項関係が鏡像の関係にあり ． 項のネクスト ・ メンション選好を検証する本研究
では同じものとして扱うことができない。 使役型は目的語 y が影響および気付きで高い値
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ぜなら」のいずれかが続く。 これら42 X 3=126文をラテン方格法で三つの

リストに分配した。実験参加者には， 先行する文の主語か目的語の人物どち

らかを主語にして文を完成させるように明示的に指示を行なった。 実験lと

同じくそれぞれの項はすべて人名（固有名詞 ）としたが， 実験lと違い ， 産

出に際して多様な場面想定ができるように 項目文ごとに異なる人名を用い

た。

4.2 結果

分析においては， 先行文の目的語が後続文の主語になる場合（談話の中心

が目的語に移動するという意味でこれを本稿では objectshiftと呼ぶ）の割合

を求めた。 ヲ格項だけでなく二格項もH的語扱いとした。 結果のコ ー ディン

グにあたっては それぞれの結果を<subject変数，object変数＞の配列とし

て数値化し， 先行文の主語が引き続き後続文の主語になる場合を<1, O>, 

object shiftの場合を<0, I>として数値化 後続文の主語が先行文の主語と

目的語の複合である場合（例：「リュウタがダイゴを見かけた。 なぜなら，

二人は同じ目的で同じ場所にいたからだ」）を<0.5,0.5>， いずれでもないも

のや不明なものは<0,0>として数値化， objectshiftの割合を(object変数の

合計）／ （object変数とsubject変数の合計）として計算した。 実験のインス

トラクションにおいては主語の選択について， 主語の人名を明記するように

指示したが， ゼロ代名詞を用いる回答が多く見られた。 そのような場合， 文

脈によってt語の指示対象が常識的に復元できる場合はそれを主語として分

析を行なった（たとえば「タクマがセイジをなだめた。 だから， 落ち着いた」

→「セイジが落ち着いた」⇒<0, l>/「タカシがユウジを思い出した。 だ

から， 今度会いに行こうと思った」→「タカシがユウジに会いに行こうと

思った」⇒<1,0>）。 第三者が主語になっている場合や主語をどちらかに特

定できない場合（たとえば「リュウタがダイゴを見かけた。 なぜなら前を歩

いていたから」→どちらが？）は<0,0>として分析から除いた。

を不すのは明らか(xがyを苛立たせればyは苛立つという影響を受け ． かつ苛立ちに自覚
的である）であり ， この点では「殴る」といった典型的他動詞と変わりがない。 本研究では
目的語の影響度や気付き度が低い場合に， どのようなネクスト ・ メンション選好が見られ
るかを検証したいので使役型の心理動詞は省いた。
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得られた結果に対し， 単回帰分析と相関の検定を行ない， 実験参加者が完

成させた文の主語 （ネクスト・メンション）が先行文の主語ではなく目的語

である割合(objectshiftの割合）が， 実験lで測定した目的語指示者の「気

付き」の度合い， 「影欝」の度合い， そして先行主語指示者の「主題役割（経

験者か否か）」， それぞれとどの程度相関しているかを検証した。

まず表2 にそれぞれのobjectshiftの平均値を示す。 主題役割を分けない

接続詞ごとの全体平均値を比較すると， 「そして」41. 6%,「だから」60.8%,

「なぜなら」62.2%となり，「そして」よりも「だから」と「なぜなら」に

object shiftが起こりやすいことが見て取れた（「そして」をベースラインと

する回帰分析における「だから」の効果：t = 3.2, p <.005,「なぜなら」の

効果：t =3.5,p<.001)。

表2 object shiftの平均値（括弧内は標準誤差）

接続詞 全体平均値(SE) 経験者主語 動作主主語
そして 41.6% (3.9) 18.2% (4.1) 55.9% (3.5) 

だから 60.8% (4.8) 30.1% (5.4) 79.7% (3.6) 

なぜなら 62.2% (3.8) 66.5% (5.7) 59.5% (5.1) 

