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1. はじめに
1.1 中間的な容認度を示す言語事例の存在
言語学では容認性判断 (acceptability judgment)、及びその結果としての言語表現の容認
度 (acceptability) が論拠として広く用いられている 1。例えば、以下（1）のように母語話
者が不自然に感じる文を、通常は不自然でない文と対比させて提示する事で、分析対象と
している言語表現に何らかの規則なり制約が働いていると考える。ここでは「*」（アスタ
リスク) を不自然性を表すマーカーとして用いている。

(1) a.

机の上に紙が 3 枚ある。

b. * 飛行機が 3 羽停車している。
上記 (1) の場合、こういった容認度の非対称性を根拠に「類別詞『羽』はその修飾対象
（ここでは主語）に〈生物〉を要求する」等といった主張を行う。
しかし言語表現には以下 (2) のような中間例が存在する。
「?」は中間的な容認度を表す
マーカーである。
(2) a. ? 彼は私より 5 個年上だが優秀だ。
b. ? 林檎が 2 粒とパイナップルが 3 粒残っている。
（フルーツ味のタブレットの話）
(2a) は個人差（個人間における言語知識の異なり）の問題であり、ある類別詞の研究に
おいて容認不可とされていたが、少なくとも本紙の筆者にとっては完全に容認可能である 2。
(2b) は文脈拡充の問題である。通常「粒」は小さいまさに粒状の対象にしか用いない事か
ら、
「林檎」や「パイナップル」に対して「粒」を用いている (2b) は低容認度になると予
想されるが、(2b) にあるように、それらがメトニミー的な用法（「林檎（のタブレット）
が 2 粒と...」）である事を注釈すれば（あるいは被験者がそこまで想像を膨らませて容認性
判断を行えば）容認度が回復し得る。
©斎藤幹樹、「言語表現の容認度に対する下位構文スキーマ頻度及び単語頻度の影響の統計的考察」
『言語科学論集』、第 21 号 (2015)、pp. 37-57

38

1.2 中間的容認度事例に対する反応
こういった容認度に関する中間事例の存在を知った上での容認性判断そのものに対する
意見は肯定的なものと否定的な意見の二つに概ね分けられる。
肯定派は、個人差についてはその存在を認めた上で、言語学の分析対象が「言語知識の
共通部分（最大公約数部分）」であるとし、したがって仮にある容認度の割り当てに異議を
唱える者がいたとしても、言語学的論証そのものの妥当性は揺るがないと考える。一方、
文脈による補正については、文脈の影響を排除すればほぼ安定した容認性判断結果が得ら
れると想定する。
否定派は (2) のような中間例を根拠に、容認性判断そのものの使用を避けようとする傾
向にある。その場合彼らは代替手段としてコーパスデータを中心に用いる事になる。
しかし、どちらの立場も両極端であると言わざるを得ない。理由として、肯定派は「言
語知識の最大公約数」が定義可能であるのか、むしろ家族的類似性を成しているのではな
いかといった可能性を検証していない点において不十分である。加えて、そもそも文脈を
完全に排除する事が可能であるのか、完全に文脈を排除した文は日常生活で用いられる言
語表現と同一視してよいのか、あるいは本当に文脈を排除すれば安定した容認性判断結果
を得る事が出来るのか、等について十分な検証を行っていない点においても、肯定派の意
見にはやはり問題がある。
対して否定派についても、コーパスデータが本当に人間の言語知識の反映たり得るのか、
コーパスデータと個人の言語知識に関する意見が食い違った場合にどのように対処するの
か、そもそも諺のような言語表現はコーパスにおいては用例が少なくともそれ自体で非常
に有名であるという事があり得るのではないか、コーパスに出ないという事実を言語知識
に含まれないと判断してよいのか、タグ付けは信頼にたり得るか等、非常に多くの問題点
がコーパスデータの使用に際して存在し得るのにも関わらず、これらを未検証のままコー
パスデータ使用を代替研究手法として無条件に認めるのは妥当であるとは認められない 3。
加えて、何かしらの仮説・モデルを提案・修正するに際し、負例 (negative example) の存
在は論理的に必須である事を鑑みれば、正例 (positive example) の集合体であるコーパス
データのみを用いて論証を行う事は論理的に不十分であると言わざるを得ない。

1.3 中間的事例に対する本論の態度
容認性判断に問題点が内包されているのは事実である。しかし、上に述べた理由から（参
照：中間容認度事例に対する否定派の意見及びその問題点指摘箇所）、それを根拠に完全に
容認性判断を捨て置いてしまう事は非常に危険である。加えて、容認性判断と対比される
事の多い研究手法であるコーパスデータの使用も、容認性判断と同様に様々な問題を抱え
ている。この現状を鑑み、本論としては両者を共に方法論的に精緻化し、互いの長所・短
所を補う事で、より良い研究手法が確立されていくのではないかと考える。
実際に、例えばコーパスデータは珍しい言語事例に対しては非常に使い勝手の悪い研究
手法であるが、そういった場合に容認性判断を適切に使う事で関心のある言語現象に焦点
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を当てて分析をする事が可能になる。また、コーパスデータだけでは理論やモデルの予測
が正しいかを個別に検証する事が難しいが 4、より妥当な形での容認性判断の利用はこれ
を十分に可能にする事が出来る。
反対に、コーパスデータ及びそれに対する統計的手法を用いる事は容認性判断に比べて
より客観的な分析が可能であり、この長所は黒田 (to appear) で述べられているように、
証拠の質という観点から考えた際には最大の長所となり得る。
したがって、本論では容認性判断という手法がより良い形で言語学的論証に使われる事
を目指し、容認性判断とコーパスデータの使用という二つの異なる分析手法を互いに相補
的な関係にあるものと見なした上で、容認性判断に影響を与え得る要因について考察する。

