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スカラー含意の基本的性質



スカラー含意とは

スカラー含意（scalar implicature, SI）:
厳密な定義はないが、スケール（scale）に関する意味を持つスカ
ラー要素（scalar item）に起因する推論。

しばしば「量の含意（quantity implicature）」とも呼ばれるが、こ
れはグライスの理論を仮定しているので、理論的に中⽴ではない。
⽇本語では「含意」が、「entailment」、「implication」、
「implicature」などの訳語として⽤いられることがあり紛らわしい
ので、以降は「SI」と呼ぶ。
例⽂中のSIは「⇝」で表す。



英語の代表的な例

(1) a. Andrew invited Ben or Chris to the party.
⇝ AndrewはBenとChrisの両⽅は招待しなかった

b. Some of my students are smart.
⇝学⽣の全員は賢くない

c. Ann is allowed to vote.
⇝ Annは投票しなくても良い

d. It’swarm today.
⇝今⽇は暑くはない

（太字がスカラー要素）



⽇本語の例

(2) a. 花⼦は太郎か次郎を飲み会に招待したよ
⇝花⼦は太郎と次郎の両⽅は招待しなかった

b. 学⽣のほとんどが男性だ
⇝学⽣の全てが男性なわけではない

c. 太郎は来て良い
⇝太郎は来る義務はない

d. 今⽇は暖かい
⇝今⽇は暑くはない



SIの基本的性質

なぜこれらの推論を、⼀般的な語彙意味と区別するのか？
主要な理由は以下の３つである。

1. Cancellability （取り消し可能性）

2. Reinforceability （増強可能性）

3. 論理演算⼦との相互作⽤



1. Cancellability （取り消し可能性）

SIは語彙の基本的意味とは違い、後から否定することが可能であ
る。(cf. Horn 1972, Sauerland 2004)

(3) a. Some of your students are rich. In fact, possibly even all of
them are.

b. Some of your students are rich. # In fact, possibly even
none of them are.

(4) a. 学⽣の数名は⾦持ちですよ。もしかしたら全員かもしれませ
ん

b. 学⽣の数名は賢いですよ。#もしかしたら⼀⼈も⾦持ちじゃ
ないかもしれません

注：実際の直感はそこまで明確ではなく、語彙の基本的意味でも取り消し可
能な場合があるので、このテストはあまり信頼度の⾼いものではないという
意⾒もある (cf. Geurts 2010: §1.5など)



2. Reinforceability （増強可能性）

SIは後から念を押す形で明確にすることができる。語彙の基本的な意
味の場合は、冗⻑になる。

(5) a. Some of my students are smart, but not all of them are.
b. Some of my students are smart, but/and #at least one of

them are.

(6) a. ⼤学院⽣の何⼈かはお⾦持ちですよ。全員ではないですが。
b. ⼤学院⽣の何⼈かはお⾦持ちですよ。#⼀⼈以上ですが。



3. 論理演算⼦との相互作⽤（1）

最も信頼度の⾼いSIのテストは、論理演算⼦との相互作⽤である。
例えば英語の「or」を例にとる。(7)のような⽂では、「or」
はinclusive disjunction (_)というより、exclusive disjunction
(Y)のように思える。

(7) Andrew invited Ben or Chris.
⇝ AndrewはBenとChrisの両⽅は招待しなかった

φ ψ pφ_ ψq pφ Y ψq
1 1 1 0
1 0 1 1
0 1 1 1
0 0 0 0



3. 論理演算⼦との相互作⽤（2）

しかし否定辞の作⽤域内では、SIはなくなる。
（注：⽇本語の「か」はPPI）

(8) Andrew didn’t invite Ben or Chris.

ここでの「or」の意味は明らかにinclusive disjunction (_)である。

φ ψ ␣pφ_ ψq ␣pφ Y ψq
1 1 0 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 1

注：ただし、(8)で「or」にストレスが置かれると、exclusive disjunctionの
読みも得られる（Horn 1989, Levinson 2000, Chierchia, Fox & Spector
2012, Geurts 2010）。これについては後ほど述べる。



3. 論理演算⼦との相互作⽤（3）

同様に、仮定節や全称量化詞のrestrictor内でも、SIの無い読みが得ら
れる。

(9) If he speaks French or German, we’ll hire him.

(10) Every student who speaks French or German passed.

（ただし仮定節の場合は本当にSIが無いのかは意⾒が別れる；Breheny
2008やSpector 2013の議論を参照）



3. 論理演算⼦との相互作⽤（続・続）

さらにもし「or」がexclusive disjunction (Y)ならば、(11)の意味が
捉えられない。

(11) Andrew invited Ben, Chris or Denis.

φ ψ χ pφ Y ψq ppφ Y ψqY χq
1 1 1 0 1
1 1 0 0 0
1 0 1 1 0
1 0 0 1 1
0 1 1 1 0
0 1 0 1 1
0 0 1 0 1
0 0 0 0 0



SIの基本的性質に関する実験



Bott & Noveck (2004)：実験３

(12) Some Ps are Qs
a. ⽂字通りの意味：DxrPpxq ^ Qpxqs
b. SIのある意味：DxrPpxq ^ Qpxqs ^ ␣@xrPpxq Ñ Qpxqs

６つの条件

T1 Some elephants are mammals. T/F
T2 Somemammals are elephants. T
T3 Some elephants are insects. F
T4 All elephants are mammals. T
T5 All mammals are elephants. F
T6 All elephants are insects. F

