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Introduction 

    In addition to the four aspect classes that Vendler (1957) defines, it is argued that there is the fifth aspect class that 

is called semelfactives (Comrie, 1976). Semelfactive verbs refer to punctual events (such as blink, cough, rap, and 

flash). One of the characteristics of semelfactives is brevity of the denoted events, as shown in(1a, b). 

(1) a.  John blinked. 

 b. The light flashed.                   (Kearns, 2011: 159)  

In(1a), the closing and opening of the eyes occur instantaneously, and in(1b), the light turns on and off momentarily. 

    In previous studies, it is pointed out that sentences with semelfactive verbs can also be interpreted to denote an 

iterative event depending on the type of temporal adverbials.  

(2)  a. At nine o’clock the princess curtseyed in front of the guests. 

 b. Throughout the evening the princess curtseyed in front of the guests.    (Brennan & Pylkkänen, 2008: 142) 

The verb curtsey in (2) is typically interpreted as a punctual action. So it can naturally co-occur with punctual adverbial 

at nine o’clock as in (2a). On the other hand, when combined with a durative adverbial throughout the evening in (2b), 

there is a mismatch between the point interpretation of the verb and the durative interpretation of the adverbial. A 

semantic operation occurs in order to repair this mismatch in such a way that the punctual event is converted to an 

iterative one. This is often called aspectual coercion in the literature (Moens & Steedman, 1987). 

    Some previous studies attempted to address whether such an aspectual mismatch was real. Brennan & Pylkkänen 

(2008) conducted a norming study on a set of allegedly semelfactive verbs in English in order to examine whether they 

were interpreted as denoting either a single action or an iterative one. Following the norming study, they tested the 

effect of aspectual mismatch using single verbs (e.g., glance out) combined with durative or neutral adverbials, through 

self-paced reading and MEG studies. Their results revealed that there was a cost of mismatch between single verbs and 

durative adverbials.  

    Ishii & Ishikawa (2016) also examined semelfactives in Japanese denoting single events (e.g., jump).  

(3) a. Syoo-kaimaku-no ato shibaraku iruka-ga  menomaede zyanpushi-ta node, kodomo-wa yorokon-da. 

show-start-GEN after for a while dolphin-NOM up close  jump-PAST as  child-TOP please-PAST 

‘As for a while after the start of the show a dolphin jumped up close, the child was pleased.’ 
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b. Syoo-kaimaku-no syunkan ni iruka-ga menomaede zyanpushi-ta node, kodomo-wa  yorokon-da 

  show-start-GEN  moment at dolphin-NOM up close   jump-PAST as child-TOP   please-PAST 

‘As at the moment of the start of the show a dolphin jumped up close, the child was pleased.’ 

Using an eye-tracking method, they examined the reading times in each region and found that it was more costly to 

process when the single verbs were combined with durative adverbials than with neutral adverbials. In addition, they 

found that the mismatch effect disappeared when semelfactive verbs denoting iterative events were used. This suggests 

that semelfactive verbs behave differently depending on whether they denote a single event or an iterative one. 

However, in their experimental design, they compared different verbs, i.e., verbs denoting single events and those 

denoting iterative ones. Therefore, it is not clear whether these results were caused by the aspectual properties of 

different types of semelfactives or by using different sets of verbs.  

Experiment 

    The present study attempts to overcome this limitation by using the same verbs while making use of the contrast 

between simple and reduplicated onomatopoeia. One of the sets of examples are shown in (4a, b). 

(4) a. kaminari-ga  pikat-to   hikat-ta 

  lightning-NOM  PIKA-PARTICLE flash-PAST 

 b. kaminari-ga  pika-pika   hikat-ta 

  lightning-NOM  PIKA-PIKA  flash-PAST 

‘The lightning flashed in a {PIKA/PIKA-PIKA} manner.’ 

 

The onomatopoeia pikat-to in (4a) and pika-pika in (4b) include the same root morpheme pika, which represents a 

flashing manner. The former consists of a single root while the latter consists of a reduplication of the root. Such 

differences in the number of the root morpheme may trigger the difference in iconic inference. That is, it can be 

iconically inferred from a single root that the action is done once. In the case of the reduplicated root onomatopoeia, it 

can be iconically inferred that the action is repeatedly done. As a result, the flashing in (4a) can be regarded as a single 

event while the one in (4b) can be regarded as an iterative event. We took advantage of such iconic inferences of 

onomatopoeia, and conducted a self-paced reading experiment to address the question of whether the same verbs can 

denote different types of semelfactive events by using onomatopoeic adverbials, and whether this difference leads to 

different aspectual mismatch effects against temporal adverbials. 

Methods 

Materials 

    The experiment we conducted had a 2× 2 factorial design crossing the type of temporal adverbials 

(Durative/Non-durative) and the type of onomatopoeia (Simple/Reduplicated). The temporal adverbials were suffixed 
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with either -kan ‘for’ for the Durative conditions or -go ‘after’ for the Non-durative conditions. As for the second factor, 

2 types of onomatopoeia were prepared. In one case, an onomatopoeia including a single root morpheme was used as a 

Simple onomatopoeia. On the other hand, an onomatopoeia with a reduplicated root morpheme was used for the 

Reduplicated conditions. Each sentence was embedded in another clause to avoid sentence wrap-up effects for the 

regions of our interest. Some sample materials are shown below, with slashes indicating region boundaries for 

presentation:  

(5) a.  Simple onomatopoeia × Durative adverbial 

   1-pun-kan / inazuma-ga / pikat-to   / tooku-de  / hikat-ta node   / 

    1-minute-for / lightning-NOM / PIKA-PARTICLE / far.away-LOC / flash-PAST because  / 

  kodomo-ga / oogoe-de / nai-ta. 

    child-TOP  / aloud / cry-PAST 

  b.  Reduplicated onomatopoeia × Durative adverbial 

    1-pun-kann / inazuma-ga / pika-pika  / tooku-de  / hikat-ta node   / 

    1-minuute-for / lightning-NOM / PIKA-PIKA / far.away-LOC / flash-PAST because  / 

   kodomo-ga / oogoe-de / nai-ta. 

    child-TOP  / aloud / cry-PAST 

    ‘A child cried aloud because lightning flashed in a {PIKA/PIKA-PIKA} manner in the distance for one  

    minute.’ 

   c.  Simple onomatopoeia × Non-durative adverbial 

    1-pun-go		 /	 inazuma-ga  / pikat-to   / tooku-de  /  hikat-ta node   / 

    1-minute-after / lightning-NOM  / PIKA-PARTICLE / far away-LOC /  flash-PAST because / 

    kodomo-ga / oogoe-de / nai-ta. 

   child-TOP  / aloud / cry-PAST  

   d.  Reduplicated onomatopoeia × Non-durative adverbial 

   1-pun-go  / inazuma-ga  / pika-pika  / tooku-de  / hikat-ta node  / 

    1-minute-after / lightning-NOM  / many times / far.away-LOC / flash-PAST because / 

    kodomo-ga / oogoede / nai-ta. 

    child-TOP  / aloud / cry-PAST 

    ‘A child cried aloud because lightning flashed in a {PIKA/PIKA-PIKA} manner in the distance after one  

   minute.’ 

We prepared 24 target items. They were distributed into 4 lists based on a Latin square design, and we added 48 filler 

sentences to each list. 
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Participants and Procedures 

    Participants were 77 native speakers of Japanese, all of whom were undergraduates of Konan University. 

Sentences were pseudo-randomly presented region by region, non-cumulatively in a moving-window manner, using 

Linger (Rohde, 2003). A yes-or-no comprehension question followed each item.  

Results and Discussions 

    Prior to analysis, 14 subjects showing an overall accuracy rate of less than 70% were removed from the analysis. 

The data points with z-score higher than 5 in each region × condition cell and the reading times shorter than 150ms 

were removed from the analyses. Region 3 was the onomatopoeia region where the first effects of the aspectual 

mismatch might be found in the Simple × Durative condition, and Region 5 was the critical verb region where the 

aspectual computation might be completed. Region 6 was a spillover region. The mean reading times for each region 

are summarized in Fig.1, where error bars represent standard errors. We conducted statistical analyses using linear 

mixed effects models with the adverbial type and the onomatopoeia type as fixed effects and participants and items as 

random effects. The models were fitted with maximal random effects structure whenever possible. 

 

 
Figure 1: Mean RTs for R1–7 
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   Figure 2: Mean RTs in R3     Figure 3: Mean RTs in R5     Figure 4: Mean RTs in R6 

    In the onomatopoeia region (R3), shown in Figure 2, there were no main effects of the temporal adverbial factor 

(t=0.05, p=.963) or the onomatopoeia factor (t=-0.59, p=.558). There was no interaction between these two factors 

(t=0.86, p=.390) 

    In the critical region (R5), shown in Figure 3, there were no main effects of the temporal adverbial factor (t=1.35, 

p=.187) or the onomatopoeia factor (t=-0.14, p=.890). Furthermore, there was no interaction between these two factors 

(t=1.52, p=.135). 

    In the spillover region (R6), shown in Figure 4, again, there were no main effects of the temporal factor (t=1.13, 

p=.261) or the onomatopoeia factor (t=0.95, p=.346). However, there was a significant interaction between these two 

factors (t=2.21, p<.05). We further conducted pairwise comparisons to analyze the interaction. The pairwise comparison 

revealed that (i) within the Durative conditions, the mean reading time for Simple onomatopoeia was significantly 

slower than that for Reduplicated ones (t=2.38, p<.05), and (ii) within the Simple onomatopoeia conditions, the reading 

time for Durative adverbials was significantly slower than that for Non-durative ones (t=2.549, p<.05). All other 

comparisons did not show significant differences. This indicates that the slowdown in the Simple × Durative condition 

was the source of the found interaction in this region. 

    In summary, there were no effects found in the onomatopoeia region or the critical verb region. The lack of effects 

in the onomatopoeia region suggests that the aspectual interpretation is not exclusively determined by the combination 

of temporal adverbial and onomatopoeia, possibly delayed until the predicate is encountered. Also, there were no 

effects in the critical verb region, either, while an interaction was found in the spillover region (cf. Long et al. 2010). 

We interpret these results as indicating that there should be a cost of aspectual mismatch at the verb when a durative 

adverbial is combined with a single onomatopoeia, but this effect is somewhat delayed. The effect was not immediately 

found at the verb region in our experiment possibly because the aspectual processing involves some higher-order, 

complex semantic computation, an effect of which a self-paced reading method could not catch immediately at the 

critical region. The fact that the slowdown with durative adverbials was not found for reduplicated onomatopoeia 

suggests that multiplying an onomatopoeic root triggers a different semelfactive reading––i.e., an iterative one. 

Conclusion 

    This study examined the effect of aspectual mismatch triggered by a certain combination of onomatopoeia and 
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temporal adverbials. We found that an effect of aspectual mismatch occurred in the spillover region when a durative 

adverbial was combined with a simple onomatopoeia, but not with a reduplicated one. These results support our 

hypothesis that the different onomatopoeic expressions may trigger different semelfactive interpretations. However, no 

effects were found at the onomatopoeia region, which followed the temporal adverbial region, suggesting that aspectual 

computation is temporarily suspended until the predicate is encountered. Also, the fact that the effect was only found in 

the spillover region indicates that it takes time to process the aspectual meaning based on the combination of temporal 

adverbials and onomatopoeia. 
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１．背景	

	 人間が文の表す意味を理解するとき、文中の要素同士（例えば主語と述語）を関連付ける処理が行な

われる。項と述語の依存関係の処理も文中の要素同士を関連付ける処理の一つである。ここで、(1)のよ

うな英文がある。 

 

(1) The rat [that the cat [that the dog bit] chased] ran away. 

 

(1)のように複数の埋め込み節を含むとき、主語述語関係の処理が難しくなるとされている(e.g., Chomsky 

and Miller, 1963)。英語のような verb-initial言語の場合、主語と述語の要素間の距離が離れているとき、

主語と述語の統合における処理負荷が増大し、その処理負荷を反映して述語位置での読み時間が増大す

る locality effectが観察されることがある(e.g., Gibson, 2000)。 

	 一方、verb-final言語である日本語では、主語と述語の距離が離れているとき Locality Effectが観察さ

れる distant-sensitive の場合(Nakatani, 2009)と、観察されない distant-insensitive 場合(Nakatani & Gibson, 

2010)がある。Nakatani (2009)は、(2)のように、文中に否定要素を伴って現れる否定極性表現（Negative 

Polarity Item: NPI）の「しか」を用いて、「店長しか／店長が」と「信じなかったので」の２つの要素間

の距離の違いが処理負荷に影響を与えるか調べた。 

 

(2) a. 店長しか /ウェートレスが/店内で/常連客を/殴ったと/信じなかったので... 

   b. 店長が /ウェートレスが/店内で/常連客を/殴ったと/信じなかったので... 

   c.ウェートレスが/店内で/常連客を/殴ったと/店長しか /信じなかったので... 

   d.ウェートレスが/店内で/常連客を/殴ったと/店長が /信じなかったので... 

