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アーキテクチャ
(Architecture)

→認知アーキテクチャ

ILP

→機能論理プログラミング

アイデンティティ理論
(Identity Theory)

→心身問題; 物理主義

曖昧性
(Ambiguity)

語や文などのある言語単位が複数の意味� に相
当しうる場合，これを「曖昧である・曖昧性がある
(ambiguous)」という。ここでいうのは，同一の言
語形式 (linguistic form)が担いうる複数の意味がそ
れぞれ個別の言語表象 (linguistic representation)

に対応するような場合のことであり，ただ単に意味
がはっきりしないとか，抽象的であるとかいう場合
とは区別される。
言語のこのような曖昧性を利用することにより，
統語論や意味論はこれまでにもおおいに発展してき
たし，また曖昧性が人間の言語理解の過程で何らか
の影響を及ぼすことにより観察される諸現象は，実
時間に即した文処理のメカニズムを説明する理論的
なモデルの発展あるいはその評価のためにたいへ
ん重要な試金石とされてきた。人工知能や計算言語
学� の分野における言語理解システムの研究におい
ても，曖昧性は最も中心的な問題の一つとされてい
る (Allen 1995)。
語彙的曖昧性 (lexical ambiguity)とは，ある単

語が複数のまったく別個の意味をもつ場合をいう。
たとえば，“Jeremy went to the bank”という文
のなかの “bank”という単語は，銀行という意味の
語かもしれないし，川岸という意味の語かもしれ
ない。この場合はどちらも名詞であるが，統語範疇
が異なる場合もある（“rose”（名詞「バラ」と動詞
「上がった」），“watch”（名詞「時計」と動詞「注
視する」），“patient”（名詞「患者」と形容詞「忍
耐強い」）など）。語彙的曖昧性は，たとえば “the

N. Y. Times”という表現が実際の新聞をさすかそ
の新聞を発行する新聞社をさすか，というような
多義性 (polysemy)や，“cut”という表現が芝のよ
うなものを「刈る」という動作にも，布などを「切
る」動作にもあてはまるといったような類の漠然性
(vagueness)とは区別されるべきであるが，これら
のケース間の境界線は微妙な場合も多々ある。
統語的曖昧性 (syntactic ambiguity)とは，ある
文において，そこで使われている個々の単語に関し
ては曖昧でなくても，それらの語の間の統語関係が
複数考えられうる場合をいう。下に例を示す。

(1) a. The company hires smart women and

men.

b. The burglar threatened the student with

the knife.

(1a)では，形容詞 “smart”が “women”と “men”

の両方にかかり，結果として文全体が，男女にかか
わらず頭のよくない人は雇われないということを意
味するのか，あるいは “smart”が “women”だけに
かかるのかという点において曖昧であるといえる。
(1b)では，“with the knife”という句が動詞句に関
する情報を提供し，強盗が学生を脅すときに使った
ものを表しているという解釈もでき，一方，脅され
たのは，学生は学生でもナイフを持っている学生で
あるというふうに名詞句を特定するはたらきをする
という解釈も成り立つ。Chomsky (1957)が，個々
の文の背景に抽象的な統語構造を想定する必要を論
じたときも，上に示したような統語的曖昧性の例を
あげている。
曖昧な文において，表面的な形態を見ただけでは
そこに複数の統語構造が見出せなくても，その形
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式を操作することにより浮かび上がってくる場合
もある。たとえば，先ほどの “smart women and

men”の例においては，語順を，“men and smart

women”というふうに変えると形容詞が “women”

だけにかかるという解釈に限定できるし，“with the

knife”という句に “wildly”と一語加えると，その
句全体が強盗の動作を表すものであるという解釈の
みが成り立つようになる。
曖昧性という意味を最も厳密に限定すれば，それ
は，ある言語形式が複数の言語表象に対応しうると
いう場合に限られる。したがって語彙的曖昧性の場
合は，ある一つの音声形式が複数の語彙表象に対応
する場合を，また統語的曖昧性の場合はある単語列
に対し，その深層において特に複数の統語構造が対
応する場合をさすことになる。これに加え，もう少
し微妙な例として，作用域に関する曖昧性 (scope

ambiguity)という現象の例を下に示す。

(2) a. Some woman tolerates every man.

b. John doesn’t think the King of France is

bald.

