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� はじめに

比喩 �山梨 ��� ����� �����	は，自然言語におけ

る修辞の一方法である．しかし，必ずしも，修辞的な

目的のために用いられるのではなく，情報伝達を効果

的に行なう手段として，日常の言語表現に深く浸透し

ている．それゆえ，計算機による自然言語理解モデル

を構築するにあたって，比喩表現の理解は避けること

のできない問題であり，いくつか研究がなされている

�岩山 �
� 土井 ��� ����	．

本稿では，比喩表現を理解する一つのアプローチと

して，比喩を言語の文脈依存性の問題の延長として捉

えるモデルを提案する．自然言語の特徴として文脈依

存性があげられるが，これは，発話内容と，発話の行

なわれた談話状況，および，文脈や聞き手の利用でき

る知識などからなる資源状況の相互作用として位置付

けられる．このとき，比喩表現の理解は，上記の資源

状況に，例えるものと例えられるものとの間の対比と

いう情報を，聞き手自身が設定し，これを利用する過

程として考えられる．

� 比喩理解モデルの概略

比喩による修辞の基本は，

『あるもの ���を表すのに，それと似ている

別の物 ���で表現する』

点にある．例えば，『男は狼である』という隠喩文で

は， �男�が ���に， �狼�が ���に相当する．以下で

は， ���を ������， ���を ������と呼ぶ．

通常の言語表現の場合と同様に，比喩表現を扱う時

にも，文脈依存性を考慮する必要がある．例えば，

『その狼は突然襲いかかってきた』 ���

という文を考えるみよう．まず，この文中の �狼�の

解釈として，文字通りの動物の狼 �の一匹�が候補とな

る．このような �文字通り�の解釈は，リテラルな解釈

とも呼ばれる．ところが，この文が次のようにある文

脈に埋め込まれると，隠喩文としての読みが候補とな

るであろう．

『目つきの悪い男がこちらの様子を窺ってい

るようであった．私が前を通り過ぎようとす

ると，その狼は突然襲いかかってきた．』

���

この場合，表層表現 �狼�は男に対する隠喩表現となっ

ている．

一般に，同じ言語表現でも，文脈や語彙に結び付け

られた概念など，利用できる情報に応じて解釈が変化

する．その際に聞き手が発話内容から情報を引き出す

ために利用した情報を，資源あるいは背景知識と呼

ぶ．我々は，比喩表現の理解過程も，文脈依存現象の

説明と同様に，聞き手の利用した資源の変化という捉

え方の延長線上に位置づけられると考える．すなわ

ち，比喩，特に，隠喩表現に用いられる表層表現の示

す意味内容 �概念�は，隠喩表現に用いられたことに

より，通常用いられているものから変化し，別の新し

い情報を伝達するものと考える．その変化の仕方を，

������と ������の間の対応に関する情報という，新し

い資源として位置付ける．

� 状況理論の概要

本稿では，上記の過程を状況意味論の枠組により

記述している．本節では，状況意味論の概要を述べる

が，詳細は文献 ���� � ����
� 片桐 ��	などを参照さ

れたい．

� 意味の関係理論

状況意味論では発話の意味を状況の間の関係とし

て捉える．談話状況は，文 �をある話者 ��が聞き

手 �に向けて発話しているという状況であり，そ

の発話により記述される状況は記述状況と呼ばれ

る．談話状況を固定した時の記述状況を発話の解
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釈あるいは内容という．発話の解釈から，聞き手