 

自己ペース読文実験の結果、NPIを含まない「店長が」の場合（2b, 2d）は、「店長が」と「信じなかっ

たので」が統合される「信じなかったので」位置で、(2b)と(2d)の読み時間に有意な差がなく、Locality Effect

が観察されなかったのに対し、NPIを含む「店長しか」場合（2a, 2c）は、「信じなかったので」位置で、

(2a)と(2c)の読み時間に有意な差があり、Locality Effectが観察され、NPIと否定要素の統合処理は主語・

述語依存関係の処理とは独立していることを示唆した。 

A-2
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	 この Nakatani (2009)で示された結果は、「普通名詞＋しか」と述語の依存関係だけではなく、全称量化

詞を含むより広い範囲での項と述語の依存関係における処理負荷についても一般化される現象だろう

か。例えば、「誰も」は、NPIであるだけでなく、wh句を含む全称量化詞である。とりたて詞「しか」

を含む「普通名詞句＋しか」では、特定の人物について言及するが、「誰も」は不特定多数を指す表現

である。本実験では、非累積的・移動窓式自己ペース読文実験の手法を用いて、不特定多数を表す NPI

「誰も」もしくは、不特定多数を表すが NPIでない「誰もが」と否定辞を含む述語の依存関係について

検討する。 

 

 

２．実験	

実験文	

実験文は、Nakatani (2009)を参考に作成した。 

 

(3) 

  a. Distant/non-NPI条件: 

   誰もが
1

/そのウェイトレスが
2

/店内で
3

/常連客を
4

/殴ったと
5

/信じなかったので
6

/店長が
7

/驚いた
8

。 

  b. Distant/NPI条件: 

   誰も
1

/そのウェイトレスが
2

/店内で
3

/常連客を
4

/殴ったと
5

/信じなかったので
6

/店長が
7

/驚いた
8

。 

  c. Local/non-NPI条件: 

   そのウェイトレスが
1

/店内で
2

/常連客を
3

/殴ったと
4

/誰もが /
5

信じなかったので
6

/店長が
7

/驚いた
8

。 

  d. Local/NPI条件: 

   そのウェイトレスが
1

/店内で
2

/常連客を
3

/殴ったと
4

/誰も
5

/信じなかったので
6

/店長が
7

/驚いた
8

。 

  

各条件６ペアのターゲット文（24文）と 72文のフィラー文。各実験文の呈示後、すべての文において、

内容理解確認課題を課した。 

 

	 操作した要因は、NPIの有無（NPI条件：wh句を含む NPIである「誰も」、non-NPI条件：wh句を含

むが NPIでない「誰もが」）と、距離（Distant条件：項と述語の要素間の距離が離れている、Local条件：

短い）である。 

	 ２つの要素の距離が離れていることで依存関係の処理負荷が増大するならば、「信じなかったので」

位置での読み時間が Distant条件で Local条件よりも長くなる Locality Effectが観察されると予測される。

一方、２つの要素の距離が離れていることが依存関係の処理負荷に影響しないならば、「信じなかった

ので」位置で Distant条件と Local条件の間に、読み時間の有意な差が無いと予測される。 
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実験参加者	

東京大学の大学生	 36名（日本語母語話者） 

 

データ分析	

内容理解課題に対して、誤答であった試行は除き、4000ms以上、または 80ms以下のデータポイントも

除外した。非累積的・移動窓式自己ペース読み時間測定法で測定した読み時間を、線形混合モデルを用

いて分析した。backward stepwiseによりモデルを選択後、残差が 2.5SDを超える/下回るデータポイント

を外れ値として除外した(Baayen, 2008)。p値の計算は LmerTest（Kuznetsova et al., 2014）を用い、交互

作用が有意であった場合、単純主効果の検定（Preacher et al., 2006）を行った。 

 

結果と考察	

内容理解課題  

	 内容理解課題の平均得点（全条件）は、93.86点（SD=5.22, range: 79.17–100）。各条件の平均得点は表

１に示す。 

 

表１．各条件の平均得点 

条件	 平均得点	

a. Distant/non-NPI 94.4 

b. Distant/NPI 94.4 

c. Local/non-NPI 93 

d. Local/NPI 94 

 

 

読み時間データ	

Region 6（critical region「信じなかったので」） 

	 critical regionである「信じなかったので」位置では、距離の主効果のみ有意（p < .001）であり、NPI の

有無と距離の交互作用はなかった（p >.05）（表２）。NPI 条件「誰も」と non-NPI 条件「誰もが」の両

条件で、Distant 条件が Local 条件よりも読み時間が長く Locality Effectが観察された（図１）。 

	 NPI条件「誰も」で見られた Locality Effectは、Nakatani (2009)で観察された NPI条件「しか」での結

果と一致する。しかし、本実験では、non-NPI条件「誰もが」においても Locality Effect（読み時間の増

大）が観察された。これは、「誰もが」がWh句を含むことによって、Locality Effectが観察された可能

性も考えられるが、non-NPI 条件で観察された Distant 条件での読み時間の増大は、「誰もが」の入力に

よって否定要素（e.g., 信じなかった）よりも肯定要素（e.g., 信じた）を予測していたことに影響され

ている可能性も考えられる。つまり、Distant 条件では、「誰もが」の入力から述語「信じなかった」の
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入力までの距離が長いことで、肯定要素の予測が強く働く一方、Local条件では、「誰もが」の入力から

述語「信じなかった」の入力までの距離が短いために、予測が強く働かず、予測に反する入力の処理負

荷が観察されなかった可能性が考えられる。この可能性については本実験では明らかにできなかったた

め、今後、検討していきたい。 

 

Region 7（spill-over region「店長が」） 

	 spill-over regionである「店長が」位置では、NPI有無の主効果が有意であり（p <.05）、non-NPI条件

の読み時間が NPI 条件の読み時間よりも長く、NPI の有無と距離の交互作用が有意であった(p = .046)

（表３）。単純主効果の検定を行ったところ、Non-NPI 条件で、Distant 条件が Local 条件よりも読み時

間が長く、Distant条件で、non-NPI条件の読み時間が NPI 条件よりも長かった。また、Distant/non-NPI

条件の読み時間が他の条件に比べて、長い傾向が観察された（図２）。 これは、non-NPI「誰もが」条

件では、予測（肯定要素の入力）に反することによる処理負荷が大きく継続している一方、NPI「誰も」

条件では、NPI「誰も」の入力により、否定要素の出現を予測していたために、項・述語の統合の処理

負荷が軽減されるためと考えられる。 

 

まとめ	

	 本研究では、日本語における項と述語の要素間の距離の違いが処理負荷に影響を与えるかどうか、否

定極性表現（NPI）の一つであり全称量化詞である「誰も」を含む文を用いて検討した。本実験により、

NPI であり、かつ wh 句を含む全称量化詞「誰も」を含む複文において、項と述語の要素間の距離の違

いが統合の処理負荷に影響を与えることが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録	

表２．critical regionにおける LMEの結果 

 
 

Fixed Effects
Estimate SE df t value p

(Intercept) 605.23 52.82 35.9 11.46 < .001 ***
Locality Effect -79.96 19.54 705.3 -4.09 < .001 ***
NPI marking -30.20 19.50 704.4 -1.55 0.122
Locality�NPI 12.01 39.02 704.4 0.31 0.758
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図１．critical regionにおける LMEモデル式から推測される読み時間 

 

 

表３．Spill-over regionにおける LMEの結果 

 

 

 

図２．critical regionにおける LMEモデル式から推測される読み時間 
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タロコ語文理解実験からみる基本語順と普遍的認知特性について 
―事象関連電位を指標として― 

矢野 雅貴 1, 2, 新国 佳祐 1, 小野 創 3, 木山 幸子 4, 里 麻奈美 5, 
Tang Apay Ai-yu6, 安永 大地 7, 小泉 政利 1 

1東北大学, 2日本学術振興会特別研究員, 3津田塾大学, 4三重大学（現：東北大学）, 
5沖縄国際大学, 6国立東華大学, 7金沢大学 

 
1.  文理解における語順の選好性 
 文理解の負荷に影響を及ぼす要因のひとつとして、語順がある（van Gompel, 2013）。例えば
「友子が太郎をほめた。」のような日本語の SOV 語順文は、「太郎を友子がほめた。」のような OSV
語順文よりも正誤判断が早くできる（Tamaoka et al., 2005）。同様の観察は、神経科学的な手法
を用いた研究でも報告されている。脳波の一種である事象関連電位(ERP)を指標とした実験で
Ueno & Kluender (2003)は、日本語の OSV 語順文に対して P600 と呼ばれる陽性波を観察して
いる。P600 は、英語の wh 疑問文・関係節などでも観察される成分であり、その振幅値は、移動
要素（filler）とその元位置（gap）の関係（filler-gap 依存）を構築する負荷に応じて増大する（Kaan 
et al., 2000; Phillips et al., 2005）。また、Kim et al. (2009)は、日本語の OSV 語順文では左下
前頭回（left inferior frontal gyrus）で賦活が増大することを報告している。これらの観察は、日
本語において、主語が目的語に先行する語順（SO語順文）が、目的語が主語に先行する語順（OS
語順文）よりも好まれることを示している。このような SO語順選好は、日本語に限らず、様々な
言語で報告されている（韓国語：金, 2012; ドイツ語：Bader & Meng, 1999; ロシア語：Sekerina, 
1997; フィンランド語：Kaiser & Trueswell, 2004, シンハラ語：Tamaoka et al., 2011; バス
ク語：Erdocia et al., 2009）。 
 しかし、SO語順を統語的基本語順とする言語（SO言語）を対象とした従来の研究では、SO語
順に対する選好性が、個別言語の基本語順によるものなのか（個別文法仮説）、あるいは、人間の
普遍的な認知特性によるものなのか（普遍認知仮説）は不明である。個別文法仮説に基づけば、
SO 言語における OS 語順での負荷の増大は、より複雑な統語構造を表象するコストを反映したも
のであると考えられる（Gibson, 2000; Hawkins, 2004; Marantz, 2005; O’Grady, 1997; 
Pritchett & Whitman, 1995）。一方、普遍認知仮説では、Agent 項が Patient 項（Goal 項）に
先行する SO 語順文の方が負荷が低いという説明が可能である（Bornkessel-Schlesewsky & 
Schlesewsky, 2009a, 2009b; Kemmerer, 2012; Tanaka et al., 2011）。この二つの仮説はど
ちらも、SO 言語では SO 語順選好を予測するため、SO 言語を対象とした研究では、これらの仮
説の妥当性を検討することが難しい。一方、OS 言語では、個別文法仮説は OS 語順選好を予測す
るのに対し、普遍認知仮説では SO語順選好が予測される。従って、OS言語を対象とすることで、
これらの仮説の妥当性を検証することができる。 
 
2.  事象関連電位(ERP)実験 

A-3
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2.1.  実験文と実験手順 
 本研究では、文理解上選好される語順と統語構造及び普遍的認知特性の関係性を探るために、
VOS 語順を基本語順とするタロコ語を用いた文理解実験を実施した。危機言語でもあるタロコ語
は、台湾で話されるオーストロネシア語族セデック語の一つである。基本語順は、(1a)(2a)のよう
な VOS 語順であり、VOS の S を前置することによって、(1b)(2b)のような SVO 語順を派生させ
ることが可能である（Aldridge, 2004; 月田, 2009）。対称的ヴォイス体系(symmetrical voice 
system)を持つタロコ語は、Actor 項を主語として扱う Actor Voice (AV)や、Goal 項を主語とし
て扱うGoal Voice (GV)があり、主語がActor 項であるかGoal 項であるかは、動詞に付く接辞（AV: 
em, GV: un/an）で区別される。 
 
(1) a. AV-VOS:  qmqah   emqliyang niyi  ka  embanah niyi.          
  kick.AV  blue DET NOM    red DET 
   ‘The red kicks the blue.’ 
 b. AV-SVO:  embanah niyi  o  qmqah   emqliyang niyi.            

red DET FOC kick.AV      blue DET 
(2) a. GV-VOS:  qqahan   embanah niyi  ka  emqliyang niyi. 
   kick.GV     red DET NOM    blue DET 
 b. GV-SVO:  emqliyang niyi  o qqahan   embanah niyi. 
  blue DET FOC kick.GV      red DET 

 
図 1. 文・絵画一致課題で使用した絵 

 
 実験では、(1)(2)に示したヴォイス（AV／GV）と語順（VOS／SVO）を操作した 4種類の文を
音声呈示し、その際の ERP を計測した。実験参加者は、文呈示後にモニターに呈示される絵（図
1）が、直前に呈示された文の内容と合致しているかどうかを判断し、ボタン（Cedrus 製 RB-740）
を押して回答した（文・絵画一致課題）。実験文は、各条件 48 文（計 192 文）あり、リストに分
配せずランダムに呈示した。 
 
2.2.  実験参加者 
 25 名のタロコ語母語話者が参加し、全員のデータを使用した（男性：7名、女性：18 名、平均
年齢：61 歳 6 ヶ月、SD：12 歳 6 ヶ月、右利き）。全員が、生後間もなくタロコ語を習得し始め、
中国語は 7歳前後で習得し始めたと報告している。 
 実験参加者からインフォームド・コンセントを得た上で、実験協力者であるタロコ語語母語話者
が、タロコ語で実験の課題を説明した。その際、実験参加者が、実験で使用する色（黒・赤・青・
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白）と動詞（例：蹴る）を全てタロコ語で答えられることを確認した。 
 
2.3.  予測 
 SVO 語順は、VOS 語順から名詞句の移動によって派生したと考えると（Aldridge, 2004）、第
3 領域（下線部）において filler-gap 依存が構築されると考えられるため、この領域を関心領域と
した。もし個別言語における統語構造の複雑性が文処理負荷に反映されるとすれば、基本語順であ
る VOS 語順文(1a)(2a)に比べて、派生語順である SVO 語順文(1b)(2b)の方が処理負荷が高いと予
測される。従って、個別文法仮説は、SVO 語順文において P600 効果が惹起されることを予測す
る。一方、文処理負荷は、Agent 項と Goal (Patient)項の順によって決定されているとすれば、 AV 
条件では SVO 語順文、GV条件では VOS 語順文が選好される。従って、普遍認知仮説が妥当であ
れば、AV・VOS 条件と GV・SVO 条件において P600 効果が観察されると予測される。また、統
語構造の複雑性と言語普遍的な認知特性の両方が文処理負荷に影響していとすれば、ヴォイスと語
順の交互作用が予測され、GV における語順効果は AV における語順効果よりも大きいことが予測
される。 
 
2.4.  結果 
 第 3 領域の総加算平均波形を図 2に示した。 

 
図 2. 第 3 領域における総加算平均波形. 横軸は時間（1 目盛り 100 ms）、縦軸は電位量（‒3 か
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ら 3 µV）. 陰性が上向き.  
 
