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人間の言語の特性と起源 －一語文から二語文へ－ 
 
 

狩俣 繁久 

 

1. ことばは、何を伝えるか 

ある日の午後、１軒の家の門を一人の人が入ってきた。 

客 ：ッサレース。（ごめんください。） 
家の人： ハーイ。（はあい。） 

よその家をたずねるとき、ミャーク語では「ッサレース」と声をかける。

家の人は、その発話から客の訪問を知ることができるが、客の来訪以外の事

もわかる。発せられる声の高低、強弱などの物理的な特性は、男女差、年齢

差、個人差など、言語的な意味以外の情報を教えてくれる。声の方向や聞こ

えの大きさから声の主の位置や遠近もわかる。声の抑揚や調子から、そのと

きの発話者の生理的な状態がわかることもある。声の高低、強弱、長短から

は、発話者の心理的状態や聞き手に対する態度などを読み取ることもできる。 

上の発話は、近所のおじいちゃんが座敷の方からやってきたことがわかっ

た。さらに、荒げた激しい調子だったことから、何かあったのだろうかと少

し心配しながら座敷の方にでていった。 

言語にとって も重要な機能は、人間が知覚した現実世界の複雑な出来事

を表したり、繊細で微妙な感情を表したり、過去の経験を基に未来の出来事

を推測して述べたり、知覚を基に認識された物事やその集積としての思想を

伝えたりする機能だ。 

われわれは、言語がなければ、思想や科学をうみだすことも芸術をつくり

だすこともできなかった。言語がなければ、それらのものを時間と空間を越

えて遠く離れた人々に伝えることも発展させることもできなかった。人類が

誕生して以来、人類が創造してきたものは数えきれないほどあるが、言語ほ

ど緻密で複雑で体系的な構造をもった道具はない。言語の所有は、人間を人

間以外の動物から区別する大きな違いのひとつだ。 
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サルおよび人間の幼児の音声を研究してきた正高信男（1991）は、クモザ

ルやニホンザルが人間の言語の個体の命名と非常に似た音声による命名を

していること、リスザルが人間の言語の会話のように一定時間をおいて音声

を交わすこと、タマリン等が人間と同じような言語的な知覚様式を獲得して

いることを論じた。そして、生後数週間目から 1 年間くらいの人間の乳児の

発声行動パターンがリスザルの会話と非常に多くの類似性を持っているこ

とも述べる。 

 

たしかに言語は、動物にみられる伝達行動に比べて、「飛躍的」に進歩し

た体系であるかもしれないが、それは決してことばの起源の生物学的連続

性を否定するものではないのである。（正高信男 1991.p.6.） 

 

正高信男（1991）が提起したサルの“ことば”と人間の“言語”に連続性があ

るとすれば、それは、人間がサルから進化する過程で獲得した生物学的な適

応の一つであろう。本稿は人間の言語の特性を概観しつつ、正高信男（1991）

の提起した問題を考える。 

 

2. 人間の言語の特性 

家で飼っている愛犬が屋敷の門の近くで「ワンワン」と吠えた。その鳴き

声から家族の帰宅なのか、家族以外の来訪なのかがわかる。しかし、家族の

帰宅を知らせても、それが家族の誰の帰宅なのかまでは知ることはできない。

家族以外の人の来訪を知ることもできない。不審者の存在を知らせることも

あるが、不審者が侵入しようとしているのか退散しようとしているのか、家

の者に不審者の侵入を知らせているのか、不審者に対する警告なのかも分か

らない。犬の鳴き声は「誰が何をしているのか」を詳細に伝えられない。 

いっぽう、人間は「おとうさんが帰ってきた」「おばさんが訪ねてきた」「い

とこが遊びにきた」「セールスマンがきた」「不審者がきた」等々、「誰が何

をしたのか／しているのか」、眼前に生起するさまざまな出来事の詳細を伝

えることができる。 
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人間の言語にそのことを可能ならしめているのは、人間の言語活動の単位

である文が単語という分節的な単位から成り立っていることによる。人間の

言語と動物の鳴き声との 大の違いは、言語が文と単語という二つの単位を

有していることだ。 

文は単語を材料にしてつくられたもので、文と単語は、全体と部分という

関係にある。文と単語は、人間の言語を成立させる重要な単位だ。単語は、

現実の断片を切りとって名づけて指し表すという語彙的な側面と、文を組み

立てる文法的な側面とを持つ。 

人間は、知覚、認識した出来事を伝えるのにふさわしい単語をえらび、し

かるべき形に変えてそれを組み合わせて文をつくる。人間は、社会にストッ

クされた有限個の単語を組み合わせて文をつくり、無限の出来事を表現する。

人間は、遠い過去の出来事でも、まだ実現していない未来の出来事でも、そ

れまでに見たこともない体験したこともない出来事でも伝えることができ

るし理解することもできるのだ。 

単語は、人や生き物や物、広い意味での“もの”を指し表す単語と、動きや

変化や状態、広い意味での“運動”を指し表す単語に分かれている。ものを指

し表す単語が名詞で、運動を指し表す単語が動詞だ。名詞や動詞のような単

語の語彙＝文法的な特性にしたがってグループに分けたものを品詞という。

名詞、動詞、形容詞、副詞の主要な品詞が世界中の言語に備わっている。 

名詞は、現実世界のものを指し表すだけでなく、文の前のほうに置かれて

発話者の伝えたい物事がなんであるかを差し出す機能をもつ。話し手が伝え

たい物事をテーマとして提示する機能をもった文の部分を主語という。動詞

は、人や物の運動を指し表しながら、文の後ろに置かれて発話者の伝えたい

ことを述べる機能をもつ。主語によって提示された物事について述べる機能

をもった文の部分を述語という。主語の指し表す物事について何かの情報を

述べるのが述語で、述語の指し表す運動や状態の主体を差し出すのが主語だ。 

現実世界の出来事は、二語文のように主語や述語に分かれて存在している

わけではない。人でもライオンでもゴリラでもない、どんなモノでもない生

き物の走るという運動は存在しない。その運動だけを写真に写したり動画と
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して撮影したりすることはできない。また、走ってもいない、歩いてもいな