T1はSIがあれば偽、なければ真。



Bott & Noveck (2004)：実験３・結果

§ 約40%がSIなしの回答。
§ T1をFALSEと答えた場合

（Pragamatic）のRTが、
TRUEと答えた場合
（Logical）に⽐べて、⻑
い。T3, T5, T6も答えが
FALSEであるが、RTは短
い。



Bott & Noveck (2004)：実験４

実験４では、被験者が回答するまでの時間を狭めることで、反応に違
いがでるかをみた。Shortは900ms、Longは3000ms。

時間がより多くあるほど、SIを計算する率が⾼くなっている。



Bott & Noveck (2004)：まとめ

1. 約40％ほどが「some」のSI無しの読みで回答した。
ñ SIはoptional

2. SIのある読みはより時間が掛かる
ñデフォルトはSIの無い読み



Scalar Diversity

Van Tiel, Van Miltenburg, Ze-
vakhina, & Geurts (2014) (see also

Doran, Baker, McNabb, Larson & Ward 2009,

Doran, Ward, Larson, McNabb & Baker 2012)



理論の歴史

上のような性質から、SIは語彙の持つ基本的な意味ではなく、何かし
ら他の⽅法で現れる推論であると考えられている。
現在⼤きく分けて⼆つの理論がある。

1. 新グライス主義（Neo-Gricean）アプローチ：SIは会話的含
意の特殊な場合である。

2. ⽂法的（grammatical）アプローチ：SIは語⽤論的推論では
なく、演算⼦によって統語および意味の機構で計算される。

1.が伝統的アプローチ。英国⼈哲学者ポール・グライ
ス（Herbert Paul Grice, 1918-1988）が1960年代に基
本的理論を発展させた（Grice 1989）。
しかし2000年辺りから、Chierchia (2004)などにより
SIと論理演算⼦の相互作⽤に関する問題点が指摘さ
れ、2.が提唱された。



新グライス主義（Neo-Griceanism）



グライスの語⽤論

グライスによると、語⽤論的推論は、話者と聞き⼿が協調原理
（coorporation principle）に則って会話するものであるという仮定
から⽣まれる。

グライスの格率（Gricean Maxims）

§ 量の格率（Maxim of Quantity）
1. 現在の会話の⽬的にとって）必要な量の情報を与えるべし。
2. 必要以上の量の情報は与えるべからず。

§ 質の格率（Maxim of Quality）
1. 偽であると思っていることは⾔うべからず。
2. ⼗分な証拠のないことは⾔うべからず。

§ 関連性の格率（Maxim of Relation）：関連性を持つべし。
§ 様式の格率（Maxim of Manner）：明確であるべし。



グライスの語⽤論（続）

理論的には、「格率に従う＝協調性原理に従う」となる。
話者が協調性原理に従っているという仮定を保つために、しばしば⾔
語表現が意味すること以上のことを、聞き⼿が理解する必要がある。
そのような推論を会話的含意（conversational implicature）と呼
ぶ。

(13) A: ライター持ってないですか？
B: 持ってますよ。 ⇝ AはBのライターを使って良い



協調性原理の⼀般性

グライスは四つの格率を、⾔語活動外にも当てはまるような、⼀般的
な協調性原理から導かれると考えた。

例：太郎が⽝⼩屋を作っていて、次郎がそれを⼿伝っている。
§ 次郎が太郎に⼿渡すべき道具は⾦槌であり、テニスラケットではな

い（関連性の格率）
§ また釘を渡す際は、⼀本ではなく、必要なだけ渡す必要があり（量

の格率）、釘は曲がっていてはいけない（質の格率）。
§ これらのことは全て迅速に⾏われるべきである（様式の格率）。

(Davis 2014)



新グライス主義的アプローチ

グライス⾃⾝は四つの格率は発展途上のものと考えていたようであ
る。
グライス以後にも実際に、四つの格率の⼀部、または全てを、より⼀
般的な格率に置き換えるという試みがされている。
例えば、Sperber & Wilson (1986)の関連性理論（Relevance
Theory）が有名であるが、他にもAtlas & Levinson (1981)、Horn
(1984)、Levinson (2000)などがある。



新グライス主義的SIの分析

グライス学派のSIの分析に関して細かい差異はあるが(Horn 1972,
Gazdar 1979, Soames 1982, Hirschberg 1985, Sauerland 2004, Spector
2006, 2007b, Geurts 2010)、概ね以下のような分析がされている。

1. 話者がスカラー要素αを含む⽂φrαsを発話した。
2. φrβsがφrαsよりも意味が強くなるような表現βが存在する。
3. 話者が協調性原理に従っていて、φrβsが関連性があり⼗分に簡潔

である場合、なぜ話者はφrβsと⾔わなかったか？
4. もし話者がφrβsが真だと信じている（Bspφrβsq）ならば、量の確

率（1）から、φrβsと⾔ったはずである。
5. よって␣Bspφrβsqであるはずである。



例

1. 話者が「Some of my students are rich」と⾔った。
2. 「All of my students are rich」は現在の会話に関連しており、⼗分

に簡潔である。なぜ話者はそういわなかったか？
3. もし話者が「All of my students are rich」が真だと信じていれば、

量の格率（1）から、そういったはずである。
4. よって、␣BspAll of my students are richq。



Epistemic Step

グライスの格率から得られる推論は⼀般的に「␣Bspφrβsq」である。
しかししばしばより強い「Bsp␣φrβsq」を得ることができる。
これは、「話者がこの⽂の真偽を知っている」という補助的仮定
（opinionatedness/competence assumption）から導かれ
る（Spector 2003, Van Rooij & Schulz 2004, Sauerland 2004, Breheny,
Ferguson & Katsos 2013）。

Opnionatedness Assumption: Bspφrβsq _ Bsp␣φrβsq

そしてこの仮定を使って、「␣Bspφrβsq」を「Bsp␣φrβsq」に強める
仮定を、epistemic stepと呼ぶ。

「␣Bspφrβsq」を⼀次的含意（primary implicature）、
「Bsp␣φrβsq」を⼆次的含意（secondary implicature）と呼ぶ
（Sauerland 2004の⽤語）。