1.4 本論の主張
容認性判断実験及びその結果に対する統計的分析の結果として、本論は以下を結論とす
る。
(3) a. 下位構文スキーマの頻度（定着度、親密度）が容認性判断に影響を与えている可能
性がある。
b. 単語単独の頻度（定着度、親密度）は容認性判断に影響を与えていない可能性があ
る。少なくとも現時点ではその影響について「不明」であると判断すべきである。
下位構文スキーマは認知文法 (cf. Langacker 1987, 2008) における用語であり、部分的に
スロットを有する言語知識である。例えば以下のような言語知識が下位構文スキーマに当
たる。

(4) a. X-ness
b. X tree
c. X is Y
d. X gives Y to Z
こういった下位構文スキーマに対し、以下 (5) のようにスロットが詳述 (specify) され
ている言語知識を、認知文法では「（(4)に対して）詳述性 (specificity) が高い」と形容す
る。

(5) a. happiness
b. Christmas tree
c. Time is money.
d. Tom gives money to Mary.

40

認知文法において容認性認識のプロセスは概略以下のように理論化されている。
(6) 1. 容認性判断の対象（ターゲット T）を知覚する。
2. T によって言語知識の一部 (S) が活性化する 5。
3. 複数の要因（(7b) 参照）により、S を構成する各ユニット（個々の言語表現に関す
る知識）間で活性の変動が生じる。
4. 最終的に最も活性度が高くなったユニット U が T をカテゴリー化する。
-

この時、U と T の間の相違が小さい場合、認識される違和感が小さい事から、
高容認度となる。

-

この時、U と T の間の相違が大きい場合、認識される違和感が大きく、低容
認度となる。

(6)-3.から(6)-4.までの過程を指して、認知文法では比喩的に「あるユニットがカテゴリー
化競争に勝ち残り、ターゲットをカテゴリー化する」と表現する 6。
下位構文スキーマが容認性判断に大きく関わる可能性があるという命題（仮説）、及び、
単語単独の頻度は容認性判断にさほど大きな影響を与えない可能性があるという命題（仮
説）は、以下の Langacker (1999, 2008) による言明から導かれる。
(7) a. 文法性（容認性）は、対象表現とカテゴリー化ユニット間のカテゴリー化関係の如
何によって決まる 7。
b. カテゴリー化ユニットとなる為に、以下の 3 点が関わっている 8。
i.

定着の度合い (degree of entrenchment)

ii.

重複の度合い (degree of overlap)

iii. 文脈による促進効果 (contextual priming)
c. より詳述度の高いユニットほど、カテゴリー化ユニットになりやすい 9。
(7c) は (7b-ii) の結果として導かれる命題である。(7b-ii) より、知覚対象と出来るだけ
多くの重複 (overlap) を有する言語知識が最終的にカテゴリー化ユニットとして勝ち残
りやすく、詳述度が高ければそれだけ一致率は上がる可能性が高くなる。逆に詳述度の低
い（一般的な）言語知識においては、そもそもターゲットと一致し得る部分が少ない。大
部分がスロットになってしまっており、スロットはスロットであるがゆえにターゲットと
一致する事は無いからである。そして通常最も詳述度が高い言語知識は言語使用イベント
(usage event) であり、すなわちスロットを（理論上）一切持たない言語知識である。しか
し、本論が対象とするような、造語（新規表現）の知覚・認識の場合、対応する言語使用
イベントは論理的に存在しない事となる為、その言語使用イベントより一段階抽象的な言
語知識がカテゴリー化ユニットとして勝ち残りやすくなる事が予測される。この時、一段
階抽象的な言語知識として本論文では下位構文スキーマを仮定している。
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これに対し、単語（単独）は一見最も詳述度が高い言語知識に思えるが、認知文法では
単語は複数回の抽象化 (abstraction) あるいはスキーマ化 (schematization) の後にようや
く獲得される言語知識であると見なされる。なぜなら、その生起環境に関する情報が全て
抽象化によって削ぎ落とされて初めて手に入る言語知識が、単語という存在だからである。
一例として Langacker (2008: 243) における図を以下に引用する。この図は send に関わる
言語知識（ネットワーク）の一部を表したものである。

図 1 send に関する言語知識の一部 (Langacker 2008: 243; Figure 8.13)

基本的に図の上方に描かれるユニットは下方のユニットに比べて詳述性が低い（一般性
が高い）と解釈される。図 1 において、単語としての send は、その生起環境が（たとえ抽
象的にでさえ）情報として含まれている「send NML NML」や「send for NML」のような
スキーマ的言語知識よりも、さらに上方に描かれている 10。すなわち、単語としての send
は「send NML NML」のような既に抽象的な言語知識から、更なる抽象化（生起環境情報
の削ぎ落とし）を経て、ようやく獲得される極めて抽象的な言語知識である事が示されて
いる。
したがって、認知文法の枠組みに従えば、無批判にその基本単位として受け入れられが
ちな「単語」レベルよりも、下位構文スキーマレベルの方が知覚において重要である事が
予測されるのである 11。
この認知文法からの理論的予測（以下 (8) に明示）を容認性判断実験及び統計的分析に
よって検証する事が本論文の主旨であり、実験及び分析の結果として (3) を結論する。
(8) 容認性判断において、単語単独の頻度（定着度）よりも下位構文スキーマの頻度（定
着度）が大きく影響する。
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2. 容認性判断に影響し得る要因についての先行研究
容認性判断を言語学的論証に用いる動きは Chomsky (1957) 以降に見受けられ、現在で
は非常に幅広く言語学において用いられている。その妥当性については散発的に疑念が投
げかけられていたが、初めて体系的に容認性判断の内包する問題点について指摘し、容認
性判断に関わる要因を同定する試みの重要性を説いたのは Schütze (1996) である。
容認性判断を巡る先行研究については Schütze (1996) にまとめられている為、本紙では
詳細について述べる事は避け、容認性判断に影響を与え得ると指摘されているいくつかの
要因について概説的に述べるにとどめる。