い、寝ころがってもいない、どんな動きもしない、いかなる状態にもない人

やライオンやゴリラは、現実には存在しない。現実世界の物事は、物と運動

に切り離すことはできず、一体的に存在している。人間は、それぞれを主語

と述語、あるいは、名詞と動詞という二つの部分に分けて表し、再びそれを

統合して文をつくって現実世界の出来事を表現する。 

言語活動で発せられる文は、「ライオンが来るぞ。」のような主語と述語を

組み合わせた文だけではない。人間は現実世界にはたらきかけてつくりかえ、

より良い状況をつくりだして生きている。「果実をもぐ」、「枝を折る」、「バ

ナナを食う」等の文の述語になる「もぐ」、「折る」、「食う」等の動詞の表す

動作は、はたらきかける対象がなければ実現しない。「もげ」、「折れ」、「食

え」と命令しても「何を」を補わなければ、その動作を実行することができ

ない。現実世界の物事にはたらきかける動作を表すには、動作が実現するた

めに必要なものを差し出す文の部分を補わなければならない。述語に差し出

される動作が成立するために必要なものを補って表現する文の部分を補語

という。 

相手が手に持っているものを欲しがったり、話し手が持っているものを相

手にあげたりすることを表現するときには、3 単語の文や 4 単語の文をつく

って表現する。 

 
名詞述語の叙述文 

あれは  バナナだ。 
主語   述語 
名詞   名詞 

自動詞述語の叙述文 
ライオンが  むこうから    来るぞ。 
主語     補語＝出発点  述語 
名詞      名詞       自動詞 

自動詞述語の叙述文 
果実が   あの森に      生っているよ。 
主語    補語＝ありか   述語   
名詞    名詞         自動詞 
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他動詞述語の希求文 
私は    その果実が      食べたいな。 
主語   補語＝直接対象   述語   
名詞   名詞        他動詞 

他動詞述語の命令文 
その果実を     私に        くれ。 
補語＝直接対象  補語＝相手対象  述語 
名詞       名詞        他動詞 

他動詞述語の意志文 
私は    この果実を      あなたに       あげる。 
主語   補語＝直接対象    補語＝相手対象   述語    
名詞   名詞          名詞         他動詞 

 

「やる」とか「あげる」のような動詞の表す動作は、やりとりされる物が

無ければ実現しない。動作が実現するために必要なものを差しだす直接対象

を表す補語のほかに、やりとりの相手を表す相手対象の補語もある。 

述語は、主語の差しだす事物の運動を表して伝えるという叙述機能のほか

に、望ましい現実の実現のために聞き手に実行を求めて命令したり、一緒に

実現しようと誘いかけたり、話し手の願望を伝えたりする機能も持っている。 

文は、主語と補語と述語のような伝達活動上の機能を分化させた文の部分

を組み合わせたものだ。主語､述語のように機能分化した文を二語文という1。

「あれーっ！」「ええっ！」のような感嘆詞や、「はあい。」「おおい。」のよ

うな応答詞だけで構成される文には機能分化がない。主語、述語等の機能分

化のない文を一語文という。一語文は、発話者の反射的な感情の表出などを

表すことはできるが、話し手の外にある現実世界の出来事や発話場面に存在

しない出来事を表すことはできない。赤ちゃんの喃語も一語文だ。 

機能分化した主語や述語や補語などの文の部分、それらを担う名詞や動詞

                                                  
1 正高信男（2001）でも言語の分節性について次のように言及している。しかし、そ

れは二語文のことではなく、単語の区切りであり、明確な二語文とは認めていないよ

うだ。 
われわれの産出する発話は、文法的に解釈すると分節構造をなしているのであるけ

れども、現実には音の連鎖として外化する。ゆえに、子どもがことばを習得するた

めには、それを何らかの方法で適切に分節化することを求められるのだ。正高信男

（2001.p.34.） 
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のような品詞をもつ人間の二語文はどのようにしてうまれたのだろう。 

 

3. 口八丁手八丁－主語と述語の分化 

動物の鳴き声は、肉食獣の接近を知らせて警戒を促したり、リーダー争い

に勝利した喜びを誇示したりするために発せられる。しかし、その鳴き声は、

群れの構成員の全体、あるいは、一部の複数の成員に伝達できるが、特定の

成員にむけて発するのは容易ではない。 

正高信男（1991）は、リスザルやニホンザルなどの発声行動の研究成果に

基づいて、これらの霊長類には幾種類もの声を聴き分ける能力のあること、

その発声に叙述機能のあることを次のように述べる。 

 

リスザルの警戒音発声行動は彼らの行動が自足的な表出をはるかにこえた

次元で展開されていることを強く示唆している。リスザルは同種個体が近

辺に存在することが自覚されているときに限って、ピープコールを発する。

さらにその発声には、周辺にいる仲間との定常的な社会関係、仲間との時

間的にさかのぼる相互作用の一時的な経過が、大きく影響をおよぼすので

ある。（中略）自足的な表出では、信号を受け取る仲間の存在は偶然に決定

される。それに対してヤップコールの発声では、伝達の相手を意識して、

危険の存在という事象を伝達するという意味で、叙述機能の原型が見られ

る。（正高信男1991.p.180.下線は狩俣。） 

 

正高信男（1991）は、リスザルやニホンザルなどの霊長類が音声によって

複雑な情報の伝達を仲間同士で行っていること、様々な音域の音をカテゴリ

カルに把握して言語音として知覚しているヒトと同じように、これらの霊長

類もそれと遜色ない程度に音声を知覚していることを述べている。ケニアに

棲むベルベットモンキーは、異なる鳴き声をあげてワシ、ヘビ、ヒョウを区

別する。しかし、これらの鳴き声も主語や述語の分化がなければ一語文だ2。 

                                                  
2 正高信男（1991）は、身振りや視線などの行動の有無については言及していないの
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人間の言語にも一語文があり、その一語文にはいろいろなタイプがある。

