バイリンガルにおける概念の活性化と文化的要因
三宅恭子

０．はじめに
ひとは複数の言語をどのように脳内に保持し、処理しているのだろうか。
近年、バイリンガル研究がますます盛んである。その主たる理由はグローバル
化の時代において母語のみを使用するモノリンガル人口よりも、複数の言語を使
用するバイリンガル人口の方が多くなってきたということにある。とりわけ言語・
認知心理学の分野において近年、数多くのバイリンガルの記憶表象モデルが提案
されている背景としては、これまでのバイリンガル研究の結果、バイリンガルの
言語処理過程はそれぞれの言語の処理過程の単なる集合体ではないということが
明らかになり、バイリンガルの記憶表象がどのような構造をしているのか、バイ
リンガルは２つの言語をどのように処理しているのかという問題に対する関心が
一層高まってきたことによる。
バイリンガルの認知的研究は1950年代以降に始まった(石王, 1999)。Weinreich
(1953)がバイリンガルを３つのタイプに分類して以来、長年多くの心理学者がバ
イリンガルが複数の言語知識をどのように脳内に貯蔵しているのかという問題に
取り組んできた。複数の言語知識は脳内で独立しているのか、共通の貯蔵庫に貯
えられているのかという両極の立場からの論争を経て、最近ではバイリンガル記
憶表象においては各言語ごとに独立した語彙表象(lexical representation)と言語間
で共有される概念表象(conceptual representation)という２つのレベルを想定する
必要があると考えられるようになってきた(Kroll & Sholl, 1992; Kroll, Michael &
Sankaranarayanan, 1998)。その理論的根拠は、語彙レベルの判断を要求する反復
プライミング課題では言語知識は相互に独立して貯蔵されているとする分離説を
支持する結果が得られ、概念レベルの判断を要求する意味的プライミング課題に
おいては言語知識は共通の貯蔵庫に保持されているとする共有説を支持する結果
が得られることにある。
最初に語彙表象と概念表象という２つのレベルで構成される階層モデルを提案
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したのはPotter et al.(1984)である。Potter et al. は語彙連合(word association)モ
デルと概念媒介(concept mediation)モデルの２つのモデルを提唱した。語彙連合
モデルでは2つの言語の語彙表象間および第1言語(以下L1とする)の語彙表象と概
念表象の間の結びつきが想定されており、概念媒介モデルでは両言語の語彙表象
の間には結びつきは存在せず、２つの言語の語彙表象がそれぞれ概念表象と結び
ついていると想定されている｡ 続いて Kroll らが各表象間の結びつき強度には差が
あり、それはL2の習熟度により変化するという改訂階層(revised

hierarchical)モ

デルを提唱した(Kroll & Sholl, 1992; Kroll & Stewart, 1994; Sholl et al., 1995)。
これらの研究においては具象語が刺激語として用いられ、その限りにおいては
ひとつの語彙表象にひとつの概念表象を対応させる単純な１対１対応モデルで十
分であったが､ 具象語以外の､ さまざまな単語の属性を考慮する段階になって､ 概
念表象は完全に共有されているという前提は限界を見せ始めた(de Groot & Poot,
1997; de Groot & Nas, 1991)。概念はそれ以上細かく分けることのできないまとま
りではなく、複数の概念特徴で構成されており、概念表象は言語間において共有
されている部分とそうでない部分があるとする de Groot(1992)の概念特徴(distributed conceptual feature)モデルはその意味でひとつの大きな発想の転換となっ
た。現在、単語の属性については具象性と抽象性の検討に加えて、同根、非同根
の対立が検討されている。しかしながら、そのほかにも検討されるべき単語の属
性は存在するはずである｡

例えば、言語間の類似性は主に、同根、非同根という

単語の類縁性の面からのみ検討が加えられているが、言語の違いによる文化的要
因については全く検討されていないのが現状である。語彙表象と概念表象全体で
はなく､ 個々の単語や概念の関係等の検討は､ de Groot(1992)によって始められた
ばかりである。

