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発 話 の 発 達 と統 語 構 造 の 出 現
The Relationship between the Development Of sentence Production
and the Appearance of Syntactic StrLICture
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1.言 語知識の習得過程を説明す ることは生成文法を申核 とする言語学及 び言語心理学 (psy―
本論文 はいわゆる二語文期か ら多
2)。
第 2節 では本論文で提
語文期にかけての発話の発達を説明する仮説を提出 したものである
の
を踏まえ
,統 語構造 は語連鎖
3節
ではこれら 事実
出す る仮説の もとになった事実を示す。第
開始期から存在す るのではな く,格 助詞使用開始期 に出現す るとい う仮説を提唱す る。
1)。

cholinguistics)に おける最 も重要な課題の一つである

2.こ の節では,本論文で提出する仮説すなわち統語構造が格助詞使用前には存在せず,格 助
詞使用後に出現するという仮説の もとになった事実を述べる。格助詞使用前の段階を本論文で
はGO期 と呼び,格 助詞使用開始期 (格 助詞使用開始から1カ 月以内)を Gl期 と呼ぶことに
する。
GO期 は格助詞を全 く使用 しないと時期である。GO期 の発話の例を示す。

1)ワ ンワンいた。

2)牛 手L

ち ょうだ い。

3)。
筆者 の これまでの観察 によるとGO期 (格 助詞使用前 )の 幼児 の発話 は次 のよ うな特徴 を もつ

① 文 レベルの自己修正がない。
② Prenomind Modifier COnstruction(PMC)が ない。
③ 発話を構成する語数に明白な制約がある。

GO期 の二番めの特徴は文 レベルの自己修正が存在しないことである。本論文において文 レ
ベルの自己修正とは二語発話以上における修正をいう。これに対して単語 レベルの自己修正と
´
は一語発話における修正をいう。 3)は 単語 レベルの自己修正の例であり, 4)は 文 レベルの
自己修正の例である。
3)

・

7 (・ 7) //パ

4)お

(つ

パ

。

ゆ)/ご はん ほしい。

4)は Gl期 の幼児の発話である。 4)は 2語 発話であることからも明らかなように,文 レ
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ベルの 自己修正は論理的には 2語 発話の段階から可能であ る。 しか し,我 々のデータではG0
期の二語発話 には 4)の ような文 レベルの 自己修正は認められていない。
二番めの特徴 はPrenominal ModFier COnstruction(PMC)が 存在 しないとい う点であ
る。 5),・ 6)は Prenominal MOdifier Construction(PMC)の 例￨で あり,い ずれ もGl
期の幼児の発話である。

5)お にいちゃんのお茶
6)ち っちゃい怪獣

5), 6)は ともに二語発話である。従 って,PMCは 格助詞使用前の 2語 発話の段階,す
なわちGO期 か ら出現 しうると考えられる。 しか し,少 な くとも我 々のデ‐夕では 2語 発話の
段階すなわちGO期 の幼児の発話には PMCは 認められていない。
次に二番めの特徴 について述べ る。 GO期 は従来の一般的な表現によれば一語文期,二 語文
期である。 この表現から明らかなように, この時期の特徴 は連結可能な語数の最大値 によって
特徴づけることが可能である点である。一語文期,二 語文期の後 に,三 語文期,四 語文期,五
語文期と呼ばれる段階は存在 しない。すなわち二語文期の後の時期 は連結可能な語数 による特
徴付けは困難となる。 このことは,大 久保 (1967)が 二語文期の後 に くる段階を多語文期 と呼
んでいることか らもわかる。我 々のデータでも、 GO期 ,す なわち格助詞使用前までは連結可
能な語数の最大値が 2で あるという明白な制約が存在 した。以上,GO期 の特徴 について述べ
た。
.
次 にGl期 (格 助詞使用開始期)の 特徴 について述べ る。 Gl期 は格助詞の使用を開始する
時期である。 Gl期 の発話の例を示す。

7)う まさんが パカパカパカ
8)お ばけが でた。

Gl期 ではGO期 とは対照的に次のような特徴が認められた。
① ② ③

文 レベルの 自己修正がある。

PrenOminal Modifier Construction(PMC)が ある8
発話を構成す る語数 に明白な制約 がない。

一番 めの特徴 は文 レベ ルの 自己修正が存在す る ことで ある。既 に述 べ たよ うに、文 レベルの
自己修正 とは二話発話以上文 における修正を い う (例 文 3)。 これに対 して単語 レベルの 自己
修正 とは一単語 で終 る発話 にお ける修正をい う (例 文 4)。 我 々のデ ー タでは文 レベ ルの 自己
修正 はGl期 か ら出現 した。
二番 めの特徴 は PMCが 存在す るとい う点である。我 々のデニタでは PMcは Gl期 か ら認
め られた (例 文 5, 6)。
次 に二番 めの特徴 について述べ る。前述 のよ うに,一 語文期,二 語文期 の後 に,三 語文期

,

四語文期,五 語文期 と呼ばれ る段 階 は存在 しな い。す なわち二語文期 の後 の時期 は発話を構成
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す る語数 による特徴付 けは困難 とな り,多 語文期,即 ち 3語 以上発話期 となることが知 られて
いる。我 々の デー タで は, 3語 以上 の発話 はGl期 か ら認 め られた。