 分析は、刺激呈示開始後 100 ms 以降を 200 ms 毎に区切り、その時間帯の平均振幅値を従属
変数とした分散分析を行った。要因配置は、ヴォイス（AV／GV）✕ 語順（VOS／SVO）✕ 電極
位置（前頭性及び左右）であった（記録方法・分析方法の詳細は Appendix を参照）。 
1. 100‒300 ms：正中線と傍矢状洞部で語順の主効果が有意であり、SVO 語順の方が、VOS

語順に比べて陽性方向に偏移していた。また、全ての領域において語順 ✕	前頭性の交互
作用が有意であり、頭頂部及び後頭部（Cz, Pz, C3/4, P3/4, T7/8, P7/8, O1/2）で、より
大きな陽性方向への偏移が認められた。 

2. 300‒500 ms：全ての領域で語順の主効果と、語順 ✕	前頭性の交互作用が有意であり、SVO
語順に対して、頭頂部・後頭部を中心とした陽性波が観察された。また、ヴォイス ✕	語
順の交互作用が全ての領域で有意、ヴォイス ✕	語順 ✕	前頭性の交互作用が傍矢状洞部と側
頭部で有意であった。ヴォイス毎に下位検定を行ったところ、SVO 語順に対する陽性方向
の偏移は、GV 条件の方が効果が大きかった（図 3, 4）。また、AV条件では右半球でより
強い陽性波が見られた。 

3. 500‒700 ms：側頭部のみ語順の主効果が有意であり、T7/8, O1/2 で SVO 語順に対し
て有意な陽性波が観察された。また、傍矢状洞部ではヴォイス ✕	語順 ✕	前頭性の交互作
用が有意であり、AV条件においてのみ右半球で語順の効果が有意であった。 

4. 700‒900 ms：傍矢状洞部で語順 ✕	左右の交互作用が有意であり、下位検定の結果、右半
球においてのみ SVO 語順に対する陽性波が有意であった。また、ヴォイス ✕	語順 ✕	前頭
性の交互作用も有意であり、AV条件においてのみ右半球で語順の効果が有意であった。 

 
   図 3. Pz における平均振幅値（µV）    図 4. 傍矢状洞部における平均振幅値（µV） 
 
3. 考察 
 実験の結果、VOS 語順と比較して、SVO 語順において陽性波が確認された。この陽性波は、典
型的な P600 よりも頂点潜時が早いが（M = 472 ms, SD = 153 ms）、頭頂部を中心に分布して
いることから P600 に似た成分であると考えられる。ヴォイスに関わらず SVO 語順で陽性波が惹
起されたという結果は、SO 語順選好が普遍的な認知特性を反映しているという普遍認知仮説とは
整合しない。語順選好を Agent 項-Goal 項の相対的順序の観点から考えると、GV条件では正しく
VOS 語順選好が予測されるが、AV 条件では SVO 語順選好を予測してしまう。一方、個別文法仮
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説と本実験の結果は整合する。SVO 語順は VOS 語順から派生された語順であるため、SVO 語順
では、前置された S（filler）を元位置（gap）に統合する処理が行なわれると考えられる。本実験
で観察された P600 効果は、このような処理を反映して惹起されたと考えられる。 
 ただし、個別文法仮説は、刺激呈示開始後 300‒500 ms で観察されたヴォイスと語順の交互作
用を説明できない。しかし、この結果は、2.3 節で述べたように、個別言語仮説と普遍認知仮説の
相互作用によって説明できる。文処理負荷を決定する上で主要な要因は、統語構造の複雑性である
が、意味役割の順序も負荷に影響を及ぼすと考えると、GV 条件では、これら二つの要因によって
SVO 語順で負荷が増大することが予測される。一方、AV 条件では、SVO 語順の方が統語構造は
複雑であるが、意味役割の観点から考えるとこの語順の方が好まれると予測される。つまり、統語
構造の複雑性と意味役割の順序という二つの要因の相互作用の結果、GV 条件の方が語順効果によ
る処理負荷が大きくなったと考えられる。 
 
4. 結論 
− 文理解における SO 語順選好は言語普遍的ではなく、タロコ語では SVO 語順よりも VOS 語

順の方が処理負荷が低い。 
− 語順交替に関わる文処理負荷は、個別言語の統語構造の複雑性から説明が可能であり、これは、

統語的に複雑な構造を心的に表象する困難さを反映していると考えられる。 
 
Appendix: 脳波の記録・解析・統計方法 
− 脳波の記録には、Brain Products 製の QuickAmp 及び Ag/AgCI 電極を用いた。探査電極は、頭皮上

の 17 カ所（F3/4, C3/4, P3/4, O1/2, F7/8, T7/8, P7/8, Fz, Cz, Pz）、眼電図記録用の電極は、左眼
下・左眼左に設置した。記録時は平均電位基準法を用い、解析時に両耳朶から記録した電位の平均値に
再基準化を行った。電極間抵抗値は 10 kΩ 未満であり、サンプリング周波数 1000 Hz、DC‒200 Hz
のオンラインフィルタで記録した。 

− 解析は、まず各領域の‒100 ms から 1000 ms までをエポック化し、0.1 Hz のローカットフィルタと
30Hz のハイカットフィルタを適用した。その後、独立成分分析を実施し、SASICA（Semi-Automated 
Selection of Independent Components of the electroencephalogram for Artifact correction, 
Chaumon et al., 2015）に従って、アーチファクトを含む独立成分を除外した。残ったデータに対し
てベースライン補正及び加算平均を行った。その際、±100 µV を超える電位を含む試行は、アーチフ
ァクトの混入があるとみなし、加算から除外した（全体の 1.48%）。文と絵の内容が合致する試行と合
致しない試行（各条件 24 試行ずつ）は音声呈示中の違いはないため、これらを区別せずに加算平均し
た。 

− 統計分析は、ヴォイス（AV／GV）✕ 語順（VOS／SVO）✕ 電極位置（前頭性及び左右）を要因とす
る分散分析を行った（正中線： Fz, Cz, Pz、傍矢状洞部：F3/4, C3/4, P3/4、側頭部：F7/ 8, T7/8, P7/8, 
O1/2）。時間窓は、刺激呈示開始後 100‒300 ms, 300‒500 ms, 500‒700 ms, 700‒900 ms であっ
た。自由度が 1より大きい反復測定を含む分散分析では、球面性の仮定からの逸脱を補正するため、球
面性の検定が有意であった被験者内要因についてGreenhouse- Geisserのεによる調整を実施した。 
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中国語を母語とする日本語学習者による	

正順とかき混ぜ語順の受動文の理解	

謝	 尚琳・小泉	 政利（東北大学）	

	

1. はじめに	

	 日本語の語順は比較的自由であり、語順の違いによって文の命題的な意味（動作主・非

動作主）は変化しない。しかし、言語処理においては、語順の違いが負荷に影響を及ぼす

ことが知られている。日本語母語話者を対象とした文処理実験では、態（能動・受動・可

能）の種類に関わらず、基本語順文である「主語−目的語−述語」語順よりも、かき混ぜ語

順である「目的語−主語−述語」のほうが処理時間が長いという「かき混ぜ効果」が観察さ

れる（中條,1983; Miyamoto & Takahashi 2002; Tamaoka et al. 2005）。 

一方、中国語の基本語順は日本語と異なり、「主語−述語−目的語」である。中国語では、

日本語の「が」、「を」などのような格助詞が使われず、語を並べる順番により、文の意味

を決定することになる。従って、統語構造を構築する上で語順が最も重要な情報となる。 

	 これまでに多くの研究が、日本語受動文と中国語受動文との差異を検討してきたが、今

までの研究結果から、中国語を母語とする日本語学習者が異なる語順の受動態文をどのよ

うに処理しているかはまだ明らかになっていない。日本語の受動態は、動詞に受動マーカ

ー「られ」をつけることで表される。一方、中国語では、動詞自体の変化はなく、中国語

受動文(2b)の動詞「打」は、能動文(2a)の「打」と同じ動詞の原形である。受動態は、受動

マーカー「被」を、２つ目の名詞の前に置くことで表される。	

	

 (1)  a. 日本語能動文				張は	 王を	 殴った。 

 	 	b. 日本語受動文	 	 王は	 張に	 殴られた。 

 

 (2) a. 中国語能動文  小张 打了 小王。 

	 			b.	中国語受動文  小王  被 小张 打了。	

	

	 では、このような基本語順や受動化の差異は、中国語母語話者が日本語文を処理する際

にどのような影響を及ぼすだろうか。韓国語母語話者・中国語母語話者を対象として英語

及び日本語の文処理時の脳活動パターンを検討した Jeong et al.(2007)は、母語と第二言語と

の類似性が、第二言語の文処理能力に大きな影響を及ぼすことを報告している。従って、

特に統語的類似性の低い受動文の場合、中国語母語日本語学習者は理解が困難になること

A-4
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が予測される。本研究では、この可能性を検討するために、語順と態を操作した文正誤判

断課題実験を実施した。 

 

2. 実験	

2.1.	実験参加者	

	 日本語母語話者は、東北大学の大学生 26名であった。（女性：3名、平均年齢：20.5歳、

SD：2.3 歳）。中国語を母語とする日本語学習者は、38 名（女性：31 名、平均年齢：25.5

歳、SD：2.37歳）が実験に参加した。全員が、日本在住者であり、日本語能力試験１級(N1)

に合格している。実験の終了後、実験参加者の日本語習熟度を測定するため、筑波大学留

学生センターで作成した日本語文法テスト、WEB版 SPOT（Simple Performance-Oriented Test, 

四者択一の 90 問からなる）を行った。平均得点は 75 点（90 点満点）で、標準偏差は 8.2

点であった。 

 

2.2. 刺激と手続き	

	 ターゲット文１セットの例文は以下の通りである。名詞（苗字）と動詞のモーラ数、使

用頻度、難易度を統制した上で作成した。 

 

  (3)  a.	 能動文・基本語順	 	 	 	 安田が	 竹野を	 叩いた。	  

        b.	 能動文・かき混ぜ語順	 	 竹野を	 安田が	 叩いた。	 	  

        c.	 受動文・基本語順	 	 	 	 竹野が	 安田に	 叩かれた。	 	  

        d.	 受動文・かき混ぜ語順	 	 安田に	 竹野が	 叩かれた。 

 

	 刺激文はラテン方格法によって 4 つのリストに分けられた。各リストに、ターゲット文

48（各条件 12文）を分配した。これにフィラー文 60文（意味的に不自然な文）（例：机を	

松本が	 稼いだ。）を加え、計 108 文を呈示した。本試行に移行する前に、練習試行を 16

文実施した。 

	 各試行においては、まず注視点が 1000ms 呈示され、その後画面の中央に、文が一文呈

示された。実験参加者は、その文が意味的に自然かどうかをできるだけ早く正確に判断し

YES または NO のボタンを押すように教示された（文正誤判断課題）。実験ソフトは、

PsychoPy2,v1.8.3.03を使用した。 

	

2.3. 中国人日本語学習者を対象とした実験結果の予測	

	 玉岡（2005）は、能動文を用いて実験した結果、中国人日本語学習者も基本語順文より
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かき混ぜ語順文の処理時間の方が長くなることを報告している。これは、中国人日本語学

習者も、日本語母語話者と同様に能動文の基底構造を構築していることを示唆する。この

結果に基づき、本研究でも、かき混ぜ語順文は基本語順文より、反応時間が長くなること

が予測される。また、玉岡 (2005) は中国人日本語学習者が可能文を処理する際に日本人

と同様にかき混ぜ効果が見られるかどうか実験的調査を行い、正答率が上位の群において、

可能文のかき混ぜ効果が見られたことを報告している。本実験での参加者は全員 N1 に合

格している日本在住者であるため、本実験でも日本人母語話者と同様に受動文においてか

き混ぜ効果が予測される。 

	

