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Or...
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本題の前に
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おことわり
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• 文法（統語＆形態素）の話をします

• 他のエリアで同じことが言える保証はありま
せん

• 他のエリアが重要でないという意味ではあり
ません
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明示的知識

暗示的知識
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明示的知識

暗示的知識

• 文法規則を「知っている」こと

• 分析され

• 抽象的

• 意識的
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明示的知識

暗示的知識

• 意識的ではないのに持っている直感的な知識

• 根拠は説明できないが

• 文法性判断はできる状態
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共通見解
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• 第二言語使用（理解＆産出）は基本的に
暗示的知識が担う

• 明示的知識はそれを補う

• どの程度補えるかは意見が分かれる
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理解 産出暗示的知識

明示的知識

？

11

外国語教育的には
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理解 産出暗示的知識

明示的知識

全部セットで考えていい
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第二言語習得研究
的には
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理解 産出暗示的知識

明示的知識

ここ（だけ）を見たい

ジャマ！
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とりあえずまとめると
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• 暗示的知識は直接観察できない

• 間接的に見ようとすると明示的知識が干渉す
る

• 測定時に明示的知識の干渉を抑えたい
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How?
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伝統的手法
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文法性判断課題

自発的産出データ
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文法性判断課題

自発的産出データ

• Grammaticality Judgment Task (GJT)

• 明示的知識が干渉するおそれ
例： Shinya has many girlfriend.

girlfriends

明示的知識を使って答えられる
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文法性判断課題

自発的産出データ

• 明示的意識の干渉が少ない（話しことば）

• データ収集と分析が大変

• 被験者数が少なく、一般化が困難

• 「回避 (avoidance)」の問題
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Ellis (2004, 2005)
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untimed GJT timed GJT

メタ言語知識テスト

模倣テスト 口頭物語テスト
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明示的知識を測定 暗示的知識を測定

untimed GJT

メタ言語知識テスト

timed GJT

口頭物語テスト

模倣テスト
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明示的知識を測定 暗示的知識を測定

untimed GJT timed GJT

便利！
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Semantic 
Processing

草薙 (2013)

Noticing Reflection

暗示的知識 明示的知識

通常の文理解
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Semantic 
Processing

草薙 (2013)

Noticing Reflection

暗示的知識 明示的知識

時間制限

X
通常の文理解
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Really?

40

• 通常の文理解と (timed) GJT では別の処理が
行われている可能性はないか

• 明示的知識が積極的に使われている可能性

• 通常の意味処理が行われていない可能性
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もう一度整理すると
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• Timed GJT が明示的知識の使用を促してい
る可能性

• Timed/Untimed GJT 間に見られる差は

• 明示/暗示的知識の差ではなく

• 明示的知識使用にかかる時間の差では
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次の英文が正しいか
判断してください
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1. I went drinking and spend too much money again.

2. Kunihiro loves the girl who Yoichi is also in love.
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1. I went drinking and spend too much money again.

2. Kunihiro loves the girl who Yoichi is also in love.

spent

with
２の方が処理に時間がかかる
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提案
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その１

50

• 通常の文理解と近い処理を促すタスク

• 意味理解に焦点が当てられる

• 文法性判断を意識させない

• 自己ペース読み課題

• 視線計測

• 脳血流等測定（使い方次第）
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自己ペース読み課題

52

• L1 文処理研究で方法論が確立している

• 意味理解の重視

• 文法性判断を強いない
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• L2 研究でも使われるようになってきた

• 例：３単現 -s

• Wakabayashi (1997)

• Shibuya & Wakabayashi (2008)

• Bannai (2011)

• 暗示的知識をうまく捕捉しているようだ
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その２
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• Timed GJT が（本当に）暗示的知識を測定
しているかを調べる

• Timed/Untimed GJT で

• 明示的知識がないけど暗示的知識がある
（ことがわかっている）規則を使う

• 明示的知識があるけど暗示的知識がない
（ことがわかっている）規則を使う

65

たとえば３単現
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• 日本語母語話者は英語の主語と動詞の数の一
致の誤りに敏感でない（e.g., Shibuya & 

Wakabayashi, 2008）

• 暗示的知識を持っていないと言える

• 明示的知識は持っているだろう
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• 浦野 (2011b)

• 日本語を母語とする英語学習者

• 主語と動詞の一致も調査

• Timed/Untimed GJT を利用

• 差は小さかった

• 2.89 vs 3.28 (k = 5)

• not significant (d = 0.27)
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• Urano (2012)

• 浦野 (2011b) の追試

• 主語と動詞の一致も調査

• Timed/Untimed GJT も利用

• 有意差あり

• 75.6% vs 93.0%

• d = 0.70
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でも...
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• そもそも

• 暗示的知識を持っていないはずなのに０点
（に近いスコア）にならないのはおかしい

• 草薙 (2013) の提案する手法でどこまでいけ
るか期待

71

まとめ

72

• 明示的知識の干渉を抑えて暗示的知識を測定
したい

• Timed GJT では干渉を抑えきれない？

• 通常の文理解に近い処理をさせるタスクがい
い

• 自己ペース読み課題は使えそう

Fin
73
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