１．研究の目的
バイリンガル記憶表象研究においては解決されるべき問題は数多く残されてい
るが、本稿においては、文化的要因の問題に焦点を当てて検討することとする。
それぞれの言語の語彙にはその言語の話される社会の文化が反映されており、新
しい言語を習得するということはすなわち、新しい文化に順応するということで
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ある。第2言語習得研究においては文化的要因を無視することはできない。
しかしながら、認知科学的手法を用いたバイリンガル研究においては実験に用
いられる単語の選定に文化的要因は反映されてこなかった。また、認知心理学、
記憶研究に関する専門書において繰り返し取り上げられる Collins & Loftus(1975)
の意味ネットワーク(semantic network)の図は､ 英語からそのまま当該の言語に
翻訳され、原形とまったく変わらない形状で説明されており、言語が違えば、あ
る単語から連想される単語に違いが見られたり、概念間のつながりも変わってく
る可能性は考慮されていない。
de Groot は一連の研究において(de Groot, 1992; de Groot et al., 1994; van Hell
& de Groot, 1998)、具象語と抽象語、同根語と非同根語の対立を分析し、具象語
の方が抽象語よりも言語や文化間に共通する意味を持つ傾向があるとしている。
彼女の研究はバイリンガル記憶表象研究に文化的要因を取り入れる1つの試みとし
て評価するに値する。しかしながら、同根・非同根の別や抽象度は単語の属性で
あって､ 文化を反映する概念ではない(Pavlenko, 1999)。また､ 同根か否かの視点
は同族語にしか取り入れることができず、同根・非同根の別を問題とする研究の
対象はすべての単語が非同根語であるような異なる語族のバイリンガルにまでは
拡大されない。
言語が文化を構成する1つの重要な要素であり(ハリスとモーラン, 1983)、概念
表象は文化的経験や社会規範によって形成され(Appel, 2000)、個人の文化的背景
が概念のどの部分が活性化するかを決定する(Paradis, 2000)のであれば､ いかに
して文化的要因を実験計画に組み入れるかは今後の大きな課題の１つである。そ
こで本稿においてはバイリンガルの記憶表象研究において、文化的要因を実験計
画に取り入れることを目指す｡ そのために連想語調査を行い､ プライミング実験1
を実施する。言語によって連想反応に違いが存在するとしたら、その違いは文化
的異質性によるものであると考えられるからである。言語間でどれだけ連想に共
通性があるかについては Rosenzweig(1961)が英語､ ドイツ語､ フランス語､ イタ
リア語を対象として連想語調査を行っており、その結論は同じヨーロッパの言語
同士においては言語を超えた連想の共通性が存在するというものであった。しか
1

先行刺激が後続刺激の処理に影響を及ぼす現象をプライミング効果といい、プライミン
グ効果は概念の活性化によって引き起こされると考えられている(Meyer & Schvaneveldt,
1971)。プライミング効果を測定する実験をプライミング実験と言う。
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しながらある言語でのみ得られる特徴的な連想反応についてはほとんど分析され
ていないのが現状である。その中で、三宅(2002,

2003)は日本語母語話者とドイ

ツ語母語話者を対象にして連想語調査を行い、日本語母語話者に特徴的な連想反
応とドイツ語母語話者に特徴的な連想反応があることを見出し、言語によって連
想反応には文化的特徴を反映する差異が存在することを検証している。
三宅(2002, 2003)ではさらに､ 連想語調査の結果､ 選定されたそれぞれの言語に
特徴的な連想語対を刺激語としてプライミング実験を行い、言語によって概念の
活性化パターンには違いが存在し、ある言語の母語話者においてプライミング効
果が得られた刺激語対で、別の言語の母語話者においてもプライミング効果が得
られるとは限らないことを実証した。これにより、文化的背景が概念の活性化パ
ターンを決定するとする Paradis(2000)の理論は検証されたことになる。
本稿では､ 三宅(2002, 2003)の結果に基づき､ 言語によって文化的異質性に起因
する活性化パターンの違いが存在することを前提として、バイリンガルを対象に
三宅(2002,

2003)が母語話者に対する実験で用いたのと同じ連想語対を刺激語と

してプライミング実験を実施し、バイリンガルがはたして習得中の外国語の文化
に特徴的な概念の活性化パターンを獲得しているか否かを調べる。教室内での外
国語学習においては語彙学習は辞書による対連合学習が一般的であり、ある単語
の持つ文化的背景やその単語の使用コンテクストが十分に示されるとは限らない。
その結果として、バイリンガルの持つ外国語の語彙知識は母語の語彙知識に依存
したものとなり、外国語の文化に特徴的な概念の活性化パターンは十分に習得さ
れないと予測される。

