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＜あらまし＞ 本研究では，呈示モダリティと文章型に着目し，文章理解におよぼす影響
を検証した．その結果，難解な文章を呈示した場合，表層構造レベルで交互作用に有意傾
向が確認された．また，状況モデルレベルで呈示モダリティと文章型に有意な主効果が確
認された．すなわち，浅い理解においては呈示モダリティと文章型の組合わせが，深い理
解においては呈示モダリティと文章型のそれぞれが，文章理解に影響を与えている可能性
が示唆された．
＜キーワード＞
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1. はじめに
1.1. 背景

文章型

文字呈示

音声呈示

脈によって配色が与える印象について検証し
た．その結果，文字列に付与された文脈は，

数年来，生涯学習という言葉が急速に社会

配色が与える印象をさらに強めることを示し

に浸透してきた．テレビ，新聞，雑誌，イン

た．つまり，特定の印象を強調したいときは，

ターネット，多くのメディアが次代を象徴す

配色に加え，文脈を与えることで作者の意図

る生涯学習の言葉で賑わっている．とりわけ，

を的確に伝えられることが確認された．

高等教育機関である大学での公開講座をはじ

一方，森澤・岸（2013）は，呈示モダリティ

め，社会人を対象にした通信教育課程やビジ

と文体が文章理解に与える影響を検討した．

ネス・スクールが，次代を生き抜く力の基盤

具体的には，デジタル用語の説明文を取りあ

になると大きな期待を集めている．

げ，呈示モダリティ（読み・聴き）と文体（書

学習時間を捻出し，学習内容を効果的に理

きことば・話しことば）の組合せが文章理解

解するには，文章理解が大きな鍵を握ってい

にどのような影響をおよぼすか検討した．そ

る．たとえば，
「生涯学習に関する世論調査」

の結果，呈示モダリティと文体は単独では文

（内閣府，2012）は，次のような調査結果を

章理解に影響しないこと，また，音声呈示で

発表した．生涯学習をしたことがある者に，

は書きことばの方が，文字呈示では話しこと

学習を行うにあたって困る点を聞いたところ，

ばの方がよく理解されることを示した．

「仕事が忙しくて時間がない」を挙げた者の

これら先行研究に異なった見解が生じる理

割合が 28.1％ともっとも高かった．つまり，

由として，
「色」と「文体」という独立変数の

学習に充分な時間が当てられないなか，学習

違いがひとつの原因と考えられる．さらに，

内容を効果的に理解するために文章理解を促

文章理解についてその成果を測定する指標が

進させる手法に大きな関心が寄せられている．

統一されていないことも異なった見解が生じ
る理由として挙げられる．

1.2. 先行研究
1.2.1. 文章理解研究の現在

1.2.2. 文章理解研究のこれから

伊沢・村松・小島・松居（2013）は，スポー

森澤・岸（2013）は，文章として説明文を

ツ紙一面の見出し文字の配色が記事内容の理

取りあげ，書き・話しことばにおける呈示モ

解におよぼす影響を検討した．実験は，スポー

ダリティ（視覚・聴覚）は文章理解に単独で

ツ紙の見出し文字を呈示し，文字列のもつ文

は影響を与えないことを示した．しかし，書

き・話しことばを取り扱うことで「である体・

示を，文章型には宣言型説明文と手続型説明

ですます体」といった文章体への言及はある

文を取りあげ，実験を行う．

ものの，文章型の検討が充分であったとは言
い難い．

2.2. 実験計画

文章理解研究が対象とする文章には，物語

実験は，呈示モダリティと文章型を要因と

文と説明文が存在し，さらに説明文は宣言型

する二要因実験参加者間計画であった．独立

説明文と手続型説明文に区分される（Mayer,

変数は呈示モダリティ条件（文字呈示・音声

1985）．宣言型説明文とは，意味的な知識を

呈示）と文章型条件（宣言型文章・手続型文

伝える文章である．たとえば，
「～は，～であ

章）であった．従属変数は各条件における検

る．」といった宣言的な文章である．手続型説

証課題の得点であった．実験計画の構成を表

明文とは，操作方法や手順を伝える文章であ

１に示す．

る．たとえば，
「～ならば，～せよ．
」といっ
た手続き的な文章である．

表１

また，宣言型説明文と手続型説明文は，理