他の例

§ 話者が「太郎か次郎が来た」と⾔った。
§ なぜ「太郎と次郎が来た」と⾔わなかったのか？
§ 量の格率から、␣Bsp太郎と次郎が来たqが結論される。（⼀次的含

意）
§ Opinionatednessを仮定すると、Bsp␣太郎と次郎が来たqが結論さ

れる

§ 話者が「今⽇は暖かい」と⾔った。
§ なぜ「今⽇は暑い」と⾔わなかったのか？
§ 量の格率から、␣Bsp今⽇は暑いqが結論される。（⼀次的含意）
§ Opinionatednessを仮定すると、Bsp␣今⽇は暑いqが結論される



演算⼦との相互作⽤

否定辞などの反調（antitonic, downward entailing) 演算⼦は、含
意関係を逆転させるので、SIが消える。

1. 話者が「Ann didn’t invite Ben or Chris」と⾔った。
2. 「Ann didn’t invite Ben and Chris」は発話に含意されている。よ

って、これによるSIはない。

1. 話者が「Every student who did some of the reading passed」と
⾔った。

2. 「Every student who did all of the reading passed」は発話に含意
されている。よって、これによるSIはない。



演算⼦との相互作⽤（続）

逆にこのような環境では「and」や「all」などの語がSIを持つように
なる（indirect implicature）。

1. 話者が「Ann didn’t invite all of the students」と⾔った。
2. 「Ann didn’t invite any of the students」が意味的に強いので、こ

の否定としてSI「Annは何⼈かは招待した」が得られる。

1. 話者が「Every student who speak both French and German
passed」と⾔った。

2. 「Every student who speak French or German passed」は意味的
に強い。よってこの否定として「仏語と独語のどちらかもしくは両
⽅を喋る全ての学⽣が合格したわけではない」得られる。



SIの新グライス主義分析：まとめ

§ SIは完全に語⽤論で計算される。
§ 量の格率が導くSIは「␣Bspφrβsq」である。
§ そのような⼀次的含意は、opinionatednessの仮定が成り⽴つ場

合、⼆次的含意「Bsp␣φrβsq」に強められる（epistemic
step）。

グライスの格率は⾔語外にも適⽤される⼀般的なも
のであり、もしそれでSIを説明できるならば、意味
や統語に関して何も⾔うべきではない。この考え⽅
は「グライスのカミソリ（Grice’s Razor）」と呼ば
れる。（Grice 1989; Burton-Roberts 1989, Davis 2014,
Geurts 2010, Van der Sandt 1991, 2003）



SIの理論的問題点

新グライス主義的分析はいくつかの点で完璧ではない。
ここでは主に２つの問題に触れる。(Davis 2014も参照のこと)

1. 対称性の問題（symmetry problem）（Kroch 1972, Fox 2007,
Katzir 2007, Fox & Katzir 2011, Trinh & Haida 2015, Breheny,
Klinedinst, Romoli & Sudo 2016, etc.）

2. 埋め込み可能性（embeddability problem） (Chierchia 2004,
Fox 2007, Chierchia, Fox & Spector 2012, etc.)

1.は問題として認識されているが、全ての理論に問題であり、あまり
良い解決法は考えられていない。
2.は本当に問題かどうかが、過去10年ほど活発に議論されている。



対称性の問題



対称性の問題（symmetry problem）

対称性の問題とは、「何が発話の候補（alternative）になるべきか」
という問題である。
例えば「太郎か次郎が来た」を考えよう。
§ 上で⾒た通り「太郎と次郎が来た」という発話候補か

ら、␣Bsp太郎と次郎が来たqが結論される。
§ しかし「太郎か次郎のどちらか⼀⼈のみが来た」という発話候補を

考えると、␣Bsp太郎と次郎がどちらか⼀⼈のみ来たqが結論されて
しまう。つまり、「話者は⼀⼈のみ来た」と思っていないというこ
とである。

このように、実際に得られるSIを意味として持ってしまっている候補
を「対称的候補（symmetric alternative）」と呼ぶ（Fox 2007,
Chierchia, Fox & Spector 2012）。
実際に観察されるSIを導くためには、対称的候補を排除しなくてはい
けない。



英語の対称性問題の例

(14) Andrew or Ben came. ⇝ Not both of them came.
a. 候補「Andrew and Ben came」か

ら、␣BspAndrew and Ben cameqが得られる。
b. 候補「Andrew or Ben but not both came」か

ら、␣BspAndrew or Ben but not both cameqが得られてし
まう。

(15) Some of my students are rich. ⇝ Not all of them are rich.
a. 候補「All of my students are rich」か

ら、␣BspAll of my students are richqが得られる。
b. 候補「Some but not all of my students are rich」か

ら、␣BspSome but not all of my students are richqが得ら
れてしまう。



ホーン・スケール（Horn Scale）

Horn (1972, 1989)はスカラー要素は全てレキシコンでスケール（ホー
ン・スケール）が決まっていると考えた。

(16) a. xor, andy
b. xsome, ally （もしくはxsome, most, ally）
c. xallowed, requiredy

そしてSIの計算に使われる候補は、発話された⽂のスカラー要素を同
じスケールの語と置換して得られたものだけであると仮定した。
例：「Some of my students are rich」の対⽴候補は「All of my
students are rich」。対称的候補である「Some but not all of my
students are rich」は考慮されない。



ホーン・スケールの問題点

しかしホーン・スケールは説明としては弱い。
第⼀に、スケールが恣意的である。（Horn 1989やMatsumoto 1995はホ
ーン・スケールに関する制約を⽴てているが、その制約も恣意的である;
Breheny, Klinedinst, Romoli & Sudo 2016参照）
第⼆に、状況によって決まっているSI（ad hoc implicature）が存在
するので、レキシコンに全て記載しておくことはできな
い。（Hirschberg 1985, Levinson 2000）

(17) A: Howmany linguists came to the party?
B: One phonologist and three syntacticians.
⇝ No semanticist came to the party.