２．バイリンガル
バイリンガルとは一般的には乳・幼児期から２言語環境で育ち、２言語の習熟
度がほぼ均衡していることを指す。学術的にも最も狭い捉え方は一般的なバイリ
ンガルのイメージと同じである。すなわち、乳・幼児期から２言語環境で育ち、
｢聞く・話す・読む・書く｣の４技能において２言語を流暢に使用できる人を指す。
しかし、広義には青年期以降にL2を習得し、どの技能においてもL1が優れている
が、最低限のコミュニケーションはL2でもできる人もバイリンガルに含める。認
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知心理学ではバイリンガルの定義は狭義から広義へと移ってきた(松見、2001)。
その背景としてはバランスのとれた理想的なバイリンガルは極めて少ないこと
(Kroll & de Groot, 1997)が挙げられる｡ バイリンガルの定義が広義へと移行した
ことによって、均衡バイリンガルを対象に複数の言語知識がどのように脳内に存
在しているのかを考察するだけでなく、偏重バイリンガルを対象として１言語の
みの使用から2言語併用に移行する過程を認知学的に考察することが可能になり、
バイリンガル記憶表象研究の幅が広がった(Francis, 2000)｡ 本稿においてもバイリ
ンガルを広義に捉え、L1とL2の習熟度に差があっても２つ(以上)の言語を実際に
使用している人、あるいは使用することを試みている人をバイリンガルとし(de
Groot &, Kroll 1997, p. 170)､ L2を外国語として習得中の学習者もバイリンガルと
して論を進めることとする。

３．意味ネットワークと語彙ネットワーク
心的辞書2 内の単語は互いに連関したネットワーク構造をしていると仮定され
ているが、人が脳内に保持している知識(言語知識も言語外知識も含めて)をネッ
トワークで表現するアイデアは脳などの神経系において神経細胞(neuron)がネッ
トワーク構造をしていることにその発想を得ている。Collins & Loftus(1975)は単
語の意味に相当する概念(concept)は意味的類似性の系列に沿って体制化されてい
ると仮定し､ これを意味ネットワーク(semantic network)と名付けた(図1)｡ 意味
ネットワークは概念を表わすノード(node ：図中の楕円)と関係を表わすリンク
(link：図中の楕円を結ぶ線)からなっている。各ノードを結ぶリンクの強度は一
定ではなく、2つの概念が意味的に関連していればいるほどリンク強度の値は大き
くなる。このモデルは言語処理過程における概念の活性化を説明するものである
が、活性化は神経細胞の興奮の伝達という生理的現象にその発想を得ており、あ
るノードが活性化すると、その活性化はリンクを伝わって近接するノードに拡散
していく。例えば、<赤い>というノードが活性化することによって、<消防車>や
<さくらんぼ>、<夕焼け>、<バラ>といった近接するノードも活性化した状態に
なり、さらに、<消防車>から<トラック>へ、<りんご>から<なし>へと活性化は
2

認知心理学における仮説概念であり、人間が脳内に保持している単語の集合体を指す。
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拡散していく。
Collins & Loftus(1975)は意味ネットワークに加えて、語彙ネットワーク(lexical
network)の存在を仮定している。語彙ネットワークは単語の形のネットワークで
あり、音形の類似性や綴りの類似性の系列に従って体制化されていると考えられ
ている。各ノードは意味ネットワークの1つ以上の概念と結合し、概念と単語の形
は1対1対応ではないと仮定されている(岡, 2000, p. 69)。

図 1 意味ネットワーク(Collins & Loftus, 1975, p. 412, fig. 1を日本語に翻訳)

４．語彙表象と語彙ネットワーク、概念表象と意味ネットワーク
意味ネットワークと語彙ネットワークという用語は Collins & Loftus(1975)に
よって導入されて以来、記憶表象研究の分野における用語として定着している。
一方、認知意味論やバイリンガルの記憶表象研究においては語彙表象と概念表象
という用語が用いられ､ それらの表象は語彙／概念貯蔵庫(store)に保持されてい
るとされている。これらの用語の関係に言及する研究は少ないが、意味／語彙ネッ
トワークも概念／語彙貯蔵庫も人が脳内に保持している言語知識／言語外知識の
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集合体、すなわち心的辞書のことであり、バイリンガル記憶表象研究で用いられ
ている語彙表象および概念表象という用語は記憶表象研究における語彙ネットワー
クや意味ネットワーク内の各ノードを指し、語彙表象や概念表象が保持されてい
る貯蔵庫は語彙ネットワークおよび意味ネットワークそのものであると考えるこ
とができる。