3.第 2節 ではGO期 とGl期 の特徴を比較 した。 それを整理 したのが表 1で ある。 ここで
は統語構造 は語連鎖開始期 か ら存在す るので はな く,格 助詞使用開始期 に出現す るとい う仮説
を提出 し, この仮説が表 1に おけるGO期 とGl期 の違 いを説 明で きる ことを示す。
表

l GO期 とGl期 の比較
GO期

Gl期

(格 助詞未使用期)(格 助詞使用期)

語 連 鎖 数 の 明 白 な 制 約
文

レ ベ

ル

の

自

己

修

正

Prenominal Modi f ier Construt ion(PMC)
表 1か ら明 らか なよ うに,GO期 とGl期 は著 しく異 な って い る。表 1の 解釈 の一つ は各項
目はそれぞれ独立 した もので あ り,各 項 目の GO期 とGl期 との差 は偶然 であるどす る見方で
ある。 もう 1つ の見方 は各項 目は相互 に関連 してお り,三 項 目におけるGO期 とGl期 との差
には必然生 が存在す るとい う見方である。本論文 は後者の立場を とる。つ まり, GO期 にお け
る各項 目の +,一 の値 の関係及 び GO期 か らGl期 にか けての +,一 値 の変化 には必然性があ
るとみる。 で は,ど のよ うな必然性 に よって表 1に み られるような結果が生ず るのだ ろうか。
以下 では, この点を説明す る仮説 を提唱す る。
5)。
格助 詞
日本語 はabstract caseの 存在を示す要素,即 ちcase markerを もつ言語 である
の
はcase markerで あ る。 よ って, 日本語 の場合,格 助詞 有無 はabstract caseの 有無 を示す
と考 え ることがで きる。従 って格助詞 を使用 しな い GO.期 にはabstract caseが 存在せず,格

助詞を使用す るGl期 か ら昴 stract caseが 存在す ると考え られる。山 stract caseが 存在す る
ことは述語 一項構造 (predictte― argument structure)が 存在す る ことを示唆す る。 この こ
とか ら,格 助詞 の有無 は統語構造その ものの有無 を示す と考 えることがで きる。す なわち,統
語構造 はGO期 には存在せず,Gl期 か ら存在す ると考え られる。 そこで,次 の仮説 を提出す
る。
卜)日 本語 の習得過程 において統語構造 は格助詞使用前

(GO期 )に は存在せず,格 助詞使

用開始期 (Gl期 )か ら出現す る。

1)発 話 にお ける自己修正, 2)Prenominal Modifier Costruction̲
(PMC), 3)発 話を構成す る語数の制約,に おけるGO期 とGl期 との相違を説明で きる
以下 で はこの仮説が

ことを示す。
発話 にお ける自己修正 とは発話を途中で停止 し, 自 ら修正す ることを い う。 9)は 自己修正
の典型例である。

138

彦

＃ Ｇ

nonent

from

left

of

interr,uPt ion

again

to'

uh ...

original utterance(0U) editing

term(ET)

#
fron pink again to blue
repa i r (R)

Levelt(1983)

9)か ら明 らかなように,
例文

3),

自己修正 はOriginal utterances(OU)と repairs(R)を 含む。
4)が 示す ように,我 々のデータではOuの 最後 の語旬 とRの 最初の語句 との間

には密接 な関係 が認め られた。即 ち,OUの 最後 の語句 とRの 最初の語句 は文法的または意 味
的 カテ ゴ リーが 同一であ った。両者が全 く同 じ語句 である場合 もしば しば認め られた。 OUと

Rと の間 にこのよ うな関係が存在す ることは,発 話 にお ける自己修正 には二つのタイプの処理
が同時に必要 であることを意味す る。一つは OUの 文法的または意味的カテ ゴ リーを保持す る
ことで あ り,他 はRに 相当す る語句を産出す ることである。 この ことか ら自己修正を含む発話
は 自己修正を含まな い発話 よ りも大 きな処理容量,即 ち作業記憶 (working memOry)容 量
が必要 であることを意味す る。つ まり,二 語発話 にお ける自己修正 の産出には 自己修正を含 ま
ない二語発話 に必要 な作業記憶 よ りも大 きい容量 が必要 であることになる。仮説 H)に よれば