2.1 容認性判断に対する二つのアプローチ
容認性判断の実態を捉えようとする試みは主に以下の 2 つのアプローチからなされてい
る。
(9) a. ミクロ的（還元論的）アプローチ
b. マクロ的アプローチ
ミクロ的アプローチは、容認度の分布を、容認性判断に影響を与え得る要因のレベルか
ら予測する事を目指すアプローチである。本研究はこちらのアプローチに属する。従来の
容認性判断に関わる研究は主にこちらの観点から、特に社会的要因について考察がなされ
ている。詳細は次項 2.2 節に記す。
マクロ的アプローチは、ミクロ的アプローチのように容認性判断を構成する要素という
観点から容認度分布を予測するのではなく、分布の仕方に規則性を見出す事で容認度の分
布を予測する事を目指すアプローチである。代表的な研究として黒田 (2011) は容認度の
分布を「言語表現 (E) 」×「文脈 (C) 」×「評定者 (R) 」の直積として定義し、ある評
定者における容認性判断のプロセスを、部分文脈の確定とその内部において最大容認度を
返す文脈の確定という形で捉えている 12。

2.2 容認性判断に影響を与え得る要因の一例
本項ではミクロ的アプローチにおける研究の一例を挙げる。
McDavid and O’Cain (1977) は、年齢差、住んでいる地域差、そして教養の有無が言語知
識の差につながっている事を指摘した。例えば教養のある者はshrinkの過去形の発音につい
て、/ʃrænk/ が正しいとする傾向にあったが、これに対して教養の低い者ほど /ʃrænk/ を
shrinkの過去形として認めない傾向にあった事が指摘されている。
Lakoff (1977) は男性による言語使用と女性による言語使用の比較を通じ、それまでの標
準的想定 (assumption) であった二値的な容認度観を否定し、男性と女性で喚起する文脈
が異なる事から男女間で容認性判断の結果が異なり得ると指摘した。
Bever (1992), Cowart (1989) は、左利きの親類がいるか否かが思考の好みを通じて容認
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性判断に差異が生じ得る可能性を指摘した。同研究によれば、左利きの親類を有する被験
者の方が意味・語彙情報やその周辺情報へのアクセスが優先的になされるのに対し、左利
きの親類を有しない被験者は言語の構造より敏感に反応した事を報告している。
加えて興味深い研究例として、Carroll et al. (1981) は容認性判断を行う際に、鏡を眼前
に配置して自分自身を見える状態にすると、容認度が上がり得る可能性を指摘している。
同研究はこの現象について、鏡によって自身が見える事により、コミュニケーション志向
の心的方策が取られた為であると結論付けている。

2.3 先行研究内における本研究の位置付け
本研究は、上記のような容認性判断に対するミクロ的アプローチを取る研究の一部であ
る。ただし、2.2 節に挙げた類の研究が容認性判断場面における被験者側に存する要因を主
として考察対象にしているのに対し、本研究は言語表現側に存する要因について焦点を当
てている。こういった異なる観点からの分析を行う理由は、もし容認性判断に関わる要因
が被験者内要因だけであったとすると、言語表現の違いに寄る容認度の違いが説明され得
なくなるからである。これは言語学的な観点から考察すれば明らかに妥当でない。ただし、
こういった被験者内要因に焦点を当てている研究ももちろん言語表現内要因を否定してい
るわけではなく、むしろそれらの研究が発表された背景において、被験者内要因を無視し、
あたかも言語表現内要因のみで容認度が決定されるかのような前提で研究が盛んに行われ
ていた初期の生成言語学の方法論に対する反論（アンチテーゼ）であった事を鑑みれば、
現時点でむしろ被験者内要因が多く発見されている事は何ら不思議ではない。
よって、本研究は先行研究と同様に容認性判断に対するミクロ的研究アプローチを取り、
言語表現内要因の特定を目指す。

3. 方法
言語表現側に存する要素の内、単語頻度及びスキーマ頻度が容認度分布に寄与している
可能性を検証する為、造語に対する被験者の容認度評定値を記録する容認性判断実験を行
い、その結果に対して重回帰分析を中心に用いて分析を試みた。

3.1 容認性判断実験
容認性判断実験は、日本語の名詞-名詞複合語の形を取る造語群に対し、6 段階で容認性
を評定してもらう形で実施された。

3.1.1 刺激語群
刺激語群は、現代日本語書き言葉均衡コーパス（以下 BCCWJ）から無作為抽出した名
詞を無作為に結合させる事で入手される、54 例の造語群である 13。刺激語群作成の詳細な
過程は以下の通りである。
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(10) 1. BCCWJ の主要コーパス語彙表から以下の条件を満たす語彙を抽出する。
a) 「名詞 - 普通名詞 - 一般」（品詞）
b) 「和」「漢」
「混」（語種）
2. 抽出した語彙群の内、頻度順で上位三分の一を母集団とする 14。
3. この母集団を頻度順で三群に分け、それぞれから無作為に 10 例ずつ名詞を抽出す
る。
4. 得られた 30 例の名詞を複製し、無作為に元の 30 例の名詞と結合させる。
a) この時点で 30 の複合名詞が得られるが、無作為結合の結果として偶然同じ
名詞が結合してしまった為（「庭園庭園」）、これを除外し、合計で 29 の複
合名詞を得た。
5. 得られた 29 の複合名詞の前項名詞(以下 N1)と後項名詞(以下 N2)の順序を入れ替え、
新たに複合名詞 29 例を得る。
a) これにより最終的に 58 例の造語複合名詞（刺激語群）が得られる。
実験にはこれら 58 例の刺激語が用いられたが、質問紙上で並記する振り仮名に誤りがあ
った為、該当する 4 例を除外し、最終的に 54 例が分析対象となった 15。