５．概念の活性化と文化的要因
心的辞書および意味ネットワークは認知心理学における仮説概念である。研究
者の考える心的辞書を１つの標準形とすると、個人の所有する心的辞書は標準的
心的辞書に近似するように発展していく動的存在であると考えることができる
(齋藤，1997)。１つの文化には、その文化に規定された標準的な心的辞書が存在
し、その文化に所属する人の心的辞書は、その文化に固有な心的辞書の形状に限
りなく近似していく。
Paradis(2000)は、1つの単語を認知した際に活性化する概念特徴の数および種
類が文化によって異なり、意味ネットワークの構造は文化によって異なるという
考え方を示している。例えば、<イヌ>という概念は、アラブ文化に所属する人と
ヨーロッパ文化に所属する人の間では異なると言われている。ヨーロッパにおい
て犬は人間のペットであり、友達である。一方アラブにおいて犬は汚れた動物と
いうマイナスのイメージを与える(Appel, 2000)。犬を表わす単語はヨーロッパの
言語の母語話者の心的辞書にもアラビア語母語話者の心的辞書にも存在しており、
友達や汚いことを表わす単語もまた標準的な心的辞書の中に存在する。しかしな
がらそれぞれの概念表象のリンク強度に違いがあり、犬を表わす単語が認知され
た際に活性化する概念特徴には違いが存在する。犬を表わす単語が認知されて
<イヌ>の概念が活性化した時、犬の外見や吠え方、臭い等の概念特徴が活性化す
るのは同じであっても、ヨーロッパの言語の母語話者の間では<友達>という概念
特徴が活性化し、アラビア語の母語話者の間では<汚い>という概念特徴が活性化
すると想定される(図2)｡3
3

もちろん、ヨーロッパ人の中にも犬を汚らしい存在であると考える人もいる。これはあ
くまでも標準的な心的辞書の形態、あるいは概念の活性化に関する議論である。
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図２

犬の概念の活性化

６．バイリンガルの記憶表象
語彙表象と概念表象は1対1対応ではない。１つの単語を認知すると複数の概念
特徴が活性化し、その活性化のパターンは文化によって大きく左右されることが
多い｡ 単語の意味の心的表象4 である概念は辞書的な意味(外延的意味)の表象であ
る概念特徴と内包的意味の表象である概念特徴で構成されていると考えることが
できる。内包的意味は外延的意味(中核的意味／辞書的意味)から連想されるもの
(感情・印象やイメージなど)であり､5 個人の主観的経験によって形成される。外
延的意味は文化的に均質な言語社会において個人差が少ないばかりでなく、言語
による差も少なく、普遍的である場合が多いが、内包的意味は個人的な経験に依
拠するため、１つの言語社会においても１つの単語の内包的意味が個人間におい
て全く同じであるということはあり得ない。しかしながら、文化を共有する人の
間には事物や事象の認知・分類の仕方に共通する部分が存在し、複数の対象を範
疇化する方法にも共通性が見られ、文化の規定力によって同じ言語社会の成員の
4

表象とは私たちが知覚できる(見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触れることができる)外界の
事物や事象、またそれらに働きかける行為や活動などを脳内で置き換えた符号を指す。表
象は representation の訳語であり、｢re-present するもの｣、つまり目で見たものを(それが
目の前から無くなった後で)心に表したもの(視覚的表象)、実際には音が聞こえていなく
ても，心の中で再現されるもの(音韻表象)、心の中で再構成された意味 (意味表象)などの
ことである。

