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はじめに

ラマホロット語は、オーストロネシア語族中央マレー・ポリネシア語派に属し、インドネシ

ア共和国の東部に位置するフローレス島の東部およびその周辺の島々で話されている。この言

語は、他のインドネシアのオーストロネシア諸語がそうであるように基本語順は SVO であり、

主語 - 述語 - 目的語の順に節の構成素が出現する。また、動詞に時制が標示されることはなく、

文末に出現する副詞的要素によってのみ時間に関する情報が表現される。例文 (1) を参照して

ほしい。

(1) Hugo n-enũ 　tua 　wia.

 Hugo 3SG-drink 　tuak 　yesterday

 「昨日 Hugo はヤシ酒を飲んだ。」

例文 (1) においては、述語動詞 n-enũ「飲む」の前に主語名詞 Hugo が、後ろには目的語名詞 

tua「ヤシ酒 ( インドネシア語で tuak)」 が出現している。時間を表す副詞的要素である wia 「昨

日」は文の最後に出現し、この節によって表現された事態が発話時点からみて 1 日前に起こっ

ていることを示している。

例文 (1) において表現された内容をインドネシア共和国の公用語であるインドネシア語で表

現すると (2) のようになり、ラマホロット語で主語の人称と数について一致が見られるという

点を除いて、同じような構造をしている。
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(2) Hugo minum 　tuak 　kemarin. ( インドネシア語 )

 Hugo drink 　tuak 　yesterday

 「昨日 Hugo はヤシ酒を飲んだ。」

しかし、ラマホロット語とインドネシア語はアスペクト辞の生起位置について大きく異なっ

ている。インドネシア語のアスペクト辞が動詞の直前に現れるのに対して、ラマホロット語で

は節の末尾に出現するのである。インドネシア語の belum「まだ〜ない」、ラマホロット語の 

morə̃ を例にとってみると、それぞれ (3) と (4) のようになる。

(3) Hugo belum 　minum 　tuak. ( インドネシア語 )

 Hugo not.yet 　drink 　tuak

 「Hugo はヤシ酒をまだ飲んでいない。」

(4) Hugo n-enũ 　tua 　morə̃.

 Hugo 3SG-drink 　tuak 　IPFV

 解釈 1 ( 未然 ):「Hugo はヤシ酒をまだ飲んでいない。」

 解釈 2 ( 継続 ):「Hugo はヤシ酒を飲んでいる ( 最中だ )。」

(3) が示しているように、インドネシア語においてアスペクト辞 belum は動詞 minum「飲

む」の直前に生起している。同じ SVO 言語である英語の法助動詞が出現する位置と同じであり、

語順類型論の観点からも自然である。一般に VO 型言語において助動詞は動詞に先行する傾向

にあることが知られている (Greenberg 1963)。

一方で、(4) のように、ラマホロット語においては節末に morə̃ というアスペクト辞が生起

しており、SVO 言語の語順の傾向から考えると少し例外的に見える。この例外的な語順はラ

マホロット語が東インドネシアという「パプア系」の言語の影響が強い地域で話されているた

めと解釈されている (Klamar 2002)。すなわち、ラマホロット語のアスペクト辞 morə̃ が節末

に出現するのは OV 型語順をもつ「パプア系」言語との接触のためであると考えられているの

である。

しかし、本論文において注目したいのはそこではない。注目したいのは、インドネシア語の

例文 (3) とラマホロット語の例文 (4) を比較したときに観察されるもう一つの大きな差である。

すなわち、ラマホロット語のアスペクト辞 morə̃ の解釈が二つあるところである。具体的には、

(3) のインドネシア語において belum は「まだ〜ない」、つまり、動詞で表現された行為がま

だ開始されていないということしか表さない。一方で、(4) のラマホロット語の例においては 
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morə̃ は belum と同じく「まだ〜していない」という未然の事態を表現するだけでなく ( 未然

解釈 )、「( 基準時において ) 〜している最中である」という事態の継続も表現するのである ( 継

続解釈 )。同じインドネシアの言語でも、インドネシア語の belum は解釈 1 しか持たない。

見方を変えると、インドネシア語で解釈 2 を表現しようとするならば、(5) のように別のア

スペクト辞 sedang を用いなければならない ( インドネシア語のアスペクト全般については降

幡 2010 を参照 )。

(5) Hugo sedang minum  tuak.  ( インドネシア語 )