3.1.2 質問紙
刺激語群を質問紙上に無作為の順序で配置し、被験者に提示した。評定値は 0 から 5 の
6 段階である。評定値を 6 段階にした理由は、中間値をなくす為である。中間値を排除し
た理由は、本実験が造語の不自然性判定であるという特徴から、
「わからない」という形で
評定を放棄する可能性が考えられ、中間値の存在はその傾向を強める恐れがあると考えら
れた為である。
評定値の最低値に当たる 0 には「極めて不自然な表現であると感じる」という文言を、
最大値に当たる 5 には「極めて自然な表現であると感じる」という文言をそれぞれ並記し
た。1 から 4 の評定値には特別な文言は付与していない。
本実験では、ある刺激語が各被験者より得た評定値の合計値及び平均値を、その刺激語
の有する容認度であると解釈した上で分析を行った。

3.1.3 被験者及び実験実施の方法
本実験への参加者は当初 59 人であったが、日本語を母語としない者及び欠損値を含む形
で質問紙の提出を行った者のデータを除外し、且つ刺激語の半数以上に同じ評定値を割り
振っている者のデータも除外した為、最終的に分析対象となったのは 39 人分のデータであ
った 16,17。
実験は、通常の授業の終了後に質問紙を配布し、回答が済んだ者から順次退室という形
で実施された。実施時の指示に関しては「言語に関する不自然性認識のメカニズムの研究」
とのみ伝え、以降の質問に対しては応えなかった。これは出来る限りバイアスをかけない
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状態で、母語話者がどのような要素を重視して容認性判断を行うかを観察するのが本実験
の主旨であった為である。

3.2 統計的分析
容認性判断実験によって得られた容認度データを対象にし、重回帰分析を中心として異
なる変数の組み合わせを用いて 524,307 パターンの統計的最適モデルを作成し、全体とし
てどういった要素（変数）が高い傾向で採用されるかを観察した。

3.2.1 変数について
目的変数は各刺激語が各被験者より割り当てられた容認度（評定値）の合計値である。
当該指標はある言語表現が有する容認度であると解釈される。説明変数については以下の
52 個を設定した 18。
(11) a. 頻度変数
-

N1 単語頻度
例：「油揚げ先生」→「油揚げ」→ 1,074 例

-

N2 単語頻度
例：「油揚げ先生」→「先生」→ 376,475 例

-

N1-X 型下位構文スキーマ頻度
例：「油揚げ先生」→「油揚げ +（名詞）」→ 48 例

-

X-N2 型下位構文スキーマ頻度
例：「油揚げ先生」→「（名詞）+ 先生」→ 24,261 例

b. 意味関係変数
-

様態
「N1 の状態の N2」が読み込めるもの → 例：「憂愁人間」

-

恒常的性質
N1 が N2 の恒常的性質を表しているもの → 例：「広義構文」

-

一時的性質
N1 が N2 の一時的な性質を表しているもの → 例：「必見下絵」

-

構成物・成分
N1 が N2 の成分や材料等構成物を表しているもの → 例：「儒家小国」

-

場所
N1 が N2 に対して何らかの場所的関係を示すもの → 例：「食堂顔合わせ」

-

目的
「N1 のための N2」の関係が読み込めるもの → 例：「顔合わせ食堂」

-

目的語抱合
「N1 を N2（する）」の関係が読み込めるもの → 例：「下絵必見」

46

-

逆語順目的語抱合
「N2 を N1（する）」の関係が読み込めるもの → 例：「必見紅梅」

-

コピュラ
N1-N2 間にコピュラ関係 (N1 is N2) を読み込めるもの → 例：「先生道士」

-

所有
N1-N2 間に所有関係 (N1's N2) を読み込めるもの → 例：「当店釣竿」

c. 意味カテゴリー変数
i) 概要
-

以下 iii) に挙げる意味カテゴリーを設定し、構成名詞 (N1, N2) がそれ
らのカテゴリーに属するかを判定した。

-

各意味カテゴリーは、N1 系と N2 系の二つの変数として実現させた。
例えば「人間」カテゴリーとして、「人間カテゴリー (N1)」と「人間
カテゴリー (N2)」の二つの変数を設定した。