は，様々な情報を抽出することができる．その際

に聞き手が用いた資源を表す状況を資源状況とい

う．便宜上，解釈とそれから得られる情報を意味

内容と呼ぶ．

� 事態 �"�#���

状況は事態によって分類される．事態は関係 �，

引数ロールへの割り当て �� 極性 � � �$���から

構成され， �����% ���と記す．便宜上， � & $の

場合は極性を省略し，また，引数ロールを引数の

位置で表し，時空位置の割り当ては必要に応じて

最後の引数として明示する．引数ロールに対する

値割り当てには適切性条件が付与される．適切性

条件は， ����������� �� � �� などとして与える．こ

の事態は，関係 �の �というラベルの引数ロール

の適切性条件が， � というタイプであることを示

す．

� 命題

状況 �において事態 �が成立することを， � �& �

と表す．このとき， �は �を持つ，保持するなど

という．

� �

状況に関する部分関係として， �を定義する．ま

た，便宜上，

�� � �� �� � �� �� � �� 	 	 	 � �

なる状況 �を ���������� と略記する．

� �正の�制約

���� ��
��� � �
����なる事態で，

� �& ���� ��
��� � �
���� �'�

ならば，

	 ( 
� 
� �������� �& �� 	� � ��� �& � � 	�� �!�

ただし， �� � �� � �．また，制約の集合を �

とするとき，状況 �から � に関して情報 � が伝達

�����)�されることを次のように記す．

� �� � �*�

� ������	 �安川 �
	

タイプ間の擬順序 ������	によりタイプ階層を定

義する．値割り当て �が �� のタイプならば，同

時に �は �� のタイプである場合，�� ������	 ��

である．また，タイプ階層に属すタイプは，タイ

プ階層上で共通の下界をもつタイプ同士のみ，同

じ引数割り当てを持てるとする．

� 背景知識の表現

発話は，それ単独で情報を伝えるのではなく，文脈

や表層の言語表現に結びつけられた概念，さらには，

その概念が現れる典型的な場面など，聞き手が言語理

解に利用できる背景知識と結びつけられることにより

情報を伝達する．本稿では，表層の言語表現には陽に

現れないが，情報内容を解釈する時に利用できるもの

すべてを，資源状況として考慮する．

比喩理解において，利用される資源状況として，次

の情報を含むものを考える．

	
� 表層の言語表現とそれに結び付けられた概念�

	

� ある概念に関連した典型的な場面

以下の節ではそれぞれについて考察する．

�� 表現とそれに結びつけられた概念情報

まず， �"�について考える．比喩理解においては，聞

き手が発話の中の表層表現と，どのような概念を結び

付けるかが重要である．そこで，

�+ 発話に表れる表層言語表現

��+ �狼�， �襲いかかる� ���+

�+ 言語表現に結びつけられる概念記述

��+ �狼�に対応する実際の動物の狼の概念 ���+

を分離して考える． �により表された記述内容が， �と

�を結びつける情報を持つ資源状況と組み合わされるこ

とにより，実際の概念を参照した事態となる．

具体的な実現方法としては，語彙項目などの表層表

現とそれに結び付けられる概念の間の関係を，次の形

式の制約として捉える．すなわち，語の表層表現を主

構成素としてもつ事態と，その意味内容 �概念�を表す

事態との間の制約である．

���� ���語�� ���� ���� � ����	� ����� ���

ここで， ����は �複合�事態を表し， �� � ����	は �に

関する属性を表すもので，抽象化された関係 �タイプ�

である．

�� ある概念に関連した典型的情報

つぎに， �""�について述べる．すでに述べたように，

比喩表現では，ある物事 ��������を表現する場合に，

ほかの物事 ��������を表現として利用する．ある物事

の情報を，わざわざ，他の物事との対比により伝達す

�ここでいう概念とは，関係 �属性�などによる意味記述を指す．
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るのは，情報を伝えるにあたって，比喩表現を発話す