(18) Andrew doesn’t smoke and doesn’t drink. Bill doesn’t smoke.
⇝ Bill drinks.



候補の構造理論

より説明的な理論として、Katzir (2007)の構造理論（structural
theory）がある（Fox & Katzir 2010も参照）。
Katzirの候補は、発話された⽂「φ」から、substitution sourceにあ
る表現を使った置換（substitution）によって得られた⽂法的な⽂の
みである。
Substitution source
§ レキシコンにある語彙
§ φの中の構成素
§ 会話状況でsalientな表現



構造理論の例

φ = Some of my students are rich
φrall{somes = All of my students are rich

⼀般的に、語彙の置換と構成素の置換では、⽂をより複雑にすること
はできない。
唯⼀の場合は、「some but not all」などの表現が、会話状況で
salientな場合である。しかしKatzirのこれに関する議論は曖昧であ
る。（Breheny, Klinedinst, Romoli & Sudo 2016参照）



Katzirの問題点
Katzirの構造理論は、現存する唯⼀の候補に関する理論であるが、問
題点が指摘されている。
構造理論は対称的候補が構造的に複雑であるという点を利⽤している
が、全ての場合で、そうとは⾔えない。

§ 語彙置換で対称的候補を得られる場合（Swanson 2010）
(19) This is permitted. ⇝ This is not required.

a. This is required.
b. This is optional. ð対称的候補

§ 対称的候補が発話よりも構造的に簡潔な場合 (Trinh & Haida 2015,
Breheny, Klinedinst, Romoli & Sudo 2016)
(20) Andrew didn’t punish all of the students.

⇝ Andrew punished some students
a. Andrew didn’t punish any of the students.
b. Andrew punished some of the students ð対称的候補



Katzirの問題点（続）

さらに、単純な置換では候補が得られない場合も存在する。(Breheny,
Klinedinst, Romoli & Sudo 2016)

(21) 太郎は来ていいよ ⇝太郎が来る必要はない

欲しい候補は「太郎は来なくてはいけない」や「太郎は来る必要があ
る」であるが、構造的にこれらの⽂はより複雑である。



対称性の問題：まとめ

グライスの語⽤論は「SIの計算において、何を候補とするか」につい
て全く何も⾔わないので、対称性の問題（symmetry problem）に
陥る。
逆に⾔えば、SIの理論は候補が何であるかを指定する必要があり、そ
れが完全に語⽤論で説明できるかは疑問である。結果的にSIに関する
グライスのカミソリ議論は弱い。
ホーン・スケール（Horn 1972, 1989, Hirschberg 1985, Matsumoto
1995）や、構造理論（Katzir 2007, Fox & Katzir 2010）が提唱されている
が、完全な解決法は得られていない。
ただし、この問題は全ての発話候補を使うSIの理論にとって問題であ
り、新グライス主義分析に限ったものではない。
発話候補を使わない理論：Van Rooij & Schulz (2004), Fine (to
appear)



埋め込み可能性の問題



埋め込み可能性の問題

新グライス主義的SI理論では、常に発話レベルでSIが計算される。し
かしSIが否定辞などの演算⼦の採⽤域内で計算されている例がある。

(22) a. 太郎か次郎が来たんじゃないよ。⼆⼈とも来たんだよ。
b. 投票しても良いじゃなくて、投票しないとだめだよ。

このような例は、Horn (1984, 1989)やLevinson (2000)によって新グ
ライス主義の⽴場から論じられている。特にHornはこの読みはいわ
ゆるメタ⾔語否定（metalinguistic negation）によるもので、SIそ
のものの埋め込みを⽰すものではないとした。
同様に、Geurts (2010)はこれを(23)のようなsemantic narrowingで
あると主張している（Geurts & Van Tiel 2013）。

(23) He isn’t rich. He’s RICH.

⽇本語はこれをどのように表現するか？



Chierchia et al.の例

しかしChierchia (2004)とChierchia, Fox & Spector (2012)は、特別強
調がなくてもSIが埋め込まれているような例があると指摘した。
例えば(24a)はSIが埋め込まれていないが、(24b)ではSIが埋めこれま
れている読みが顕著である。

(24) a. If you take salad or desert, you’ll be really full.
b. If you take salad or desert, you pay $20; but if you take

both, there is a surcharge. (Chierchia, Fox & Spector 2012)

⽇本語の同様な例：

(25) a. サラダかデザートをつけるなら、スープは要らないでしょ
う

b. サラダかデザートをつけるなら、1000円だけど、両⽅つけ
ると1200円払わないといけない



Chierchia et al.の例（続）

Chierchia, Fox & Spectorの他の例：

(26) a. If you take salad or desert, you pay $20; but if you take
both, there is a surcharge.

b.#If you take salad or desert, or both, you pay $; but if you
take both, there is a surcharge.

(27) a. If most of the students do well, I am happy; if all of them
do well, I am even happier.

b. Every professor who fails most of the students will receive
no raise; every professor who fails all of the students will
be fired.

(28) Every candidate thought that presenting together his
unpublished papers and his students evaluation was
preferable to presenting the one or the other.



