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1.Introduction

• 間接的または文字通りではない意味を派生する前
に、比喩表現の文字通りの意味を分析しているので
はないという筆者の意見に対する誤解を解くのが重
要な目的である。

• 人は、言われている内容を、推意内容の理解の一
部として分析している可能性がある。

• 通常の言語理解の過程において、人が自動的に、
非語用論的な文字通りの意味を分析しているという
証拠はないにもかかわらず、言われている内容と推
意内容の区別は直感的になされている。
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2. The standard pragmatic view

□Griceの会話推意
Cigarettes are time bombs.のような表現を
理解するのに必要な推論は、聞き手と話し手
がお互いに遵守するのが当然とされているよ
うな一般的な会話の原則（要求されている情
報量の貢献をせよ、偽と信じていることを言う
な、関係のあることを言え、不明瞭な表現を
避けよ、など）から導きだされる。
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Grice 

発話の意味全体

言われている内容 推意内容

規約的推意 非規約的推意

会話推意 非会話推意

一般的会話推意 特定的会話推意
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例）Cigarettes are time bombs.
①文字通りに言われている内容を分析する。

②文字通りの意味を認識する。

「たばこは、文字通りに、いつか特定のときに爆発す
るようにセットされた爆弾である」

言われている内容が文脈的に不適切であると認識
する。

③文脈および、話し手は協力的かつ理性的に行動し
ているにちがいないという考えにしたがって、意味を
推論する。

「たばこを吸うと、いつか身体的に打ちのめされる」
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The standard pragmatic view

比喩的な発話は、文字通りの発話よりも常に処

理が困難である。

• 話し手が文字通りに言っていることを理解するには
意味論1の情報が必要

• 文脈内で話し手が推意している内容を理解するに
は語用論の情報が必要

1言語学的意味論においては、「意味」は＜語，句，文といった言語表現そ
れ自体が言語内でもつ意味＞を表す。そこでは、言語表現が使用される
コンテクスト（文脈）にまつわる諸要因を考慮外とする。
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3. The direct access view
伝統的なGrice流の考え方は正しくないというこ
とが、多くの心理言語学の実験結果により示さ

れている。

⇒An alternative view of figurative language 
use

• 現実的な社会的文脈の中においては、人は
多くの文字通りでない発話の意図された意味
を直接的に理解することができる。

(Gibbs, 1994)
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The direct access view 

話し手が伝えようとしていることを理解するため

に、聞き手は、語用論的な知識にアクセスする

前に、必ずしも言語表現の完全な文字通りの

意味を自動的に分析する必要があるわけでは

ない。
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そもそも、言語表現の完全に文字通り
の意味自体が定義しにくい。

Frege(1952)によると、文の文字通りの意味と
いうのは合成的意味（文脈に関係なく、個々の

語の意味を結びつけたもの）である。この意味

では、発話の完全な文字通りの意味とは、語用

論的な知識と文脈に関する知識を別にした、合

成的意味である。
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注意

• The direct access viewは、聞き手が個々の
言語の意味することに決してアクセスしないと
言っているのではない。

• The direct access viewは、比喩的な意味を
処理するには文字通りの意味を理解するの
よりも時間がかかることは決してないと言って
いるのでもない。
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4. Literal meaning in recent 
psycholinguistic findings

• 近年、文字通りの意味の重要性を例証しよう
と試みている研究がいくつかなされているが、
次のような問題点がある。
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• 比喩表現を理解する際に、個々の“語の意
味”の活性化が生じるということを示している
研究がある。しかし、この結果から、“文字通
りの意味”について何かを示していると主張
するのは誤りである。語または表現が文字通
りの意味をもつとはどういうことなのかはっき
りしていない。“文字通り”という概念は非常に
複雑で、人は少なくとも5つのバージョンの“文
字通り”をもっている。(Gibbs et al., 1993)
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• さまざまな文脈要因が言語処理に影響を与
える（たとえば、人は、状況自体を皮肉だと理
解することがよくある）ということを考えると、
皮肉が文字通りのものよりも常に処理に時間
がかかるとはかぎらない。

• オンラインによる研究は、個々の語の意味の
直接的な活性化のみを調べており、言語を理
解するうえでの発話の完全な文字通りの意
味の分析については考察していない。
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意味には語と句という異なる側面があるが、これらを
混同してしまっている研究が多い。
文字通りの意味に関しては語レベル、比喩的な意味
に関しては句レベルになっているのに、同様に比較
してしまっているケースがある。