る話者は，聞き手が ������に関する知識を，発話内容

から話者の意図する情報を引き出すのに十分なだけ

保持していることを前提にしているからである．よっ

て，比喩理解の過程をモデル化するにあたっては，

������および ������に関する知識を何らかの形で前提

として与える必要がある．逆に言うと，その知識をど

のように理解に役立てるかということが，比喩理解過

程のモデル化において大きな部分を占めるといえる．

特に，例えとして利用される物事 ��������に関する

情報は，文脈から得られる背景知識とは無関係で，直

接文脈に結び付かないことが多いと思われる．この様

な知識は，聞き手が通常保持しているであろう，常識

的な知識，あるいは，典型的な場面に対応すると思わ

れる．これは，通常，概念に関するステレオタイプや

場面のスクリプトなどとして扱われる知識である．

この様な，関連する典型的な場面などに関する情

報も，制約として記述する．ある概念を表す関係を

���� ���とし，これに結びつけられた典型的な場面を

����なる事態として考える時，これを利用できる資源

状況には，つぎの制約の存在を考える．

���� �������� � ����� ���

さらに，このような典型的な場面における事態の間の

因果関係や，その事態から，どのような情報が伝達さ

れるかを示す制約も典型的な情報を表すものとして加

えて考える．

� 比喩理解過程の記述

我々は，次の過程により比喩理解を状況意味論の枠

組で記述する．

�+ 語彙に関する制約を持つ資源状況だけを利用し，

リテラルな読みを行なう．

�+ 発話の意味内容に不適切性を検出する．

 + 比喩を理解するための新たな資源状況の導入．

'+ 新たな資源状況を利用することにより，新たに伝

達される情報に注目する．

以下の節では，上記の各々のステップについて，文 ���

を例にして考察する．

�� リテラルな読みにおける不適切性の認識

例文 ���による記述状況を ����� とすると，例文 ���

の命題内容は，

����� �& �����狼��������襲いかかる�� �� �����

����� �& ���狼����� � ���襲いかかる���� ���

�#�� ��,� �� �
�

である．ただし，談話状況 ���� として，

���� �& ����	�
	�� ���� � ����� �� ���� ����

などを仮定する．

リテラルな読みは，前述の語彙に関する資源状況中

の，言語表現と概念を結びつける制約のみを用いて得

られる意味内容に対応する．すなわち，

����	 �& ���� ���狼�� ���� ������	� ����� ����

�
��
�� �& ��� ���襲いかかる�� �� ���

�������
� �� ����� ����

������� & ����	�
��
�� �� �

なる，語彙に関する資源状況 �������を考えたとき，次

の情報のみに注目している．

������������ �& ������	� ��� � �������
��� ��� ��'�

ただし，

����	 & �� � �������	� ��� � ��������� ��� �

��������	�� ��� � ���������� ��� �

���	�������� ��� � 	 	 		 ��!�

これに対して ���の文脈を仮定すると，次のようにリテ

ラルな読みに不適切な部分が現れる．文 ���の直前まで

の文脈から得られる記述状況は文 ���に対する資源状況

となる．これを ��������とすれば，

�������� �& ���男����� ��*�

である．さらに，前の文で利用された資源状況とし

て，

��
� �& ���� ���男�� ���� ����
�� ����� ����

を考える．ただし，

��
� & �� � �������	���� � ��������� ��� �

��������	�� ��� �

�����	� ��� � 	 	 		 ����

である．このとき，発話から得られる意味内容は，資

源状況 ����を用いて，

���� & ����	�
��
����
��������� ��
�

��������� �& ����
�� ��� � ������	� ��� �

�������
��� ��� ����
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となる．ここで，関係 �タイプ���
� と ����	を構成す