Exhaustivity Operator

新グライス主義的分析では、否定辞や仮定節などのantitonic演算⼦
の作⽤域内では、「or」などのSIがなくなるという予測である。
Chierchia (2004)、Fox (2007)、Chierchia, Fox & Spector (2012)はこ
の問題を解決するため、SIは統語・意味で計算されると提案した。

標準的な演算⼦Exhの定義（Groenendijk & Stokhof 1984, Van Rooij &
Schulz 2004も参照）

Exhaustivity operator (Exh)
vExhpφqwpwq “ 1 iff

vφwpwq “ 1^ @ψ P Altpφqrvψw Ă vφw Ñ vψw “ 0s

Altpφqはφの候補（オルタナティブ）の集合
Chierchia (2004)は演算⼦を⽤いないが、Chierchia (2006)とSimons
(2006)が指摘するようにこれには問題がある。



ExhによるSIの派⽣

(29) vExh(太郎か次郎が来た)wpwq “ 1
iff v太郎か次郎が来たwpwq “ 1^ v太郎と次郎が来たwpwq “ 0

ExhとSIの打ち消し可能性（cancellability）と増強可能性
（reinforceability）に関する、⼆つの分析可能性（Chierchia, Fox &
Spector 2012, Magri 2009, Chemla & Singh 2015参照）

§ Exhが必ずしも使われなくても良い。
§ オルタナティブの集合Altpφqが語⽤論的に狭められる。例：(29)で

「太郎と次郎が来た」が関連性（relevance）が無いような状況
で、SIが観察されなくなる。



論理演算⼦との相互作⽤

反調演算⼦の下ではSIが消える：

(30) 「Ann didn’t invite Ben or Chris」のオルタナティブ、「Ann
didn’t invite Ben and Chris」は意味的に弱いので、「Exh(Ann
didn’t invite Ben or Chris)」はSIを持たない。

Indirect implicatureの例：

(31) 「Ann didn’t meet all of the linguists」は、意味的により強い
オルタナティブ「Ann didn’t meet any of the linguists」を持つ
ので、「Exh(Ann didn’t meet all of the linguists)」は「Annは
⼀⼈は⾔語学者に会った」というSIを持つ。

⼀般的に反調演算⼦は含意関係を逆転させるので、いつもは強いスカ
ラー要素がSIを持つようになる。
ここの説明は新グライス主義分析と同じである。



SIの埋め込みの例

仮定として、Exhは演算⼦の作⽤域内に現れることができる。

(32) Exh(if you take salad or desert, you will be full).
SI無し

(33) If Exh(you take salad or desert), you pay $20.
«もしサラダとデザートどちらか⼀⽅のみを頼むならば、$20
で良い



Intermediate Scope

(34) Exh(If Andrew is required to read some of the books, he’ll
read three)
SI無し

(35) If Andrew is required to Exh(read some of the books), he’ll
read three.
«もしAndrewが全部読んではいけないが、⼀部を読む必要が
あるなら、

(36) If Andrew is Exh(required to read some of the books), he’ll
read three.
«もしAndrewが本を数冊読む必要があるが全部を読む必要は
ないなら、



Refinements

⽂法的アプローチは、Exhの役割を「only」などの取⽴て詞と似たも
の（全く同じではなはい）としている。（Chierchia 2006, Fox & Hackl
2006, Fox 2007, Spector & Sudo to appear）

(37) a. Some of the students came.
b. Only some of the students came.

新グライスの理論と違い、否定する候補を意味が強いものに限る必要
はない。⼀般的に「only」も、意味が弱くない候補を否定する。

vφwpwq “ 1^ @ψ P Altpφqrvφw Ę vψw Ñ vψw “ 0s

すると⾮単調（non-monotonic）環境におけるSIも予測す
る。（Chierchia, Fox & Spector 2012, Chemla & Singh 2015）

(38) Exh(Exactly one student did some of his homework)



Further Refinements

Fox (2007)はさらに、「innocently exclusion」という考え⽅を導⼊
した。これによるとExhはcontradition freeとなる。（ただしGajewski
2009の指摘する場合を除く）

vφwpwq “ 1^ @ψ P IE-Altpφqrvψw “ 0s

IE-Alt “ Şmaximal
ˆ"

A Ď Altpφq
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

A is consistent with
the negation ofφ

*˙

Innocent exclusionは、特にdisjunctionの分析で重要となる。
Sudo (2014)はこのBool⼀般化を提案している。これを使うとExhは
命題レベルだけでなく、あらゆる作⽤域を取ることができる。（Mayr
2015も参照）
Spector & Sudo (to appear)は前提との関わりを捉えるため、Exhと
innocent exclusionの三値化に関する問題を議論している。
Sudo (2016)ではExhの動的意味論における性質を論じた。



Obligatory SI

⽂法的アプローチの中には、強制的にSIを発⽣させる場合があるとい
う考えがある（obligatory SI）。
Magri (2009)の議論：(39)が容認されないのは、SIが強制的に計算さ
れるからである。グライスの語⽤論ではこれは説明できない。

(39) #Some Italians are from a beautiful country.

強制的SIは、極限表現（polarity expressions）や特定の接続詞など
の分析に使われている（Chierchia 2004, 2006, Ivlieva 2013, Magri 2009,
Spector 2007a, 2014, Sudo 2014）。



⽂法的アプローチ：まとめ

§ ⽂法的アプローチでは、演算⼦Exhを使って、SIを統語・意味で計
算する。

§ ⼀般的に新グライス主義分析よりも、多くの読みを予測する。
§ 他の演算⼦の作⽤域内に⼊れる。
§ 否定される候補をより多く取れる。

§ ⼀次的含意（primary implicature）は予測しない。（ただしMeyer
2013参照）

§ Exhの分布は完全に⾃由ではない（以下の実験の議論参照）。何か
しらの制約が必要であるが、この標準的な理論は未だ無い
（Chierchia, Fox & Spector 2012）。