 Hugo PROG drink tuak

 「Hugo はヤシ酒を飲んでいる ( 最中だ )。」

アスペクト辞 morə̃ に二つの解釈が存在することはラマホロット語話者も十分意識してい

る。ほとんど全てのラマホロット語話者はインドネシアの公用語であるインドネシア語とのバ

イリンガルであるため、(4) のようなラマホロット語の文をインドネシア語に訳してもらうと、

(3) (5) のような二つのインドネシア語の文を作るのである。別の言い方をすると、ラマホロッ

ト語話者にとって、このアスペクト辞の二つの解釈は区別できる二つの意味である。morə̃ は

多義であり、その解釈は曖昧 (ambiguous) である。漠然とした (vague) ものではない。

本稿では、「まだ〜していない」という未然解釈でも、「〜している最中である」という継続

解釈でも、述語で表現された事態が任意の終結点に達しておらず未完結であるということか

ら、このアスペクト辞に未完結 (imperfective) というグロスをつけることにする。他にも non-

completed のようなグロスも考えられるかもしれないが、ここではより一般的な未完結という

用語を用いることにする。ただし、未完結相を表現するといっても習慣を表現することはない 

( 第 2 節を参照 )。

本論文は、このラマホロット語の morə̃ を取り上げ、その意味解釈の仕組みを分析する。そ

して、このアスペクト辞の解釈においては、それを含む文が発せられる発話状況の理解および

認知言語学でいう百科事典的知識が決定的な役割を果たしているということを主張する。別の

言い方をするなら、発話状況や百科事典的知識などのしばしば「言語外的」と見なされるよう

な知識を抜きにしては、このアスペクト辞は解釈しえないということを示すのである。

本論文の構成は以下の通りである。まず、第 1節において本稿で用いるラマホロット語のデー

タについて概説したのち、第 2 節において、アスペクト辞 morə̃ の形式的特徴や意味について

の性質を、他のアスペクト辞とも比較しながら記述する。そして、第 3 節において、発話状況

や百科事典的知識などの概念を導入しながら、これらが morə̃ の解釈において重要な働きをし
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ていることを示す。最後に、結論を述べる。

１．データ

先に述べたように、ラマホロット語は、オーストロネシア語族中央マレー・ポリネシア語派

に属し、インドネシア共和国東部に位置するフローレス島の東部およびその周辺の島々で話さ

れる。系統的には、マンガライ語、リオ語などフローレス島で話される言語よりも、ティモー

ル島やロティ島の言語と近いと考えられている。話者人口は地域の人口から考えると全体で

200,000 人ほどと推定されるが、33 もの方言に分類する研究もあり、単一の言語であるという

よりは方言連鎖と考えた方がよい。

本論文ではこのラマホロット語諸方言のなかでもレオトビ方言に焦点をあてる。レオトビ方

言は東フローレス県イレ・ブラ郡およびその周辺地域で話されており、ラマホロット語諸方言

のなかでも西の端に位置している。この地域の人口は 6,000 人程度であり、このほとんどがレ

オトビ方言の話者と考えられる。この論文で記述するレオトビ方言の記述は、すべてヌリ村に

居住する言語コンサルタントの協力のもと得たデータによっている。この方言の全体的な記述

については、Nagaya (2011) を参照されたい。

２．アスペクト辞 morə̃ の形式と意味

本節ではアスペクト辞 morə̃ の形式と意味についての特徴をまとめる。第一に、morə̃ はラ

マホロット語に 3 つ存在するアスペクト辞のうちの一つである。morə̃ と同じ位置を占めるこ

との出来る要素は、他に将然相の kia と完了相 kaeʔ の二つがある。それぞれ (6) と (7) に例が

ある。

(6) go k-enũ 　tua 　kia.

 1SG 1SG-drink 　tuak 　PROS

 「私はヤシ酒を飲むだろう。」

(7) go k-enũ 　tua 　kaeʔ.

 1SG 1SG-drink 　tuak 　PFV

 「私は既にヤシ酒を飲んだ。」 

第二に、ラマホロット語のアスペクト辞は morə̃ を含めて全て語形変化をしない。そもそも、

この言語自体が文法的機能を担った拘束形態素をほとんど持たない孤立語的傾向を持った言語

であり、アスペクト辞も接辞や接語というよりは独立した語として分析した方がよい。事実、
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アスペクト辞 morə̃ を単独で使用することも可能である。(8) の例を参照してほしい。

(8) A: Pak Yan səŋa kaeʔ ta.