る事態を展開して調べると， ��������	�����と ��������	�����

の組み合わせなど，相反する事態が導かれていること

がわかる．すなわち，男の概念に対応する関係 ��
�

と狼の概念に対応する関係 ����	には，同じ個体に対し

て適用不可能な側面があることがわかる．ただし，タ

イプ階層

����	�
������	�

������	�
����

などを背景知識として前提とする．一般に，比喩表

現にはこの様な叙述に関する選択制限の違反が存在

する．聞き手は，その違反を含む新しい表現から，

������に関する情報を ������に関する新しい情報とし

て引き出している．

次に，その過程について考察する．

�� 比喩理解過程における新資源の導入

例文 ���の場合では，男の概念と狼の概念を結び付

けることにより，男を叙述する語としての狼は，通常

の狼の意味内容から変化している．我々は，

������と ������に関する情報の間の対応関

係という新しい資源情報が導入され，これに

基づいて二つの系の間の情報変換が行なわれ

る

と考える．すなわち， ������と ������の間の対応関係

をとり，一方での情報を他方で利用できるように，情

報の変換を行なう役割をする資源が介在するという枠

組である．

男 � 変換器 � 狼

狼に関す
��� � 変換器 �

る記述

男に関す
� 変換器 � ���

る記述

図 �( 二つの系の対応関係による枠組の概念図

図 �において， ���に得られる情報は，「男に関す

る記述としての狼に関する記述」であり， ���には「狼

に関する記述としての男に関する記述」が得られる．

対応を考える ������の情報と ������の情報は，文脈か

ら得られる情報の他に，節 'で述べた背景知識を考え

る．

��� ������と ������の対応の実現

次に，具体的にはどのような対応を考え，それをど

のように実現するかについて述べる． ������と ������

に関する情報は，一般的に，異なる資源状況に存在す

る．そこで，個別化の枠組み ���-�,�� �# "�"."��/

�"���の対応に相当するものを考える．個別化は，行為

主体が，ある状況をどのようにみるかという基本的な

構造を与えるものであり，次の様に与えられる �����
�

安川 �
	．

行為主体 �がある状況 �に対して，

� 関係 �タイプ� ����

� 関係の引数ロール ����

� 関係の引数ロールへの値割当 ����

を設定することである．

������および ������に関する資源状況には聞き手の個

別化の情報が含まれていると考える．また，資源状況

に現れる制約は，個別化に基づき，聞き手が同調した

制約であると考える．

������および ������に関する資源状況の間での個別

化の対応に相当する情報を与えるものとして，次の制

約を考える．

それぞれ異なる個別化による ������および

������の資源状況 ��
����� �������において，

��
���� � �����
����� ������� � ���������� とす

る．このとき次の制約を考える．

� ��
����から �������への対応

���� ����
����� 
���� ���������� 
����� ����

� �������から ��
����への対応

���� ���������� 
���� ����
����� 
����� �� �

この制約は，先にあげた個別化に関する三種の情報

を変換する．直観的には，この制約は，『�������側

で�～である，ということは， �������側に読み代える

と�� � �ということだな』というような，聞き手が行な

う，対応に関する推論・情報伝達を記述したものであ

る．

��� 対応の設定に関するヒューリスティック

節 !+�+�で述べた，対応を与える制約はどのように

構成されるのであろうか0基本的には，任意の対応が

可能である．しかし，我々人間が比喩を理解する場合

には，有用な情報を得るために，何らかのヒューリス

ティックを利用して，対応を与えていると思われる．

そのようなヒューリスティックの候補となり得ると考

えられるものを，以下にいくつかあげる．
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�� 情報の一貫性