異なる意味が活性化されたとしても、それが、必ずし
も異なる言語処理過程を反映するものだとはかぎら
ないということを考慮していない。（意味には何十も
のタイプがあり、その全てが異なった言語処理をさ
れているとは考えにくい）
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5. Falsifying the direct access 
view

the direct access viewが誤っているということ
を立証するには、比喩的な言語表現を理解す

るのに余分な時間がかかるのは、文の完全な

文字通りの意味を分析しているからであるとい

うことをなんらかのかたちで例証する必要があ

る。
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実験

Literal context
Martin was talking with his psychiatrist.
He was having many problems with relationships.
He always seemed hostile to other people.
Martin commented to the psychiatrist,
“Everyone I meet I seem to alienate.”
The shrink said,
“Can’t you be friendly?”

Literal: “Are you unable to be friendly?”
Indirect:” Please be friendly to other people.”←慣用的解釈
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Indirect request context
Mrs. Connor was watching her kids play in the backyard.
One of the neighbor’s children had come over to play.
But Mrs. Connor’s son refused to share his toys.
This made Mrs. Connor upset.
She angrily walked outside and said in a stern voice to her 
son,
“Can’t you be friendly?”

Indirect: “Please be friendly to other people.”←慣用的解釈
Literal: “Are you unable to be friendly?”
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結果

• 間接依頼文を読むには、文字通りのものを読むの
よりも時間がかからなかった。

• 間接依頼文を読む際に、文字通りのものと、無関連
なターゲットで反応時間に有意な差が見られなかっ
た。

⇒◇間接発話行為の文字通りの解釈を分析す

ることなく、その理解ができる。

◇文字通りの意味と比喩的な意味が平行して

処理されているという主張に意義をとなえる。
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この実験の問題点

①比喩表現の慣用的な側面のみを調べている

②イディオムや間接依頼文を読んだ後で、文全体が
言語的に意味をなすかどうかを判定することは、事
後的な認知過程（イディオムや間接依頼文を読むと
きに生じることとはほとんど関係がない）を含んでい
る可能性がある。

③この実験デザインには、プライミング効果が、比喩
的な意味の促進（文字通りの意味の打ち消しとは
違って）によるのかどうかを確かめる十分な条件を
含んでいない。
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6. Figurative foundation of literal 
meaning

“文字通り”の発話といわれるものには、比喩的
な思考と言語に基づいている側面がたくさんあ

る。

• 思考に関する種々の比喩的なスキーマ（とくにメタ
ファー、メトニミー）が、慣用的な言語表現や、語と句
の意味の歴史的な発達や新しい言語表現のシステ
マティックなパターンの根底にある。

⇒文字通りの意味と比喩的な意味の区別をすることを
疑問視。
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7. The problem of what speakers 
say

• 言われている内容の重要な側面は、内容を
豊かにされた語用論的な知識に依存してい

る。

• 言われている内容には、会話推意を理解す
る一部分として分析されている可能性がある
側面がある。
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8. A revised view of what 
speakers say

□Griceの考え方

Jane has three children.
↓

Jane has at least three children. 言われている内容

↓特別な語用論的情報を適用

Jane has exactly three children. 一般的会話推意

• しかし、一連の実験により、人は、minimal meaning
＝言われている内容 という直感をもっていないと
いうことが示された。
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Study
Jane has three children.

• the minimally-pragmatic proposition
Jane has at least three children and may have
more than three.

• enriched pragmatic paraphrases of what 
speakers say

Jane has exactly three children.

有意に多くの被験者が後者を選んだ。 24

• Grice流には、言われている内容はminimal 
proposition expressedに等しいとされている
ということを知らせてもなお、人は、enriched 
pragmaticsが言われている内容の解釈の一
部だと答えた。
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人がenriched pragmaticsを言われている内容
のパラフレーズとして選ぶということは、人が言

われている内容と、推意内容を区別できないと

いうことを意味するわけではない。
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Gibbs and Moise (1997)
Bill wanted to date his co-worker Jane.
Being rather shy and not knowing Jane very well, 
Bill asked his friend , Steve , about Jane.
Bill didn’t even know if Jane was married or not.
When Bill asked Steve about this, Steve replied
“Jane has three children.”