2.4. データ分析	

	 正答率及び反応時間の分析には、線形混合モデルを用いた。固定因子は、態（能動態・

受動態）、語順（基本語順・かき混ぜ語順）、文法テスト成績（中国語母語日本語学習者の

み, z値）であり、ランダム因子は、実験参加者、刺激セットである。まず最大モデルを作

成し、その後、後進ステップワイズ法によって最適モデルの選定が行われた (Brown et al., 

2012)（最大モデルは付録を参照）。分析には、R (R Core Team, 2016)の lme4 (Bates et al., 2015)

及び lmerTest (Kuznetsova et al., 2016)を使用した。 

	 日本語母語話者の実験データの分析では、誤答であった試行、400ms を下回るデータ、

もしくは 4000msを上回るデータを除外し、さらに平均から 2.5SDを超える値を除外した。 

	 中国語母語日本語学習者のデータ分析では、誤答であった試行と、400msを下回るデー

タ、もしくは 6000msを上回るデータを除外し、さらに平均から 2.5SDを超える値を除外

した。日本語母語話者と中国語母語話者のどちらにおいても参加者の除外は行わなかった。 

 

3. 結果と考察  

3.1. 日本語母語話者  

	 正答率を分析した結果、語順の主効果が有意傾向で、かき混ぜ語順文の方が基本語順文

よりも正答率が低かった (β= -0.53, t= -1.83, p=0.07)。そのほかの主効果と交互作用は見られ

なかった。次に、反応時間について分析を行った。その結果、語順の主効果が有意であり、

かき混ぜ語順文の反応時間は、基本語順文の反応時間よりも長かった（図 1）(β=131.46, 

t=4.83, p<0.01)。態の主効果と、語順と態の交互作用は有意ではなかった (p>0.10)。 
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図１	 日本語母語話者の反応時間 
 

	 今回の実験結果から、かき混ぜ効果が観察された。この結果は、日本語母語話者を対象

とした先行研究の結果 (Tamaoka et al.,2005)と一致しており、実験で用いられた刺激材料文、

実験プログラムと手順などの実行可能性が確認された。 

 

3.2. 中国人日本語学習者	 	

	 正答率のデータから見ると、語順と態の効果がいずれも有意ではなかった (p>0.10)。次

に、反応時間について分析を行った。その結果、態の主効果が有意であり、受動文は能動

文よりも反応時間が長かった（図 2）(β=130.23 , t=2.33, p<0.05)。これは、中国人日本語学

習者にとって、受動文の方は能動文より反応しにくいことを示している。 

 

図２	 中国語母語日本語学習者の反応時間	

	

	 また、語順の主効果が有意であり、かき混ぜ語順文の反応時間は、基本語順文の反応時

間よりも長かった(β=184.58 , t=4.15, p<0.01)。これは玉岡（2005）の能動文の実験結果と整
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合する。日本語母語話者と同様にかき混ぜ効果が観察されたことにより、中国語を母語と

する日本語学習者においても、二項動詞の能動文と受動文の基底構造が作られていること

が示唆された。 

	 さらに、態と語順の交互作用が見られたため、各態において語順の効果を検討した(β= 

-152.55, t=-2.21, p<0.05)。分析の結果、どちらの態においても語順の効果が認められたが、

受動文の方が能動文よりも語順の効果は小さかった(能動文：β=258.08, t=4.19, p<0.01; 受動

文：β=119.65, t=2.49, p<0.05)。この結果は、態によって、かき混ぜ語順文における負荷の増

大が語順の文処理への影響が一様ではなく、能動文のほうが、かき混ぜ効果が顕著である

ことを示している。受動文でかき混ぜ効果が小さかった理由として、行為者が先行する語

順を好む効果がかき混ぜ効果を打ち消す方向に働いた可能性が考えられる。 

	 能動文においては、語順と習熟度の交互作用がなかったが、受動文では、語順と習熟度

の交互作用が見られた。習熟度毎の語順効果を見るため、習熟度の平均値から+1SD（83.2

点）と-1SD（66.8点）における語順の効果を検討した (cf. Preacher et al., 2006)。その結果、

どちらの群でも語順の主効果は有意であったが、低習熟度の方が語順の効果は小さかった

（高習熟度：β=227.06, t=3.45, p<0.01; 低習熟度：β=136.35, t=2.15, p=0.04）。この結果は、

学習者が能動文を処理する際は習熟度にも関わらず、二種類の語順を同様に処理できるが、

受動文の処理においては、低習熟度の学習者よりも高習熟度の学習者のほうが語順の効果

が大きく、より母語話者に近い処理を行っていることを示唆すると考えられる。 

	 日本語母語話者の実験では、態の主効果と、語順と態の交互作用は有意ではなかった。

これは、母語話者が態に関わらず、文処理を行っていることを示している。一方、中国人

日本語学習者の実験結果は両方とも有意であった。上級学習者（N１に合格した留学生）

は、母語話者と同様に基底構造を構築しているとしても、受動態の処理は比較的困難であ

ることが示された。受動文の方が能動文よりも語順の効果は小さかった結果から、受動態

に更にかき混ぜを加え、一層処理負荷がかかることが明らかになった。 

 

4.	 結論  

	 本研究では、中国語母語日本語学習者がどのように日本語の態と語順を処理しているか

を検討した。その結果、受動文は能動文よりも、かき混ぜ語順文は基本語順文よりも、反

応時間が有意に長かった。また、受動文の方が能動文よりも語順の効果が小さかった。さ

らに、受動文においては、習熟度の低い学習者における語順の効果は小さかった。したが

って、受動文においては、低習熟度の学習者よりも高習熟度の学習者のほうが語順の効果

が大きく、より母語話者に近い処理を行っていることが示唆された。 
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付録  

最終モデル 

反応時間（日本語母語話者）：lmer(RT ~ Voice * WordOrder + (1|participant) + (1|set) + 

ItemOrder + Mora, data = data) 

反応時間（日本語学習者）：lmer(RT ~ Voice * WordOrder * Score + (1+Voice+WordOrder 

|participant) + (1+Voice |set) + ItemOrder + Mora, data = data) 
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発表題目：非対格動詞と非能格動詞の漢語動詞の読み時間の比較 
発表者氏名：吉田絢奈・宮本エジソン 
 
１．はじめに 
 日本語には、名詞（「増加」、「散歩」など）が「する」と共起することで動詞化する語彙があり、動名詞、もしくは

Verbal Noun（VN）と呼ばれる（影山 1993）。また、これらの語彙は「散歩をする」のようにヲ格との共起も可能であ
る。動名詞と「―をする」の共起に関してGrimshaw & Mester（1988）では次のように述べている。まず、動名詞と共起
することのできる「―をする」の「する」は軽動詞（light verb）であり、それ自体は項構造を持たないものの、共起す
る動名詞にヲ格を付与する機能がある。また、軽動詞の「する」が共起する動名詞は、必ず項構造を持つものであり、

動名詞の項構造の一部、または全てが「する」に項転移（Argument Transfer）するとした。そして、軽動詞「する」の特
徴として、主語には意味的な制限がないとし、人間・非人間、有生物・無生物に関わりなく主語になることができると

述べた。 
しかし、このGrimshaw & Mester（1988）の主張に対して、「―をする」を許さない動名詞があることが報告されてい
る（Miyagawa 1989; Tsujimura 1990; 影山 1993; 小林 2004）。Grimshaw & Mester（1988）では（1a）は文法的であると
述べているが、Miyagawa（1989）では（1b）は容認できるが、（1a）は容認できないと述べている。 

 
（1）a. 矢が的に命中をした。             （Grimshaw & Mester 1988: 210） 

b. 矢が的に命中した。              （Miyagawa 1989: 659） 
 
（1a）が容認できない理由として、「―をする」と共起する動名詞の非対格性を挙げている（Miyagawa 1989）。Burzio
の一般化によると、外項を与えられる動詞のみが対格を付与できると言われている（Burzio 1986）。Miyagawa（1989）
によると、動名詞「命中」は、その非対格性により、外項を持たず、そのためBurzioの一般化で言われるように、対
格を付与することもできない。つまり、「命中」の項構造が仮に項転移によって「する」に移動したとしても、外項が

ないため、「する」はヲ格を動名詞「命中」に付与することができないとMiyagawa（1989）では説明をしている。そ
して、「―をする」と共起する動名詞は非能格もしくは他動詞性を持つものだと結論づけている（Miyagawa 1989）。
Miyagawa（1989）と同様に、非対格性の動名詞が「―をする」との共起を容認できないことはTsujimura（1990）でも
報告されている。また、影山（1993）も漢語動名詞と「―をする」の共起に関して非対格性から論じ、Miyagawa
（1989）、Tsujimura（1990）と同様の結論に至った。影山（1993）は、更に、動詞の非対格性の違いについて、動詞の
とる主語の相違から次のように述べている。非対格動詞と非能格動詞の違いはコントロール性の有無だとし、非能格

動詞の主語はある出来事を自らコントロールできる力を持つと説明されている。対して、非対格動詞の主語は、自身

で行為を引き起こす力はなく、状態変化は自然の力によって発生する。日本語における動詞の非対格性を決定する要

因については小林（2004）でも指摘されている。非対格性を表す要因として、動作主性及び完了性が先行研究では議
論されてきたが、日本語における非対格性を示す要因として、動作主性が完了性より重要であるとした。 
動名詞の非対格性と「―をする」の共起について、上述の先行研究では全て内省判断に基づいて行われている。また、

影山（1993）では、「―をする」の容認について次の可能性について述べている。 
 
（2）VNの対格付与については話者間で変動が観察され、特に一部の方言の若い年齢層ではほとんど総ての

VNが機械的に「を」を伴うことが可能であるらしい 
（影山 1993: 294） 

 
つまり、動名詞の持つ項構造によって、「―をする」の容認が異なると従来の研究では結論付けられているものの、

その容認については話者間の個人差があることが考えられる。そのため、言語学者の内省判断によって主張されている

上述の研究通りに日本語母語話者が動詞の非対格性とヲ格の共起を容認しないかは不明確である。従って、本研究では、

読文実験を行い、日本語母語話者における漢語動詞のヲ格との共起が先行研究で述べられてきた動詞の語彙特性に基づ

くものかどうかを調査する。 
本研究では先行研究に基づき、以下の予測が立てられる。 

 
 

A-5
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（I）非能格動詞において、「―する」と「―をする」の読み時間（以下RT）に相違が確認されない結果がも
たらされた場合は、上述のGrimshaw & Mester（1988）、Miyagawa（1989）、Tsujimura（1990）、影山（1993）、
小林 （2004）の主張と一致する。 

（II）非能格動詞に関しては、結果によって以下のいずれかに当てはまる。 
a.「―する」と「―をする」の RTに違いがない結果であれば、Grimshaw & Mester（1988）の主張と一致する。   

そして、（2）で上述されている影山（1993）の指摘した若者話者の傾向に沿う結果となる。 
b. ヲ格と共起する非対格動詞の RT がヲ格を伴わないものと比較して遅延が確認された場合には、Miyagawa
（1989）、Tsujimura（1990）、影山（1993）、小林 （2004）の主張を支持する結果となるとなる。 

 
非能格動詞のヲ格との共起については、先行研究で一致する見解であるが、非対格動詞のヲ格との共起に関しては、先

行研究内で異なる意見が主張されている。 
 
２．実験 
２．１ 実験参加者 
本研究では、日本語母語話者36名が実験に参加した。実験参加者の年齢は 18歳から 24歳に渡った（平均 20.64歳、

SD＝1.81）。 
 
２．２ 項目 
表 1、表 2で示すように動詞の種類（非能格動詞、非対格動詞）とヲ格の有無で項目を作成した。 
 
表 1. 非能格動詞の刺激文及び提示された領域 
ヲ格 R1 R2 R3 R4 R5 R6 
無 木村さんによると、 朝１０時ごろ 入院中の 松本さんが 散歩した ようだ。 
有 木村さんによると、 朝１０時ごろ 入院中の 松本さんが 散歩をした ようだ。 

 
表 2. 非対格動詞の刺激文及び提示された領域 
ヲ格 R1 R2 R3 R4 R5 R6 
無 インターネットによると、 ８０年代に 日本車の 輸出が 増加した ようだ。 
有 インターネットによると、 ８０年代に 日本車の 輸出が 増加をした ようだ。 

 
刺激文は表 1、2のようにR1～R6の 6領域に分割して提示された。刺激文の主語にあたるR4では、非能格動詞の
場合は常に人名を使用し、非対格動詞の場合は無生物の主語を使用した。このように主語を選ぶことで、小林

（2004）の主張である動作主性を保証し、動詞の非能格性、非対格性を明確にした。 
刺激文は、表 1、2のようなペアをそれぞれの動詞の種類に対して 20ペアずつ作成した。つまり、2×2の 4条件の
デザインとなり、ヲ格有無は項目内、動詞の種類（非能格・非対格）は項目間の要因である。ラテン方格法に基づき

刺激文を４リストに分け、ひとりの実験参加者が同じ刺激文を 2回以上読むことを避けた。2つのリストには 96フィ
ラー項目も含まれ、刺激文の連続して提示されないように、擬似ランダムに提示した。（この実験では日本語と英語の