対応を与える制約を適用して新しく得られた情報

が一貫しており，矛盾がない． �後に述べる，式

� ����  �における �� � に矛盾が無い．�

�� 情報の不変性，慣性

対応づける関係の間の類似性に注目する．これ

は，すべての関係において，容易に対応のわから

ない系同士の対応を考えることは，人間による比

喩理解においても難しいという仮説に基づく．こ

れより，いくつかの関係においては，容易に対応

がつくと考えられる．

��� 可能ならば，同じ関係を結びつけ，一方の

系の資源状況における関係をそのまま利用す

る．

���� 特に，一方の系の資源状況における

ある関係が，他方には現れていない場合

には，それが流用可能か否かを調べる．

これには，関係の引数ロールに対する値

割り当ての適切性条件を吟味する．

��� 同じ関係が利用できない場合には，関係と

して 1近 1いもの同士を結びつける．関係とし

ての近さは，関係 �タイプ�の階層関係を定

義した ������	関係などにより定義する．

���� 2�+�+�において，引数ロールの適

切性条件を満たさない場合には， ����

���	関係によるタイプ階層を登り，タイ

プの一般化を試み，適切性条件を調べ

る．ただし，得られる結果は弱いものと

なる．

���� 2�+�+�が可能な場合，それを適用

した後，タイプ階層を別の方向に下り，

タイプの特殊化を試みる．適切性条件を

満たすならば， 2�+�+�よりは強い結果

を導く候補となる．

�� オブジェクトの一貫性

関係の中でのオブジェクトの一貫性に注目する．

複数の関係に渡って関与するオブジェクトは，そ

の関与の仕方が二つの系で同じとなる．例えば，

������における関係 ���が， ������における関

係 ��� にそれぞれ対応するとすると， ������に

おいて既に知られている情報として，

���� �� ��� � ���� �� ��� ��'�

が得られている場合， ������が，オブジェクトの

対応が �対 �対応で決定できる

���� �� ��� � ������ �� ��!�

となっているのはよいが，

���� �� ��� � ����� ��� ��*�

の場合は ������におけるオブジェクト �が ������

では �と  に割り当てられ，一貫性が保たれてい

ないので不適切である．

�� 情報の流れ �制約�の類似性

因果関係の同型性に注目する．例えば，それぞれ

の系において，

������
�����  �
������ ����

������������  �������� ����

なる因果関係 �制約�があるとする．ここで，それ

ぞれの因果関係における原因 ��
����� �������が対

応することがわかっているのならば，対応する原

因より引き起こされた結果が対応すると仮説を立

てるのは自然であろう．また，結果が対応するの

ならば，それを引き起こした原因を対応させるの

も同様である．

以上のヒューリスティックを用いて対応を考える場合

に，以下の点を考慮する．

� 二つの系において部分的な対応がとれれば良いと

考える．ここで， �部分的�とは，つぎの点などを

考慮する．

� �����
����， ���������� の関係の間で，すべて

の対応が網羅されていなくて良い．

� 対応する関係の間で，引数ロールのすべてが

対応しなくて良い．すなわち，それぞれの関

係の 3��4���"��が対応してもよい．

いずれも，さらなる情報が必要になった時点で，

対応を拡大する．

� 尤もらしい対応づけの探索に関しては，別の尺度

を必要とする．すなわち，ヒューリスティックの

適用に関して，何らかのコストを割り当て，その

コストを最小にするなどの評価関数を必要とす

る．

*�



��� 対応の設定例

例文 ���の場合で考えてみよう． ��������狼��と ���/

�����男��に関する資源状況として，それぞれ式 ���������

なる状況を考える．式 �������!�����������を参照する

と，例えば，つぎの制約群 ���� が， ������から ���/

���への対応を与える一つの候補となる．

����� �������	� ���� �������	� ������

���� ��������� ���� ��������� ������

���� ��������	�� ���� ��������	��������

���� ���	�������� ���� ���	��������������

���� ���������� ���� ���������� ������ 	 	 	� ��
�

まず，はじめの �つの制約は， ������および ������で

そのまま対応が可能な関係 �����	�������に関し

て，ヒューリスティック2�+�+�を適用したものである．

このような制約は一見無意味に見えるが，「二つの系

で同じ性質が使える」ということを，この資源状況を

用いる聞き手が認識していることを表すという点で意

義がある．  番目の制約は，ヒューリスティック 2�+�

を適用したものである．すなわち，関係 ������	��四本

足の�と関係 ������	��二本足の�は，タイプ階層を式

����のように仮定すれば，関係 ����	��足のある�の ������	

にあたり，タイプ階層における兄弟であるので，関

係として近いものであるとした．残る �つの制約は，

ヒューリスティック2�+�+�を適用したものである．こ