身体的な感覚表出を表す「痛
いて

ッ。」、「熱
アチ

ッ。」や、嘆息のように発せられる「あ

ーあ！」、「えーっ！」などは、反射的に発せられるもので、聞き手の存在は

不可欠ではない。「おうい。」、「ねえ。」のような呼びかけや「うん。」、「うう

ん。」などの応答詞は聞き手に対する話し手の態度を表す。しかし、それが

一語文であるかぎり、伝達上の大きな制約がある。 

マイケル・コーバリス（2008）は、人類による言語の獲得には直立二足歩

行と両手の解放によって可能になった「身振り」が言語の起源であると主張

する。身振りは、音声言語の補助的な役割だけでなく、手話言語に見るよう

に音声言語に負けない伝達力がある 

近づいてくるライオンを指差して、大きな声でワオワオと発すれば、「（あ

れは)ライオンだ！」という文だ。接近するヒョウを指差してガーガーと発

すれば、「（あれは)ヒョウだ！」という文だ。発話場面に依存してはいるが、

指差しと視線の先の肉食獣が主語で、ワオワオ、ガーガーという警戒の声が

述語だ。「ワオワオ！」や「ガーガー！」は、音声的には一語文だが、直立

二足歩行によって解放された手を使った指差しと鳴き声を組み合わせた伝

達行為は、主語と述語を分化させた二語文に一歩近づいている。指差しと視

線と音声が主語や述語という異なる言語要素に対応することは二語文化に

とって大きな事件であった 

 誰かが道路上で「火事だ！」と叫んでいる。その言葉から何が起きている

かは分かる。しかし、どこが火事なのか、誰に向かって発したのか分からな

い。表に出ると、隣人が向こう岸の家を指差して「火事だ！」と叫んでいる。

それを見れば「向こう岸の家が火事だ」ということが分かる。前者の「火事

だ！」は一語文だが、後者の「火事だ！」は指差した家が主語で、「火事だ」

が述語の二語文だ。 

赤ちゃんの指差しによる指示機能の獲得について、正高信男（2001）は、

はじめは目の前の事物の探索的色彩の指差しから、赤ちゃんが指示機能をし

                                                                                                             
で、正高信男（1991）の観察した霊長類が身振りを利用しているか否かについては不

明だ。 
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ていると大人が誤解し、それに応える形で語りかけるのを確認して、指差し

が「探索的行動から、指示行動へとかたちを変え(p.118)」ていくと述べてい

る。 

 

周囲の誤解によってみずからの行動の別の機能に気づいてようやく対

象を指し示すことができるようになるからこそ、他者の指示行動の理解は、

自分がまずそれを実行するようになってのちに、可能になるのである。自

分の行動の指示機能に思いいたるまでは、周囲の指差しを目にしたところ

で、子どもの視線はせいぜい直立した人さし指自体の先端にとどまるばか

りである。それがやがて、指先からのびた、見えない延長線の先端をたど

りはじめるのだ。（正高信男2001.p.11.） 

 

赤ちゃんが現実世界の物の存在を認識・確認しようとする行為から、大人

の指示機能の模倣とそれに伴う音声の模倣へと移行し言語を獲得する。この

とき獲得されるのは、単語（名詞）ではなく、「これは～だ。」、「それは～だ。」

という叙述文で、探索的色彩の指差しは「これは何？」という疑問文で、い

ずれもまだ一語文だろう。 

 

4. 目は口程に物を言う－三人称の発生 

原猿類は、左右の目が顔の側面から前面に移動することで、遠くのものの

距離と位置を正確に認知し、世界を立体視できるようになった。正面から向

き合ってガンをとばしたり、逆に目を逸らして負けを認めたり、正対して相

手を注視して何かを伝えようとするチンパンジーやゴリラの行動は、両目が

顔の前面に移動することによって可能になったものだ。 

ゴリラ等の類人猿と人間の身体的特徴の違いのうち、言語の発生に関わる

重要な違いは、目の構造の違いだ。人間の目は瞳がはっきりしている。白目

と黒目の分化によって視線が分かれば、何を見ているかが分かる。複数の仲

間がいる中でも視線を共有することで伝達の相手＝聞き手を特定させるこ

とができる。何か伝えたいことがあると、まず相手の目を見つめて視線を送
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る。相手もそれに気づくと視線を送り返す。視線を交わすことによって、話

し手＝一人称と聞き手＝二人称という関係づけが生まれる。 

視線の共有は三人称の確立に重要な役割を果たす。指差しだけではまだ何

を指しているのかわからない。差し出された指先を見るだけだ。しかし、視

線を追って指で示したその先にあるものを確認できれば、発話者が何を示し

ているのかを共有することができる。すなわち、私からもあなたからも離れ

たところにある「あれ」や、たくさんの仲間の中の「かれ」を特定すること

ができる。視線の共有と指差しの組み合わさった発話によって、現実世界の

事物を指す三人称を取り込んだ二語文の成立に大きく前進することになる。 

視線を交わしながら、正対した相手の近くにある「それ」を見ながら手を

差し出して「ダー。」と発すると、相手は自分の持っている「これ」を話し

手が欲しがっていることが分かる。このばあい、実際に発せられた音声は「ダ

ー」だが、正対した相手の「あなた」が主語で、差し出した手の先にある「そ

れ」が補語＝直接対象で、「ダー」という音声が「くれ」という命令を表す

述語だ。このときの発話「ダー。」は、「（それを俺に)くれ。」という他動詞

述語の命令文だ。 

 
（正対した相手   差し出した手     発話者）     ダー。 
（あなたは    その果実を     私に）     くれ。 

主語    補語＝直接対象  補語＝相手対象   述語 
 

手に持っている果実を正対した相手のほうに差し出して「ウリ。」と発す

ると、自分のものを相手に上げるという意志を示すことができる。手に持っ

ている「この果実」が補語＝直接対象で、体を向けた視線の先、差し出した

手の先の相手が「あなたに」という補語＝相手対象で、「ウリ」という音声

が「やる」という意志を表す述語だ。このときの発話「ウリ。」は、「（私は

あなたにこの果実を）やる。」という他動詞述語の意志文だ。 

 
（発話者         正対した相手  差し出した手 ）   ウリ。 
（私は      あなたに    この果実を）      やるよ。 

主語        補語＝相手対象 補語＝直接対象    述語 
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 手の差し出しや視線で現実世界の事物を指さしながら「ダー（くれ）。」や