  Mr Yan arrive PFV Q

  「Yan 先生はもう着きましたか ?」

 B: morə̃.

  IPFV

  「まだ。」

第三に、ラマホロット語の一部の動詞は k- (1SG) や n- (3SG) などのような一致接頭辞を持っ

ているが、このような一致接頭辞をアスペクト辞がとることはない。

第四に、morə̃ は、あとに示すように継続の解釈は持つものの、習慣の解釈は持たない。た

とえば、(9) のように習慣的な行為を表現しようとする場合は、morə̃ は用いず、動詞だけで表

現する。この論文においてはアスペクト辞 morə̃ に対するグロスとして IPFV すなわち未完結 

(imperfective) を用いているが、あくまでそれは便宜上のことであり、よりよいグロスが存在

するなら、それを利用した方がよいであろう。

(9) go k-enũ 　obaʔ 　nokõʔ 　gətə̃ 　(*morə̃).

 1SG 1SG-drink 　drug 　night 　every 　IPFV

 「私は毎晩薬を飲んでいる。」

最後に、そしてもっとも重要なことだが、morə̃ には未然と継続という二つの相反する解釈

が存在する。たとえば、(10) のようにである。

(10) waiʔ   teʔẽ 　plate 　morə̃.

 water   this 　hot 　IPFV

 解釈 1 ( 未然 )「この水はまだ熱くない。」

 解釈 2 ( 継続 )「この水はまだ熱い。」

(10) は主語と状態述語からなる単純な節構造を持っており、それにアスペクト辞がついた

だけの単純な文である。しかし、この一見何の変哲もないもないように見えるこの文には、「こ

の水はまだ熱くない」つまり冷たいという未然解釈と、「この水はまだ熱い」つまり熱いとい
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う継続解釈の二つの解釈がある。冷たいと熱いというお互いに矛盾する解釈が存在するのであ

る。なお、ラマホロット語の waiʔ は英語の water と同じく日本語の「水」と「湯」に相当す

るような区別を持たない。

(10) については morə̃ が plate「熱い」のような状態述語からなる節に用いられていること

にも注意したい。英語の進行形やインドネシア語の sedang は基本的に動作の継続、すなわち

進行 (progressive) を表現するのに対して、ラマホロット語の morə̃ の場合、動作の継続のみ

ならず状態の継続をも表現する (「進行」と「継続」の関係については Comrie 1976 を参照 )。

したがって、この言語では、動作述語であれ、状態述語であれ、未然と継続の二つの解釈が存

在するのである。

もちろん、このような曖昧さを出さないような表現方法も存在する。具体的には、この 

morə̃ を否定辞 həlaʔ とともに用いると未然の解釈しか現れない。たとえば、(10) と (11) を比

較してほしい。

(11) waiʔ teʔẽ plate həlaʔ morə̃.

 water this hot NEG IPFV

 「この水はまだ熱くない。」

しかしながら、このような曖昧さを回避する構文が存在すること自体は、(10) のような 

morə̃ が単独で使用される文における morə̃ の多義性・曖昧さの問題を解決しない。(11) とい

う表現があろうがなかろうが、(10) という文は依然として文法的なラマホロット語の文であ

り、未然解釈と継続解釈の間で曖昧なままである。

興味深いことに、このような意味の曖昧さ・多義性が観察できるアスペクト辞は morə̃ の他

にはない。この多義性は morə̃ だけがもつアスペクト的性質なのである。ここで問題となるの

は、話者が真理条件的に相反する解釈を持ちうるアスペクト辞 morə̃ をどのように解釈してい

るのか、ということである。このような曖昧なアスペクト辞がありながら、ラマホロット語話

者が支障なくコミュニケーションを取っているのはどうしてだろうか ? その問題をこれから考

えたい。

３．morə̃ の二つの解釈と話者の知識

本節では、第 2 節におけるアスペクト辞 morə̃ の記述をうけて、このアスペクト辞がもつ未

然解釈と継続解釈をどのように区別できるのかという問題を論じる。具体的には、述語の語彙

アスペクト、百科事典的知識、発話状況からの推論という 3 点に注目しながら分析を行う。
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３．１．述語の語彙アスペクト