れは，行為主体が利用する資源状況に対して，いかな

る個別化を行ない，関係 ��������陰険な�および �	��������獰

猛な�に関して，どのような適切性条件を設けるかにも

よる．

�� 対応を資源状況とした比喩理解

������に関する資源状況 �������から ������に関す

る資源状況 ��
����への対応を与える制約たちを保持す

る新たな状況が， ������の情報を ������の情報とし

て利用するための資源状況となる．具体的な情報変換

は次のように行なわれる． �������から ��
����への対

応を与える制約の集合を ���������
����とし，記述状

況 ����� と他の資源状況 ����を含む状況 �	�
，すなわ

ち，

�	�
 & ��������� � ��

を考えると，

�	�
 �����
� � ��

なる事態 �が， ������側で記述された情報，もしく

は， ������側の背景情報を ������側で利用可能な情報

に翻訳したものとなる．

一般に，比喩理解は次のように定式化できる．記

述状況を �����， ������に関する資源状況を ��
����，

������に関する資源状況を �������とし，その他，利

用できる資源状況を ����とする．また， �������中の

関係から ��
����中の関係への対応を与える制約群を，

���� とすると，

�������
�������� �& � � ��

�������
��������������� �����
� �  �

なる，事態 ��� が理解の結果である．

例文 ���の場合は，式 ��
�の制約群 ���� に関し

て，

���� & �
��
���������� � '�

�	�����
 & �������
�����	���� � !�

なる，記述状況および資源状況を包含する状況 �	�����


から伝達される事態，および，

�	���
 & �������
����� � *�

が保持する事態に注目することにより行なわれる．す

なわち，

�	�����
 �����
�������	���� �

������������ �

��������	����� �

������������� �

���	����������� � ��

�	���
 �& ����
�� ��� �

�������
��� ��� � ��

伝達された事態のうち，新情報は �������������および

���	�����������であり， ����
�� ���なる �は， ��������陰

険な�および �	��������獰猛な�なる属性を持つことが

得られた．

� 例

本節では，

『アイデアが開花する』 � 
�

を例文として，前節までに述べた状況理論による比喩

理解過程の記述を例示する．まず，この文の記述状況

����� はつぎのように記述できる．

����� �& ���アイデア�� 
�� � ���開花する�� 
��

�#�� ��,� 
� �'��

*�



ここで，次の語彙に関する制約を考える．

���
 �& ��� ���アイデア�� ���

�����
� ����� �'��

���
�� �& ��� ���開花する�� ���

��������� ��� �'��

ただし， ���
をアイデアに関する資源状況， ���
�� を

植物に関する資源状況とし，

���
 & �� � ���	���	� ��� � �����
� ��� �

��������	 ���� �� �� ��� � 	 	 		 �' �

�	���	 ������	 ������������� �''�

������ & �� � ������� ��� � ���������� � ��� �

�����	�� �� �

��� ������ � ��
��%��� �

��� ������ � ������ �

����	�	�� ������ �

���� ��
��� ������ � 	 	 		 �'!�

���� ������	 ����	�	����� �'*�

���	� ������	 ����	�	����� �'��

とする�．

まず，文 � 
�のリテラルな読みを考えてみる．すな

わち，記述状況の他に上記の資源状況 ���
� ���
��を考

慮して発話から得られる情報を考えると次のようにな

る．

�	��� �& ���	���	� 
�� � ������� 
�� � 	 	 	 �'��

������	によるタイプ階層を考慮し，タイプ ���������

����と ����	�	�����が両立しない�とすると，式 �''���'*�

より，上記の式はタイプに関して矛盾を含んでいるこ

とがわかる．

そこで，隠喩文として考えてみる．ただし，それぞ

れの資源状況には，つぎのような，アイデアおよび植

物に関連する典型的な場面についての情報があるもの

とし，

���
 �& ���� ��������	����� ��� � ���	���	�� ����

����	���� ����� � 	 	 	 �'
�

���
�� �& ���� �����	�� ��� � ��� ������ ����

���	���������������	�� ����� � 	 	 	�!��

�この記述に現れた関係の中にも，実際には， ����� のように，さ
らに複合事態から構成されたタイプとして内部構造を記述できるもの
もあるが，ここでは，簡単のために考慮しない．