要因 B

解過程が異なることが知られている（Mills,
Diehl, Birkmire & Mou, 1993）．つまり，呈

宣言型（B1） 手続型（B2）

示された文章の理解度を検討する場合におい
て，これらふたつの性質をもつ説明文を一括
りの文章として取り扱うには不備がある．こ

要因

のように，文章型によって文章理解の過程が

A

異なるならば，どのような呈示モダリティが

実験計画の構成

文字呈示
（A1）

文字×宣言
（A1B1）

文字×手続
（A1B2）

音声呈示
（A2）

音声×宣言
（A2B1）

音声×手続
（A2B2）

効果的か検討する必要があろう．また，文章
理解の指標として，Kintsch（1994）による

2.3. 実験参加者

状況モデルの処理過程に倣い，表層構造，テ

実験参加者は，19～59 歳の一般男女計 56

キストベース，状況モデルの 3 段階のレベル

名で，私立 A 大学の通学生，および，同大学

で従属変数を設定し，検討する必要がある．

の通信教育課程の履修生と修了生であった．
性別の内訳は男性 30 名女性 26 名で，平均年

1.3. 問題提起

齢は 41.63 歳（SD = 10.35）であった．

文章理解における呈示モダリティは，状況
モデルの処理過程にどのように影響するか．

2.4. 日時と場所

以上の研究史から，文章理解における呈示モ

実験は，2013 年 12 月 20 日から 12 月 31

ダリティをトピックに取りあげる．同じ文章

日までの計 12 日間，インターネットを介し

内容でも処理する感覚モダリティに差異があ

たオンライン調査 REAS（リアルタイム評価

れば，必然的に知覚や認知にも差異が生じる

支援システム）によって実施された．実験参

と予測される．本研究では，呈示モダリティ

加者は，それぞれ個別に，任意の時間帯およ

と文章型の違いに着目して文章理解におよぼ

び場所でオンライン調査 REAS に接続し，実

す影響を検討する．

験に参加した．

2. 方法
2.1. 目的

2.5. 材料と装置
(1) 動画

森澤・岸（2013）の未検討課題は，呈示モ

実験で教示する材料として，同一の題材か

ダリティと文章型の関連である．そのため，

ら２種類の動画を作成した．ひとつは，文字

呈示モダリティと文章型に着目し，文章理解

情報のみが表示される文字ガイダンス（文字

におよぼす影響を検討することを目的とする．

呈示）で，もうひとつは，音声情報のみが流

なお，呈示モダリティには文字呈示と音声呈

れる音声ガイダンス（音声呈示）であった．

動画の内容は，一般的にあまり知られていな
いと思われる国の文化や慣習，渡航経路や手
続きを題材にした．
動画は，
『地球の歩き方 C09 マダガスカル
モーリシャス』に掲載されている内容をもと
に独自に作成した．動画は，文字呈示・音声
呈示それぞれにつき，２パターン（簡易・難
解）を用意した．
(a) 題材の難易度の統制
呈示する動画の題材について，文章の難易

図１

動画の例

度を統制した．題材となる文章の難易度の統
制指標として，李・長谷部・淺尾（2013）が

(2) 検証課題

開発した「日本語文章難易度判別システム

検証課題は，動画の内容を問う正誤問題と

alpha 版（http://jreadability.net/）」のリーダ

実験参加者の特性に関する質問から構成され

ビリティ・スコア（Readability Score）を使

た．

用した．本実験では，文字化および音声化す

(a) 正誤問題の設定

る題材の文章を簡易と難解の２パターンに統

動画の内容を問う正誤問題は，３つの文章

制した．簡易はリーダビリティ・スコア（3.5

理解レベル（表層構造，テキストベース，状

～4.4）で中級前半レベルに，難解はリーダビ

況モデル）と照合が可能である文章検証課題

リティ・スコア（1.5～2.4）で上級前半レベ

（Royer，1990）の手法を用いた．正誤問題

ルに統制した．

は，５種類の性質をもつ問題文からなった．

(b) 題材の呈示条件の統制

５種類の正誤問題の性質を表２に示す．

文字呈示条件では，実験参加者のウェブブ
ラウザの画面上に，動画ファイルを用いて文
字を一文ずつ出力した．動画ファイルの文字
フォントはメイリオ，文字サイズは 24pt で
統制した．
音声呈示条件では，実験参加者のウェブブ