5

例えば｢針｣という単語の内包的意味として｢痛い｣という意味が考えられるが、これは
｢針｣という単語そのものが意味するものではなく、｢針｣の使用に付随するものである。
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内包的意味は共有されている部分が多いと考えられる。
バイリンガルは、その学習の過程において、どのように単語とその概念を獲得
していくのであろうか。辞書による対連合学習が標準的なL2の単語習得過程であ
ると考えれば、まず獲得されるのは辞書的な意味である外延的意味の心的表象と
しての概念特徴である。内包的意味の心的表象としての概念特徴のうち、L1と共
通する概念特徴は比較的容易に獲得されるであろう。L2の話されている社会の文
化に特徴的な内包的意味についてはその獲得は難しく、実際にその単語を使用す
ることによる言語経験を積む必要があると考えられる。
心的表象である概念特徴と当該の単語の形の心的表象である語彙表象との間に
リンクが結ばれ、その単語を認知したときに、その概念特徴が活性化するように
ならなくてはその意味を獲得したことにはならない。L2社会との相互作用など、
経験を重ねることによって、より多くの概念特徴が獲得されていく。L2のある単
語から活性化する概念特徴の中でも、その単語とのリンクが強いのは、L1の翻訳
同義の単語から活性化する概念特徴である。それ以外の概念特徴との間のリンク
強度は、個人の経験によってごく弱いものから強いものまでさまざまであると考
えられる。リンク強度が弱い概念特徴については、その単語を認知したときにす
ぐには活性化は起こらない。
このことは外国語の学習に際して、辞書的な意味はわかっているにもかかわら
ず、実際に上手く使うことができない単語が存在することを考えれば理解しやす
い。例えば、ドイツ語の｢Wasser｣の辞書的意味は日本語の｢水｣と同じであるが、
ドイツ語においては冷たいか温かいかは問わない。ドイツ語をある程度学んだ日
本語母語話者は｢Wasser｣という単語が<湯>の意味でも用いられるということは知
識として十分知っていると考えられるが､ ｢コーヒーが苦いなら Wasser を入れれ
ばよい｣と言われて、｢熱いコーヒーに冷たい水を入れるとは｣と違和感を持ったり、
｢日本では Wasser(水)で洗濯するから色落ちしない｣と言って､ ドイツ人に ｢ドイ
ツでも Wasser(湯)で洗う｣ と言われたり､ 実際の使用の場面において適切に使う
ことができないという経験を持つ日本人は少なくないはずである、｢Wasser｣が
｢湯｣も表わすことは｢水｣という意味とともに辞書によって学習しているはずであ
るが､ 問題は<warm>(温かい)や<heiß>(熱い)といった｢Wasser｣の内包的意味を
表象する概念特徴と｢Wasser｣という単語の間にリンクができているかどうかであ
る。リンクができていなければ当然活性化はしないし、リンクができていたとし
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てもそのリンク強度が弱ければ、すぐには活性化しない。この状態がすなわち｢単
語と概念が結びつかない｣状態であると考えられる。｢湯｣という文脈での使用経験
を重ねることによって､ ｢Wasser｣という単語と<warm>や<heiß>という概念特徴
との間のリンクは徐々に強くなり、活性化するようになっていくと考えられる。
以上のことをまとめると、バイリンガルの記憶表象における語彙表象と概念表
象の結びつきは以下のように考えることができる。一般的な対連合学習では通常、
単語の辞書的な意味(外延的意味)とL1と共通する内包的意味が習得される。L2の
単語と概念特徴の間の結びつき、すなわちリンク強度はL1のそれと比較すると弱
く、結びついている概念特徴の数も少ない(Kroll & Sholl, 1992; Kroll & Stewart,
1994; Dufour & Kroll, 1995; Sholl et al., 1995; de Groot et al., 1994)。L2の話されて
いる社会の構成員との交流等による使用経験を重ねることによって、単語と概念
特徴との間のリンクは強くなっていき、新しい概念特徴も加えられていく。ある
単語を認知したときに、特定の複数の概念特徴が適切に活性化するようになった
とき、それはすなわち単語と概念とが結びついた状態となったと言うことができ
る｡ ただし､ 学習者においては L2 の話されている社会の成員に共通する概念特徴
のうち、必ずしも全ての概念特徴が獲得される、つまり活性化するようになると
は限らないと考えられる。

７．検討方法
以上のことを踏まえて、実験による具体的な検討を行う。実験計画は以下のと
おりである｡ 日本語母語話者およびドイツ語母語話者を対象に行われた三宅(2002,
2003)の連想語調査から選定された各言語に特徴的な連想語対をプライム・ター
ゲッ
ト6 としてドイツ語学習者を対象にプライミング実験を行う。すでに述べたよう
に､

ある単語が認知されると複数の概念特徴が活性化する。本実験において用い

られるターゲットはプライムとして使用する単語の概念を構成する概念特徴の１
つであると考えられる｡ 概念の活性化パターンを左右するのは文化であり､ 言語が
異なれば概念の活性化のパターンが異なるということはすでに三宅(2002, 2003)に
6