次に， objectshiftの値を従属変数として 「主題役割J 9気付き」「影響」そ

れぞれの要因との相関の検定を行なった。 また「気付き」と「影響」の数値

のいずれか大きい方を採用したものを「気付き・影響」の要因として設定し，

これについてもobjectshiftとの相関の検定を行なった。「主題役割」要因に

ついては． 先行文主語が経験者である場合にl． そうでない場合を0 として

検定した〗各動詞の「気付き」と「影響」の要因については． 実験lの基準

形成調介で得られた連続変数を用いた。 表3 に相関係数の一 覧を示す。「そし

て」「だから」については． いずれの要因でもobjectshiftの相対頻度と高い

相関関係が見られた。 相関係数は4と1の間の値を取り， 絶対値が0.7を超

えると「強い相関」であるとみなすことができるとされる。「主題役割」要因

7 主題役割のf測は． 「経験者主語の場合は， ネクスト・メンションは主語指向になりや
すい(object shiftが起こりにくい）」というものなので． 相関の検定もその方向（すなわち ．

object shiftでない割合が経験者主語と正の柑関をするかどうかという方向）で行なった。
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とobject shiftの相関係数は「そして」0.73,「だから」0.78であったが， 「気

付き」要因や「影評」要因の方がやや高い相関を示し， 「気付き・影響」要因

はさらに高く ， 「そして」0.77,「だから」0.84という相関係数を示した。「な

ぜなら」については予測通り ， いずれの要因ともほとんど相関を示さなかっ

た。 図lに， 「主題役割」要因と「気付き・影響J要因について， 散布図と回

帰直線を示す。 回婦龍線は回帰分析の予測を代表しており ， それぞれのデー

タ ・ ポイント（白い丸） からの距離の二乗の合計が一番小さくなるように引か

れた（最小二乗法）。 つまり， この直線に近いデー タ・ポイントは理論の予測

に沿っており ， 遠いものは理論の予測から外れているものである。

表3 object shiftと各要因の相関係数
要因 そして だから なぜなら

主題役割 0.73 0.78 -0.14
気付き 0.73 0.81 0.04 
影響 0.77 0.82 0.11 

気付き・影響 0.77 0.84 0.06 
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図l object shiftの説明要因としての主題役割（経験者主語かどうか）（上）
および気付き・影響（いずれかの高い方の値）（下）
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最後に． 単回帰分析の線形モデルから得られた予測と本実験から得られた