コードスイッチングに関わる条件が 2条件含まれているが、ここでは報告していないため、条件として含まない。） 
上述の（I）で述べた先行研究に従う場合、非能格動詞ではヲ格の有無による有意差は確認されないはずである。そ
して、非対格動詞の場合、ヲ格の有無によって有意差がある結果、具体的にはヲ格が共起する条件でRTに有意な遅
延が確認される結果であれば、非対格性によってヲ格が共起できないことが示される。この場合、（IIb）で説明されて
いるMiyagawa（1989）、Tsujimura（1990）、影山（1993）、小林（2004）の結果を支持する結果となる。対して、非対
格動詞において、ヲ格の有無による有意差が確認されない結果となった場合は、（IIa）で要約したように、Grimshaw 
& Mester（1988）、及び影山（1993）で報告されている若者話者の言語傾向に適合することとなる。 
 
２．３ 手続き 
 Doug Rohdeが作成したプログラムであるLinger（http://tedlab.mit.edu/~dr/Linger/）を使用した。移動窓法を用いた語句
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ごとの自己ペース読文法を用い、領域ごとのRTを計測した。実験参加者は、各項目を読文後、文に対する自然さの評
価を 6段階で行い（1：とても不自然、6：とても自然）、その後、読んだ文に関する正誤の理解テストが提示された。 
 
２．４ 分析 
理解テストの正答率、文の自然さ評価、領域ごとのRTは全て統計分析プログラムRバージョン 3.3.0（R Core Team 

2016）を用いて分析された。理解テストの正答率、自然さ評価、領域ごとのRTの分析では、固定因子として動詞の種
類とヲ格の有無とその交互作用を含めた。RT の分析では、領域ごとにモーラ数が異なるため、モーラ数も固定因子と
して含んだ。 
理解テストの正答率は lme4パッケージ、バージョン 1.1-12 （Bates et al. 2015）の混合ロジットモデルを用いた。自然
さの評価は ordinalパッケージ、バージョン 2015.6-28（Christensen 2015）に含まれる累積ロジット混合モデルによって
分析された。RTは lme4パッケージ、バージョン 1.1-12 （Bates et al. 2015）の線形混合モデルを使用した。全ての分析
において、実験参加者と項目をランダム要因として入れた。それぞれ後進ステップワイズの様式によって，最終モデル

を選択した（Baayen et al. 2008）。交互作用が確認された場合は、lsmeansパッケージ、バージョン 2.23-5（Lenth 2016）
の lsmeans関数を使用して対比較を行った。 
  
３．結果 
各条件に対する理解テストの正答率の平均、評価値の平均、及び各領域のRTの平均は表 3のとおりである。 

 
表 3. 領域ごとのRTの平均（ms）、正答率の平均（%）、自然さの評価値の平均（全て実測値） 

動詞 ヲ格 R1 R2 R3 R4 R5 R6 正答率 
自然さの 
評価値 

非能格 
無 787 584 547 603 450 568 97.78 5.14 
有 784 574 554 554 492 574 95.56 5.37 

非対格 
無 701 593 548 483 454 528 97.22 5.64 
有 689 593 528 492 472 591 92.22 5.43 

 
理解テスト 
理解テストの平均値は 95.69％であり、実験参加者の全員が 80％以上（85％～100％）の成績を収めた。ヲ格の固定因
子のみ有意であり、ヲ格を含む条件の正答率が低かった（非能格動詞の場合、β= -0.95, z = -2.25, p = .025；交互作用は
β= 0.41, z = 0.49, p = .626；carパッケージ、バージョン 2.1-3、Fox & Weisberg 2011のAnova関数を用いた場合のヲ格の
固定因子は p = .020）。 
 
自然さの評価 
動詞の種類とヲ格の交互作用が有意であった（β= -1.23, z = -3.42, p < .001）。このことからヲ格の有無の評価値は動詞
の種類によって異なることがわかる。lsmeans 関数を使用した対比較の結果、非能格動詞の場合、ヲ格無しの評価値は
ヲ格有りの評価値よりも有意に低いことがわかった（β= -0.18, z = -2.15, p = .032）。そして、非対格動詞の場合はヲ格無
しの評価値はヲ格有りの評価値よりも有意に高いことがわかった（β= 0.14, z = 2.14, p = .032）。 

 
領域ごとのRT 

RTの分析に際して、理解テストで正解となったデータのみを含めた。トリミングは 2段階で行った。まず、読み時
間の極めて短い、もしくは長いデータは実際の読み時間を反映していないと判断し、100ms未満と 5000msを越えたデ
ータ（0.24%）は除外した。次に、各領域でモデルから 3SD以上のデータを削除し（合計1.50%）、モデルを再構築した
（Baayen 2008）。RTは、Satterthwaite approximationsを用いて自由度を求めた。本稿では、重要な領域であるR5及びR6
の分析結果のみ報告する（R6の詳細な結果は付録 1を、その他の領域の分析結果については付録 2を参照されたい）。
動詞を提示した領域であるR5では、主効果及び交互作用が確認されなかった。予測されていたRTの差は次のR6で見
られ、これはR5のスピルオーバー効果と考えられる。R6では、動詞の種類とヲ格の交互作用が有意であり、非能格動
詞におけるヲ格の有無による RT の差よりも、非対格動詞のヲ格の有無による RT の差が大きいことがわかった（β= 
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75.69, t = 2.09, p = .037）。次に、lsmeans関数を使用し、対比較を行った（図 1参照）。その結果、非能格動詞のヲ格有り
のRT（予測値：520）とヲ格無しのRT（予測値：524）の間に有意な差は確認されなかった（β= 4.08, t = 0.16, p = .873）。
対して、非対格動詞のヲ格有りのRT（予測値：548）とヲ格無しのRT（予測値：476）の差は有意であり、ヲ格有りの
ほうが、RTが速いことが確認された（β= -71.61, t = -2.78, p = .006）。  
 
 

エラーバー：95％信頼区間  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．考察 
今回の実験結果より、非対格動詞が「―をする」を伴う場合には、「―する」と比べ、RTに遅延が確認され、不自然
さが感じられることが明らかとなった。自然さの評価値の結果では、非対格動詞がヲ格と共起する場合は、ヲ格がない

場合よりも低い評価を行った 。これらの結果は、先述の予測（IIb）を支持するものであり、Miyagawa（1989）、Tsujimura
（1990）、影山（1993）、小林 （2004）で用いられた内省判断と一致するものである。つまり、（IIa）で示された非対格
動詞とヲ格の共起に関する予測は棄却される。 
影山（1993）の若者話者の言語傾向については、本実験の実験参加者の多くが人文系の学部に所属する学生だったた
め、言語使用に対して厳密であった可能性が考えられる。この点に関しては、様々な属性を持つ若者を実験参加者とす

る調査を今後行なうべきだろう。 
次に、非能格動詞に対しては、RT ではヲ格の有無による遅延は確認されなかったものの、自然さの評価値の結果で
はヲ格が共起する場合は、ヲ格がない場合よりも高い評価となった。RT の結果は、ヲ格の有無に差が生じないという
予測（I）に従うが、自然さの評価については予測（I）に反する結果となった。自然さについてこのような結果が得ら
れた理由として、非能格動詞は、外項を持つ動詞であり、自動詞であるものの、Bruzioの一般化では対格を与えること
ができる動詞と考えることができ、そのため、ヲ格が共起した場合のほうがより自然に感じると考えられる。 
本実験結果では、付録 2の表 9に当たる、有意差が予測されていない動詞の前の領域であるR3で動詞の種類とヲ格
の有無の交互作用が確認されたため（p = .077）、RTの分散の安定化と正規性を改善するためにデータの変換を行った分
析を現在行っている。その予備的分析では、R3 の交互作用は現れず、更に重要な領域での同様の有意差が確認されて
いる。 
 
５．結論 
 本実験では漢語の動名詞の動詞の種類（非能格動詞、非対格動詞）と「―をする」の容認について、言語処理の側

面から調査を行った。その結果、非対格性を持つ動名詞の場合、「―する」よりも「―をする」の際にRTに遅延が見ら
れた。非能格動詞については、ヲ格の有無によるRTの遅延は確認されなかった。つまり、本実験の結果は、Miyagawa
（1989）、Tsujimura（1990）、影山（1993）、小林（2004）の研究に従うものである。読文実験によりこのような結果が得
られたことから、母語話者は文を読みながら瞬時に動詞の種類とヲ格の共起について計算し、言語学者の内省に基づく

判断と同様の判断を行っていることが示唆できる。 
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付録１：理解テスト、自然さの評価、R6のRTの結果 
 
表 4. 理解テストの結果 
Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace Approximation) ['glmerMod'] 
Formula: glmer(correct ~ verb * case + (1  | subj) + (1 | itemN), family = binomial) 

 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
(Intercept) 3.7920 0.4213 9.000 <2e-16 *** 
verbUnacc 0.3966 0.5350 0.741 0.4585  
CaseWithAcc -0.9452 0.4211 -2.245 0.0248 * 
verbUnacc:caseWithAcc 0.4102 0.8405 0.488 0.6255  

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
表 5. 自然さの評価の結果 
Cumulative Link Mixed Model fitted with the Laplace approximation 
formula: clmm(rating ~ verb * case + (1 | subj) + (1 | itemN)) 

 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
verbUnacc 1.4414 0.3492 4.128 3.66e-05 *** 
CaseWithAcc 0.5485 0.2376 2.308 0.020979 * 
verbUnacc:caseWithAcc -1.2310 0.3598 -3.421 0.000624 *** 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
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表 6. R6のRTの結果 
Linear mixed model fit by REML  
t-tests use  Satterthwaite approximations to degrees of freedom ['lmerMod'] 
Formula: lmer(RT ~ verb * case + mora + (1 | subj) + (1 | itemN)) 

 Estimate Std. Error Df t value Pr(>|z|)  
(Intercept) 524.115 29.259 69.900 17.913 <2e-16 *** 
verbUnacc -47.683 27.459 104.200 -1.737 0.0854 . 
CaseWithAcc -4.080 25.520 604.200 -0.160 0.8730  
mora 8.872 11.094 37.700 0.800 0.4289  
verbUnacc:caseWithAcc 75.690 36.260 605.200 2.087 0.0373 * 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
付録 2：R1～R5のRTの結果 
 
表 7. R1のRTの結果 
Formula: lmer(RT ~ verb * case + mora + (1 + verb + mora | 
subj) + (1 | itemN)) 

 Estimate Std. 
Error 

t value 

(Intercept) 716.66 67.14 10.674 
verbUnacc -45.90 42.12 -1.090 
CaseWithAcc 4.90 30.71 0.160 
Mora 64.79 19.60 3.305 
verbUnacc:caseWithAcc -42.32 43.44 -0.974 

 
表 8. R2のRTの結果 
Formula: lmer(RT ~ verb * case + mora + (1 + mora | subj) + (1 
| itemN)) 

 Estimate Std. 
Error 

t value 

(Intercept) 555.75 37.54 14.806 
verbUnacc -8.09 27.20 -0.297 
CaseWithAcc -16.20 20.99 -0.772 
Mora 45.56 15.43 2.953 
verbUnacc:caseWithAcc 19.97 29.98 0.666 

 
表 9. R3のRTの結果 
Formula: lmer(RT ~ verb * case + mora + (1 | subj) + (1 | 
itemN)) 

 Estimate Std. 
Error 

t value 

(Intercept) 516.816 33.893 15.248 
verbUnacc 13.672 29.073 0.470 
CaseWithAcc 5.192 19.049 0.273 
Mora 7.132 12.939 0.551 
verbUnacc:caseWithAcc -47.990 27.118 -1.770 

 

表 10. R4のRTの結果 
Formula: lmer(RT ~ verb * case + mora + (1 + verb + case | 
subj) + (1 + case | itemN)) 

 Estimate Std. 
Error 

t value 

(Intercept) 560.7629 43.7686 12.812 
verbUnacc -96.9606 33.6797 -2.879 
CaseWithAcc -37.9705 25.3012 -1.501 
Mora 0.3025 13.5319 0.022 
verbUnacc:caseWithAcc 48.1442 34.1442 1.410 

 
表 11. R5のRTの結果 
Formula: lmer(RT ~ verb * case + mora + (1 + verb + mora | 
subj) + (1 | itemN)) 

 Estimate Std. 
Error 

t value 

(Intercept) 472.044 22.282 21.185 
verbUnacc -25.302 16.354 -1.547 
CaseWithAcc -9.656 18.749 -0.515 
Mora -4.597 10.222 -0.450 
verbUnacc:caseWithAcc 18.600 18.752 0.992 
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高齢女性による終助詞「ね」の高評価：対人的文末モダリティ認知の調査から 

木山 幸子 （東北大学） 

 