(2a)の文は，どの男の人に対しても寛大である 1人
の女の人のことをいっているとも解釈できるし，あ
るいはどの男の人についても，寛大でいてくれるよ
うな女性が必ず 1人は存在する（その女性が同一
人物である必要はない），という意味にもなりうる。
(2b)の文は，ジョンという人が，「フランス国王はは
げていない」ということを確信しているという意味
にもとれるし，あるいは，ジョンが「フランス国王
ははげている」というような確信は特にもっている
わけではない，という意味にもとれる。この種の曖
昧性も，その深層に異なった構造が存在することに
よると考えられるが，これらの場合，統語的レベル
で区別することは難しい。たとえば，先ほどの (1a)

のように，“some woman”と “every men”の語順
を操作することによって完全に区別するなどという
ことはできない。もっとも，(3)のように，片方の
解釈がより得られやすくなるような効果が生じる場
合はあるが。

(3) every man is tolerated by some woman.

May (1977)は，(2)にあげたような文については，
意味の違いは論理形式（論理形式，言語学における�

を参照）という言語表象レベルで表される構造にお
いて区別されるとしている。この提案に基づいて，
作用域に関する曖昧性も，言語学者の間で語彙的曖
昧性や統語的曖昧性と同様に一般的な曖昧性の一例
として扱われるようになった。
ここまでは，複数の言語表象が存在するゆえの曖
昧性に限って話を進めてきたが，曖昧性という用語
を広い意味でとらえると，言語表現と，現実世界にお
ける特定の事物との関係の付け方が複数存在すると
いう場合も考えに入れることができるだろう。たと
えば下の (4)は，指示性に関する曖昧性 (referential

ambiguity)の例である。

(4) Mark told Christopher that he had passed

the exam.

この文の場合は，代名詞 “he”の指示内容が “Mark”

あるいは “Christopher”，さらには前後の文脈でそ
れが誰か明白である場合は文中に出てこない第三者
でもありうるという点において曖昧である。
言語を処理する過程を考える場合，曖昧性の問題
は避けて通ることができない。たとえ個々の語につ
いても文全体についても曖昧性がないといえる場
合でも，その文が処理システムに入力される過程で
一時的な曖昧性が発生しうるからである。音声言
語としての入力においては，個々の音はすべて同
時ではなく時間軸に沿って入力されるものである
し，書かれたものを読む場合についても，人間の目
が書かれた文の上を文頭から順番に注視していく
ことの繰り返しにより入力がなされる。言語処理
過程におけるこのような制約下においては，局所
的曖昧性 (local ambiguity)が発生することになる
（Tanenhaus and Trueswell 1995を参照）。
全体的にみると曖昧性の存在しない文においても，
一時的に局所的曖昧性が発生する例について，下の
(5)に示す。

(5) The pupil spotted by the proctor was ex-

pelled.

“The pupil”は，その後に続く関係節のなかで目的
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語の役割を果たしているが，下線部分だけを考えた
場合，“the pupil”が主文全体の主語である（たと
えば，“The pupil spotted the proctor.”というよ
うな文）という解釈も成り立つ。こういった統語的
曖昧性は，そもそも”-ed”という形態が動詞の過去
形を示すのにも過去分詞を表すのにも用いられるこ
とから派生しており，言語のあるレベルにおける曖
昧性（たとえば，ここでは統語レベル）が，異なっ
たレベル（たとえば，語彙レベル）での事情を反映
して起こることがありうることがわかる。
実験的手法を用いた研究によると，ある語が複数
の意味と対応しうる場合，その可能な複数の意味が
人間の短期記憶において活性化されたのちに，語彙頻
度に関する知識や文脈から得られる情報によって素
早く一つの解釈に絞られていることが明らかになっ
てきた。たとえば，“pupil”という単語を聞いた，あ
るいは読んだ瞬間，「瞳」という意味と「生徒」とい
う意味の両方が一時的に頭の中で活性化するという
ことが報告されている (Simpson 1984)。また，そ
の単語自体は曖昧性をもたない “elephant”という
ような単語の場合でも，その語頭部分の音素列 eluh