「ウリ（やるよ）。」と発すれば、「ダー。」や「ウリ。」のような１単語の発

話でも、手の差し出しや視線によって直接対象や相手対象を表した３単語文

や４単語文と同じだ。指差しと視線は、現実世界の事物を表す三人称の単語

の役割をはたし、手と目と声の組み合わせは、現実世界の事物を主語や補語

として取り込んだ発話になる。手と目と声という異なる媒体を組み合わせる

ことで、現実世界の事物を取り込んだ発話が生まれ、二語文化に向かって大

きく踏み出した。三人称の確立は二語文の成立にとって大きな一歩である。 

 

5. 色に出にけり－モダリティの表現 

動物は、毛を逆立てたり羽を広げたり唸り声をあげたり甲高い声を出した

り、さまざまな方法で敵対する相手を威嚇したり仲間に退避を促したり雌や

雄を誘ったりする。人間以外の動物に見られるこれらの行動は、モダリティ

と呼ばれる人間の言語の重要な文法的カテゴリーに相当するものだ。 

モダリティとは、知覚・認識した現実世界の出来事のうち、聞き手に有益

な情報を伝えたり、話し手にとって望ましい出来事を実現できるよう聞き手

に命令したり勧誘したり願望を述べたりする、現実および聞き手に対する話

し手の態度をいう。文は、対象的な内容とモダリティを構成要素としてなり

たっている。文の対象的な内容とは、人が現実世界の出来事を文のなかにう

つしとって表現される人やものの動作や変化や状態であり、ものの特性や関

係や質だ。話し手と聞き手と現実世界のあれやこれやを分化させた人称が発

生して、二語文化が進むと、文の対象的な内容に対する話し手の態度＝モダ

リティを明確かつ詳細に表現できるようになる。 

文は、モダリティの違いにしたがって次のように分けることができる3。 

                                                  
3 笑い声も泣き声も非言語的な表出だ。それらは一語文だが、「嬉しいなあ。」、「腹減

った。」、「痛ッ！」などに相当する、一人称の感情表現であり、モダリティの表現だ。 
 

笑いはまぎれもなく、ポジティブな情動の表出である。周囲が友好的に働きかけ

れば働きかけるほど、赤ちゃんは笑いの頻度を増加させるに違いない。それがまさ

に言語技術の発達の第一歩となる。かくして進化の過程で人類は非言語的表出から

言語的表出へとジャンプすることに成功したのだろう。 （正高信男 2001.p.85.） 
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つたえる文（叙述文） 

ものがたり文     はたらきかける文（命令文、勧誘文、依頼文を含む） 

まちのぞみ文（希求文） 

たずねる文（質問文） 

 

表情や身振りや行動は、モダリティの表現手段だが、もっとも重要なモダ

リティの表現手段は音声だ。 

 

食事中の劣位なゴリラをどかせて、優位なゴリラがその食物を独占する

といったことも起こる。ただ、そうした場合、ゴリラは相手から二、三メ

ートルの距離でいったん立ち止まって、じっと相手の顔を注視する。相手

がどかなければ、口を尖らせてコホッコホッという咳のような音声を出す。  

（山極寿一2007.p.148.） 
 
立ち止まって正対することで伝達相手＝二人称が特定されるが、それだけ

で話し手の意図は必ずしも伝わらない。明確に意図を伝えるために「コホッ

コホッ」と声を発する。その「コホッコホッ」は「退け」という命令のモダ

リティを表している。 

正対する相手の持っている果実の方に手を差し出して「コホッコホッ」と

声を発すれば、正対した相手が二人称の主語で、差し出した手の先の果実が

三人称の補語で、「コホッコホッ」という声が「よこせ」という命令を表す

述語だ4。 

 
（差し出した手     話し手）      コホッコホッ。 
（その果実を        私に）       よこせ。 
補語＝直接対象      補語＝相手対象   述語 

 

上のコホッコホッという音声は、人称と主語・述語の分化した命令のモダ

                                                  
4 命令文の主語（動作主）＝二人称は、省略されるのが普通で、この発話にも主語の

聞き手は省略される。 
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リティを表す人間の言語の命令文に似る。 

遠方を指差しながら荒げた声で「ゴホゴホゴホ!」と激しく連呼して仲間

に警告したとしよう。このときの指差しと視線は「ライオンだ。」という一

語文＝叙述文で、「ゴホゴホゴホ!」は「逃げろ!」という命令文で、二つの一

語文かもしれない。はたまた、指差しと視線が「ライオンが」という主語で、

「ゴホゴホゴホ!」が「来たぞ」という述語で、二語文の叙述文かもしれな

い。 

 
（指差した先 ）        ゴホゴホゴホ。 
（ライオンだ。）  逃げろ。 
（ライオンが）         来たぞ。 

 

寝ているライオンを指差して「コホコホ。」と小さな声で「（ライオンが)

居るぞ。」とライオンの存在を伝えて注意を喚起することができる。これは

叙述文のようでもある。 

 
（指差した先 ）    コホコホ。 
（ライオンが）      いるぞ。 

 