埋め込み可能性に関する論争



Chierchia以後の論争

Chierchia (2004)以降、Exhが必要かどうかで議論が分かれている。

§ 新グライス派語⽤論：Geurts (2009, 2010), Geurts & Pouscoulous
(2009), Geurts & Van Tiel (2013), Horn (2006, 2009), Noveck & Sperber
(2007), Russell (2006), Sauerland (2004), Spector (2006, 2007b)

§ ⽂法的アプローチ派：Chierchia (2004), Chierchia, Fox & Spector
(2012), Fox (2007), Fox & Hackl (2006), Chemla & Spector (2011),
Gajewski & Sharvit (2012), Magri (2009, 2010), Sauerland (2012)

もしSI以外の現象で⼀般的な（新）グライス語⽤論が必要であると仮
定するならば、グライスのカミソリから、⽂法的アプローチは好まし
くないように思える。
Chierchia (2004)の提⽰した問題点のいくつかに関しては、グライス
派からの反論が出されている（Sauerland 2004, Russell 2006, Simons
2006など）



Geurts & Pouscoulous (2009)の実験３

§ Picture verification task (6
target items) + Inference task
(5 target items)

§ 26 Dutch university students
§ Local SI not observed in

verification



Geurts & Pouscoulous (2009)の実験４

§ 実験３のpicture verificationで、「TRUE」・「FALSE」・
「COULD BE EITHER」の３つの選択肢で⾏った。

§ 22 university students in London



Geurts & Pouscoulousへの反論

Clifton & Dube (2010), Sauerland (2010), Chemla & Spector (2012)
We find Geurts and Pouscoulous’ (2009) pictures rather difficult to decipher. The
crucial bit of information [...] is that the square on top of the picture is connected
with all the circles, hereby falsifying the local reading. On purely introspective
grounds, we find this information pretty hard to extract, and participants may
either miss it or ignore it altogether. [...]

[...] the pictures they used failed to make the local reading sufficiently relevant.
(Chemla & Spector 2012:365)

反論への反論: Geurts & Van Tiel (2013)



Chemla & Spector (2011)の実験１
§ Picture verification task with graded judgments
§ Some or or under every or no

「Every letter is connected to some of its circles」の例（注：含意関係）



Chemla & Spector (2011)の実験１：結果
Every ... some/or

Local SIが真なのはSTRONGのみで、STRONGが⼀番良い。
ñLocal SIが存在する?
No ... some/or

(n “ 16)



Geurts & Van Tielの反論：実験１

「Local SIが真の読みが⼀番良い。よってLocal SIが存在する」
The obvious problem with this claim is that it accounts for part of the data only.[

C&S’s experimental instructions were verbose and less than fully coherent.
Clocking in at well over 400 words (which would amount to about one page in
this journal), they began by announcing that participants were to decide
whether given sentences were true or false, but then this alethic dichotomy was
qualified by the claim that, occasionally, target sentences “will not be clearly true
or clearly false”, and henceforth the true/false terminology gave way to a variety
of epithets, including (more or less) “natural”, “appropriate”, and even “true/
appropriate”. (Geurts & Van Tiel 2013:23)

またChemla & Spectorの実験はfillerがない。
Geurts & Van Tielはらさらに、condition間の絵の違いと実験での順
序によって反応が左右されているとするデータを提出している。



Chemla & Spector (2011)の実験２
「Exactly one letter is connected to some of its circles」

(n “ 16)



Geurts & Van Tielの反論：実験２

実験１で、同じ冗⻑な説明、Filler無し、被験者が少ない（16⼈）。
LOCALが良い理由が他に考えられる。

[In the LOCAL-picture], there is a striking visual contrast between the
leftmost letter and the other two, and given that the predicate of [the
target sentence] is unequivocally verified by the left-most letter,
informants were invited to interpret that letter as the one the author of
[the target sentence] had in mind, and construe the predicate
accordingly; that is, interpret it in such a way that it was falsified by the
remaining letters. Put otherwise, we maintain that the visual contrast in
the [LOCAL]-picture provoked a contrastive interpretation of the predicate
of the target sentence. (Geurts & Van Tiel 2003:30–31)

Geurts & Van Tielはこの点を考慮して、Chemla & Spectorの実験をや
り直したところ、contrastの効果を観察した（ただしこの実験は誤答率
が約30%）



SI論争：まとめ

§ 今のところ⾏動実験データはあまり決定的ではない。
§ Geurts (2010)の理論では、semantic narrowingでLocal SIと同じ

読みを出すが、これは英語ではストレスが必要。

⽇本語ではこれがコントロールしやすいかもしれない。またス
トレスをコントロールした形で実験することも可能。

§ また、semantic narrowingはintermediate scope SIは出せない。

Intermediate scope SIの実験は今のところ⾒当たらない



その他のトピック



実験系⽂献

Overview articles:
§ Noveck & Reboul (2008)
§ Katsos & Cummins (2010)
§ Chemla & Singh (2015)

Epistemic stepの研究は⽐較的少ない（Breheny, Ferguson&Kat-
sos 2013）

スカラー要素間の違いに関する研究もあまりない（Van Tiel, Van
Miltenburg, Zevakhina & Geurts 2014, Doran, Baker, McNabb,
Larson&Ward2009,Doran,Ward, Larson,McNabb&Baker2012）

SIの⾔語間差異に関するものもほとんど無し（Pouscoulous,Noveck,
Politzer & Bastide 2007）。



1. SIの獲得

Chierchia, Crain, Guasti, Gualmini & Meroni (2001), Gualmini, Crain,
Meroni, Chierchia & Guasti (2001), Noveck (2001), Papafragou &
Musolino 2003, Guasti, Chierchia, Crain, Foppolo, Gualmini &
Meroni (2005), Barner & Bachrach (2010), Barner, Brooks & Bale
(2011), Zhou, Romoli & Crain (2013), Singh, Wexler, Astle, Karamar
& Fox (2016)