加齢は、人間の言語処理をどのように変え、それが対話相手との関係をどのように変えるのだろうか。豊かな人生経

験を持つ高齢者は、若い対話相手から自身の価値に対する認識に見合った敬意を払われることを期待するだろう。と

ころが若年者が高齢者に対して抱くイメージは必ずしもそのようではなく、両者の認識のずれが言語行動に現れしば

しば不和を生む（Coupland, Coupland, & Giles, 1991）。一方、他者と親しく交流したいという人間としての基本的要求

は、年を重ねても失われることはないはずである。こうした人間が合わせもつと考えられる 2 つの要求への配慮、すな

わち他者に認められたい欲求に配慮するポジティブ・ポライトネスと、他者に煩わされたくない欲求に配慮するネガテ

ィブ・ポライトネス（Brown & Levinson, 1987）への選好は、加齢にしたがって変容していくのだろうか。 

日本語のコミュニケーションにおいて、対人距離を調節するために大きな役割を持つ形式は、「です/ます」等の対

者敬語（addressee honorifics）や「よ/ね」等の終助詞といった文末モダリティであると考えられる（益岡, 1991）。対者敬

語は、話し手と聞き手の間に距離を置く遠隔化の機能を持つものである（時枝, 1951 等）。これに対して終助詞には距

離をとる遠隔化をなすものもあれば距離を縮める近接化をなすものもあるが、中でも「ね」と「よ」はともに近接化の基本

的意味機能を持つという（滝浦, 2008）。「ね」や「よね」といった「ね」で終わる形式が対者敬語を用いない常体と共起

しやすいのに比べて、「よ」はそうした共起選好性が低く敬体でも常体でも同程度に使われていること（木山, 2017）を

考えれば、とりわけ近接化の性質が強い終助詞は「ね」であるといえる。このように日本語の対人的文末モダリティには、

遠隔化をなす敬体の使用によるネガティブ・ポライトネスと、「ね」をはじめとする近接化をなす終助詞によるポジティ

ブ・ポライトネスと、対話相手の 2 種類の欲求のいずれをも直接配慮する手立てが備わっている。 

対者敬語と終助詞の使用は相互に独立している。どの終助詞も統語的には敬体とも常体とも任意に共起すること

ができ、1 つの文を対話相手に差し出すときに遠隔化と近接化の自由な操作が可能である（表 1）。これら 2 つの表現

系の組み合わせによって、日本語話者は、現実の人間関係は距離があっても一時的に親近感をもたらしたり、逆に親

しい関係でありながら一時的に遠ざけてみたりと、文脈に応じて自在な対人距離の調節を図っていると考えられる。 

 こうした話し手が発する当意即妙な対人距離の機微を聞き手がどの程度適切に察知できるかは、十分な言語能力

を獲得した成人の母語話者の中でも決して一様ではない（Kiyama, Verdonschot, Xiong, & Tamaoka, under review）。

それは、対人的文末モダリティの語用論的機能が、命題内容とは独立した、実際の対話相手との関係を反映するもの

だからである。したがって、話し手と聞き手が各々認識しているあるべき対人関係にずれがある場合には、命題内容

が同じであっても、対人的文末モダリティの用い方一つで意図せず聞き手に不快感を与える恐れがある。 

社会の中で生きる人間は、他者との交流を継続していくために、対話相手のふるまいが自分の期待するところから

逸脱していても、一定程度までは許容できる（Goffman, 1967）。しかし加齢にともなってその柔軟性は衰え、期待から

逸脱した対話相手の言語使用に対して過敏になっていく可能性がある（Ota & Giles, 2011）。性役割に対する認識が

固定化していくことも、そうした変容に影響しているかもしれない（Coupland, et al., 1991）。そうだとすれば、高齢者との

対話では、若年者同士の対話以上に、対人的文末モダリティを通した近接化と遠隔化のとりわけ精緻な調整が求めら

れるのではないか。本研究は、対人的文末モダリティが高齢者の抱く対人認知にどのように影響するかについて、ネ

ガティブ・ポライトネスとしての敬体とポジティブ・ポライトネスとしての終助詞「ね」の使用/不使用の組み合わせに応じ

て検討した。  

A-6
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方法 

材料 

役所や医療現場など公共性の高い場の職員による指示 60 文（例: 表 1）、およびフィラー文として雑談 60 文（例: 

「今年は暖冬ですね/だね」）を作成した。各文は、敬体と終助詞「ね」の有無によって 4 つのパターンで用意され、各

被験者につきいずれか 1 つのパターンがランダムな順で提示された。全刺激文の半分は男性職員による発話、残り

の半分が女性職員による発話と設定した。この組み合わせは全回答者を通じてカウンターバランスをとった。 

回答者 

関東地方（埼玉、東京、神奈川、千葉、山梨）在住の 65 歳から 90 歳までの健常の高齢者 233 名（男性 108 名、平

均 74.1 歳、標準偏差 6.2）が自由意志により無償で本調査に回答した。平均教育歴は 13.0 年（標準偏差 2.4）だった。 

手続き 

各発話について、役所や病院などの典型的な職員（外見からの顕著な印象を持たない相手）に言われた場合にど

のように感じるか、「1. たいへん感じが悪い」から「6. たいへん感じが良い」までの 6 段階評定をしてもらった。回答者

に対しては、敬語や終助詞について言及せず、全体として感じが良いか悪いかを想像して回答するよう求めた。 

分析 

線形混合効果 (linear mixed effect: LME; Baayen, 2008 等) モデルを用いて、高齢回答者が 30 代職員から指示を

受ける際に抱く快/不快感に及ぼす諸要因の影響の度合いを分析した。この手法は、個々の試行の生む測定誤差や

個々の回答者の個体差等による偶然誤差（random error）の影響を除外した上で、研究で統制した要因の固定効果

（fixed effects）を検出することができる。本調査の分析では、固定効果要因として、敬体使用（敬体、常体）、終助詞使

用（「ね」あり、なし）、職員の性別（男性、女性）、および性別一致（同性間、異性間）の 4 つを設け、各々の主効果お

よびすべての組み合わせの交互作用を推定した。ランダム効果要因として、項目と回答者の 2 つを設けた。モデル推

定には統計ソフト R ver. 3.0.2 上でパッケージ lme4 (Bates, Maechler, Bolker, & Walker, 2014) および lmerTest 

(Kuznetsova, Brockhoff, & Christensen, 2014) を用いた。推定の前には、複数の固定要因の間で効果の大小を直接

比較できるように、すべての連続変数に正規化（scaling）と中心化（centering）を施し、標準化係数を得た。 

 

結果 

表 2 に各条件の快/不快感の評定平均を、表 3 に LME モデルの固定効果要因の評定平均に影響する度合いを

示す。65 歳以上の男女高齢者が 30 代男女職員からの指示に対して抱く快/不快感には、敬体使用（β = 1.286）、終

助詞使用（β = .444）、また職員の性別（β = .421）が有意に影響していた（すべて p < .001）。常体より敬体を使用した

ほうが、終助詞「ね」を使用しないよりしたほうが、また女性職員より男性職員に対してのほうが快感情を抱きやすいこ

とが示された。また、2 要因の交互作用として、①敬体使用と終助詞使用（β = .108, p < .05）、②敬体使用と職員の性

別（β = -1.191, p < .001）、③終助詞使用と職員の性別（β = -.127, p < .05）、および④敬体使用と性別一致（β = -.173, 

表 1. 敬体使用と終助詞使用の組み合わせの例 
 

常体 敬体 

終助詞なし この用紙に記入して。 この用紙に記入してください。 

終助詞「ね」あり この用紙に記入してね。 この用紙に記入してくださいね。 
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表 2. 高齢者が 30 代職員からの指示に抱く快/不快感の評定 

 敬体  常体 

 「ね」あり なし  「ね」あり なし 

高齢男性 同性（男性職員） 3.90 (0.84) 3.73 (0.87)  3.26 (0.95) 2.99 (1.04) 

 異性（女性職員） 4.24 (0.85) 3.84 (0.90)  3.42 (0.97) 3.00 (0.99) 

高齢女性 同性（女性職員） 4.13 (0.86) 3.79 (0.86)  3.40 (0.95) 2.95 (0.98) 

 異性（男性職員） 3.90 (0.86) 3.71 (0.77)  3.32 (0.93) 2.91 (1.05) 

注. 「1. たいへん感じが悪い」から「6. たいへん感じが良い」までの 6 段階尺度. 平均のカッコ内は標準偏差. 

 

表 3. 高齢者が 30 代職員からの指示に対して抱く快/不快感の評定に及ぼす諸要因の影響 

対比 標準偏回帰係数: β t (df) p 

(切片) -.433 [-.586, -.293] -5.977 (195) .000 *** 

敬体使用 1.286 [1.153, 1.418] 22.201 (1023) .000 *** 

終助詞使用 .444 [.378, .515] 12.785 (13570) .000 *** 

職員の性別 .421 [.259, .627] 4.778 (597) .000 *** 

性別一致 -.077 [-.194, 101] -1.021 (363) .308 

敬体使用×終助詞使用 .108 [.011, .199] 2.272 (13570) .023 * 

敬体使用×職員の性別 -1.191 [-.433, -.937] -11.247 (745) .000 *** 

終助詞使用×職員の性別 -.127 [-.218, -.024] -2.566 (13580) .010 * 

敬体使用×性別一致 -.173 [-.277, -.082] -3.485 (13570) .000 *** 

終助詞使用×性別一致 -.039 [-.135, .065] -0.768 (13570) .443 

職員の性別×性別一致 .224 [-.106, .448] 1.576 (280) .116 

敬体使用×終助詞使用×職員の性別 -.095 [-.219, .058] -1.355 (13580) .176 

敬体使用×終助詞使用×性別一致 -.130 [-.253, .022] -1.866 (13570) .062 

敬体使用×職員の性別×性別一致 .337 [.210, .486] 4.791 (13570) .000 *** 

終助詞使用×職員の性別×性別一致 .182 [.038, .313] 2.598 (13570) .009 ** 

敬体使用×終助詞使用×職員の性別×性別一致 .188 [.046, .344] 1.899 (13570) .058 

 注. 標準偏回帰係数のカッコ内は 95%信頼区間の下限と上限値. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

p < .001）の組み合わせが有意であった。それぞれ、①終助詞使用より敬体使用によって、②女性職員より男性職員

の敬体使用によって、③女性職員より男性職員の終助詞使用によって、そして④同性間より異性間の敬体使用にお

いて、高齢男女の快感情が生じやすかったことを意味する。さらに 3 要因の交互作用として、敬体使用、職員の性

別、性別一致の組み合わせ（β = .337, p < .001）、また終助詞使用、職員の性別、性別一致の組み合わせ（β = .182, p 

< .01）が有意であった。つまり、敬体（図 1, A）についても終助詞（同 B）についても、それを男性職員が使った場合

に、高齢女性が抱く快感情がもっとも高くなった。 
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図 1. 30 代職員からの指示に対して高齢者が抱く快/不快感の評定の変化： 

（A）敬体の使用/不使用に応じて、（B）終助詞の使用/不使用に応じて 

注. 「1. たいへん感じが悪い」から「6. たいへん感じが良い」までの 6 段階尺度. 誤差範囲は 95%信頼区間. 

考察 

高齢者が公的機関の若年層職員から指示を受けるときに抱く快/不快感が対人的文末モダリティ使用に応じてどの

ように変わるかを調べたところ、敬体「てください」と終助詞「ね」の双方が高齢者に快感情をもたらすこと、そしてその

効果は終助詞より敬体使用のほうが強いことが確認された。高齢者に働きかける際に敬体使用がきわめて重要である

とともに、終助詞も確かな効果があり、敬体に付け加えるとより好印象を与えられるようである。「近接化」の終助詞「ね」

の使用に比べて「遠隔化」の敬体の使用が高齢者の快感情をより強く惹起する（その不使用が不快感を強く惹起する）

という交互作用は、高齢者がポジティブ・ポライトネスよりネガティブ・ポライトネスを重視していることを示唆する 1。一般

行政職員が住民と話をするときの意識調査（吉岡, 2005）では、都市規模が小さいとポジティブ・ポライトネス志向（＝

「礼儀正しい態度」）、大きいとネガティブ・ポライトネス志向（＝「親しみやすい態度」）となる傾向が報告されている。本

調査の高齢者が住む都市の規模は様々であったが、全体として敬体不使用に対する強い拒否反応が認められてい

る。また、「させていただく」の過剰使用への違和感を世代間比較した椎名の調査によれば（滝浦・椎名, 2017）、与益

者に対するネガティブ・ポライトネスとしての本来の敬語用法から外れ、恩恵性や使役性に無関係の場面で相手との

関係を丁寧に表現することで相手との関わり合いの感覚を表す、ポジティブ・ポライトネスを合わせもった用法が生ま

れている。このポジティブ/ネガティブ兼用のポライトネス新用法への違和感は、中高年層より若年層において顕著に

低いという。若年層のポジティブ・ポライトネス選好への移行が今徐々に始まっているのだとしたら、それは依然として

(A) 

(B) 