プライミング実験における先行刺激をプライム、後続刺激をターゲットと言う。
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おいて実証されている。このことを前提として、バイリンガルを対象に母語話者
に用いたのと同じ連想語対を刺激語として実験を行い、バイリンガルが習得中の
L2の言語に特徴的な概念の活性化パターンをどの程度獲得しているかを調べ、バ
イリンガルの記憶表象において文化的要因がどのように影響しているかを明らか
にすることを目指す。

８．実験
８．１．目的
三宅(2002,

2003)では日本語およびドイツ語の母語話者を対象にプライミング

実験を行い、言語によって活性化パターンに違いがあることが示された。ここで
はドイツ語学習者を対象にして、ドイツ語母語話者にとって意味的に関連性のあ
る刺激対にドイツ語学習者がどのように反応するかを調べることを目的とする。
それによって、バイリンガルはL2の文化に特徴的な概念の活性化パターンを習得
しているのか、母語の概念の活性化パターンに依存しているのかの検討を行う。
８．２．方法
実験参加者

実験に参加したのは大学生、大学院生、社会人のドイツ語学習者 19

名(男性６名、女性13名)であった。実験参加者の年齢は20歳から39歳までであり、
平均年齢は31.6歳(SD = 5.4)であった。ドイツ語を学習し始めたのは、１人を除い
てはすべて大学入学以降であり、学習年数は3年から18年であった｡7
実験計画

この実験には2要因計画を用いた。第1の要因は、日本語における意味

的関連性の有無であり、｢関連性あり｣、｢関連性なし｣の２つの水準が設定された。
第２の要因はドイツ語における意味的関連性の有無であり、｢関連性あり｣、｢関連
性なし｣の２つの水準が設定された。これらの組み合わせによって、日独関連条件
(日本語における関連性あり、ドイツ語における関連性あり)、日本語関連条件
7

今回の実験参加者はすべてドイツ語を学習してから３年以上経っている学習者ばかりで
あり、初級レベルの実験参加者はいないと考えられる。
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(日本語における関連性あり、ドイツ語における関連性なし)、ドイツ語関連条件
(日本語における関連性なし、ドイツ語における関連性あり)、無関連条件(日本
語における関連性なし、ドイツ語における関連性なし)の４つの条件が設定され
た。
刺激材料

連想語調査(三宅2002,

2003)の結果から、日独関連条件、日本語関連

条件、ドイツ語関連条件のプライム・ターゲット対をそれぞれ12対選定し、また
川上(1994)を参考にして、無関連条件のプライム・ターゲット対を12対選定した。
この合計48対のプライム・ターゲット対がYes反応用刺激である。４条件とも刺
激語はすべてドイツ語で作成した。
No反応用刺激対ではターゲットのみを非単語とした。文字数３〜12文字で実在し
ない語のアルファベット列を作成してターゲットとし、プライムと組み合わせて
No反応用の刺激対を48対作成した。
以上のYes反応用刺激対48対とNo反応用刺激対48対をランダムに呈示するように
配列した。よってプライミング実験の本試行は総計96試行であった。
手続きと装置

刺激呈示と反応測定には、パーソナルコンピュータ( NEC

LL750/2)を用いた｡ ソフトウェアとしては Cedrus 社製 SuperLab を用い､ 刺激呈
示の制御及び反応の採取、反応時間の測定を行った。各刺激は実験参加者の前方
約40 cmのディスプレイ上に、縦1.2 cm × 横1.2 〜 7.4 cmの大きさで呈示した。
実験はコンピュータ制御により個別に行われた。プライミング実験に慣れるため
に本実験で用いられる単語以外の単語を用いてYes反応用6刺激、No反応用6刺激、
計12刺激をランダムに配置した練習試行を行った後、本実験を行った。プライミ
ング実験においては、画面中央にまず凝視点としてアステリスク(＊) 4 個を 1000
ms 呈示した後､ 同じ位置にプライムを 250 ms 呈示し､ 500 ms の刺激間間隔(inter
stimulus interval: ISI)をおいて(すなわち stimulus onset asynchrony: SOA8 750
ms)ターゲットを同じ位置に呈示した｡ 実験参加者の反応の直後に刺激文字列を消
去し、1000 ms のブランクの後、次試行の凝視点を呈示した。実験参加者にはプ
ライムに対しては黙読を行い、ターゲットについてのみ、語彙判断を行うよう求
めた。その際、プライムを無視することのないように、後で簡単なチェックテス
8