まず、述語の語彙アスペクトが重要な働きをすることを指摘したい。ここでいう語彙アスペ

クトとは、完結相や未完結相などといった述語の表す事象をどのように見るかという文法的な

アスペクトの区別ではなく、その述語自体が固有にもつ有界性・持続性についてのアスペクト

的性質のことである。具体的には、限界的 (telic)・非限界的 (atelic)、点的 (punctual)・持続的 

(durative) という区別である (Vendler 1957)。

ここで morə̃ の二つの解釈に立ち返ると、未然と継続の二つの解釈がある。未然解釈はある

事象がまだ生じていないということであるから、動作述語でも状態述語でもどのような述語と

も共起することができる。一方で、継続解釈はある時点においてある事象が継続的に生じてい

なくてはいけないから、持続的な事象でのみ成立し、点的な事象は継続解釈を持たないことが

予想される。

事実、この予想は正しい。点的な事象を表現する到達動詞 (achievement) は morə̃ が用いら

れても未然の解釈しか持たない。継続の解釈はないのである。(12) と (13) を見てみよう。

(12) oto goʔẽ 　　da 　　morə̃.

 car 1SG.POSS 　　break 　　IPFV

 「私の車はまだ壊れていない。」( 未然 )

(13) Ika hogo 　　morə̃.

 Ika wake.up 　　IPFV

 「Ika はまだ起きていない」( 未然 )

(12) と (13) ではそれぞれ da「壊れる」と hogo「起きる」という到達動詞が用いられている。

両方とも「まだ〜していない」という未然解釈は持っているが、継続解釈は持っていない。す

なわち、「私の車は壊れている ( 最中だ )」とか「Ika は起きている ( 最中だ )」というような

解釈はない。到達動詞という語彙アスペクトに注目することで未然と継続の二つの意味が区別

されていると言える。

このように述語の語彙的アスペクト、具体的には持続性のあるなしに注目することによって、

二つの解釈を区別することができる。持続的な事象であれば二つの解釈が可能であるが、そう

でないならば未然の解釈しかない。しかしながら、この語彙的アスペクトに注目しても、到達

動詞以外の述語については二つの解釈は曖昧なままである。そこで百科事典的知識の登場であ

る。
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３．２．百科事典的知識

百科事典的知識 (encyclopedic knowledge) とは、認知言語学における最重要概念のひとつで、

ある語について、その語の指し示すものがどのように使われるか、どのような目的のために存

在するか、典型的にはどういうものかなど、その語に関する様々な知識のことである。ある語

の定義そのものを指す辞書的知識の対義語である。認知言語学の考え方によれば、ある言語表

現の意味を理解するためには、辞書的知識だけでは不十分であり、百科事典的知識があって初

めて理解できるとされる (Haiman 1980; Taylor 2004)。

この百科事典的知識も morə̃ の解釈において重要な働きをする。たとえば、例文 (14) を考え

てみよう。

(14) kopi teʔẽ plate morə̃.

 coffee this hot IPFV

 「このコーヒーはまだ熱い。」( 継続 )

(14) はふつうのラマホロット語話者にとっては継続解釈、すなわち「まだ熱い」という解釈

しか持たない。というのは、ラマホロット語社会においては ( も )、インスタント・コーヒー

はコップにコーヒーの素を入れたのちに、熱湯を注ぐことによって作る。コーヒーの素をいっ

たん水で溶いてから温めるようなものではない。このような百科事典的知識のもとでは、「こ

のコーヒーはまだ熱くない ( だから、熱くなるのを待とう )」というような未然解釈はありえず、

「まだ熱い」という継続解釈のみが可能である。

ここで思い出してもらいたいのは、主語名詞が「水」である以外は (14) と全く同じ構造を

もつ (10) においては、「水がまだ熱くない」という未然解釈も「水がまだ熱い」という継続解

釈もどちらも自然であったということである。つまり、(10) において両方の解釈が可能で、(14) 

において継続の解釈のみが可能であるというのは、両者の文法的違いや語彙的アスペクトなど

ではなく、waiʔ「水」と kopi「コーヒー」がどのようなものであり、どういう性質をもち、ど

ういうふうに使用されるのかといった両者に関する百科事典的知識に拠るのである。

さらに、もう一例観察してみよう。

(15) tua teʔẽ klami morə̃.