さきの「ゴホゴホゴホ!」が命令文で、「コホコホ。」が叙述文だとすると、

音色や音声の強弱の違いが表現しているものは、命令と叙述のモダリティだ。

音声の違いによってモダリティを表しわけられるようになることは、話し手

の伝達の意図や態度が聞き手に明確に伝えられるという意味で言語の発生

にとって重要な事件だ。指差しと視線が主語や直接補語や間接補語の機能を

担い、音声がモダリティを表す述語の機能を担うように分化して伝達行為に

固定化されるようになれば、二語文化が進む。 

 

6. 眼にはさやかに見えねども－指差しから声に 

指差しや視線などによって近くのものを指して「これ」や「それ」を指定

することはできるが、遠くにある複数のものの中から一つの「あれ」を特定

することは容易ではない。その場に居ない仲間の「かれ」を表すこともでき
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ない。指差しと視線には、見える範囲のこれ、それ、あれ等の指示代名詞と

私とあなたの人称代名詞の機能しかない。 

指差しと視線と声の組み合わせが主語や補語や述語に機能分化して二語

文に近づくとはいっても、それはまだ発話現場に依存した伝達行為だ。場面

に依存してしか伝達行為が成立しないとすれば、それはまだ二語文としての

資格を有しているとはいえない。 

奥田靖雄（1964）は、子どもの言語獲得が一語文から始まること、その一

語文が発話場面に依存してしか成立しないことを次のように述べる。 

 

初にあらわれる言語活動の形態は、文としてはたらいている単語、つま

り「一語文」である。したがって、子どもの言語活動の 初の段階を単語

＝文の所有であるとみなしてもいいわけである。そうだとすれば、子ども

によって知覚された単語＝文のなかに主語があるばあいは、述語はその子

どもによって直接的に知覚された行動＝場面のなかにある、ということに

なる。つまり、子どもによって知覚された単語＝文は、具体的な行動場面

のなかでのみはたらいていて、それとの関連のなかでのみ理解されるので

ある。（中略）子どものつかう単語は同時に文としてはたらいており、そ

れは具体的な場面や行動からきりはなしては、おとなであるきき手に理解

できない。（中略）このような事実から、子どもの 初の言語活動は行動

的であり、場面的であると特徴づけることができる。そしてこの種の一語

文は、言語学的にみて、非文法的である。子どもはまだ文法を所有してい

るとはいえない5。p.207 

 

奥田靖雄（1964）は、子どもの一語文がおとなの二語文に変わるには、文

（発話）が場面から離れなければならないと述べる。言語の起源においても

一語文が二語文に昇華するには、出来事が現象している場面から離れたとこ

ろでその出来事について伝えられなければならない。言語は、発話場面から

                                                  
5 本稿では『奥田靖雄著作集 4 言語学編(3)』2015 むぎ書房から引用した。 
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独立した記号体系なのだ。 

 

子どもは自分の所有する単語を身体的な行動や直接的な場面からきりは

なして、言語活動の行動＝場面的な性格をうしろの方においやらなければ

ならない。（中略）場面や行動のなかに述語（あるいは主語）が存在する

かぎり、主語と述語とからなりたつ文ではなす必要はおこらない。一語文

の段階では、子どもの言語活動はつねに場面にしばりつけられているので

ある。直接的な場面から解放されて、自分の意志をあい手に自由につたえ

るためには文の意味は文自身からあきらかにならなければならず、そのた

めには子どもは文法を所有しなければならない。（p.208。下線は狩俣）。 

 

家族のような小さな集団が森の中で暮らしているうちは、その場に居ない

「かれ」、その場に無い「あれ」、見えない「あそこ」について話す必要性は

小さい。しかし、気候変動によって熱帯雨林が減少したり、雨季と乾季の差

が生じて乾季に森の面積が大きく減少したりすると、食物の確保のために森

を出て採食活動しなければならなくなる。直立二足歩行の能力が強化されて

移動距離が長くなり、遠くで見つけた食物や危険な肉食獣の存在を家族や仲

間に伝えることができれば、協力しあって大きな利益を得ることができる。 

手の能力も向上し、手を使って食物を採取したり食料を持って移動したり

することが増える。伝達行為における指差しの役割が低下し、音声の使用へ

の移行が求められる。 

 

7. 声に出せば－代名詞から名詞に－ 

初めは指差しながら音声も同時に発して事物を指し示していたが、ベルベ

ットモンキーがワシやヘビやヒョウを音声によって区別したように、特定の

音声と特定の事物の繋がりが固定化すれば、音声だけで事物を指し示せるよ

うになる。しかし、その事物が存在する現場で指し示された事物と指し示す

音声の結合が義務的で、音声に指し示しの機能しかなければ、まだ二語文と

はいえない。 
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キーキー         ゴホゴホゴホ。 
（ライオンが）        来たぞ。 

 