プライムの呈示開始とターゲットの呈示開始の時間差。
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トを行うので最初に呈示される単語を必ず黙読するよう教示した。練習試行、本
試行とも、各実験参加者に与えられた課題は、画面に表示された刺激について実
在する単語であれば赤色シールのついた反応キーを、実在しない単語(非単語)で
あれば青色シールのついた反応キーをできるだけ速くかつ正確に押すことであっ
た。
８．３．結果
誤反応の反応時間(reaction time; 以下RTと略す)､ および各実験参加者について
平均反応時間から±2標準偏差以上逸脱しているRTを除外した。誤反応率は全体
の15.3 %であった。また逸脱により除外したRTの全体に占める割合は3.5 % であっ
た。正答率が65 % に満たない連想語対(Dreieck - Lineal､ Kartoffel - Curry､ Beerdigung - Chrysantheme､ rosa - Schweinchen､ gemütlich - Kamin､ Post - Ente)も
分析の対象から除外した。実験参加者の各条件での平均反応時間とその標準偏差
および正答率を表１に示す。図３はそのうち平均反応時間をグラフ化したもので
ある。
表 1 ドイツ語学習者におけるRT(ms)と正答率
条

件

例

RT(ms)

標準偏差

正答率

日独関連

Obst - Apfel

910

195

94.3%

日本語関連

Mond - Hase

1024

222

87.7%

ドイツ語関連

gelb - Sonne

970

211

91.2%

無関連

Brot - Angestellter

1014

216

90.0%

非単語

Brief - Pillst

1363

418

77.1%

79

三宅恭子

1050

RT(ms)

1000
950
900
850
800
日独関連

日本語関連
条

ドイツ語関連

無関連

件

図 3 ドイツ語学習者におけるRT(ms)

条件別に算出した平均RTについて、日本語における意味的関連性の有無×ドイ
ツ語における意味的関連性の有無の2要因分散分析を行った結果は以下のとおりで
ある。
日本語関連､ ドイツ語関連の両条件ともに主効果が見られ(F (1, 18)＝6.978, p
<.05， F (1, 18)＝9.538, p < .01)､ 交互作用も有意であった(F (1, 18) ＝ 14.038, p <
.01)｡ 単純主効果の検定を行ったところ､ ドイツ語における意味的関連性のある場
合にのみ日本語における意味的関連性の効果は有意(F (1, 36)＝20.890, p <.01)､
日本語における意味的関連性のある場合にのみドイツ語における意味的関連性の
効果は有意(F (1, 36) ＝ 23.343, p < .01)であり、日独関連条件において大きなプラ
イミング効果が得られたということが示された。
条件ごとの差異をより詳細に検討するため、1要因分散分析を行ったところ、
条件の主効果は有意であった(F (3, 54) ＝ 11.0556, p <.01)。Tukey の HSD 法によ
り多重比較を行ったところ、日独関連条件のRTは日本語関連条件、ドイツ語関連
条件、無関連条件よりも有意に短く(すべてp < .01)、日本語関連条件、ドイツ語
関連条件、無関連条件の間では差が見られなかった。
８．４．考察
検定の結果､ 日本語における意味的関連性の主効果､ ドイツ語における意味的
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関連性の主効果､ 交互作用ともに有意であった｡ 下位検定の結果､ ドイツ語におけ
る意味的関連性のある場合にのみ､ 日本語における意味的関連性の効果は有意､ 日
本語における意味的関連性のある場合にのみ､
効果が有意であったことから､