を共有する “elevator”, “elegant”, “eloquent”な
どの単語も一時的に活性化されるという実験結果も
報告されている (Marlsen-Wilson 1987)。
統語的曖昧性において，複数の可能な統語構造の
候補が存在する場合，どの候補が優先して選択され
るかという点においては一定の偏りがみられるのが
普通である。その偏りに従って読み手，あるいは聞
き手がある統語構造を無意識に選択しつつ処理を
進めるうちに，ある時点でその統語構造と矛盾する
ような入力を得た場合，ある種の心理的困難さが観
察されたり，時にははっきりと意識できるような混
乱が感じられる。下の (6)に Bever (1970)からの，
いわゆる袋小路（ガーデンパス）文の有名な例を引
用する。これをみると，ある単語列の一部を主文と
解釈するような統語構造と，あるいはそれを関係節
とするような統語構造の間の統語的曖昧性において
は，これを主文とするような解釈のほうに偏りがあ
ることがわかる。

(6) The raft floated down the river sank.

(7) The land mine buried in the sand exploded.

先ほどの (5)では，統語的に曖昧だった単語列にお
いて，これが関係節を含む構造だということが明
らかになったとしても，特にあえて意識にのぼる
ような混乱が起こるわけではないだろうが，精緻
な計測手段（たとえば，眼球運動測定装置を用いた
注視時間の計測など）を用いて調べると，“by the

proctor”が入力された時点である種の処理の滞り
が観察されることがわかる。統語構造を選択する際
の偏りを理論的に説明する立場としては，大きく分
けて統語構造から説明するアプローチと制約に基
づいて説明するアプローチがある。統語構造を基に
した理論では統語構造そのものの形態を基に定義
された原理により，複数の候補のなかから一つの統
語構造が選択され，その後それがさまざまな情報と
照らし合わされ評価され，必要に応じて修正され
る。この種の理論においては異なるタイプの統語
的曖昧性が異なった原理を想定することによって
説明される場合もあるだろう（たとえば，Frazier

1987を参照）。一方，制約を基にした理論において
は，さまざまな制約と照らし合わせた結果，本当は
正しくない統語構造をその時点では最適な候補と
して選択してしまう，という説明がなされる。制約
というのは確率論的に考えてどの解釈が妥当かと
いう判断を下す役割をしていて，その多くは語彙的
情報により決定される (MacDonald, Pearlmutter,

and Seidenberg 1994; Tanenhaus and Trueswell

1995)。(7) は (6) と同様の統語的曖昧性をはらむ
が，動詞 “buried”が過去分詞として動作主体を伴
わない受け身の意味で使われることが多いこと，ま
た “land mine（地雷）”という名詞は普通は「埋め
る」という動作の主体としてよりその動作の影響を
受ける対象・主題として用いられること，などの知
識を取り入れた確率論的な制約により，関係節を伴
う解釈のほうがはじめの時点で優先して選択されう
る例を示している。こういった制約による理論の枠
組みのなかで，言語処理における曖昧性の問題に対
し，言語以外の認知領域にも共通するような一般的
説明を与えることができるかどうかは，現在におい
ても研究者たちの間での重要な課題である。
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4 明るさの知覚

→音声単語認識; 自然言語処理; 心理言語学; 統語論;

比喩

――Michael K. Tanenhaus and Julie C. Sedivy

（広瀬友紀訳）
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明るさの知覚
(Lightness Perception)

明るさ (lightness) という語は，「不透明な面に知
覚される白さあるいは黒さ」をさす。明るさに対応
する物理的指標は，反射率 (reflectance)，すなわち
「ある面における入射光と反射光の強度比」である。
純白の面は，その面を照明する光の約 90%を反射
し，残り約 10%を吸収する。一方，黒は，約 3%し
か光を反射しない。視覚系には，反射率検出器が備
わっていないので，視環境からの反射光に基づいて
明るさを計算しているに違いない。しかし，ある面
から反射される光の強度は，輝度 (luminance) と
よばれ，反射率と照明水準との双方によって規定さ
れる。輝度は照明の変化に即応して変化するが，明
るさは著しく安定しており，これを明るさの恒常性
(lightness constancy) とよんでいる。
輝度に対応する知覚的な質を，brightnessとい
う。明るさと brightnessの関係は，対象の大きさの
知覚と視角の知覚の関係と同じである（空間知覚�

を参照）。brightness とは，光の強度の感覚のこと
だといえよう。これに対して lightness は，対象そ
のものに知覚される特性であり，対象の認識にとっ
て不可欠である（表面の知覚� を参照）。
明るさと物理的な反射率との間には明確な相関が
あるが，明るさの基礎になっている刺激変数につ
いても最終的に明るさを規定する計算についても，
見解は一致していない。ヘルムホルツ�(Helmholtz