-

N1 がある意味カテゴリーに属する場合、その意味カテゴリーの N1 系
に「1」を付与し、N2 が属する場合は N2 系に「1」を付与した。

-

N1 あるいは N2 が複数のカテゴリーに該当する場合、該当するカテゴ
リー全てにおいて「1」を付与した。

ii) 例：「油揚げ先生」
-

変数「食べ物カテゴリー (N1)」に「1」

-

変数「衣食住カテゴリー (N1)」に「1」

-

変数「日常物品カテゴリー (N1)」に「1」

-

変数「人間カテゴリー (N2)」に「1」

-

変数「職業カテゴリー (N2)」に「1」

iii) 一覧
-

「人間」カテゴリー

-

「イベント」カテゴリー

-

「食べ物」カテゴリー

-

「道具」カテゴリー

-

「動詞性」カテゴリー

-

「書記」カテゴリー

-

「法律」カテゴリー

-

「自然」カテゴリー

-

「思考・感情」カテゴリー

-

「衣食住」カテゴリー

-

「動物」カテゴリー

-

「建造物」カテゴリー

-

「植物」カテゴリー
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-

「娯楽活動」カテゴリー

-

「日常物品」カテゴリー

-

「職業」カテゴリー

-

「論理」カテゴリー

-

「社会」カテゴリー

-

「政治」カテゴリー
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頻度変数は単語頻度及びスキーマ頻度共に NLT19 と NLB20 における度数を合計する形で
入手した。この手法を採った理由は、TWC と BCCWJ がそれぞれウェブ上の言語データと
出版物のデータを対象としており、本実験においてはその性質上言語環境（媒体）に依存
しない言語表現の性質を捉える必要があると判断された為である。
単語頻度はある名詞単独の頻度であり、直接的にはコーパス（TWC 及び BCCWJ）内で
何度その名詞が用いられているかである。本実験においては、この指標を母語話者の言語
知識内における当該名詞の定着度（親密度）であると解釈している。
下位構文スキーマ頻度は、問題となる名詞が当該コーパス内において他の名詞と名詞名詞複合語の形で何度用いられているかを表す指標である。N1-X 型下位構文スキーマは、
検索語が後ろに何らかの名詞を伴って用いられている回数である。X-N2 型下位構文スキー
マは、検索語が前に何らかの名詞を伴って用いられている回数である。
これらの頻度情報は高頻度語に集中して突出した度数（頻度）を示す傾向にあった為、
度数をそのまま使用せず対数変換してこれを用いた。
(11b) に挙げた意味関係変数は N1 と N2 の間の意味関係を反映した変数であり、影山
(1993) における分類を基盤として出来るだけ網羅的な設定を行った。ただし、複合語にお
ける N1-N2 間の意味関係については画一的な設定が不可能である事が指摘されている 21。
したがって、異なる意味関係の設定による今後の追加実験が期待される。
(11c) に挙げた意味カテゴリー変数は、N1 あるいは N2 の名詞が特定の意味カテゴリーで
ある場合に容認度が上下する可能性を考慮する為に設定された。例えば「油揚げ先生」は
N2 の名詞「先生」が「人間」カテゴリーに属すると認められる為、
「『人間』カテゴリー (N2)」
に「1」が割り当てられる 22。対して「先生」は「自然」カテゴリーには属しないと判断さ
れる為、「『自然』カテゴリー (N2)」は「0」が割り当てられる。
後述のように、意味カテゴリー変数は初期変数入れ替えの対象となっている為、他のタ
イプの変数とは異なり有意数の積算は行わなかった。代わりに有意となった N1 系意味カ
テゴリー変数の総数と N2 系意味カテゴリー変数の総数を比べ、ある一つの重回帰モデル
において N1 系と N2 系のいずれがその有意数において勝っているかを比較した。

3.2.2 分析手順
本実験・分析においては 524,307 パターンの重回帰モデルを導出し、全体の傾向を見る
事で目的変数（容認度の分布）に影響があると思われる要因の特定を目指した。この手法
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を用いた理由は、第一にそもそも重回帰分析においては初期変数の組み合わせによって得
られる結果が異なるからであり、第二に特に意味カテゴリー変数がその設定の数・粒度に
おいて必然性が無いからである。
前者について、重回帰分析は複数の説明変数の貢献の度合いを総合的に判断する事が出
来る点で有用であるが、目的変数の挙動を予測するに足るほぼ全ての説明変数を理論的に
予測して初期変数に加えられる場合を除き、全ての潜在的な変数を初期変数に入れる事は
極めて難しい。これにより、すなわち初期変数は決して必然的な組み合わせにはならず、
必然的な組み合わせでない以上たった一度の重回帰分析で結論を下す事は難しいと言わざ
るを得ない。
さらに、これは後者に関連する事であるが、意味カテゴリーという存在は決して一義的
には決まらないというのもこの問題に拍車をかける要因となってしまっている。意味カテ
ゴリーはその設定の仕方に規則性は無く、事実、人間は重複し合うあらゆる意味カテゴリ
ーを形成している。加えて、その意味カテゴリーの成員も言語によって、もしくは個人に
よって大きく異なり得る。例えば「人間」カテゴリーを設定して「大人」カテゴリーや「子
供」カテゴリーを設定しない必然的な理由は無い。したがって意味カテゴリーは論理的に
無限に存在し得る。
重回帰分析における説明変数はその統計的有意モデルを確定させる上で非常に重要な存
在である事からこれらの問題点に対処する必要性が認められた。本研究ではそれらの問題
に対処する為、最も流動的な変数である意味カテゴリー変数を入れ替えて全ての組み合わ
せによる重回帰モデルを作成し、全体の傾向を見る事で総合的に判断をするという手法を
採用した。
各試行における重回帰モデル導出の手順は以下の通りである。
(12) 1. 初期説明変数群 Vi の確定
2. VIF 値の大きい説明変数から順に除外
-

最も大きい VIF 値が基準値を下回った時点で次のステップへ進む

-

用いた基準値は 5

3. AIC による変数の選択（変数減少法）
4. Vi における最適モデルの確定
重回帰分析においては説明変数間の独立性が前提とされるが、意味関係変数や意味カテ
ゴリー変数などは上述のように本質的に重複が認められる。しかしそれを理由に意味に関
する変数を考慮しなければ言語現象における最も重要な部分について考察出来ない事とな
る。その為本研究では多重共線性 (multicollinearity) の指標として VIF（Variance Inflation
Factor: 分散拡大要因）を用い、強い共線関係にある変数を予め除去してから AIC による
モデル確定を行う事で、この変数の独立性の問題に対処した。
VIF の基準値については 10 が用いられる事が多いが、その値に必然性は存在しない 23。
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本研究では 5 を採用した。その理由は第一に VIF 基準値としての 10 という値が基準とし
て緩すぎるという指摘がなされており

、第二に内田 (2011) における記述から、当該基

24

準値を 5 から 10 の間に設定する事が望ましいと判断された為である 25。

4. 結果
524,307 パターンの重回帰モデルにおける各説明変数（意味カテゴリー変数を除く）の有
意数及びその割合を以下の表 1 に記す。
表 1 より、単語頻度は N1 及び N2 の双方において決して高い有意傾向にあるとは言えず、
スキーマ頻度については X-N2 型スキーマ頻度のみが非常に突出した有意傾向になる事が
示された。加えて、
「目的」の意味関係を読み込む事の出来る刺激語については、その意味
関係が有意に目的変数（容認度）の挙動に影響している可能性が示された 26。
表 1 各説明変数の有意数及びその割合

変数名

表 2 意味カテゴリー変数有意割合

合計有意数

割合(%)

合計有意数

割合(%)