§ 3-7歳の⼦供は、⼤⼈に⽐べて、SIを計算しない傾向にある。
§ Barner et al. (2011)の仮説：⼦供は発話状況で明確でない候補を計

算しない。
§ Singh, Wexler, Astle, Karamar & Fox (2016)：「A or B」の候補は

「A」と「B」と「A and B」だが、⼦供は「A and B」を抜かして
しまう。結果、「A or B」を「A and B」という意味に解釈する。



2. Scalar Inference and Presupposition

Anti-presuppositions: Chemla (2008), Heim (1991), Percus (2006,
2010), Sauerland (2008), Schlenker (2010), Sudo & Romoli (2017)

(40) 太郎は僕に弟がいると思っている
⇝僕に弟はいない

Scalar items in presuppositions: Gajewski & Sharvit (2012),
Spector & Sudo (to appear)

(41) 花⼦は、学⽣が何⼈か来たことを知らない
「全ての学⽣は来なかった」という前提を持つ

これらに関しては実験データがほぼ皆無。処理時間の操作、埋め込
みの可能性、epistemic stepに関するものなど、SIと同様の研究が
できるはず。



参考⽂献（1）
Atlas & Levinson (1981) It-clefts, informativeness and logical form: radical pragmatics (revised standard

version). In Peter Cole (ed.), Radical Pragmatics. 1–61.
Barner & Bachrach (2010) Inference and exact numerical representation in early language development.

Cognitive Psychology, 60: 40–62.
Barner, Brooks & Bale (2011) Accessing the unsaid: the role of scalar alternatives in children’s pragmatic

inference. Cognition, 118: 87–96.
Bott & Noveck (2004) Some utterances are underinformative: The onset and time course of scalar infer-

ences. Journal of Memory and Language, 51: 437–457.
Breheny (2008) A new look at the semantics and pragmatics of numerically quantified noun phrases.

Journal of Semantics, 25: 93–139.
Breheny, Ferguson & Katsos (2013) Taking the epistemic step: Toward a model of on-line access to

conversational implicatures. Cognition, 120: 423–440.
Breheny, Klinedinst, Romoli & Sudo (2016) The symmetry problem: current theories and prospects.

Under review.
Burton-Roberts (1989) On Horn’s dilemma: Presupposition and negation. Journal of Linguistics, 25: 95–

125.
Chemla (2008) An epistemic step for anti-presuppositions. Journal of Semantics, 25: 141–173.
Chemla & Singh (2015) Remarks on the experimental turn in the study of scalar implicature. Language

and Linguistic Compass, 8/9: 373–386 (Part I), 387–399 (Part II).
Chemla & Spector (2011) Experimental evidence for embedded scalar implicatures. Journal of Semantics,

28: 359–400.
Chierchia (2004) Scalar implicatures, polarity phenomena, and the syntax/pragmatics interface. In Adri-

ana Belletti (ed.), Structures and Beyond: The Cartography of Syntactic Structures.



参考⽂献（2）
Chierchia (2006) Broaden your views: Implicatures of domain widening and the “logicality” of language.

Linguistic Inquiry, 37: 535–590.
Chierchia, Crain, Guasti, Gualmini & Meroni (2001) The acquisition of disjunction: evidence for a gram-

matical view of scalar implicatures. BUCLD 25.
Chierchia, Fox & Spector (2012) Scalar implicature as a grammatical phenomenon. In Claudia Maien-

born, Klaus von Heusinger & Paul Portner (eds.), Semantics: An International Handbook of Natural
Language Meaning. 2297–2331.

Clifton&Dube (2010) Embedded implicatures observed: A commendonGeurts and Pouscoulous (2009).
Semantics & Pragmatics, 3(7): 1–13.

Davis (2014) Implicature. In Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Doran, Baker, McNabb, Larson & Ward (2009) On the non-unified nature of scalar implicature: an em-

pirical investigation. International Review of Pragmatics, 1: 1–38.
Doran, Ward, Larson, McNabb & Baker (2012) A novel paradigm for distinguishing between what is said

and what is implicated. Language, 88: 124–154.
Fine (to appear) Truthmaker semantics. In Blackwell Companion to Philosophy of Language.
Fox (2007) Free choice and the theory of scalar implicatures. In Uli Sauerland & Penka Stateva (eds.),

Presupposition and Implicature in Compositional Semantics. 71–112.
Fox & Hackl (2006) The universal density of measurement. Linguistics and Philosophy, 29: 537–586.
Fox & Katzir (2011) On the characterization of alternatives. Natural Language Semantics, 19: 87–107.
Gajewski (2009) Innocent exclusion is not contradiction free. Ms.
Gajewski & Sharvit (2012) In defense of the grammatical approach to local implicatures. Natural Lan-

guage Semantics, 20: 31–57.
Gazdar (1979) Pragmatics: Implicature, Presupposition, and Logical Form.
Geurts (2010) Quantity Implicatures.



参考⽂献（3）
Geurts & Pouscoulous (2009) Embedded implicatures?!? Semantics & Pragmatics, 2(4): 1–34.
Geurts & Van Tiel (2013) Embedded scalars. Semantics & Pragmatics, 6(9): 1–37.
Grice (1989) Studies in the Way of Words.
Groenendijk & Stokhof (1984) Studies on the Semantics of Questions and the Pragmatics of Answers.
Gualmini, Crain, Meroni, Chierchia & Guasti (2001) At the semantics/pragmatics interface in child lan-

guage. SALT 11.
Guasti, Chierchia, Crain, Foppolo, Gualmini & Meroni (2005) Why children and adults sometimes (but

not always) compute implicatures. Language and Cognitive Processes, 20: 667–696.
Heim (1991) Artikel und Definitheit. In Arnim von Stechow & Dieter Wunderlich (eds.), Semantik: Ein in-

ternationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung/Semantics: An International Handbook of Con-
temporary Research.