,

GO期 には統語構造が存在 しない。統語構造が存在 しない段階で は処理の単位が単語であると
考 え られる。 よ って GO期 の処理容量 は単語 の数 その ものよって直接規定 され ると考 え られ る。
前節で述べ たよ うに,GO期 は,発 話を構成す る語数 の最大値 は 2,即 ち二語 発話 であった。
つ まり,GO期 には二語発話 に必要 な作業記憶 の容量 はあるが,そ れを越える容量 はな い と考
え られ る。 よ って, GO期 には二 語以上 の発話 にお ける自己修正,即 ち文 レベ ルの 自己修正 は
認 め られな いことになる。 これに対 して,Gl期 は統語構造 が存在す る。統語構造 が存在す る
段階では処理 の単位 が単語 ではな く,句 であると考 え られる。よ って,Gl期 では複数 の単語
を一つの まとまりと して処理す ることが可能 であると推測 される。従 って,Gl期 の処 理容量
はGO期 に比 して著 しく大 き く,そ のために,二 語以上 の発話 にお ける自己修正,即 ち文 レベ
ルの 自己修正が可能 にな ると考え られ る。
一方,我 々の デー タではPrenOminal Modiier COnstruction(PMC)も GO期 には存在
せず,Gl期 か ら出現 した。 「大 きいお くち」,「 ち っちゃい怪獣」 はいずれ もPMCの 例 で
ある。 これ らの例 はともに二語発話 である。従 って PMCは 格助詞使用前 の二語発話 の段階
す なわちGO期 か ら出現 しうると論理的 には考 え られる。 しか し,我 々のデー タでは格助詞使
用前 の段階す なわち GO期 の幼児 の発話 には PMCは 認め られなか った。 PMCは は名詞旬 に
,

構造 が存在す る ことを示す と考 え られ る (例 えば,〔 Adj一 N〕 マ )。 名詞旬 の構造 も統語構
造 の一つであるか ら, PMCは 統語構造が存在 しな いGO期 には現れず,統 語構造が存在す る

Gl期 以降 に出現す ることにな る。
また, 2節 で述べ たよ うに,我 々のデー タではGO期 は従来 の一語文期,二 語文期 に対応 し
Gl期 は多語文期 に対応 した。つ まり,GO期 までは発話 を構成す る語数 に明白な制約 が存在
,

し,Gl期 か らはそのよ うな明白な制約が認め られなか った。発話 の長 さは発話 に関わ る作業
記憶容量 に制約 され ると考 え られ る。発話 に関わる作業記憶 の中身 について詳 しいことは明 ら
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かにな っていないが,そ の容量 は何 が一 まとまりの単位 として処理 され うるか に影響 されると
推測 され る。統語構造 が存在 しない段階では単語 のみが処理 の単位であると考え られる。 よ っ
て,そ のよ うな段階で は発話を構成す る語数が直接的 に単語 の数 によ って規定 されると推測さ
れ る。 これに対 して,統 語構造 が存在す る段階では,発 話 の長 さが単語 の数 によっては決定 さ
れな くなると考 え られる。 なぜな らば,統 語構造が存在す るとい うことは複数 の単語 か らなる
句が一つの まとまりと して処理 され うる ことを意 味す るか らである。仮説 H)、 によれば,統 語
構造 は GO期 には存在せ ず,Gl期 か ら存在す る。よ って,GO期 には発話を構成す る語数 に
明白な制約があ り,Gl期 にはその ような明 白な制約 がな くなると考 え られる。
以上, 3節 で は統語構造 の 出現 に関す る仮説を提出 し,そ れによ って表 1に おけるGO期 と
Gl期 の相違を説明 した。なお, この仮説 と発話 の 自己修正 との関係 についてはIto(1989a)
で詳 しく論 じ, この仮説 とPrenominal Modifier Construction及 び発話 を構成す る語数 の制
約 との関係 についてはIto(1986b)で 詳 しく述べ た。
本論文 では,統 語構造 が連鎖開始期か ら存在す るのではな く,格 助詞使用開始期 か ら出
現す るとい う仮説を提 出 した。そ して, この仮説 が格助詞使用前 の特徴 (文 レベ ルの 自己修正
及 びPrenominal Modifier Constructi9n(PMC)が な く,語 連鎖数 に明白な制約がある)
4。

と格助詞使用開始期 の特徴 (文 レベルの 自己修正,及 び PMCが あ り,語 連鎖数 に対す る明白
な制約がない)と の相違を統一 的 に説明で きることを示 した。

稿をおえるにあたり,貴 重な助言をいただドだ慶応義塾大学大津由紀雄助教授,東 北大学中
村捷助教授,静 岡大学本田皐治助教授,東 京学芸大学佐野哲也氏 に感謝 いたします。
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注

1.生 成文法の立場か らの言語研究 についてその本質を簡潔 に論 じた もの と して福井 (1988)
がある。生成文法を中核 とす る言語習得研究 について は大津 (1988,1988)が ある。ま
た,言 語習得研究 における課題 につ いて重要 な指摘 を した もの と してFelix,S.W(1986)
がある。

2.幼 児の発話が一語文,二 語文,多 語文 と変化す るとい う表現 は言語発達研究者 の間で一
般 によ く用 い られて い る。 この ことか ら,幼 児 の語連鎖数 が このような変化 をたどって
増加す ることは広 く認 め られて い る事実 といっていいであろ う。
3.本 論文 における観察事実 は我 々の研究室で作成 した,幼 児4例 の発話資料集 (未 出版)
に基づいている。

4.た だ し,Gl期 において も格助詞がない発話の方が多 く認められる。
5.Saito,M。 (1983)は 格を示す要素が表 に表れる日本語 のよ うな言語の場合,抽 象的な
格 (abstract case)の 付与が行われているかどうかをみることができると述べている。
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