音声と指し示される事物の対応関係が固定され、音声と事物との結合、す

なわち指示するものと指示されるものとの一対一の関係が集団に共有され

るようになれば、その音声を聞いただけで当該事物をイメージできるように

なる。指差しに替わって、音声が主語や直接対象や相手対象等の機能を担う

事物を表せるようになれば、発話現場に存在しない事物でも当該の音声を使

って情報を伝達することが可能になる。 

発話現場から独立した二語文が成立するには、代名詞的な機能しか持たな

い指差しに代わって、音色の異なる音声が特定の事物や運動と結びつかなけ

ればならないし、それが集団に共有されなければならない。指し示し機能し

か持たなかった音声に名づけ機能が加わって単語が生まれる。集団に共有さ

れた語彙的な意味をもった単語を組みあわせることで、発話場面に依存しな

い二語文が完成する。音声のみで主語＝名詞も述語＝動詞も表す二語文にな

るのだ。 

強弱や長短や高低や繰り返しの回数を変えた音色の違う音声によって複

数の単語を作りだすことができれば、キーキーのような叫び声、ブルブルの

ような唇を震わせた声、コホッコホッのような咳払いなどでもいい。それら

を組み合わせた二語文で十分な情報伝達ができる。初期人類の 初の言語音

声は、現生人類の言語音声のように母音と子音の分化した精密な分節性を有

している必要はない。特定の音色の音声が特定の事物と結びつけば、十分だ。

幼児語のマンマン、ブーブー、ポンポン、ベンベンや、オノマトペのワンワ

ン、ポンポン、パクパクのような重複語でいい。 

犬の鳴き声を表す擬声語のワンワンが犬を表す幼児語の名詞になったり、

擬音語のガラガラが乳児の玩具を表す名詞になったりするのと同じく、初期

人類の単語も擬音語のような単純音節の繰り返しであった可能性がある。日

本語に見られるミンミンゼミ、ツクツクボウシのような擬声語由来の名詞も

単純音節の繰り返しだ。「ママ」「パパ」「マンマン」「ブーブー」のような幼
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児語に単純音節の繰返しが多いのも初期人類の言語と同じだろう。 

ワオワオやガーガーが名詞専用の単語になると同時に、動詞専用の単語も

固定されていく。日本語の擬声擬態語は、「スタスタ歩く」「手をパチパチ叩

く」「水をゴクゴク飲む」、「飯をパクパク食う」のような動詞の表す動きの

様態を詳しく表す。初期人類の動詞は、「パクパク」だけで「食べる」の意

味の動詞であり、「スタスタ」だけで「歩く」の意味の動詞であるような重

複語であったかもしれない。 

ジャレド・ダイアモンド（2015）は次のように二歳児の発する「二語の組

み合わせ」は、名詞、動詞、形容詞を並べただけで、助詞などもない単語の

羅列で、そこにはまだ文法が無いという。 

 
どのような人間の社会であれ、子どもは二歳になると、一語の単語の発

音から、二語の組み合わせ、それ以上の組み合わせへと自発的に進んでい

く。しかし、こうした発声はまだ単語を単に並べただけにすぎず、文法は

まったくともなっていない。単語も名詞、動詞、形容詞にとどまる。二歳

児の単語の羅列は、ピジンの初期段階、または記号の使い方を学んだ類人

猿が並べる単語の組み合わせに似ている。（ジャレド・ダイアモンド

2015.p.148.） 

 

しかし、単語の語彙的な意味も重要な文法的な要素だ。「ワンワン、マン

マン、食べる」が「犬が餌を食う」以外の解釈、すなわち、「犬を餌が食う」

も「犬だ餌が食うを」も成り立たない。助詞や前置詞や冠詞等が無くとも、

名詞、動詞、形容詞の品詞に分化した単語に主語、補語、述語の機能が備わ

っていれば、それは、文法の備わった二語文だ。 

人間を表す単語が主語の位置に置かれれば述語の動詞は意志動詞になる。

「食う」「投げる」「掴む」等の動詞が述語の位置に置かれれば直接対象を表

す補語が必要になり、聞き手もそのことを理解しているので、しかるべき単

語が現れるのを期待する。あるいは「ジージー ニーニー ゼンゼン キン。」

のように二つの人名詞のジージー（祖父）とニーニー（兄）、一つの物名詞
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ゼンゼン（お金）と授受動詞キン（やる）が含まれる文なら、「祖父、兄、

お金、やる。」のような 4 単語文になる。助詞などが無くても伝達は可能だ。 

正高信男（2001）は、助詞抜きの単語を並べただけの「赤ちゃんことば

（baby talk）」について次のように述べる。 

 

日本語では「車が橋の上を走っている」と表現する代わりに、「ブーブ

ー、ハシ、走ってる」と助詞をはぶき、統語法を簡略化し、車をブーブー

と置き換えることが頻繁に行われる点こそ、その代償と考えられる。わが

国では幼い子どもに話しかける際、独特の擬音語、擬態語が助詞を省略し

た文中で非常に頻繁に用いられるのは周知のとおりである。（正高信男

2001.p.61.） 

 

主語や述語の分化した二語文と分化のない一語文の喃語とは一線を画す。

初期人類の言語もbaby talkのような単語を並べただけのものであったと考

えられる。 

 

8. それは美味しいよ－知識、経験の伝達と継承 

ゴリラは、森のいたるところで手に入る葉や未熟の果実も食糧にできるの

で、移動する範囲が狭くてもいい。しかし、身体が大きくなって地上に下り

た人類は、高い木の上の熟した果実を得るのが難しくなる。雑食だった人類

は、穴の中や枯葉の下に隠れた小動物への食糧依存度も高い。森林面積が減

少して草原に出ると、季節に左右される熟果や小動物などの食糧確保のため

に、それまで以上に広い範囲を移動しなければならなくなる。 

日中の草原で長距離移動を繰り返しているうちに、密生していた長い体毛

が薄く短くなって発汗作用の効率があがると、体温の上昇が抑えられ、さら

に長距離の移動が可能になる。直立二足歩行は、肉食獣から逃がれたり食糧

となる俊敏な小動物を追ったりするには不利だが、獲物となる動物が疲れて

動きが鈍くなるまで追いつづけることができる。 

直立二足歩行によって解放された手は、太い木の枝や動物の骨などを道具
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にして食糧採取の効率を上げ、遠くで獲得した肉や果実を両手に抱えて住処