• この文脈でSteveがimplicateしていること
Jane is already married.
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人が、言われている内容と推意内容を理解す

るときには、語用論の異なる側面にアクセスし

ているのかもしれない。

2種類の語用論的知識，情報
• primary pragmatic knowledge
• secondary pragmatic knowledge
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First experiment
• Said/implied identical
Ted and Michele ran into each other at the mall.
Ted asked Michele what she had been doing lately.
Michele said that she had been busy car shopping.
Looking for ideas, Michele decided to consult Ted.
Michele asked Ted about his own car.
Ted mentioned:
“I drive a sport utility vehicle” (enriched pragmatic meaning)

• Said/implied different
Ted and Michele are planning a trip to Lake Tahoe.
Michele had heard that there was a terrible storm there.
She wondered if it was going to be safe for them to go.
Michele was concerned about the vehicle they would drive.
She asked Ted if he thought they would be okay.
Ted replied:
“I drive a sport utility vehicle” (implicature)
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結果

• Said/ implied different(1751ms) の方がsaid 
/implied identical(1604ms)よりも時間がか
かる。

• 言われている内容を理解するのよりも、会話
推意を理解する方が処理に労力がかかる。

30

Second experiment
Bill is a new tenant in an apartment building.
His neighbor Jack has lived there for four years.
Bill was concerned that the building might be too loud.
Bill decided to ask a neighbor about it.
Bill asked Jack since he was the only neighbor Bill had met.
Jack replied,

“This is a very noisy building.” (said /implied identical)
“I usually sleep with earplugs.” (said /implied different)
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結果

• Said/ implied different(1661ms) の方がsaid 
/implied identical(1511ms)よりも時間がか
かる。

• 言われている内容が会話推意を直接的に明
示していないときよりも、言われている内容が
what speakers pragmatically sayと一致す
るときの方が話し手のメッセージを容易に理
解できる。
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この節のまとめ

• Grice
言われている内容 語用論的知識必要なし
推意内容 語用論的知識必要

• 筆者
言われている内容 語用論的知識必要 primary pragmatic knowledge
推意内容 語用論的知識必要 secondary pragmatic knowledge

↑
ただし使われる語用論的知識の種類が異なる

• 言われている内容は推意内容よりも先に分析される。
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9. What is said and figurative 
language understanding

メタファーや皮肉の意味を、同じ言いまわしが

文字通りに使われたときよりも早く理解できると

いうことは、推意内容を推論するのに、言われ

ている内容を理解するのよりも時間がかかると
いうことに反していないだろうか？
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• The first explanation
言われている内容の慣用度(conventionality)
が推意内容の理解を促進する。

• The second explanation
言われている内容の一部として理解される比
喩的意味の側面もあれば、推意内容の一部
として理解される比喩的意味の側面もある。
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The second explanation

• 間接発話行為 これらの文字通りでない意味は、言わ

• メトニミー れている内容の解釈(explicature)の一
• 皮肉 部として理解される。

• →たとえば皮肉の、文脈に適した意味はwhat the speaker 
pragmatically saidを理解することによって完全にとらえられ
る。

• 一方、意図されたコミュニケーションのメッセージを推測する
ために、言われている内容をより精緻化することが必要とさ
れる皮肉もある。
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どの種の皮肉がexplicature（表意）として理解
され、どの種の皮肉がimplicature（推意）として
理解されるかを決定する確固とした規則はない
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比喩表現の理解における、言われている内容の異なる役割に

焦点をあてたempiricalな発見

□Jane has three children.
Jane has only three children.という言われた内容の
語用論的な解釈のおかげで、この発話の推意内容を
理解できる。
□一方、多くのメタファーやイディオムに関しては、そ
の表現の文字通りの意味にも関わらず、意図された
意味が理解される。比喩表現の理解に際して、文脈内
でその発話が伝えることが意図されている内容を処理
することが優先され、言われた内容の処理が省かれる
ことがよくある。
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10.Conclusion

• 言語の意味と理解に関する理論において“文字通り
の意味”を追い求めても無駄である。

• 以下の3点についてempiricalな証拠を得た
(a)言われている内容と推意内容の区別は可能
(b)言われている内容と推意内容の理解の両方に

enriched pragmatic knowledgeが必要
(c) 通常、what speakers pragmatically said はwhat 

speakers implicateの一部として処理される
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• 発話の解釈のすべての側面に、語用論的な
情報が使われている
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ありがとうございました。