 tuak this sweet IPFV

 「このヤシ酒はまだ甘い。」( 継続 )
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(15) はヤシ酒がまだ甘い状態であり続けているという継続の意味を持っているが、「まだ甘

くなっていない」という未然の解釈は持たない。(10) の水の例を考えてみると、未然の解釈も

あってよさそうなものだが、実際にはない。というのも、ラマホロット語話者の知識体系にお

いてヤシ酒は甘い状態から酸っぱい状態へと変化するものであり、その逆ではないからである。

すなわち、ヤシ酒は、ヤシの木から採取した樹液から作る醸造酒であり、採取した直後はカル

ピスのように甘いが、時間が経つにつれて発酵が進み、数時間のうちに苦く酸っぱくアルコー

ル度数の高い状態になる。ヤシ酒が甘くなることはないのである。したがって、このような百

科事典的知識をもつラマホロット語話者にとっては (15) のような文は継続の解釈しか持たな

い。

(15) についての以上の観察は、klami「甘い」の代わりに gilo「酸っぱい」を利用した (16) 

のような文において未然解釈しかないことを予想する。実際この予測は正しい。

(16) tua teʔẽ gilo morə̃.

 tuak this sour IPFV

 「このヤシ酒はまだ酸っぱくない。」( 未然 )

このように、ラマホロット語話者は百科事典的知識を巧みに利用しながら、アスペクト辞 

morə̃ を解釈しているのである。

３．３．発話状況からの推論

ここまで、morə̃ の二つの解釈を区別する仕組みとして語彙的アスペクトと百科事典的知識

を指摘し、それがどのようにこのアスペクト辞の曖昧さの解消に貢献しているかを議論してき

た。しかし、その二つの仕組みをしてもなお曖昧でありうる文というのは存在する。そのよう

な場合は発話状況から適切な解釈を推論するしかない。たとえば、(17) と (18) である。

(17) go kə̃ morə̃.

 1SG eat.1SG IPFV

 解釈 1 ( 未然 ): 「私はまだ食べていない。」

 解釈 2 ( 継続 ): 「私は食べている ( 最中だ )。」

(18) na turu morə̃.

 3SG sleep IPFV

 解釈 1 ( 未然 ): 「彼 ( 女 ) はまだ寝ていない ( 起きている )。」
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 解釈 2 ( 継続 ): 「彼 ( 女 ) は寝ている ( 最中だ )。」

(17) も (18) もいずれも動作動詞を述語とする自動詞文に morə̃ がついたものであり、両方と

も未然解釈も継続解釈も持っている。語彙アスペクトの点からいえば両方とも持続的な述語で

あるので継続の解釈を許すものであるし、百科事典的知識の点から言っても両方ありうるもの

である。

このような場合、話者は発話状況から推論して、適切な解釈を導くしかない。たとえば、(17) 

の場合なら、動作者が話者自身である「私」であるから話者が発話時点に食事をしているかど

うかによって解釈が決まってくる。食べているなら継続の解釈だし、食べていないなら未然の

解釈である。(18) なら、この発話ののちに「彼 ( 女 ) の部屋に行って声をかけてみなさい」と

続くならおそらく未然の解釈になるだろうし、「だから今は話しかけない方がよい」というこ

となら継続の解釈と推論される。

さらに、もう二つ、例を見てみよう。

(19) urə̃ morə̃.

 rain IPFV

 解釈 1 ( 未然 ): 「雨はまだ降っていない。」

 解釈 2 ( 継続 ): 「雨が降っている ( 最中だ )。」

(20) Hans mahasiswa 　　morə̃.

