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【要約】人間は生活環境や経験を通して言語を身につける同時に、言語に乗せる認知方略・習慣的思

考を知らずに身につける。本研究は、言語相対論の視点から、言語が人間の事象知覚と記憶へ影響する

仕方を探索する。具体的には、言語を使用しない場合でも言語が人間の事象知覚と記憶に影響するかど

うかを明らかにすることを目的とする。そこで、移動事象に対して違う表現選好を持つ日本語と中国語

を題材にし、両言語話者を対象として移動事象の記述や記憶に関する実験室実験を行う。実験実施中の

眼球運動の計測と記憶テストにより、言語が事象の知覚と記憶に影響するかどうかを調査する。 

 

【キーワード】言語と認知，言語相対論，眼球計測，事象知覚・記憶 

 

1. 研究背景 
言語相対論では、言語は、文化・認知・経験の影響を受けるだけではなく、世界の特定の特徴に注意

を向けさせることを通じて (Slobin,1987)人間の認知・思考に影響を与えると考える  (Gumperz and 

Levinson, 1996)。この立場から、異なる言語話者の認知の比較により、言語が認知にどのようにして影響

するのかが研究されている。しかし、言語を使わない（口頭記述や事象のエンコーディングをしない）

場合でも言語が認知（知覚や記憶等）に影響しない（制限的）かする（広範的）かについてはまだ論争

がある。 

言語の影響は制限的であるとする Papafragou らは、移動事象（例：A は B に移動する）に対して経路

情報を表現する選好が異なる英語とギリシャ語の話者を対象とした研究で、言語を使って記述しない場

合には、事象の知覚と記憶は言語の影響を受けないことを示した(Papafragou et al,. 2008)。さらに、言語

を使って記述しない場合でも、言語を援用して事象を記憶する場合は事象の知覚に影響するが、記憶の

正解率が言語の影響を受けないことを示した(Trueswell and Papafragou, 2010)。すなわち、言語の影響は

認知に深くまで浸透していないが、言語を使って記述したり事象をコーディングしたりするときには知

覚と記憶は言語の影響を受けると主張している。 

一方、言語の影響は広範的だと考える Boroditsky らは、言語は無意識のうちに私たちの認知に干渉す

ると主張している (Boroditsky, 2011; Winawer et al., 2007)。Caitlin and Boroditsky (2011)は因果事象（例：

A は B を殴る）に対して Non-Agentive Description(例：風船が割れた)と Agentive Description（例：彼が

風船を割った）の表現選好が異なる英語とスペイン語の話者を対象とする研究で、言語的刺激を一切与

えない記憶タスクの場合でも言語の使用選好により同じ事象に対する記憶のパターンが異なることで

言語は記憶に影響することを示し、言語を使わない場合でも言語の表現選好が認知選好を形作ると論じ

た。すなわち、言語は無意識のうちに私たちの認知（知覚から抽象的な概念まで）を形作っていると主

張している (Boroditsky, 2011)。 

これらの先行研究は表 1 のようにまとめることができる．すなわち、言語を使わない場合（例：事象

を記述しない、事象をコーディングしない等）、言語が事象の知覚と記憶に影響するかどうか、まだは

っきりしていない。 

  



 

 

 

表 1：言語の知覚・記憶への影響に関する 2 つの立場  
Trueswell and Papafragou(2010)  Caitlin and Boroditsky (2011) 

研究題材 
事象 移動事象 因果事象 

言語 英語とギリシャ語 英語とスペイン語 

実験結果 

言語を援用して事象を記憶する場

合は事象の知覚に影響する。記憶の

正解率は言語の影響を受けない 

言語の使用選好により、同じ事象

に対する記憶パターンが異なる。

すなわち、言語は記憶に影響する 

結論・主張 言語の影響は制限的 
言語は無意識のうちに我々の認

知・習慣的思考を形作る 

 

2.目的 

本研究は、事象を知覚・記憶する際に言語の使用（記述・コーディング）が遮断される場合でも、言

語が事象の知覚と記憶に影響するかどうかを明らかにすることを目的とする。具体的には次の二つの小

目的がある。まず、表現選好が異なる言語（本研究では移動事象に対する表現選好が異なる日本語と中

国語）の母語話者が言語の使用を遮断される場合において、同じ移動事象に対する注意分布の違いを調

査することにより、言語が知覚に影響するかどうかを明らかにする。次に、同じ移動事象の記憶に対し

て日中言語話者の答えのパターンが表現選好と整合的かどうかを調査するにより、言語が記憶に影響す

るかどうかを明らかにする。 

 