―  43  ―



ネガティブ・ポライトネスを期待する高齢層には受け入れがたく、世代間コミュニケーションの齟齬の一因となり得る 2。 

敬体使用と性差の関係の結果は、若年層を検討した先行研究と概ね一致する。高齢者においては、全般に男性よ

り女性の職員に対する評定のほうが低く、敬体も終助詞も、女性職員が使わなかったときにより低く評定された。大学

生初対面男女の会話資料から敬語産出の性差を比較した内田（1997）は、女性は男性に対して、男性は男性に対し

てより多く敬語や丁寧語を使用していたという。男性のほうがより高く待遇されるべきだという意識が男性にも女性にも

あるために、敬語や終助詞などの対人的文末モダリティの不使用が不快感を生む程度が女性においてより強くなるの

だろう。また高齢者は、質問紙の例文は若い女性職員のものとして適切ではなく、他のより丁寧な表現を期待している

かもしれない 3。次に、高齢男性より高齢女性のほうが相手の敬体使用を高く評定しており、とくに男性職員からの場

合により高くなった。女性は男性に比べ他者から（男性からも女性からも）敬語を使って待遇されることが少なく（内田, 

1997）、また男性は女性より敬語使用が少ない（井出, 2006）ために、相手に敬語を使ってもらえる期待度が男性より

低く、そこからの意外さが高い評価につながっていると考えられる。 

終助詞使用においても同様の効果が認められている。男性職員が終助詞「ね」をつけて指示すると、高齢女性にと

くに強い快感情をもたらすようである。敬体使用と異なり、「ね」の産出における性差は大きくない（内田, 1997）。終助

詞が相手の快/不快感に与える影響は当事者の意識に上りにくいといえるが 4、本調査の結果は、終助詞「ね」が確か

に高齢者の対人認知のあり方に影響することを示している。とりわけ、男性に比べて女性が、無自覚ではあっても「ね」

の持つ対人機能に敏感に反応していることが初めて示唆された。一般に女性は、男性に比べてよりこまやかなコミュ

ニケーションスタイルを持つこと、それにともなう生理的反応（皮膚電導度）にも性差があることが知られている（Buck, 

1984）。また、日本語の終助詞への自発的反応に心の理論（theory of mind）能力の影響があることが、脳波の事象関

連電位の測定を通して検証されている（Kiyama, et al., under review）。心の理論能力は、顕著な性差があり（Baron-

Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin, & Clubley, 2001）、その能力の低さが高齢期うつを招きやすいことが報告されて

いるので（Lever & Geurts, 2016）、次には生理指標を援用して日本語の対人的文末モダリティの受容の加齢変化に

関わる個人差を詳細に検討していくことが求められる。そうした個人差をともなう加齢変化の実験研究の蓄積は、高齢

者の社会的認知や感情の過程をまだ経験していない若年者が高齢者と適切な対人距離を構築・維持していくために

寄与するはずである。 

 

注 

1. 質問紙の自由記述として若年者の話し言葉への感想を求めたところ、「もう少し敬語を使って接客したほうが良い。」、「自分の

子供の年齢の人から（中略）ため口を利かれると、不愉快だ。」、「目上の人に対する丁寧語をしっかり使っていただきたい。」などの

若年層の敬語不足への不満を示す意見が目立った。分析から示唆された高齢者のネガティブ・ポライトネス選好を裏付けている。 

2. 同じく質問紙の自由記述の「親しみとなれ合いの区別がつかない者が多くなった。」、「年配者に対しては敬語で話しかけること

が若い人からは自然。同等の話し方は親しみを感じるよりも気安いという印象がある。」などの回答も、ポライトネス選好の世代間の

ずれを示唆するようである。 

3. 自由記述の回答でも、アンケートの例文が高齢世代に対する言葉としては気遣いが足りないという意見があった。本調査の設

定は敬体と終助詞そのものの効果を検出する目的に基づくものであったが、実際は「-ていただけますか。」など相手に選択の余地

を残す言い方のほうがふさわしいかとも思われる。 

4. 自由記述の回答でも、若年者の敬語使用に関する指摘は多かったが、終助詞への言及はまったくなかった。 
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読み時間と節境界について

浅原正幸（国立国語研究所コーパス開発センター） masayu-a@ninjal.ac.jp

1 はじめに

本稿では節境界がどのように読み時間に影響を与えるかを，確認的データ分析 (Confirmatory Data Anal-
ysis)ではなく，探索的データ分析 (Exploratory Data Analysis)により行うことを試みる．具体的には，
日本人母語話者の読み時間データとして『現代日本語書き言葉均衡コーパス』(以下 BCCWJ)(Maekawa
et al., 2014)に対して読み時間を付与した BCCWJ-EyeTrack (Asahara et al., 2016) のデータに対して，
節境界アノテーション BCCWJ-ToriClause (松本他, 2017)を重ね合わせたうえで，線形混合モデルに基
づく統計分析を行う．結果，節境界の用法分類について，読み時間の測定値に差が出ることを確認した
ので報告する．

2 利用するデータ

2.1 BCCWJ-EyeTrack

BCCWJ-EyeTrackは，BCCWJの新聞記事コアから 20記事をサンプリングし，日本語母語話者 24名分
の読み時間を付与したものである．被験者 1名あたり，5記事ずつ 4セットを {文節間空白有り,無し
}×{自己ペース読文法, 視線走査法 }の 4つの実験により読み時間を収集した．
自己ペース読文法は，他の文節をマスクしたうえで 1文節単位に逐次的に呈示する読み時間測定手法

である．再読ができないために，文節単位の読み時間がそのままデータとなる (SELF)．視線走査法で取
得したオリジナルのデータから文字の半角単位に Start Fixation Time（注視開始時刻）と End Fixation
Time（注視終了時刻）と Fixation Time（注視時間）を得る．このデータを国語研文節単位でグループ
化しなおした注視順データを集計して，テキスト生起順データに加工する．テキスト生起順データは以
下の 5種類からなる．

• First Fixation Time (FFT): 文節内最初の注視時間
• First-Pass Time (FPT) :文節内に最初に注視して，文節の左右の境界のどちらかから注視点が出る
までの総注視時間

• Regression Path Time (RPT) ：文節内に最初に注視して，文節の右の境界のどちらかから注視点
が出るまでの総注視時間

• Second-Pass Time (SPT) ：文節内の総注視時間から FPT を引いた時間
• Total Time (TOTAL)：文節内の総注視時間

これらの読み時間情報 (time, logtime)に対して，出現書字形 (surface)・記事情報 (sample, article)・
文書構造 (metadata orig, metadata) のほか，出現書字形文字数 (length)，文節単位の空白の有無
(space)，実験協力者 ID (subj)，係る文節数 (dependent)，実験協力者ごとの呈示順序 (sessionN, articleN,

screenN, lineN, segmentN)，画面水平方向の位置 (is first,is last,is second first)を付与した
データを分析に用いる．係る文節数は BCCWJ-DepPara (Asahara and Matsumoto, 2016)のものを用い
る．本研究では日本語母語話者 24人分のデータを統計分析に用いた．データの詳細については (Asahara
et al., 2016)を参照されたい．

2.2 節境界アノテーション

BCCWJ-ToriClauseは，鳥バンクの節分類体系を BCCWJ新聞記事データの一部に人手に付与したデー
タである．大分類・中分類・小分類の三層構造からなる節境界分類を，節の意味用法に準じて人手によ
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り国語研短単位に付与したものである．節境界の大分類は名詞修飾節 (MS)・副詞節 (FU)・並列節 (HR)・
補足節 (HS) の 4種類からなる．節境界の中分類は，意味的な粗い分類がついており，例えば，副詞節
は「時 (FUa)」・「因果関係 (FUb)」・「条件・譲歩 (FUc)」・「付帯状況・様態 (FUd)」など 16種類が定義
されている．節境界の小分類はより細かい分類がついており，例えば「条件・譲歩 (FUc)」は「法則的
(FUc100)：ば」・「偶有的 (FUc200)：と，たら，たところ」・「仮想的 (FUc300)：としたら，とすると」・
「反事実的 (FUc400)：たら…（だろう｜でしょう）」・「譲歩 (FUc500)：ても」などに細分類されている．

読み時間の分析を文節単位に行うために，文節内の最右要素（句読点は除外する）が節境界になって
いるものを今回の分析対象とする．表 1に，節分類とその頻度を示す．このうち，大分類と中分類のレ
ベルを統計処理の固定要因とし，頻度 20件以上のものについて定性的な検討を行う．

Table 1: 節分類の頻度表
MS 名詞修飾節 94 FU 副詞節 83 HR 並列節 28
MSa 　補足語修飾節 61 FUa 　時 5 FUi 　手段 7 HRa 　順接的並列 27
MSb 　内容節 19 FUb 　因果関係 20 FUj 　二者関係 2 HRb 　逆接的並列 1
MSc 　縮約形修飾節 6 FUc 　条件・譲歩 5 FUk 　相関 1
MSd 　機能的表現 7 FUd 　付帯状況 10 FUl 　判断・主観 2 HS 補足節 64
MSe 　用言＋接続表現＋の 1 FUe 　逆接 8 FUn 　限定 1 HSa 　名詞節 28

FUf 　目的 3 FUo 　独立 8 HSb 　疑問節 2
FUh 　前提 2 FUp 　その他 9 HSc 　引用節 34

3 モデリング

モデリングは，読み時間の対数時間に対する線形混合モデルに基づく．
分析は節分類の大分類と中分類の二つのレベルで行った．前者では句読点を除く文節内最右要素が

名詞修飾節 (MS)・副詞節 (FU)・並列節 (HR)・補足節 (HS)になっているかどうかの真偽値を固定因子と
して分析した．後者では句読点を除く文節内最右要素が，名詞修飾節 (MS[a-e])・副詞節 (FU[a-fh-p])・
並列節 (HR[ab])・補足節 (HS[a-c])のどのラベルになっているの真偽値を固定因子として分析した．
データの前処理として，記事情報を表す metadataが {authorsData, caption, listItem, profile,

titleBlock}のものを除外した．さらに視線走査実験結果の読み時間が 0 (視線停留がない)のデータポ
イントを除外した．
分析は常用対数時間に対して線形混合モデルに基づいて行い，最初に一度モデル化したうえで，標

準偏差 ± 3.0を超えるデータポイントを除外した．実験協力者 subjと記事 articleをランダム切片と
して，次のような式に基づき分析を行った．各固定因子については図 2,3の最左列を参照されたい．な
お，ランダム切片に対する係数の組み合わせによるモデル選択は行っていない．

logtime ~ # 対数読み時間
space * sessionN + length + dependent + # 空白の有無, セッション順, 文字長, 係る文節数
is_first + is_last + is_second_last + # 画面水平方向の位置 (最左, 最右, 右から 2番目)

articleN + screenN + lineN + segmentN + # 記事順, 画面順, 行番号, 文節番号
MS? + FU? + HR? + HS? + # 節情報 (名詞修飾節, 副詞節, 並列節, 補足節)

(1 | subj) + (1 | article) # ランダム因子 (実験協力者, 記事)

4 結果

4.1 節境界以外の固定要因

まず，節境界以外の情報について確認する．表 2 に節境界（大分類）について評価した結果を示す．
文節間空白 (space)は FPT, SPT, RPT, TOTAL で，空白を入れたほうが読み時間が短くなる．文

字数 (length) は FFT 以外で，文字数が長くなればなるほど，読み時間が長くなる．係り受け関係
(dependent)は，係る文節数が増えるほど読み時間が短くなる．画面水平方向の位置 (is first, is last,
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Table 2: 対数読み時間 (logtime)に対する線形混合モデルの結果（節大分類）

Dependent variable:

logtime

SELF FFT FPT SPT RPT TOTAL

space=True −0.001 −0.006 −0.018∗∗∗ −0.040∗∗∗ −0.019∗∗∗ −0.030∗∗∗

　文節間空白 (0.002) (0.004) (0.005) (0.009) (0.006) (0.005)
length 0.089∗∗∗ −0.001 0.141∗∗∗ 0.024∗∗∗ 0.120∗∗∗ 0.136∗∗∗

　文字数 (0.001) (0.002) (0.003) (0.005) (0.003) (0.003)
dependent −0.012∗∗∗ −0.006∗∗ −0.022∗∗∗ −0.016∗∗∗ −0.018∗∗∗ −0.025∗∗∗

　係る文節数 (0.001) (0.002) (0.003) (0.006) (0.004) (0.003)
is first=True 0.051∗∗∗ 0.020∗∗∗ 0.090∗∗∗ −0.027∗∗ 0.027∗∗∗ 0.068∗∗∗

　最左文節 (0.004) (0.006) (0.008) (0.013) (0.009) (0.008)
is last=True 0.017∗∗∗ −0.020∗∗∗ −0.013 −0.061∗∗∗ 0.065∗∗∗ −0.036∗∗∗

　最右文節 (0.004) (0.007) (0.008) (0.016) (0.010) (0.009)
is second last −0.007∗∗ 0.0001 0.036∗∗∗ −0.005 0.046∗∗∗ 0.036∗∗∗

　右から二番目 (0.004) (0.006) (0.007) (0.012) (0.008) (0.007)
sessionN −0.022 −0.022 −0.041∗ −0.035∗∗ −0.049∗ −0.047∗∗

　セッション順 (0.021) (0.016) (0.024) (0.018) (0.025) (0.024)
articleN −0.029∗∗∗ −0.005 −0.006 −0.003 −0.008 −0.003
　記事順 (0.006) (0.004) (0.007) (0.007) (0.007) (0.008)
screenN −0.029∗∗∗ −0.004 −0.018∗∗∗ −0.015∗∗∗ −0.018∗∗∗ −0.027∗∗∗

　画面順 (0.002) (0.003) (0.003) (0.006) (0.004) (0.003)
lineN −0.011∗∗∗ −0.010∗∗∗ −0.018∗∗∗ −0.018∗∗∗ −0.008∗∗∗ −0.019∗∗∗

　行番号 (0.001) (0.002) (0.003) (0.005) (0.003) (0.003)
segmentN −0.003∗∗∗ 0.003∗∗∗ −0.004∗∗∗ −0.009∗∗∗ −0.012∗∗∗ −0.010∗∗∗