 Hans student 　　IPFV

 解釈 1 ( 未然 ): 「Hans はまだ学生ではない。」

 解釈 2 ( 継続 ): 「Hans はまだ学生だ。」

(19) も (20) も同じ構造を持つ文が矛盾する二つの解釈を持っている。このような場合、未

然と継続の二つの解釈は発話状況からの推論によって区別ができる。まず、(19) においては、

発話時において雨が降っていないという事実が共有されており、雨が降ることが予期・予測さ

れているような状況なら未然だし、逆に、雨が降っている最中で、止むことを予期・予測して

いるような状況なら継続である。さらに、(20) では、Hans が会社や工事現場などで働いてい

ることが知られているなら、未然の解釈、すなわち Hans は学費を稼ぐために働いておりまだ

学生ではないという解釈が得られる。一方で、Hans が学校に通っていることを前提とするな

ら継続の解釈しかない。このように、ラマホロット語話者は、発話状況からさまざまな知識を

引き出し推論することで、morə̃ を解釈しているのである。
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３．４．まとめ

本節ではアスペクト辞 morə̃ の解釈に、述語の語彙的アスペクト、百科事典的知識、発話状

況からの推論という 3 つの要素が関与していると分析した。このアスペクト辞を意味論的に分

析するためには語彙的アスペクトのような辞書的知識だけでなく、百科事典的知識や発話状況

も考慮する必要がある。

おわりに

本論文では、東インドネシアで話されるオーストロネシア諸語の一つ、ラマホロット語につ

いて、そのアスペクト辞 morə̃ をとりあげ、これが持つ二つの解釈について分析を行った。と

りわけ、このアスペクト辞の未然・継続という二つの解釈を区別するために、述語の語彙アス

ペクトに加えて、百科事典的知識・発話状況からの推論のような道具立てが必要であることを

示した。こうして、ラマホロット語の morə̃ の解釈にまつわる問題は、適切な意味分析が単に

言語内的事実の記述だけにとどまることはなく、言語外的な事実を考慮して初めて可能になる

ことの一例を提供するのである。

略号一覧

本論文で使用した略号は以下の通りである : IPFV-imperfective, NEG-negation, PFV-perfective, POSS-
possessive, PROG-progressive, PROS-prospective, Q-question, SG-singular, 1-first person, 3-third person.

謝　辞

本論文は科学研究費補助金 #15K16734 ( 代表 : 長屋尚典 )、#25244017 ( 代表 : 峰岸真琴 )、および

#15H03206 ( 代表 : 松本曜 ) からの支援を受けている。

参考文献

Comrie, Bernard. 1976. Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge 
Textbooks in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

降幡正志 . 2010. インドネシア語 . 『語学研究所論集』( 特集 : アスペクト ), 15: 307—315.
Greenberg, Joseph H. 1963. “Some universals of grammar with particular reference to the order of 

meaningful elements.” In Greenberg, Joseph H. (ed.), Universals of Human Language, 73-113. Cambridge, 
Mass: MIT Press.

Haiman, John. 1980. “Dictionaries and encyclopedias.” Lingua 50:329-357.
Klamer, Marian. 2002. “Typical features of Austronesian languages in Central/Eastern Indonesia.” Oceanic 

Linguistics 41.2:363–384.
Nagaya, Naonori. 2011. The Lamaholot language of eastern Indonesia. PhD dissertation. Rice University, 

Texas, USA.
Taylor, John R. 2004. Linguistic Categorization. Third Edition. Oxford Textbooks in Linguistics. Oxford: 

Oxford University Press.
Vendler, Zeno. 1957. “Verbs and times.” The Philosophical Review 66:143–160.



ラマホロット語のアスペクト辞 morə̃ の二つの解釈と話者の知識：長屋　尚典68

Two interpretations of the aspect particle morə̃  in 
Lamaholot

NAGAYA Naonori

Lamaholot is a Central Malayo-Polynesian language of the Austronesian language family. It is 

spoken on Flores Island and its neighboring islands in eastern Indonesia. In this paper, I look into 

morə̃ , one of the aspect particles in this language. This particle appears in the clause-final position 

and indicates that an event in question is viewed as non-completed. Interestingly, this particle 

has two different interpretations that apparently contradict each other, namely, (i) the continuous 

reading, in which an event is represented as an on-going one, whether it is an action or a state, 

and (ii) the prospective reading, in which an event is expressed as one that is expected but 

has not yet begun to happen. In this paper, I present a description and analysis of morə̃ , paying 

special attention to the mechanism that allows speakers and hearers to choose one interpretation 

over another. It will be argued that three factors come into play in distinguishing the two 

interpretations of this aspect particle: lexical aspect of predicates, encyclopedic knowledge, 

and pragmatic inference. Thus, the polysemy of morə̃  in Lamaholot strengthens the case that 

language-external knowledge plays a huge role in natural language semantics.