N1 単語頻度

119,306

23

n1.sth

592,925

113

N2 単語頻度

5,343

1

n2.sth

1,722,852

329

N1-X 型スキーマ頻度

64,261

12

n1win

17,486

3

X-N2 型スキーマ頻度

384,764

73

n2win

458,249

87

様態

39,184

7

n1n2tie

48,572

9

恒常的性質

20,523

4

一時的性質

3,780

1

構成物・成分

52,814

10

場所

48,374

9

目的

386,983

74

目的語抱合

15,901

3

逆語順目的語抱合

7,381

1

コピュラ

16,483

3

所有

31,575

6

3.2.1 節で述べたように、意味カテゴリー変数は初期変数入れ替えの対象となっている事
から有意数の積算は行わず、各重回帰モデルにおいて N1 系意味カテゴリー変数と N2 系意
味カテゴリー変数のいずれがその有意総数において勝っているかに着目した。その結果が
表 2 である。
n1.sth は 524,307 パターン全てを通して有意となった N1 系意味カテゴリー変数の総数を
表しており、n2.sth は N2 系の有意総数を表している。その結果、単純な有意数としては、
N1 系意味カテゴリー変数の約 3 倍近くの規模で N2 系意味カテゴリー変数が有意となって
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いる事が示された。また、n1win、n2win、及び n1n2tie は、ある重回帰モデルにおいて
N1 系意味カテゴリー変数あるいは N2 系意味カテゴリー変数のどちらの有意数の方が勝っ
ているかを毎回記録したものであるが、その結果総数 524,307 パターンの重回帰モデルの
内、約 87%の割合で N2 系意味カテゴリー変数がより多く有意となった事が示された。
(13) 結果まとめ
a. 単語頻度は N1, N2 共に、目的変数（容認度）に影響を及ぼしているとは言い難い。
b. N1-X 型スキーマ頻度が目的変数に影響を及ぼしているとは考えられない。
c. X-N2 型スキーマ頻度が目的変数の挙動に貢献している可能性が示唆された。
d. 意味カテゴリーの如何が目的変数に影響しているとすれば、それは N2 である可能
性が高い。

5. 考察
本紙は特に単語頻度及びスキーマ頻度の容認度への影響性に焦点を当てたものである為、
これらの変数を中心に考察を行う。
まず、従来重視される事の多かった単語そのものの頻度（親密度）については、驚くべ
き事に少なくとも新規表現の意味内容理解においてはさほど大きな影響力を有していない
可能性が示唆されたと解釈される。ただし、此度の分析においては同時にスキーマ頻度の
貢献も推量している為、スキーマ頻度の影響力に対して相対的に低い影響力であるという
可能性も考慮すべきである。したがって本研究のみからでは何らかの結論を下すべきでは
ないと判断される為、本紙としては容認度に対する単語単独の頻度（親密度）の影響につ
いて「わからない」という判断を結論とする事が妥当であると思われる。
次にスキーマ頻度について述べる。N1-X 型スキーマ頻度については実験結果より容認性
判断には影響していないと考えるのが妥当であると判断される。これに対して X-N2 型ス
キーマ頻度については、表 1 に記した結果より、容認性判断に影響を及ぼしていると判断
して良いように思われる。さらに、表 2 に表した結果からも、この結論は支持されると考
えられる。なぜなら、単純な X-N2 型下位構文スキーマ頻度が「○○先生」のように、N2
が完全に名詞になっている（すなわち最大の詳述度を有する）レベルの下位構文スキーマ
の貢献可能性を示唆しているのに対し、表 2 及び (13d) に表されている結果は、
「○○〈人
間〉」27 のような、より抽象的な下位構文スキーマの貢献可能性を示唆していると解釈出来
るからである。
スキーマ頻度の貢献可能性に関しては、主要部 (head) 位置との関連が問題となるが、
本研究における実験結果は単純な主要部の問題を超える示唆を有している。確かに日本語
の名詞-名詞複合語における主要部は N2 位置となるが、しかしもしそれだけの問題である
のならば、N2 単語頻度がほとんど有意にならず、X-N2 型スキーマ頻度のみが有意となっ
た理由が説明出来ないからである。本研究の実験結果は、単純な主要部の問題を超えて、
「ある名詞がどれだけ他の名詞と連結して使われた事があるか」という知識、すなわち
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X-N2 型下位構文スキーマ（の定着度）が容認性判断において重要である事を示していると
解釈出来、その意味で従来の主要部に関する議論とは異なる観点からの知見を提供してい
ると考えられる 28。
その他に重要な点として、
「目的」の意味関係が容認性判断に影響を与えている可能性が
示唆された。ただし、この「目的」の意味関係の影響可能性に関しては慎重な判断を要す
ると思われる。なぜなら同様の実験を行った斎藤 (2015) においては、
「目的」の意味変数
が有意に容認度の挙動に影響しているとは判断されなかったからである。同研究では「性
質」の意味関係が有意となっていた。しかし本研究においては同様の傾向は見られていな
い。したがって、意味関係のみに焦点を当てた追加実験が行われる必要があると判断され、
少なくとも本実験結果のみからでは何らかの結論を下すには十分でないと考えられる。

6. 結語
6.1 結論
本研究では、認知文法 (cf. Langacker 1987, 2008) の枠組みにおける理論的予測を、容認
性判断実験及び統計解析を用いて検証した。
認知文法の予測に従えば、個々の名詞（単語）の単独の頻度（親密度）よりもむしろ下
位構文スキーマの頻度の方がよりカテゴリー化プロセスには強く関わりやすくなる。そし
て認知文法において文法性（容認性）の程度はカテゴリー化プロセスに大きく影響を受け
る。そして容認度の分布は容認性判断という認知プロセスの反映であると考えられるから、
結果として下位構文スキーマの頻度が容認性判断に大きく影響を与え得るという仮説が導
かれる。
そして、日本語の名詞-名詞複合語型の造語を刺激語群とし、母語話者を対象とした容認
性判断実験と、その結果得られた容認度分布に対する重回帰分析を主軸とした分析の結果、
以下の結論が導き出された 29。