�すなわち，共通の下界を持たない

タイプ階層として，

����
�	������� ��� �	���������������	� ���

��	���
�!��

���	��	�
� ����� ���

�	���	� ���
�!��

を考える．ただし，カッコ内の記号は適切性条件であ

り， �は引数割り当ての適切性条件が ����	�	�����

であることを示し， �は �������������であることを

表す．

例文の場合は，植物側の情報をアイデア側で利用す

るのであるから， ���
��から ���
への対応を与える制

約群 ��� を求めれば良い．

まずは，最も簡単で，かつ，計算量の少ないヒュー

リスティック2�だけを用いると何が導出されるかを調

べてみよう�．ただし，

�	�� & ��������
 �! �

�	��� & ��������
���
�� �!'�

とする．

� 2�+�を適用

��
�� & ����� ���������� �� ���� ������������ ������

�!!�

�	��� ���

���
���������� � 
�� �!*�

�	�� �& �����
� 
�� �!��

すなわち『アイデア �
�の一部に何か � �ある』と

いうことが得られる．

� 2�+�+�も適用

��
�� & ����� ��� ������ ���� �����	��	�� ������

���� ���	���������������	�� ���� ������� ������
�
��
�� �!��

�	��� ���

���
���������� � 
�� �

������� � ������ �

�����	��	�� � ������ �

�����	��	�� � ��
��%����!
�

『アイデア �
�の何か一部 ��が現れ ����	��	��，

それが良い状態 ������になった』

�ただし，時制に関する情報は����で変換されるものとして，記
述していない．

* 



以上では，2�+�+�まで適用したのであるが，ここまで

ではタイプ階層を利用して，関係を一般化しただけで

あるので，計算量は微々たるものである．しかし，比

喩表現の主要な部分は理解されている．

さらに，深い理解 �推論�を行なうには，2�+�+�を

適用し，関係を特殊化する．この時，闇雲にタイプ階

層を探索し，候補を生成するのではなく，他のヒュー

リスティックを利用して探索の範囲を狭めることも可

能である．いまの例では， 2'を利用して因果関係の

同型性から対応する関係を決定できる．タイプ階層に

おける関係の特殊化と，式 �'
�の制約と式 �!��の制約

の同型性を保つように対応を考えるとつぎのようにな

る．

��
�� & ����� ��� ������ ���� ���	���	�� ������

���� ���	���������������	������ ����	���������

���� �����	�� ���� ��������	����� ������
�
��
�� �*��

最後の対応 �制約�は，はじめの二つの対応をタイプ階

層を考慮して求めたのち，残った事態を対応づけたも

のである．このとき，

�	��� ���

���
���������� � 
�� �

��������	�����  �� �

����	���� � ������ �

���	���	�� � ������ �

���	���	�� � ��
��%��� �*��

となり，『アイデア �
�の良好な結果 �������	�����が

導かれ ��	���	��，有用に ���	����なった』がえられる．

� おわりに

本稿では，比喩表現理解の過程を，聞き手が， ���/

���と ������の間の対応という新たな資源状況を導入

し，これにより得られる情報に注目するというモデル

として捉え，状況意味論によりこれを記述した．この

ような比喩理解過程の形式的記述は，比喩を含む，よ

り一般的な談話理解をおこなう自然言語理解システム

の構築に指針を与えるものとして位置付けられよう．

本稿では，比喩理解過程の形式的記述に重点をおい

たため，対応の最尤探索については言及しておらず，

今後の課題とした．これに関連する研究には，岩山ら

�岩山 �
	がある．岩山らは，ある概念に関する頻度情

報を含む属性集合から，情報量などにより定義された

顕現性という尺度を用いて，最尤探索を行なう方法を

提案している．また，我々の定式化と関連するものと

して， �����-)������	がある．この方法では， ���/

���と ������の間の対応関係を写像として定義し，比

喩や類推に関して考察している．
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