に持ち帰り、メスや小さな子どもたちに与えることを可能にした。食糧を住

処に持ち帰って分配することは、胎児を抱えたメスや授乳期のメスだけでな

く、幼い子どもにとっても望ましいことだった。家族を維持し、群れを大き

くすることに貢献した。 

人類がゴリラやチンパンジーとの競合をさけ、森を出て草原で活動をしな

がら子孫を増やすには、大きな集団が有利だ。森を出ると、危険な肉食獣に

遭遇することも増えるが、多くの目があれば、いち早く発見して仲間に知ら

せ、肉食獣からの被害を減らすことができる。捕食されて仲間の数が減って

も、大きな集団なら群れの力の減退を抑えることもできる。大きな集団は、

草食動物を長時間追いかけて協働して狩りをするにも、広いテリトリーを安

定的に維持するにも有利だ。 

語彙的な意味を持った単語を備えた言語があれば、目には見えない離れた

場所の危険や安全を仲間に伝えることができる。遠くにある特定の食物の存

在を伝えることができる。新しい場所に移動してもそれまでの経験や知識を

活かして食物を手に入れることができる。貴重なタンパク質源である動物に

もさまざまな生態があり対応方法もいろいろだ。雑食の進行は、さまざまな

食糧に関する知識や経験を多くの仲間に伝達し、若い仲間や子供たちに継承

することが一層重要になる。 

語彙的な意味を持った単語を備えた言語の獲得は、より多くの仲間に食糧

調達の技術を伝達し、その技術を磨き上げて向上させることに貢献した。言

語による教育がさらに多くの食糧調達を可能にする。二語文による伝達能力

の向上は、大きな群れが協働するうえでいっそう有利な状況を生み出す。 

言語伝達能力の獲得は、発話現場に存在しない出来事を頭に思い描きなが

らそれを表現する能力の獲得だ。そして、他者の発話を耳にして、彼の言わ

んとすることを理解する能力、すなわち発話者と同じ出来事を頭に思い描い

て再現する能力の獲得だ。 
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9. あれは誰？－社会の形成 

チンパンジーなどの複雄複雌の群れ、あるいは、ゴリラなどの単雄複雌の

群れでは常にメスをめぐるオス同士の争いがある。その争いは、群れを分裂

させたり、有力なオスがケガで傷ついたりして群れを縮小させたりすること

がある。群れの外からきたオスが群れのボスに替わったとき、子殺しの起き

ることもある6。安定した群れ社会を維持していくにはメスをめぐる葛藤と

インセストを回避することが重要だ。山極寿一（2007）は、ゴリラの子殺し

について述べながら、父系の複雄群について次のように述べる。 

 

思春期に達したオスにとって、もし単独生活を送らずにメスと交尾す

る機会があるなら、群れを出ない道を選ぶだろう。父親と息子は交尾

相手を重複させずに一つの群れに共存することが可能である。もし多

くのメスが加入してきて、兄弟間にも許容力が高まり、交尾相手を重

複させずに共存が可能になれば、二頭を超えるオスたちが共存する複

雄群ができる。（中略）子殺しはメスに複雄群を選択させ、血縁関係に

あるオスたちの共存をうながして、父系社会の傾向を強めるのである。

（山極寿一 2007.p.179.） 

 

人類は、類人猿のなかで単雄単雌の形態をとる例外的な存在だ。メスは、

出産前後の期間を除き発情期間が長く、単雄単雌であっても、オスは性の葛

藤から解放される。 

人類は、他の哺乳類に比べて成長の遅い子どもを育てなければならず、種

                                                  
6 乳児を抱えているメスは交尾をしないので、群れの外から移ってきたオスが乳児を

殺して雌の発情を早めるために子殺しが行われる。単雄複雌や複雄単雌での子殺しの

あることも知られる。 
 

発情期に季節性がなく、メスが一斉に発情しないという特徴も子殺しが起こる種

の特徴だ。（山極寿一 2007.p.185.） 
 

初期人類も山極寿一（2007）がいう発情期に季節性がなくメスが一斉に発情しない

特徴を持つ。オスの多い群れであるにも関わらず子殺しが起きないのは、ペアによる

家族を単位にした群れ社会だったからだろう。 
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を維持するには、多産であることが必要だ。メスは常に小さな子どもを抱え、

子育てに多くの時間を取られる。メスの側からも、大人のオスの多い群れな

ら、妊娠期間や授乳期間のメスを守り、成長に時間を要する子どもの子育て

に参加し、食糧を確保してメスや子どもたちに分配してくれるというメリッ

トがある。 

単雄単雌の家族のばあい、父親だけでなく成熟する前の兄姉も幼い妹弟の

子育てを助ける。幼い妹弟の世話を見ることで、兄弟姉妹間でもインセスト

タブーを維持する基盤が作られる。 

群れが大きくなると、大人のオスも増えて狩猟などの食糧調達の効率もあ

がり、多くの食糧を持ち帰って仲間に分配することができる。狩りに出ない

若いオスやメスが大人のメスの出産や育児を助け、大人のメスの負担が減り、

出産率も上がる。単雄単雌の家族が複数集まる父系制の群れは、オスにとっ

てもメスにとってもメリットがある。 

複数の家族から成る大きな群れが形成されると、群れの仲間を区別するた

めの固有名詞や、あれは誰の妻、誰の父、誰の兄弟、誰の子、誰の娘、誰の

いとこ等々、仲間を関係づける単語も生まれ、インセストや性によるトラブ

ルをいっそう回避できるようになる。 

血縁で結ばれた父系制の単雄単雌の家族が複数集まった群れは、性をめぐ

るトラブルも少なく、親和的な関係を維持しながら広いテリトリーを共有す

ることができる。近接する群れとは、若いメスの出入りを介して緩やかに繋

がる。言語は、大きな集団内だけでなく、近接の群れとの間のトラブルを避

けさせ、親和的な関係を構築するにも重要な役割を果たす。大きな集団に言

語が備われば鬼に金棒だ。群れが大きくなってたくさんの経験が蓄積される

と、言語の重要度はさらに高まり、言語能力は一層促進される。 

 

10. 語彙の蓄積から音節と音素の生成へ 

人間の言語音声と動物の鳴き声の大きな違いは、単語が音節という発音上

の分節的な単位で区切られていることだ。音節も、ひとつながりの未分節の

音ではなく、母音と子音という性質の異なる音素を組み合わせて作られる。
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単語は、音節と音素という二重の分節的な単位を組みあわせてつくられたも