(3)（再掲）
a. 下位構文スキーマの頻度（定着度、親密度）が容認性判断に影響を与えている可能
性がある。
b. 単語単独の頻度（定着度、親密度）は容認性判断に影響を与えていない可能性があ
る。少なくとも現時点ではその影響について「不明」であると判断すべきである。

6.2 今後の展望
通常、実験は単独では完成しない。研究自体そもそも多くの研究者が幾度もの実験・分
析を重ねた結果として蓋然性の高い結論に到達せんことを目指す営みである事からもそれ
は自明である。ゆえに本紙における実験も当然に単独ではその結果に対して相対的に低い
蓋然性を有していると見なすべきであり、今後同様の実験が様々な観点から行われ、主張
の蓋然性が確保される事が期待される。
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以下、本紙の主張を補強する為に有用と思われる（が依然として未検証あるいは要追試
の）観点を例示する。
(14) a. 言語単位の拡大（例： 形態素、語、文、談話）
b. 対象言語の拡大
c. 音韻的要因の考慮、統制
-

アクセント型

-

モーラ数

d. 単語単独の頻度（要追試）
e. N1-N2 間の意味関係（要追試）
検証手順 (procedure) は特に問題が見受けられない限り、概ね「実験→統計解析」の形
で良いと思われる。適切な統計解析手法はその分析対象の性質に適宜選定される事が望ま
しい。また、刺激語はできるだけコーパスデータを活用した無作為抽出を用いる事で客観
性の確保を目指す事が求められる。
以上の研究手順に則り、(14) の問題がより多くの研究者によって取り組まれ、容認性判
断研究そのものが発展する事を願う。

注
*

本紙は国際認知言語学会 (International Cognitive Linguistics Conference) 第 13 回年
次大会 (ICLC-13) において発表された内容に対し加筆・修正を加えたものである。

1.

本紙では「容認性 (acceptability) 」という用語を、言語運用 (performance) の反映
としての「容認性 (acceptability) 」と言語能力 (competence) の反映としての「文法
性 (grammaticality) 」の両方を含む包括語 (cover term) として用いる。文法性と容
認性という区分を採用しない理由は、第一にその区別が自律的な統語機構
(autonomous syntax) を前提とした区別であり、その前提を共有しないからであり、
第二に文法性と容認性の違いは概念的（理論的）定義においてしかなされておらず、
操作的に定義する事は不可能がもしくは非常に難しいと判断される為である。すなわ
ち、量的な分析を施すに際し、そういった構成概念は何らかの形で数値化される必要
があるが、容認性と文法性についてはその双方に異なる操作的定義を同時に付与する
事が出来ないと判断した為、本紙においては文法性・容認性という区別を採用しなか
った。

2.

その「ある類別詞の研究」についてはその詳細をあえて記さない。理由は、第一に本
紙における引用が完全な引用ではなく筆者による修正が大きく加えられているから
であり、第二に、当該容認度の問題によってその論文の妥当性自体が問題となり得る
からである。本紙の主眼はその論文の妥当性の批評ではなく、且つ、引用元の著者へ
の配慮がむしろ必要であると考えられた為、当該論文の詳細を記す事は差し控えた。
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例えば、
「河童の川流れ」は BCCWJ コーパスにおいて頻度が 0 である。もしコーパス
を言語知識の総体として見なすのであれば、「河童の川流れ」はその“言語知識の総
体”に含まれていない以上、「が太郎花子好きを」のようないわゆる非文や、(1b) の
ような低容認度事例と同じ存在であると言わねばならなくなってしまう。また例えば
「河童の川流れ」と「椅子の球溢れ」では、前者が諺として定着している事から両者
間に容認性の差異が生じるであろうと予測されるが、コーパスのみに依拠するのであ
れば、これらは互いに頻度が 0 であるという意味で等価値であると見なさなければな
らなくなってしまう。

4.

コーパスデータに出ているものは全て「言える」もので、出ていないものは全て「言
えない」と仮定すればある程度予測力の検証にコーパスデータを用いる事も可能であ
るが、そもそもそのような仮定は妥当であるとは言えないし、理論・モデルが予測す
る通りの言語事例が丁度コーパスから抽出されるとも限らない。

5.

この時に T によって活性化させられる言語知識の集合を活性化集合 (activation set)
と呼ぶ。

6.

“One member of the activation set eventually wins the competition in the sense of
becoming highly active relative to all the others. It is this unit−−termed the active
structure−−which serves to categorize the target (Langacker 1999: 105)”
“Eventually (though it is only a matter of milliseconds) one member wins the
competition, achieving a high level of activation at the expense of all its rivals. It then
serves to categorize T (Langacker 2008: 230)” 「T」は本論における用法と同様に、タ
ーゲット、すなわち容認性判断の対象となる言語表現を指す。

7.

“The process of assessing conventionality amounts to categorization. (Langacker
2008: 228)”
“The expression is conventional (well-formed) to the extent that these relationships
are elaborative (Langacker 2008: 228)”
“An expression is nonconventional to the extent that targets deviate from the units
invoked to categorize them. (Langacker 2008: 231)”

8.

“Several factors interact to determine which particular member of the activation set
wins the competition and emerges as the active structure evoked to categorize the
target. The first is level of entrenchment (...) A second factor is contextual priming (...)
A third factor is the amount of overlap between the target and a potential
categorizing structure. (Langacker 1999: 105-106)”
“A number of factors encourage a unit's selection as the categorizing structure. The
first is degree of entrenchment (...) A second factor is the influence of context
(“contextual priming”). (...) The third factor is degree of overlap with the target.
(Langacker 2008: 230)”
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9.