表２
種

５種類の正誤問題の性質

類

１.原文

ラウザの画面上に，動画ファイルを用いて音
声を一文ずつ出力した．動画ファイルは，株

２.パラフレーズ

式会社エーアイの音声ソフト AITalk®で収
録した女性の音声を合成し生成した．動画

３.意味変換

ファイルの音量は 76～78db で統制した．
さらに，２条件間で動画の呈示時間を統制
するために，文字呈示条件の一文の呈示時間

４.ディストラクタ

を音声呈示条件の読み上げ時間と一致するよ
うに設定した．また，宣言型と手続型のそれ
ぞれの題材の文章量が近似するように設定し

５.推論

性

質

呈示した内容をそのまま抜
き出したもの
呈示した内容のある単語を
類似の意味の単語に置き換
えたもの
呈示した内容のある単語を
異なる意味の単語に置き換
えたもの
呈示した内容とテーマは同
じだが，どれとも内容が異な
るもの
呈示した内容から得られた
知識をもとに発展的な命題
に答えるもの

た．これらの設定により，すべての動画の再
生時間を 180 秒に統制した．

正誤問題は，
「原文」の解答には表層構造レ

動画は図１に示すように，画面上にスライ

ベル，「パラフレーズ」の解答にはテキスト

ドが映され，左上に題材の内容を表わすタイ

ベースレベル，
「意味変更」と「ディストラク

トル，中央右に地図，下部に一文ずつ文章が

タ」の解答には状況モデルレベルの理解が必

提示された（文章の呈示は文字呈示条件の場

要とされるように設定された．なお，小坂

合のみ）
．

（1999）は，これらの検証課題が正誤問題で

あるため「意味変更」と「ディストラクタ」

は２問各１点で２点満点，
「推論」は２問各１

のみを状況モデルレベルの理解とするには不

点で２点満点であった．計 12 問各１点 12 点

十分であると指摘している．そこで，呈示し

満点であった．

た内容から得られた知識をもとに発展的な命
題を問う「推論」を追加した．

なお，実験を円滑に試行するために，テス
ト試行用のサンプル動画とサンプル検証課題

以上の点を踏まえ，正誤問題は，４つの題
材（ヒラ･ガシの歩き方，ファマディハナの歩

を用意した．
(b) 特性に関する質問の設定

き方，マダガスカルまでの行き方，マダガス

参加者の特性に関する質問は，性別，年齢，

カルでの手続き）ごとに用意された．なお，

誕生月，先行知識，興味関心，動画評価の６

各題材の正誤問題の難易度は，５種類の性質

項目からなった．

の問題文を均等に配することにより，題材間

(3) 動画呈示の機構

で同じ程度になるように統制した．正誤問題

動画は Google Inc. が運営するオンライン
ストレージサービスである Google ドライブ

の例を表３に示す．
正誤問題の配点は，以下のとおりであった．

を用いて公開した．この動画をオンライン調

「原文」は３問各１点で３点満点，「パラフ

査 REAS（リアルタイム評価支援システム）

レーズ」は３問各１点で３点満点，
「意味変換」

より呼び出した．

は２問各１点で２点満点，
「ディストラクタ」
表３
種類

動画
内容

正誤
問題

正誤問題の例

性質

正誤

内

容

－

－

マダガスカルの伝統芸能といえば、説話、音楽、舞踊を織り交ぜた、いなか風
オペレッタ、ヒラ・ガシだ。

－

－

貧困、愛情、不義などからくる日々の生活の問題と、それに対する解決法や助
言が、ウィットや諺を織り交ぜて語られる

－

－

頭の口上の部分はカバリー（Kabary）と称され、通常座長にあたる老人が行う。

－

－

以前は頻繁に開催されていたヒラ・ガシだが、今では極稀に土曜または日曜に
アンタナナリヴ郊外の村で催されるだけになってしまった。

O

○

マダガスカルの伝統芸能といえば、説話、音楽、舞踊を織り交ぜた、いなか風
オペレッタ、ヒラ・ガシだ。

P

○

貧困、愛情、不義などからくる日常の問題と、それに対する解決法や助言が、
ウィットや諺を織り交ぜて語られる

M

×

D

×

以前は頻繁に開催されていたヒラ・ガシだが、今では国王の即位式に限って催
され、民衆が目にする機会はほとんどなくなってしまった。

R

×

ヒラ・ガシは後継者不足という問題を抱えており、その改善のためにメディア