3. 研究手法 

上記の研究目的を達成するために、本研究では移動事象に対する表現選好が異なる日本語と中国語を

用いる。日本語では経路情報に対して様態動詞より経路動詞による表現が使用されやすい。ここで様態

動詞とは移動の様態を表現する動詞（例：「飛ぶ」「滑る」等）、経路動詞とは移動経路の情報を表現

する動詞（例：通る、入る等）である。一方、中国語は両タイプの動詞の使用選好がない(Chen and Guo, 

2009)。これら二言語の母語話者を実験参加者とし、移動事象の記述タスク、および記憶と番号の復唱を

同時に行う二重タスクを用いた実験を行う。同じ刺激材料を 2 回見ることを避けるために、本実験は被

験者間デザインである。 

記述タスクでは、移動道具を用いる移動事象のアニメーション（例：図 1「魔女が魔法のほうきで洞

窟へ飛んで行った」）を見せ、一つの移動事象が終わってからその内容を口頭で記述させる。二重タス

クでは、移動事象のアニメーションを記憶するタスク（口頭記述はしない）と同時に、イヤホンから流

れる番号を復唱させる言語的干渉タスク（Linguistic interference task）を行う。それより、事象のコーテ

ィングを遮断、すなわち記憶に言語を援用できなくする。記憶タスクでは、使用する道具あるいは終点

を変更した静止画を見せてアニメーションの事象と一致するかどうかを判断させる。記憶タスクに用い

る刺激材料は付録に示した。また、言語の援用が全く不必要と思われる非常に短期的な記憶ではなくあ

る程度保持されている記憶をテストするために、移動事象のアニメーションを見た後、記憶テストをす

る前に簡単な邪魔タスクを行う。 

 

           
図 1：移動道具を用いる移動事象の例,「…」は状態の変化を表現する 

 

眼球運動は視覚情報処理機能を反映し(山田・福田, 1993, p.199) 、事象の理解と言語のインターフェー

スと考えられるため、本研究では眼球運動により注意の分布を計測する。上記の二つのタスク実行時の

… … 



 

 

眼球運動の時系列の違いを分析することにより、注意分布の違いを確定させる。本研究では、注意分布

として移動事象における道具と終点の注視の時系列を分析する。道具と終点の領域の具体例は付録の図

で示した。そして、二重タスクにおける記憶の正解率と、異なる表現選好を持つ言語話者の記憶テスト

における答えのパターンの関係を明確にする。 

二つタスクに対して下記の分析を行う。まず、記述タスクで日本語話者は中国語話者より同じ移動事

象に対して経路情報を表現する経路動詞を使う選好があるかどうかを分析する。これにより、両言語話

者が同じ移動事象に対して異なる表現選好を持つことを確認する。Papafragou et al.(2008)は、移動事象の

経路情報に対して経路動詞を使って表現する選好がある言語は事象の終点をよく見ることを示してい

る。日中両言語話者が移動事象を記述するときの注意分布を調べ、日本語話者は中国語話者より移動事

象の終点を注視する時間が多いかどうかを明らかにする。次に、二重タスクで両言語話者が事象を記憶

する際の注意分布のパターンと記述タスクにおける注意分布のパターンの整合性を分析し、移動事象に

おける注意分布が言語の表現選好によって違うかどうかを明らかにする。そして、日本語話者と中国語

話者で、同じ移動事象に対して記憶テストにおける答えのパターンと記述タスクにおける表現選好が整

合的かどうかを分析し、記憶テストにおける答えのパターンが言語の表現選好によって違うかどうかを

明らかにする。具体的には、日本語話者の答えのパターンとして、終点が変更された移動事象の正解率

が道具が変更された移動事象より高く、同時に、中国語話者では終点の変更と道具の変更で正解率に差

がないという場合であれば、記憶が表現選好の影響を受けると言える。そうでない場合では、記憶が表

現選好の影響を受けるとは言えない。最後に、Papafragou や Boroditsky 等の研究に基づいて言語の影響

は制限的であるか広範的であるか、言語が視覚注意を影響することを通して記憶を影響するかどうかを

明らかにする。 

 

4.意義 

この研究では事象を知覚・記憶する際に言語の使用（記述・コーディング）が遮断される場合でも、

言語が事象の知覚と記憶に影響するかどうかが明らかになるだろう。本研究のみで言語が認知に与える

影響が広範的か制限的かという論争に決着を付けられるものではないが、その論点を判定する材料とし

て期待できる。一般的には、同じ物事に対して異なる言語の話者が異なる認知を持つ、すなわち、言語

が認知に影響するという主観的感覚を持つことが多いものの、それを実証的に示すことには困難があっ

た。なぜなら、言語が認知に影響していると考えられる事例に対して、環境的な条件から認知が規定さ

れそれが言語表現に表れるという説明が可能な場合がほとんどだからである。たとえば、二種類の青を

区別する言葉があるロシア語の話者は青色に対する弁別能力が高いという現象(Winawer et al., 2007)につ

いては、二種類の青を区別することが生活上必要であるためにそれを弁別する認知能力が発達しそれら

を表す言葉が使い続けられる、とも説明できる。近年の言語相対論の研究はこのような批判に対して応

えられるように慎重に実験をデザインしており、本研究もそれを踏襲している。したがって、言語と認

知の相互作用について動的に理解すること、すなわち、ある程度の認知能力があることにより言語を獲

得し、身につけた言語が我々の認識や思考と相互作用し、言語の影響を受けてできた認知能力はまた新

しい言語の獲得や生成に寄与するというプロセスの理解に実証的に貢献できるだろう。 

本研究は異なる言語話者の認知方略・習慣的思考を探索することにより、異なる言語話者の認知の違

いを事前に認識することに寄与する。このような知見により、分野・国境・文化を超えた異言語話者の

コミュニケーションがより円滑に進むと期待できる。また、「知識共創」の前提はお互いに持っている

情報の共有である。うまく「共創」できるために、コミュニケーションする者の間の差異をうまく理解

することに本研究は貢献できるであろう。 

  



 

 

付録 
1. 記憶材料 
 

 
 

2. 記憶テストの材料 
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