Hirschberg (1985) A Theory of Scalar Implicature.
Horn (1972) On the Semantic Properties of the Logical Operators.
Horn (1984) Towards a new taxonomy for pragmatic inference: Q-based and R-based implicature. In

Deborah Schiffrin (ed.), Meaning, Form and Use in Context: Linguistic Applications. 11–42.
Horn (1989) A Natural History of Negation.
Horn (2006) The border wars: A new-Gricean perspective. In Klaus von Heusinger & Ken Turner (eds.),

Where Semantics Meets Pragmatics. 21–48.
Horn (2009) WJ-40: Implicature, truth, and meaning. International Review of Pragmatics, 1: 3–34.
Ivlieva (2013) Scalar Implicatures and the Grammar of Plurality and Disjunction.
Katzir (2007) Structurally-defined alternatives. Linguistics and Philosophy, 30: 669–690.
Levinson (2000) Presumptive Meanings.
Noveck (2001) When children are more logical than adults: experimental investigations of scalar impli-

cature. Cognition, 78: 165–188.



参考⽂献（4）
Noveck & Sperber (2007) The why and how of experimental pragmatics: The case of “scalar inferences”.

In Noel Burton-Roberts (ed.), Pragmatics. 184–212.
Magri (2009) A theory of individual-level predicates based on blind mandatory scalar implicatures. Nat-

ural Language Semantics, 17: 245–297.
Magri (2010) Another argument for embedded scalar implicatures based on oddness in downward en-

tailing contexts. Semantics & Pragmatics, 20: 1–15.
Matsumoto (1995) The conversational condition on Horn scales. Linguistics and Philosophy, 18: 21–60.
Mayr (2015) Plural definite NPs presuppose multiplicity via embedded exhaustification. SALT 25.
Papafragou & Musolino (2003) Scalar implicatures: experiments at the semantics-pragmatics interface.

Cognition, 16: 253–282.
Percus (2006) Anti-presuppositions.
Percus (2010) Anti-presupposition revisited. Handout.
Pouscoulous, Noveck, Politzer & Bastide (2007) A developmental investigation of processing costs in

implicature production. Language Acquisition, 14: 347–375.
Van Rooij & Schulz (2004) Exhaustive interpretation of complex sentences. Journal of Logic, Language

and Information, 13: 491–519.
Russell (2006) Against grammatical computation of scalar implicatures. Journal of Semantics, 23: 361–

382.
Van der Sandt (1991) Denial. CLS 27.
Van der Sandt (2003) Denial and presupposition. In Perspectives on Dialogue in the New Millenium.
Sauerland (2004) Scalar implicatures in complex sentences. Linguistics and Philosophy, 27: 367–391.
Sauerland (2008) Implicated presuppositions. In Anna Steube (ed.), The Discourse Potential of Underspec-

ified Sentences. 581–600.



参考⽂献（5）
Sauerland (2010) Embedded implicatures and experimental constraints: A reply to Geurts & Puscoulous

and Chemla. Semantics & Pragmatics, 3(2): 1–13.
Schlenker (2012) The computation of scalar implicatures: pragmatic, lexical or grammatical? Language

and Linguistic Compass, 6: 36–49.
Singh, Wexler, Astle, Karamar & Fox (2016) Children interpret disjunction as conjunction: Consequences

for theories of implicature and child developement. Natural Language Semantics: 24: 305–352.
Simons (2006) Notes on embedded implicatures. Ms.
Soames (1982) How presuppositions are inherited: a solution to the projection problem. Linguistic In-

quiry, 13: 483–545.
Spector (2006) Aspects de la pragmatique des operateurs logiques.
Spector (2007a) Aspects of the pragmatics of plural morphology: On higher-order implicatures. In Uli

Sauerland & Penka Stateva (eds.), Presuppositions and Implicatures in Compositional Semantics. 243–
281.

Spector (2007b) Scalar implicatures: Exhaustivity and Gricean reasoning. In Maria Aloni, Alastair Butler
& Paul Dekker (eds.), Questions in Dynamic Semantics. 225–250.

Spector (2013) Bare numerals and scalar implicatures. Language and Linguistics Compass, 7/5: 273–294.
Spector (2014) Global positive polarity items and obligatory exhaustivity. Semantics & Pragmatics, 7(11):

1–61.
Spector & Sudo (to appear) Presupposed ignorance and exhaustification: How scalar implicatures and

presuppositions interact. To appear in Linguistics and Philosophy.
Sperber & Wilson (1986) Relevance: Communication and Cognition.
Sudo (2014) Higher-order scalar implicatures of ‘ya’ in Japanese. Handout.
Sudo (2016) The existential problem of scalar implicatures and anaphora in alternatives. In Empirical

Issues in Syntax and Semantics 11.



参考⽂献（6）
Sudo & Romoli (2017) Lifetime effects as presuppositional scalar strengthening. Talk at SALT 2017.
Swanson (2010) Structurally defined alternatives and lexicalization of XOR. Linguistics and Philosophy, 33:

31–36.
Van Tiel, Van Miltenburg, Zevakhina & Geurts (2014) Scalar diversity. Journal of Semantics.
Trinh & Haida (2015) Constraining the derivation of alternatives. Natural Language Semantics.
Zhou, Romoli & Crain (2013) Children’s knowledge of free choice inferences. SALT 23.


	スカラー含意の基本的性質
	SIの基本的性質に関する実験
	新グライス主義（Neo-Griceanism）
	対称性の問題
	埋め込み可能性の問題
	埋め込み可能性に関する論争
	その他のトピック