“lower-level schemas, i.e. structures with greater specificity, have a built-in advantage
in the competition with respect to higher-level schemas (Langacker 1999: 106)”
“more specific units have a built-in advantage over more schematic ones in the
competition to be selected as categorizing structure (Langacker 2008: 230)”

10. NML は名詞類 (nominal) を指す。「send NML NML」というユニットは、send が後
ろに名詞類を二つ伴って用いられ得る、という知識を表したものであり、そういった
生起環境における抽象的な情報すら捨象された send というユニットとは異なるもの
である。
11. 容認性判断のプロセスは、言語表現に関する（不）自然性認識のプロセスと同様であ
り、且つ広義の言語認識 (comprehension) プロセスの一部を成すものと本論は仮定
している。
12. 紙面の都合上、同論文の内容を十分に紹介する事は出来ない。十分な理解の為には原
典を当たる事を強くお勧めする。
13. 当初は 60 例の刺激語を作成・分析対象とする予定であったが、以下に記す理由によ
り、最終的に 54 例が分析対象となった。
14. 母集団の限定を行った理由は、一部の名詞に頻度が大きく集中する傾向が全体として
見られ、母集団を限定せずに無作為抽出を行うと、（頻度の影響を見たいのにも関わ
らず）頻度が一桁のものがほとんどになってしまい、実験主旨を遂行出来なくなると
判断した為である。
15. 一つの名詞は合計で 4 つの刺激語に含まれる。よって一つの名詞への振り仮名の間違
いにより、4 例の刺激語が分析対象外となった。
16. 日本語母語話者の言語直観を対象とする実験でありながら非日本語母語話者が当初
含まれていた理由は、本実験がある授業の受講者を対象として行われたものであった
からである。
17. 刺激語の半数以上に同じ評定値を与えている者のデータを除外した理由は、本実験が
造語に対する容認性判断を対象としていることから「わからない」という形での評定
放棄の可能性を考慮せざるを得ず、同値を半数以上の刺激語に与えている評定者につ
いてはこの評定放棄に当たると判断した為である。
18. 説明変数の個数を 52 とした理由は、重回帰分析の性質上サンプル数（刺激語）と説
明変数の個数の差が 2 以上である必要があった為である。分析の対象となった刺激語
は 54 例ある為、説明変数は 52 が最大である。
19. NLT (NINJAL-LWP for TWC) は TWC (Tsukuba Web Corpus) を検索する為のツー
ルである。
20. NLB (NINJAL-LWP for BCCWJ) は BCCWJ を検索する為のツールである。
21. 「多分に語用論的な要因に左右され、その内部の修飾関係を厳密に整理・分類するの
は困難である（影山 1993: 194）」
「一次複合語の中で名詞+名詞型を簡単に見ておこう。この型は 2 つの名詞が並んで
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いるだけであるから、両者の意味関係は多分に語用論的な要因に左右され、その内部
の意味関係を厳密に整理・分類するのは困難である。(...) 一次複合語の解釈には固定
した規則はなく、荒っぽい言い方をすれば、とにかく前部分が後部分を何らかの意味
で補足・修飾するように解釈すればよい（西光 1997: 78）」
22. 複数の意味カテゴリーに属する場合はそれぞれに対して「1」が割り当てられる。例
えば「先生」は「人間」カテゴリーに属すると同時に「職業」カテゴリーにも属する
と認められる為、どちらの意味カテゴリー変数についても「1」が与えられる。
23. VIF 値について 10 を用いている研究の例としては例えば阿部・石崎 (1997) が、5 を
用いているものとしては例えば園部他 (2011) が、4 を用いているものとしては例えば
菅原他 (2010) が挙げられる。
24. “the value of the multicollinearity indices at which the interpretation of regression
coefficients may become problematic will often be considerably smaller than
traditional rule of thumb guidelines such as VIF = 10. (Cohen et al. 2003: 425)”
25. 「VIF が 5〜10 以上（許容度が 0.1〜0.2 以下）のときは、多重共線性に注意する必要
がある（内田 2011: 41）」
26. 本実験において「目的」の意味関係を読み込む事が出来るとされた刺激語は「顔合わ
せ食堂」と「儒家小国」のみである。
27. ここで〈 〉は、何らかの語彙（ここでは「人間」）ではなく、概念のレベルである事
を示している。
28. もちろん従来の主要部の議論の妥当性を否定するものではない。下位構文スキーマは
生成言語学で言うところの「構造」を異なる観点から記述したものであると見なせる
為、むしろ此度の実験結果と主要部の関係は互いに支持し合う関係であると判断され
る。
29. 結論は本紙の冒頭部分では「主張」として提示した。
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づきの検討—運動行為の変化ステージから—」『スポーツ産業学研究』21(2): 121-131.
菅原斉・石井彰・渡辺珠美・松林洋志・青木厚・松本葉子・加計正文・百村伸一・川上正
舒. 2010. 「自治医科大学附属さいたま医療センターにおける見学生の短期的研修動
向に影響する背景要因の検討—ロジスティック回帰分析を用いて—」
『自治医科大学紀
要』33: 183-190.
内田治. 2011.『すぐわかる SPSS によるアンケートの多変量解析（第 3 版）』東京: 東京図
書.

『言語科学論集』第 21 号 (2015)

57

Which Affects Acceptability Judgment More,
Lexical Items or Constructional Subschemas?
Motoki Saito

This article aims to demonstrate the frequency of constructional subschemas, rather than
lexical items, can affect acceptability judgment. Cognitive Grammar (cf. Langacker 1987,
2008) theoretically predicts that the frequency of constructional subschemas has a greater
effect on recognition of well-formedness of linguistic expressions than the frequencies of
lexical items that compose the expressions. To verify this, the experiment was conducted
in which participants were asked to rate the acceptability of coined Japanese N-N
compounds on a scale from 0 to 5, and its result was subsequently analyzed using a
multiple regression analysis. 524,307 patterns of the statistically significant models show
the statistic significance of the frequency of constructional subschemas to predict the
distribution of acceptability, whereas the frequencies of the component nouns are not
significant in this respect.