結果を表4にまとめた。 Aff/Awの欄には， 実験lで得られた「気付き・影

響」の平均評価値（気付きと影響の値の大きい方） が示され． O.S.の列は

object shiftの割合（％）．「予測」の列は線形モデルから予測されたobject

shiftの割合， 「誤差」は， 実際のobject shiftの割合と予測値の差である。 網

掛けの箇所は， 誤差が大きく観察された動詞（つまり理論の予測に合わな

かった動詞）である。 たとえば「探した」の場合予測されたobject shiftが

30.2% なのに対し ， 実際の割合は 70.8% と， 予測よりもはるかに上回った

結果になった。 一方で， 「会った」の場合， 予測値が 89.3％であるのに対

し ， 実際は 31.8% と， 予測より下回る結果が得られた。 これらの結果を説

明できると考えられる原因は明らかでなく ， 今後検証する必要がある。

表4 線形モデルの予測とobjectshiftの比率の比較

((f) =「影響」の評価値が「気付き」のそれより有意に大きい動詞， （w)=「気付き」
の評価値が有意に大きい動詞）

Verb Aff/Aw o.s. 予測 誤差 Verb Aff/Aw OS. 予測 誤差

イメ ー ジした 1.5 21.9 11 9 9.9 許した 3.7 78.4 64.8 13.6 
夢見た I 5 7.9 11.5 -3.6 批判した 40 89.5 72.5 17.1 
思い出した I 7 0.0 16.9 -16 9 追いついた (f) 4.2 70.8 75.9 -5.0 
H繋した 1.9 22.2 22.8 -0.6 褒めた 4.3 91.9 80.3 II 6 
懐かしんだ 1.9 17.9 21.2 -3.3 なだめた (w) 4.3 93 2 79.8 13.5 
見かけた (w) 2.0 95 23.5 -14 訪ねた (w) 4.4 82.8 80.6 2.2 
H指した 2.2 34.2 28.8 5.4 責めた 4.4 92.9 82.3 10.5 
探した 2.2 70.8 30.2 40.6 呼んだ (w) 4.4 90.5 82.2 8.3 
うらやんだ 2.4 32 9 35 I -2.3 瞬した (f) 4.4 84.6 82.7 1.9 
気付いた 2.5 13.5 36.6 -23.1 祝った (w) 4.5 90.3 84 2 6.0 
恐れた 27 33.3 41.5 -8.1 怒った 4.5 91 5 84 2 7.2 
失望した 2.7 15.1 41.7 •26.6 慰めた (w) 4.5 87.5 82.9 4.6 
待った (w) 2.9 53.0 46.4 66 忠告した (w) 4.6 92.9 85.9 69 
怖がった 3.0 48 7 49.3 -0.6 招待した (w) 4.7 87.5 88.0 -0.5 
いらついた 3.0 20ao 47.3 ←.213 叩いた 4.7 92.5 90.0 2.5 
信じた(O 3.0 69.4 49.5 20;。 謝った (w) 4.7 80.6 88.7 -8.1 
信頼した (f) 3.2 671 53.7 13.3 蹴った 4.7 91.0 88.0 3.0 
嫌った (f) 3.2 55.6 54.0 1.6 紗．3 -57,5 
憎んだ (f) 3.2 45.9 54.0 -8.1 90.9 1.9 
見つめた (w) 34 94.9 58.2 6.7 923 -29.4 
感謝した 3.6 52.8 62.9 -10.2 呼びだした (w) 4.sl 91 ol 91.0 0.1
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4.3 考察

これらの実験結果から明らかになったことは以下の通りである。 まず，

「そして」に比べて 「だから」に導かれた文はobjectshiftが起こりやすいこ

とが分かった。「そして」が導く論理関係が比較的曖昧で ， Kehl er(200 2)の

整合関係で言えば不確定的事態(Contingency)に相当するのに対し， 「だか

ら」は因果関係の結果指向であるのは明らかなので， より「終点」指向が強

まったと考えられる。 ただし，「そして」に比しての「だから」による

object shiftの強化は， 活動動詞だけでなく（「そして」30.1％⇒「だから」

79.7%）， 経験者主語の心理動詞にも見られる（「そして」 18.2％⇒「だから」

55.9 %）。 Stevenson et al. (19 94, 2000)の仮説によれば経験者役割が「終点」

とみなされるので ， 「終点」指向の「だから」によって経験者主語のネクス

ト・メンション選好が強化されるはずである。 しかし結果はobjectshiftの

強化が観察されたので， Stevenson et al.の主題役割理論の予測に反する。 主

題役割指向の理論の一つの限界と言えるだろう。

次に， objectshiftの割合と説明変数の相関だが， まず主題役割（ すなわち，

先行文主語が経験者か否か）は「そして」「だから」について高い相関を示

した（「そして」相関係数0.73 .「だから」相関係数0.78)。 これは， 主題役

割というカテゴリカルな変数であったとしてもかなりの程度良い予測ができ

ることを示唆している。 しかし「気付き」や「影響」といった連続変数は，

主題役割よりやや高い相関を見せ， 特に「気付き・影響」（ いずれか高い方

の評価値）は「そして」0.77.「だから」0.84という高い相関係数を示した。

「気付き・影響」要因に基づく理論のメリットは単に「主題役割」要因より

も高い数値を叩き出すということにとどまらない。図lを見れば明らかで

あるが 主題役割というカテゴリカルな変数は，「経験者主語かそうでない

か」という二者択ーの基準であるため ， その線形モデル（図l で示される実

線）は， 「経験者主語」のobjectshiftの平均値と「非経験者主語」のobject

shiftの平均値を一 本の線で結ぶものに過ぎない。 つまり， 経験者主語の心

理動詞や経験者主語ではない活動動詞にも， 心理性， 活動性においてさまざ

まなレベルがあると考えられるにも関わらず， 主題役割自体がカテゴリカル

な指標であるため ， それぞれのタイプ内のグラデ ー ションを想定した予測モ

デルを立てることは原理的にできない。「気付き・影響」という連続変数を
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導人することは 数値的により高い予測を生むというだけではなく ， 「気付