を利用した劇団員募集をおこなっている。

頭の口上の部分はカバリー（Kabary）と称され、通常座長にあたる 14 歳の少
年が行う。

2.6. 手続き

実験参加者募集時に，Amazon ギフト券（200

実験は，REAS（リアルタイム評価支援シ

円分）を謝礼として提示した．回答はいずれ

ステム）によるオンライン調査によって実施

も無記名でおこなわれ，実施時間は約 12～44

された．回答形式は個別回答で，参加者の任

分（平均 20 分 20 秒）であった．

意の時間帯および場所でおこなわれた．実験
開始時にオンライン画面上で説明合意を得た．

実験は，各群とも呈示モダリティ（文字呈
示・音声呈示）のいずれかと文章型（宣言型

3. 結果
3.1. 検証課題の得点化

文章・手続型文章）のいずれかを組合せた動
画を２回（簡易・難解）呈示した．動画呈示
の順序は 4 群とも，１回目が簡易，２回目が

実験参加者の特性に関する質問（先行知識，

難解で統一した．動画の呈示は，１度のみと

興味関心，動画評価）は，５件法で回答を求

し，動画の一時停止，早送り，巻き戻しはし

め，得点化を行った．便宜上，得られた得点

ないよう教示した．実験参加者は，動画を視

を間隔尺度上の数値と見なし，それぞれ基本

聴するごとに検証課題をおこなった．検証課

統計量を求めた．特性に関する質問の集計結

題への回答時間に制限は設けなかった．

果を表４に示す．

実験は，動画の視聴と検証課題への回答を

動画の内容を問う正誤問題は，正答の場合

１試行として，実験参加者１人あたり２試行

に１点を加点し，理解レベル（表層構造・テ

（簡易・難解）おこなった．なお，すべての

キストベース・状況モデル）ごとに合計得点

実験参加者は，実験を試行する前にサンプル

を算出した．理解レベルごとの平均得点、標

動画の視聴，サンプル検証課題への回答をお

準偏差（SD ）を，正誤問題の集計結果とし

こない，実験の練習をおこなった．

て表５に示す．

表４

特性に関する質問の記述統計

宣言型文章

手続型文章

先行知識

興味関心

動画評価

先行知識

興味関心

動画評価

文字呈示

1.00 (0.00)

3.07 (1.22)

2.86 (0.99)

1.13 (0.50)

3.07 (1.44)

3.40 (1.08)

音声呈示

1.20 (0.75)

2.93 (1.39)

2.40 (0.88)

1.42 (0.86)

2.75 (1.16)

3.25 (1.16)

文字呈示

1.00 (0.00)

3.29 (1.48)

2.36 (1.04)

1.33 (0.87)

2.67 (1.14)

2.27 (0.85)

音声呈示

1.20 (0.75)

2.53 (1.31)

2.00 (0.63)

1.50 (1.12)

2.67 (1.25)

2.42 (1.04)

簡易

難解
※カッコ内は標準偏差

表５

正誤問題の記述統計

宣言型文章

簡
易

難
解

文字
音声
文字
音声

手続型文章

全体

表層構造

テキスト

状況モデル

全体

表層構造

テキスト

状況モデル

9.93

2.57

2.64

4.71

10.20

2.73

2.60

4.87

(1.58)

(0.62)

(0.64)

(1.03)

(1.64)

(0.57)

(0.61)

(0.96)

10.07

2.73

2.73

4.60

10.08

2.50

2.50

5.08

(1.00)

(0.44)

(0.44)

(0.88)

(2.10)

(0.96)

(0.65)

(1.04)

8.79

2.57

2.57

3.64

9.73

2.20

2.67

4.87

(1.08)

(0.49)

(0.73)

(0.72)

(1.24)

(0.75)

(0.47)

(1.09)

8.27

2.60

2.33

3.33

9.42

2.83

2.75

3.83

(1.98)

(0.80)

(0.79)

(1.19)

(1.80)

(0.37)

(0.60)

(1.40)