1866) は，明るさは輝度のみに基づいて規定される
わけではないことを理解していたので，照明水準が
無意識的に考慮されると主張したが，この考えは漠
然としていて説得力に欠けた。Wallach (1948) は，
「明るさは，面の輝度と背景の輝度との比によって
規定される」という非常に単純な案を示して「照明
水準を計算する」という問題そのものを回避した。
彼は，そのような局所的なエッジにおける輝度比に
よって，（たとえば，環に囲まれた円盤のような）非
常に単純なパターンに知覚される明るさが予測でき
ることを実証した。さらに彼は，複雑なパターンに
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ついても，輝度比は（絶対的な輝度値とは異なって）
照明が変化しても一定に留まる場合が多いことを明
らかにした。明るさを生理学的に説明できるのでは
ないかと考えてWallach の輝度比説を側抑制の神
経機構に還元しようとした研究者もいた (Hurvich

and Jameson 1966; Cornsweet 1970)。
その後の研究から，次のようなことが示唆されて
きた。すなわち，符号化されるのはエッジにおける
輝度比であって，個々の点の絶対的な輝度値ではな
い。また，側抑制は神経における輝度比の符号化に
とって非常に重要な役割を果たしている。しかし現
在では，Wallachの輝度比説も，それを生理学的に
還元した説も，明るさの説明としてはあまりにも単
純すぎると考えられている。最近の研究は，次の三
つの大きな制約に取り組んできた。(1) 計算は非常
に局所的に行われる，(2) 照度エッジについて計算
すると誤差が大きくなる，(3) アンカリング・ルー
ルを考慮しないのであれば，相対的な明るさの値だ
けしか算出できない。

1. 前記 (1) は，図 1に示した，明るさの同時対
比（教科書でおなじみの錯覚）に明らかである。こ
の図に現れた対比現象は，明るさが相対的に規定さ
れることを強固に物語っていると思われる。しか
し，仮に明るさが局所的な輝度比にのみ依存して
規定されるとするならば，二つの灰色領域の明る
さは，「黒と白」ほど違って見えるはずである。実
際には，この現象は非常に微弱であることから，明
るさは，Wallach の輝度比法則から示唆されるほ
ど強くは背景輝度によって規定されないことが明
らかである。定量的な研究 (Gilchrist 1988) によ
れば，明るさは，照明水準にも背景輝度にも依存
していないので，イメージのなかの離れた領域同
士の輝度比を計算できると想定する必要が生じる。
1970 年代の初頭には，数人の研究者 (Land and

McCann 1971; Arend, Buehler, and Lockhead

1971; Whittle and Challands 1969) が，離れた二
つの領域間の経路に沿ってすべてのエッジ輝度比を
数学的に結合する，エッジ統合過程を提案している。

2. Gilchrist (1979) は，網膜像に含まれる多く
のエッジが，反射率の変化ではなく（たとえば，陰
の境界のような）照明の変化を表すことに着目し

図 1 明るさの同時対比。この現象は，対象と背景の輝度比の
影響を示しているが，強固な現象ではないことから，明
るさは単に輝度比の所産ではないことがわかる。

図 2 エッジの分類が先に行われないかぎり，明るさが局所的
なエッジの輝度比に基づいて規定されることもありえな
い（Adelson 1993 による）。

て，エッジ統合過程は必ず先行するエッジ分類過
程を伴うと主張した（図 2を参照）。最近の計算モ
デル (Bergström 1977; Adelson 1993; Gilchrist

1979) では，エッジ統合やエッジ分類といった概念
によって，網膜像を（面の反射率や輝度といった物理
的な値を表す）構成要素 固有イメージ (intrinsic

images)とよばれる に分解してきた。このアプ
ローチには，面の明るさだけでなく照明の知覚をも
説明できる利点がある。

3. 灰色の，絶対的な（あるいは，特定的な）影
を計算するためには，アンカリング・ルールが必要
になる。すなわち，知覚された灰色からなる尺度と
網膜像の特徴とを対応づけるルールである。一つ
の候補は，Wallach (1948) や Land and McCann

(1971) から支持を受けているルールで，「最も高い
輝度が白に相当し，これより低い輝度はこれが基準
となって尺度化される」としている。これに対して，
灰色範囲仮説 (gray world assumption) やHelson