き・影曹」の段階的な強さ弱さがどの程度のobjectshiftを誘発するかとい

う， より詳細な理論モデルの構築を可能に するのである。

また ， このような連続変数に基づくモデルを 立てることによって ， 理論に

合わな いケ ースをあぶり だ すことができた。 objectshiftが予測より多く起

こった動詞としては「1言じた」（予測49.5% ， 観察69.4%),「探した」（予測

30.2% ， 観察70.8%）， 逆にobjectshiftが予測より少なかった動詞としては，

「 気 付 いた」（予測36.6% ， 観 察13.5%),「失望した」（予測41.7%， 観 察

15.1%),「いらついた」（予測47.3% ， 観察20.0%),「会った」（予測89.3% ,

観察31.8%),「刺した」（予測92.3%， 観察62.9%）といったもの がある。 こ

れらの原因については， 今後詳細な検証が必要である。

最後に ， 予測通りに ， 「なぜなら」の場合は， 「そ して」と「だから」の場

合とは異なる結果が得られたが それは， 「なぜなら」 が事象の原因 （つま

り起点）に焦点 をあてる接続詞 だからである。 よって今回検証した 「主題役

割」「気付き」「影響」いずれも「終点」 を特徴付ける変数であるため ， 相関

が見られ なかったと考えられる。

5. 結語

本研究では， ネクスト・メンション選好に対して ， カテゴリカルな指標で

はなく ． 「気付き」や「影響」のような連続指標の方が良い予測を するとい

う仮説に基づき ， 実験による検証を行なった。 実験lでは， 仮説 を検証す

るのに必要 な動詞 それぞれについて 「気付き」と「影響Jの度合 い を基準形

成研究(norming study)として 5段階評価 を用いて行なった。 結果として ．

直接目的語に働き かける活動動詞の方が心理動詞よりも「気付き」「影響」

共に高い値 を取る結果が得られた が ． 活動動詞vs.心理動詞 （ または動作主

vs.経験者）という二項対立では捉えられ な い中間的な評価値も広く見られ

た。

それらの結果をふまえ， 実験 2では． 連続変数のobjectshiftに対する効

果を検証するため ， 接続詞に続く文 を完成させる形式で ， 文完成課題を行

なった。 その結果， 「そ して」と「だから」の場合 ， 「気付き・影響」といっ

た連続変数は「主題役割」というカテゴリー変数より良い予測を することが
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分かった。 また ， 連続変数に基づくモデルの方が， より細やかな動詞のタイ

プに対する予測を立てられるという利点があることを見た。 その上で， 線形

モデルから計算されるobject shiftの割合と， 実際に観察された割合が異な

る結果が得られた動詞もあぶりだされ， それについては， 今後再検討が必要

である。

本研究は， 端的に言えば枇界知識に基づく語用論的推論がネクスト ・ メ

ンションの予測に大きな影響を与えていることを示した。 しかしそれは単に

「語用論の問題」として語彙意味論から独立した形で片付けることはできな

い。 なぜならばこれは「語彙意味論に基づく事象意味論によって発動する

語用論」であるからである。 つまり， 語彙意味論の計算に接続する形で語用

論的推論が発動するというメンタル ・ モデルを立てる必要があるということ

である。 しかし， 第1節で指摘したように ， 「推論」メカニズムや「枇界知

識」を レキシコンと分離したものとして考えることが妥当かどうかは真剣

に検討する必要がある。 むしろ， 心理言語学研究の結果が示唆するのは，

［語彙知識」と「世界知識」， 「論理的意味計算」と「語用論的推論」がシー

ムレスにつながっているという構図である。 今後も言語運用のメカニズムを

検証することによって， より現実的なレキシコンのモデルを構築する試みが

待たれる。
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