※カッコ内は標準偏差

3.2. 各群の等質性，題材の難易度の統制
各群の等質性を確認するため，動画の内容

その結果，群間による得点の違いに有意な差
は見られなかった．

に関する先行知識および興味関心の得点を従

また，簡易動画，難解動画において難易度

属変数として一要因分散分析をおこなった．

に差があるかどうかを確認するため，動画の

内容に関する主観的評価の得点を従属変数と

テキストベースレベルにおいては，簡易動

して，動画の視聴条件×動画の難易度の二要

画，難解動画ともに有意な主効果，交互作用

因分散分析をおこなった．その結果，動画の

は見られなかった．

難易度要因でのみ有意な主効果（ F（1,111）

状況モデルレベルにおいては，簡易動画で

＝24.52, MSe = 1.42, p <.01）が見られ，簡

は有意な主効果，交互作用は見られなかった．

易動画＞難解動画であった．

一方，難解動画では呈示モダリティ要因（F
（1,52）＝4.65, MSe = 1.345, p <.05），およ

3.3. 呈示モダリティと文章型の組合わせ

び文章型要因（F（1,52）＝7.67, MSe = 1.345,

呈示モダリティ要因と文章型要因の二要因

p <.01）に有意な主効果が見られ，それぞれ

について，正誤問題の全体得点を従属変数と

文字呈示＞音声呈示，手続型文章＞宣言型文

した二要因分散分析を行った．その結果，簡

章であった（図３）．

易動画では有意な主効果，交互作用は見られ
なかった．一方，難解動画では文章型要因に

6.00

有意な主効果（F（1,52）＝5.79, MSe = 2.64,

p <.05）が見られ，手続型文章＞宣言型文章
であった．
4.00

次に，呈示モダリティ要因と文章型要因の
二要因について，正誤問題の理解レベルごと
（表層構造レベル・テキストベースレベル・
状況モデルレベル）の得点を従属変数とした

平
均
得
点
2.00

宣言型文章
手続型文章

二要因分散分析をおこなった．その結果，表
層構造レベルにおいては，簡易動画では有意
な主効果，交互作用は見られなかった．一方，

*
0.00

文字呈示

難解動画では，交互作用に有意傾向（F（1,52）
＝2.86, MSe = 0.44, p <.10）が見られた．な
お，交互作用は有意傾向であったが，単純主

**

図３

音声呈示

状況モデルレベルにおける正誤問題の
平均得点（難解動画）

効果の検定をおこなった．その結果，手続型
文章において呈示モダリティの単純主効果
（F（1,52）＝6.27, MSe = 0.44, p <.05）が
見られ，音声呈示＞文字呈示であった（図２）
．