　文節番号 (0.001) (0.001) (0.001) (0.002) (0.002) (0.001)
MS=True −0.025∗∗∗ −0.025∗∗∗ −0.048∗∗∗ −0.008 −0.062∗∗∗ −0.054∗∗∗

　名詞修飾節 (0.005) (0.008) (0.010) (0.020) (0.013) (0.011)
FU=True −0.039∗∗∗ −0.030∗∗∗ −0.079∗∗∗ −0.055∗∗ −0.070∗∗∗ −0.087∗∗∗

　副詞節 (0.005) (0.009) (0.011) (0.022) (0.014) (0.012)
HR=True −0.018∗ −0.017 −0.067∗∗∗ −0.047 −0.049∗∗ −0.069∗∗∗

　並列節 (0.009) (0.015) (0.019) (0.038) (0.023) (0.020)
HS=True −0.045∗∗∗ −0.024∗∗ −0.056∗∗∗ −0.012 −0.024 −0.054∗∗∗

　補足節 (0.006) (0.011) (0.013) (0.025) (0.016) (0.014)
space=T:sessionN −0.016 0.044 0.059 0.059∗ 0.061 0.061

(0.042) (0.031) (0.048) (0.035) (0.050) (0.047)
Constant 2.785∗∗∗ 2.306∗∗∗ 2.537∗∗∗ 2.461∗∗∗ 2.606∗∗∗ 2.677∗∗∗

　定数 (0.022) (0.017) (0.026) (0.022) (0.027) (0.026)

Observations 17,628 13,232 13,232 4,769 13,232 13,232
Log Likelihood 7,105.209 1,315.141 −1,586.723 −1,025.218 −4,126.218 −2,218.278
Akaike Inf. Crit. −14,170.420 −2,590.283 3,213.445 2,090.435 8,292.436 4,476.557
Bayesian Inf. Crit. −14,014.870 −2,440.475 3,363.253 2,219.833 8,442.244 4,626.365

Note:カッコ内は標準誤差． ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Table 3: 対数読み時間 (logtime)に対する線形混合モデルの結果（節中分類のみ．他の固定要因は省略）

Dependent variable:

logtime

SELF FFT FPT SPT RPT TOTAL

MS: 名詞修飾節
MSa −0.028∗∗∗ −0.027∗∗∗ −0.057∗∗∗ −0.002 −0.064∗∗∗ −0.065∗∗∗

　補足語修飾節 (0.006) (0.010) (0.013) (0.026) (0.015) (0.013)
MSb −0.005 −0.026 −0.050∗∗ 0.075∗ −0.080∗∗∗ −0.045∗∗

　内容節 (0.011) (0.018) (0.022) (0.045) (0.027) (0.023)
MSc −0.022 0.028 −0.017 −0.090 −0.037 −0.010
　縮約形修飾節 (0.019) (0.031) (0.039) (0.066) (0.047) (0.041)
MSd −0.063∗∗∗ −0.051∗ −0.001 −0.094 −0.028 −0.030
　機能的表現 (0.018) (0.026) (0.033) (0.062) (0.040) (0.035)
MSe 0.044 0.057 0.007 −0.155 0.004 −0.002
　用言＋接続表現 (0.048) (0.064) (0.081) (0.115) (0.098) (0.085)
FU: 副詞節
FUa 0.005 −0.138∗∗∗ −0.100∗∗ 0.108 −0.019 −0.066
　時 (0.021) (0.038) (0.047) (0.095) (0.057) (0.049)
FUb −0.059∗∗∗ −0.012 −0.055∗∗ −0.032 −0.047∗ −0.075∗∗∗

　因果関係 (0.011) (0.018) (0.022) (0.045) (0.027) (0.023)
FUc −0.068∗∗∗ −0.034 −0.114∗∗∗ −0.210∗∗∗ −0.111∗∗ −0.158∗∗∗

　条件・譲歩 (0.021) (0.032) (0.040) (0.077) (0.049) (0.042)
FUd −0.022 −0.077∗∗∗ −0.115∗∗∗ −0.059 −0.132∗∗∗ −0.089∗∗∗

　付帯状況・様態 (0.015) (0.024) (0.030) (0.054) (0.036) (0.031)
FUe −0.076∗∗∗ −0.009 −0.067∗∗ −0.078 −0.080∗ −0.059∗

　逆接 (0.017) (0.027) (0.034) (0.060) (0.041) (0.035)
FUf −0.045∗ −0.019 −0.158∗∗∗ 0.116 −0.150∗∗ −0.191∗∗∗

　目的 (0.027) (0.049) (0.061) (0.172) (0.074) (0.064)
FUh −0.073∗∗ −0.063 −0.145∗∗ 0.027 −0.035 −0.106∗

　前提 (0.033) (0.048) (0.060) (0.095) (0.072) (0.063)
FUi 0.001 0.055∗∗ 0.021 −0.134∗ 0.015 −0.002
　手段 (0.018) (0.028) (0.035) (0.071) (0.043) (0.037)
FUj −0.096∗∗∗ −0.008 −0.131∗ −0.073 0.006 −0.099
　二者関係 (0.033) (0.061) (0.076) (0.134) (0.092) (0.079)
FUk −0.024 −0.038 −0.158 −0.274 −0.192 −0.183
　相関 (0.047) (0.090) (0.112) (0.211) (0.135) (0.117)
FUl −0.018 −0.134∗∗ −0.075 0.135 −0.085 −0.130
　判断・主観 (0.033) (0.063) (0.079) (0.172) (0.095) (0.083)
FUn 0.031 0.077 0.119 0.032 0.084
　限定 (0.047) (0.070) (0.087) (0.105) (0.091)
FUo −0.036∗∗ −0.002 −0.054 0.050 −0.004 −0.048
　独立 (0.017) (0.027) (0.034) (0.069) (0.041) (0.035)
FUp −0.012 −0.073∗∗∗ −0.148∗∗∗ −0.141∗ −0.174∗∗∗ −0.183∗∗∗

　その他 (0.016) (0.027) (0.034) (0.080) (0.041) (0.036)
HR: 並列節
HRa −0.018∗ −0.021 −0.071∗∗∗ −0.038 −0.058∗∗ −0.072∗∗∗

　順接的並列 (0.010) (0.015) (0.019) (0.039) (0.023) (0.020)
HRb −0.003 0.103 0.047 −0.208 0.136 0.018
　逆接的並列 (0.047) (0.066) (0.083) (0.173) (0.100) (0.087)
HS: 補足節
HSa −0.073∗∗∗ −0.020 −0.072∗∗∗ −0.056 −0.063∗∗∗ −0.078∗∗∗

　名詞節 (0.009) (0.015) (0.019) (0.038) (0.023) (0.020)
HSb 0.008 0.019 −0.063 −0.098 −0.023 −0.045
　疑問節 (0.033) (0.048) (0.060) (0.096) (0.073) (0.063)
HSc −0.023∗∗∗ −0.029∗∗ −0.040∗∗ 0.036 0.010 −0.032∗

　引用節 (0.009) (0.014) (0.018) (0.033) (0.021) (0.018)

Observations 17,628 13,232 13,232 4,769 13,232 13,232
Log Likelihood 7,135.786 1,336.480 −1,570.379 −1,010.092 −4,109.592 −2,202.535
Akaike Inf. Crit. −14,191.570 −2,592.961 3,220.758 2,098.184 8,299.185 4,485.070
Bayesian Inf. Crit. −13,880.480 −2,293.345 3,520.373 2,350.509 8,598.801 4,784.686

Note:カッコ内は標準誤差． ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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is second last)は，最左文節で SPT以外の読み時間が長くなる傾向が見られた．呈示順 (sessionN,
articleN, screenN, lineN, segmentN)は，基本的には実験が進行していくうちに読み時間が短くな
る傾向が見られた．
いずれも Asahara et al. (2016)において，対数を取っていない読み時間で評価した結果とほぼ同様

のものである．

4.2 節境界（大分類）

次に節境界（大分類）について検討する．表 2 に節境界（大分類）について評価した結果を示す．
自己ペース読文法の読み時間 (SELF)については，程度の差はあれど節境界で読み時間が短くなって

いることがわかる．そのなかで，並列節 (HR)の読み時間ははっきりと差が出ているわけではない．
視線走査法の読み時間については，FPT と TOTAL については，4種類すべての節境界について読

み時間が短くなった．副詞節 (FU)についてはすべての読み時間集計方法について有意差ありで読み時
間が短くなる一方，他の節については，再読 (rereading)を評価する SPTにおいて有意差が出るほど読
み時間が短くなる効果が表れなかった．

4.3 節境界（中分類）

次に節境界（中分類）について検討する．表 3 に節境界（中分類）について確認した結果を示す．
名詞修飾節 (MS)は，補足語修飾節 (MSa)と内容節 (MSb)について確認する．アノテーション規定で

は，前者が「被修飾名詞が修飾節内述部と格関係にあるもの (用例 (1))」で後者が「被修飾名詞が発言・
思考・事柄に関する意味を持ち，被修飾名詞と修飾節が同格にあるもの (用例 (2))」と区別されている．
自己ペース読文法 (SELF)の結果では，前者で読み時間が短くなる一方，後者では読み時間の短縮は見
られなかった．視線走査法の結果では，内容節に関して再読の読み時間 SPTに読み時間が長くなる傾向
が見られた．

(1) 幼稚園から 大学まで 通った 青山学院では、 【MSa200:名詞修飾節:補足語修飾節:非限定的】
(読売新聞 2001年 [ BCCWJ: 00001 A PN1c 00001 A 1])

(2) 支払利息や 減価償却費の 計上額が 少ない 傾向が ある。 【MSb:名詞修飾節:内容節】
(北海道新聞 2002年 [ BCCWJ: 00005 A PN2e 00001 A 2])

副詞節は，因果関係と付帯状況について確認する．アノテーション規定では，前者が「従属節と主節
で表される事態間の因果関係を表すもの (用例 (3))」で後者が「ある動作に付随する状態や並行的に行わ
れている動作，またはその際の様態を表すもの (用例 (4))」と定義されている．自己ペース読文法 (SELF)
の結果では，前者で読み時間が短くなる一方，後者では読み時間の短縮は見られなかった．付帯状況は
最初の注視 (FFT, FPT)が顕著に短い傾向が見られた．

(3) 「しゃべるのが 得意なんだから、能力を 生かしてみたら」と、
【FUb300:副詞節:因果関係:理由根拠】

(読売新聞 2001年 [ BCCWJ: 00001 A PN1c 00001 A 1])

(4) もみじの 木に とまって 仲良く 寄り添う 二羽の キジバト。
【FUd100:副詞節:付帯状況・様態:付帯状況】

(産経新聞 2001年 [ BCCWJ: 00002 A PN1d 00001 B 1])

補足節は，名詞節と引用節について確認する．アノテーション規定では，前者が「『節＋形式名詞（こ
と・の・ところ）』の形で，格助詞を伴って主節の述部を補う要素となる節 (用例 (5))」で後者が「引用の
形式で主節の述部を補う要素となる節 (用例 (6))」と定義されている．自己ペース読文法の結果 (SELF)
では名詞節のほうが引用節よりも読み時間が短い傾向がみられた．視線走査法の結果でも，総注視時間
(TOTAL)については同様な傾向がみられた．また，引用節のほうが再読されやすい傾向が SPTに見ら
れた．

(5) タイミングよく まぶたを 閉じてくれた ことで、独特な 雰囲気の 写真に なりました。
【HSa100:補足節:名詞節:コト型】

(産経新聞 2001年 [ BCCWJ: 00002 A PN1d 00001 B 1])
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(6) シャープの 携帯情報端末「ザウルス」の コンテンツを ５月中旬から 販売すると 発表した。
【HSc200:補足節:引用節:間接引用】

(産経新聞 2001年 [ BCCWJ: 00015 A PN1d 00002 B 5])

また，今回調査したコーパス中で頻度が少ないが，副詞節の「時 (FUa)」「目的 (FUf)」「判断・主観
(FUl)」などでも再読されやすい傾向が SPTに見られた．今後，読み時間を収集する規模を増やすこと
により，より詳細な研究を進めていきたい．

5 おわりに

本稿では，BCCWJ を呈示した際の日本語母語話者の読み時間と節境界情報を対照比較した．一般に節
境界においては，節境界以外の部分と比べて読み時間が短くなる傾向が見られた．これは，係る文節が
多い文節ほど読み時間が短くなる (Asahara et al., 2016)という以前の観察と整合性がある結果となった．
また，節の用法分類によって再読にふるまいの違いがあることが確認された．名詞修飾節において

は，内容節のほうが補足語修飾節より，再読時間が長いことが観察された．補足節においては，引用節
のほうが名詞節より，再読時間が長いことが観察された．副詞節についても少ない頻度の分類ではある
が，時・前提・判断・主観などについて再読時間が長くなる傾向が見られた．今後，観察された各現象
についての理論的な説明について調査する．
今回，統計モデリングには lme4を用いた線形混合モデルに基づく分析を行ったが，現在 Stanを用

いた Bayesian 線形混合モデル (Sorensen et al., 2016)に基づく分析を進めている．
また関連する調査として，読み時間と情報構造アノテーションとの対照比較 (浅原, 2017)，読み時間

と分類語彙表番号アノテーションとの対照比較 (浅原・加藤, 2017)を進めている．
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