ドイツ語における意味的関連性の

日独関連条件において顕著なプライミング効果が

得られたことが示され､ それ以外の3条件､ 日本語関連条件､ ドイツ語関連条件､ 無
関連条件の間には差は見られなかった。日独関連条件の刺激対の意味的関連性は
L1､ L2両言語の文化に共通して見られるものであり､ 日独関連条件において顕著
なプライミング効果が得られたということは､ すなわち､ 日独関連条件の刺激対に
関してはL2であるドイツ語の単語においても､ 単語と概念とがすでに結びついて
いることを示すものであると考えられる。日独関連条件においてプライミング効
果が得られたことにより､ L1と共通する概念特徴は比較的容易に獲得されるとい
うことが示されたと言えよう｡ 例えば､ Obst という単語が日本語では｢くだもの｣
であることを学習者が学習し､ 次に Apfel が ｢リンゴ｣ であることを学習すると､9
L1である日本語の<くだもの >と<リンゴ>の間にリンクが存在することにより、
<Obst>と<Apfel>間のリンクも比較的容易に強化されると考えられる。
ドイツ語関連条件においてプライミング効果が得られなかったことにより、ド
イツ語学習者は学習中のドイツ語の言語に特徴的な概念の活性化パターンを十分
に習得していないことが示された。L2の文化に特徴的な内包的意味は十分に学習
されておらず、従ってターゲットとして呈示された単語は活性化した状態にはな
らないため、単語認知は促進されなかったのである。ある単語を認知したときに、
その外延的意味に相当する概念特徴が活性化した状態になることはその単語自身
が認知されたことを意味する。外延的意味はその単語の辞書的意味であるからで
ある。内包的意味に相当する複数の概念特徴が活性化の状態になることは、文脈
全体の理解を円滑にするために必要である。内包的意味の言語的ラベルとしての
単語は、その単語に近接する環境に出現する可能性がそれ以外の単語に比べて高
く､10 内包的意味が活性化していることは、近接する環境に出現する単語の認知を
容易にする。近接する環境に出現する単語の概念が活性化しているということは
すなわち予測されている状態にあるということであり、予測されているものを確
9
10

順序は逆の場合もあり得る。
例えば｢針｣という単語に続く文脈の中に、｢針｣の内包的意味の言語的ラベルである｢痛い｣
とか｢縫う｣といった単語が出現する可能性は高い。
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認するという作業で済めば、その単語の認知にかかる時間は節約される。人が一
度に行うことができる情報処理の能力には限りがあり、単語の認知処理が軽減さ
れることによって、それ以外の処理(例えば統語処理や、処理内容の記憶保持等)
の効率が向上し、全体的な理解が向上すると考えられる(三宅,

1997)。以上のよ

うに考えれば、学習中のL2の文化に特徴的な概念特徴を少しでも多く獲得するこ
とはその言語の使用能力の向上につながる。単語の学習はその単語の辞書的な意
味(外延的意味)を暗記するだけでは十分ではなく、その単語を使用する過程にお
いてその単語の持つ内包的意味を1つでも多く獲得し、概念と結びつける必要性が
ある。
一方、日本語関連条件においてプライミング効果が得られなかった理由につい
ては以下のように考察することができる。ヴィゴツキーによれば、学習者は｢母語
においてすでに意味の体系をマスターしており、それを他の言語に転移しながら
外国語を習得｣(2001, p. 321)し、｢習得される外国語の単語は対象に直接的ではな
く、母語の単語を通じて間接的に関係｣(2001, p. 323)するという。このような、
外国語の単語は母語の単語にいったん置き換えられ、この単語を通してその意味
が把握されるというヴィゴツキーの理論に従えば、L1の意味ネットワークの構造
はL2の意味ネットワークに転移されることになる。これは例えば、日本語の｢月｣
がドイツ語では Mond であり､ ｢うさぎ｣が Hase であることを学習すると､ 日本語
の<月>と<うさぎ>の間にリンクが存在することにより、ドイツ語の<Mond>と
<Hase>の間にもリンクが結ばれるという仮定である。しかしながら、実際には刺
激語をドイツ語で呈示した場合、日本語関連条件においてプライミング効果は得
られず、むしろドイツ語関連条件よりも、有意な差ではないにしろ反応時間は長
くなった。これは、ヴィゴツキーの理論の妥当性に疑いを抱かせる結果である。
たとえ翻訳同義語であるL1の<月>と<うさぎ>の間にリンクが存在しても、L2の
<Mond>と<Hase>の間のリンクが結ばれるかどうかはあくまでもL2の言語的・非
言語的経験に依拠し、意味ネットワークはL2独自のものであると仮定するべきで
あると考えられる。脳内にL1とL2の意味ネットワークが全く別のものとして存在
するという考えは経済性を考慮すると受け入れ難い。概念表象システム(＝意味
ネットワーク)は１つであり、その中にL1の概念表象もL2の概念表象も保持され
ているが、ある単語が呈示されたときにどの概念特徴が活性化するかは語彙表象
と概念表象間、あるいは概念特徴間のリンク強度に依拠すると考えるのが妥当で
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あるように思われる。残念ながら、今回の実験からはそれ以上の知見は得られな
い。この問題に関しては今後の検討課題としたい。
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