のだ。 

人類は、直立二足歩行によって首筋が伸び、喉頭が下降して咽頭が広くな

って舌が自由に動くようになり、分節的な単位（音節と音素）に区切って発

声することが可能になった。分節的な単位を持つことで単語の数が爆発的に

増える。 

人間の言語音声は、有限個の音素（子音と母音）を組みあわせて音節を作

り、その音節を繋げることによって数百語、あるいは数千語、言語によって

数万語の単語を保有することを可能にする。集団に共有された大量の単語の

中から、その場の必要に応じた単語を選び出し、文法規則にしたがって単語

の形を変えて組み合わせて文がつくられるのだ。 

人間の言語の起源については、音素と音節という言語音声の分節性に着目

し、音声器官の構造の発達の観点からの議論もある。言語の起源、あるいは、

言語の獲得を音声器官の発達に見いだそうとするのは、現在の言語音声を前

提にしているからだろう。しかし、音声器官は、化石として残らないので、

そこから 終的な回答を得るのは難しい。 

 

人類の祖先が初めて言語を発したのはいつだったのか、人類学の分野で

はずっと議論が続いている。発声器官である喉頭は、軟組織でできている

ため化石化しない。したがって、人類の祖先の発声器官の解剖学的構造を

知るには別の角度から証拠を集めなければならない。喉頭がぶらさがって

いる舌骨は、化石として残ることもあり、多少の手がかりを提供してくれ

ることもある。一方で口の大きさや形、発声をつかさどる神経が通る頭骨

の孔の大きさもまた、発語の可能性に関する詳細を明らかにしてくれる。

しかし声道についての解剖学的な詳細を知ることは不可能だ。（アリスロ

バーツ2012.p.32.） 

 
第 7 節で述べたように、母音と子音の分化しない音声であっても、音色を

変えた単純音節を繰り返しただけの擬音語や擬態語のような名詞と動詞を
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組み合わせて文をつくれれば、baby talk のような単語を並べただけのもの

であっても、それが単語で構成された二語文なら、十分な意思疎通と情報伝

達が可能だ。もっとも重要なことは、主語、述語、補語のように機能分化し

た単位があり、それが語彙的な意味をもった単語として存在し、それを組み

あわせて文を作りだすことなのだ。 

雑食であるがゆえの食糧に関するさまざまな知識はもちろん、直立二足歩

行によって遠くまで移動して見えない領域の事物に関するさまざまな知識

が蓄積されることにともなって単語の数が増えていく。「折る」「摘む」「割

る」「投げる」など解放された両手の動作、「美味い」「不味い」「固い」「柔

らかい」「大きい」等の物の特性、「嬉しい」「悲しい」「痛い」などの心理的、

生理的な状態など様々な単語が生まれる。 

単語の数が増えると、それを区別するための音声のバリエーションも増え

る。正確な情報伝達のために 2 単語文、3 単語文、4 単語文を発するには、

非分節的な長い重複語では不都合が生じる。音素や音節という音声上の単位

は、単語の数が増えていく中で長い重複語を短く発音することで生まれたの

だろう。 

 

11. 言語能力の獲得は 

 人類の祖先は、樹上生活の中で熟した果実や蜜を含んだ栄養価の高い花等

を食物にしていく過程で立体視や色彩視の能力を獲得した。栄養価の高い熟

果とタンパク源の小動物も食物にしたことで体が大きくなり、地上生活に移

行せざるをえなくなったが、高カロリーの食物摂取は、脳を大きくすること

にも寄与し、認知能力を向上させた。地上生活の常態化は、直立二足歩行の

能力と手を器用に使う能力を向上させた。伝達手段として機能していた声に

目と手を組み合わせた発話を成立させる素地が用意された。 

 森林面積が減少すると、食糧確保の場を森から草原に移さざるを得なくな

り、遠くにある食糧と天敵に関する情報を仲間と共有することが重要になる。

行動範囲がさらに広がると、発話現場に存在しない事物について伝える必要

性がでてきて、発話における手と目の役割が低くなり、それを声が担うよう
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になった。 

 二語文が成立するには発話内容に現実世界の事物を取り込まなければな

らない。現実世界の事物を主語や補語として指し示す手と目、述語を表す声

という異なる媒体の組み合わせが分節化の始まりだ。行動域の拡大によって

指示機能しか持たない手や目の機能が声に移行し、語彙的な意味を持った単

語が生まれ、発話場面から独立した記号体系としての言語が成立したのだ。 

 言語の獲得は、自然淘汰を通して実現された生物学的適応であり、原猿類

から類人猿を経て人類に進化する過程で受け継いだ能力を発展させたもの

だ。ある日突然話しだしたわけでもなく、神から与えられたものでもない。 

 インセストタブーを維持して性によるトラブルを避け、メスの出産と育児

のための労働軽減をもたらした単雄単雌の父系の家族は、言語を使うことで

大きな群れを維持することを可能にしただけでなく、隣接の群れとの親和的

な関係も作った。 

 二語文が群れ社会の成員に共有されれば、仲間の知覚した出来事や経験し

た出来事を聞いて理解することができる。そこに実際の事物が無くても、集

団に共有された単語を組みあわせ、一定の文法規則に従った文を作って相手

に伝えることができる。聞き手もすでに所有している言語能力のおかげで、

その文を聞いて目には見えない出来事を理解することができる。それまでの

経験から評価や意見を伝えることもできる。 

 人類は、自らが知覚した出来事だけでなく、経験を基にして事物の内部に

潜む特性を認識して伝達したり、他者の発話を耳にしただけで発話者と同じ

ものを頭の中で再現し理解できるようになり、他者の心理的、生理的状態を

理解し、共感する能力も獲得した。 

 発話現場から独立した記号体系としての言語の生成、すなわち言語能力の

獲得が人類の思考能力を飛躍させたことは間違いない。人類は、言語を獲得

することによって進化を加速させた。 
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