4. 考察
4.1. 呈示モダリティと文章型の組合わせ
の影響
簡易動画では，呈示モダリティおよび文章
型いずれも正誤問題の得点に影響を与えてい

3.00

なかった．一方，難解動画では，文章型が正
*

誤問題の得点に影響を与えていた．これは，
理解に易しい文章を習得する場合は，呈示の

2.00

仕方の違い，文章の種類の違いはいずれも理

平
均
得
点

解度に関与しないことを示している．また，
理解に難しい文章を習得する場合は，呈示の
1.00

宣言型文章

仕方に関わらず，文章の種類の違いが理解度

手続型文章

に関与することを示している．具体的には，
手続型文章の方が宣言型文章よりも理解度が

0.00

文字呈示

音声呈示

高まると言える．
これは，
「簡易文章群ではどのレベルでも有

図２ 表層構造レベルにおける正誤問題の平

意な主効果，交互作用は見られなかった」と

均得点（難解動画）

した森澤ら（2013）の結果と一致している．

すなわち，本研究の簡易動画に関する知見は，

章それぞれの文章構成にある．まず，手続型

「読みやすい文章において，呈示モダリティ

文章の文章構成は，基本的に時系列である．

は文章理解に単独で影響を与えない」とする

操作方法や手順を示す説明文が時系列に沿っ

森澤ら（2013）の主張を支持するものと言え

て記述される．つまり，文章全体を理解する

る．

場合において，注意を一定方向のみに配分す

次に，理解レベル別に簡易動画と難解動画

ればよい．

の正誤問題の得点を群間で比較したところ，

一方，宣言型文章の文章構成は構造的であ

次のことが明らかになった．まず，表層構造

る．命題的な文章を効果的に配置させ，有効

レベルにおいては，簡易動画では，呈示モダ

な主張になるように記述される．つまり，文

リティおよび文章型いずれも正誤問題の得点

章全体を理解する場合において，文章間や段

に影響を与えていないことが明らかになった．

落間の関係性を特定する必要があり，注意を

一方，難解動画では，呈示モダリティと文章

全体に配分しなければならない．つまり，手

型の交互作用が正誤問題の得点に影響を与え

続型文章の理解は，宣言型文章の理解に比べ，

ている可能性が示唆された．理解に難しい文

認知的な活動が軽減される．

章を浅いレベルで習得する場合は，呈示の仕

難解な文章を深いレベルで理解するには，

方と文章の種類の組合せが理解度に関与する

簡易な文章を浅いレベルで理解するより多く

可能性があることを示している．

の注意資源を必要とする．そのため，認知的

続いて，テキストベースレベルにおいては，

な活動が軽減される手続型文章の方が，宣言

簡易動画と難解動画ともに，呈示モダリティ

型文章よりも理解度が高くなる．しかも，文

および文章型いずれも正誤問題の得点に影響

章がより難解になり，より深い理解レベルが

を与えていないことが明らかになった．これ

求められるほど，その傾向が顕著に表れるの

は，中階層の理解レベルにおいては，文章の

である．

難易度に関係なく，呈示の仕方の違い，文章

さらに，状況モデルレベルにおける呈示モ

の種類の違いのいずれも理解度に関与しない

ダリティ効果について考察すると，本実験に

ことを示している．

おいては，文字呈示の方が音声呈示よりも優

最後に，状況モデルレベルにおいては，簡

位であった可能性が考えられる．理由は，正

易動画では，呈示モダリティおよび文章型い

誤問題が文字呈示であったからである．なぜ

ずれも正誤問題の得点に影響を与えていない

なら，記銘方略の場面において，音声呈示に

ことが明らかになった．一方，難解動画では，

よる文章理解は，聴覚による入力刺激を言語

呈示モダリティと文章型のそれぞれが正誤問

化して処理しなければならない．

題の得点に影響していることが明らかになっ

一方で，文字呈示による文章理解は，視覚

た．これは，理解に易しい文章を深いレベル

による入力刺激を言語化して処理しつつ，さ

で習得する場合は，呈示の仕方の違い，文章

らに，動画の文章をひとつの像としてイメー

の種類の違いはいずれも理解度に関与しない

ジ化して処理することができる．つまり，再

ことを示している．また，理解に難しい文章

生の場面において，言語化とイメージ化の二

を深いレベルで習得する場合は，呈示の仕方

重の手がかりが利用できる．すなわち，一度

の違い，文章の種類の違いが理解度に関与す

見たことのある正誤問題の文章は，記銘方略

ることを示している．具体的には，文字呈示

のイメージ化と重なり，再生を呼び起こす

の方が音声呈示よりも理解度が高まり，同じ

きっかけとなる．この事象は，文章がより難

く，手続型文章の方が宣言型文章よりも理解

解になり，より深い理解レベルにおいて表面

度が高まると言える．

化すると考えられる．

さらに，状況モデルレベルにおける文章型

以上のことを総括すると，理解に易しい文

の効果について考察すると，手続型文章の理

章は，呈示モダリティ，文章型いずれも内容

解は，宣言型文章の理解よりも容易であると

の習得に影響を与えない．一方，理解に難し

考えられる．理由は，手続型文章，宣言型文

い文章は，浅い理解レベルでは，呈示モダリ

ティ，文章型の「組合せ」が内容の習得に影

小坂圭子（1999）．リスニング能力を指標と

響を与え，深い理解レベルでは，呈示モダリ

した就学前児の文章理解：ワーキングメ

ティ，文章型の「それぞれ」が内容の習得に

モリ容量と既有知識の影響

影響を与えることを示している．

研究, 10, 77-8

また，理解に易しい文章にはいずれの反応
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本章では，実験より得られた結果を述べる．
(1) 文章理解の場面において，簡易な内容で
は，呈示モダリティ要因，文章型要因いず
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-gakushu/>（2013 年 5 月 25 日閲覧）
日本語文章難易度判別システム alpha 版．

れも有意差が検出されなかった．
(2) 文章理解の場面において，難解な内容で
は，理解レベルにより異なった結果が示さ

<http://jreadability.net/>（2013 年 10 月
21 日閲覧）

れた．表層構造レベルでは，呈示モダリ
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