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一単語文から分節文へ

－人間の言語の特性と起源（再考）

狩　俣　繁　久

１．人間の言語の起源をめぐって

　人間の言語と動物の鳴き声の最大かつ重要な違いとして知られている二重分

節とは、発話の最小の単位である文が単語という語彙＝文法的な単位に分節さ

れ、単語が音素という音韻論上の単位に分節されることをいう。分節された音

素を組み合わせて単語を作り、その単語を組み合わせて文を作る。言語の起源

を論じることは、未分節の動物の鳴き声から分節的な人間の言語がどのように

して生まれたかを論じることだ。

　池内正幸（2010）によれば、言語起源論には一語文説と合成説がある。音連

鎖が分節化されるのが一語文説だが、ホモエレクトスは、子音や母音を発する

ための調音器官の発達が不十分で、母音や子音を明瞭に発音できず、語彙＝文

法的な単位である単語の分節もできないと述べる。そこから一語文説ではなく、

合成説を主張する。

　池内正幸（2010）は「何らかの意味」をもった「原始的な語」が二、三つ連

なっただけの原型言語を想定する。「原型言語の最初の段階から語（原語）が

存在していてそれらをつなぎ合わせて原型言語の表現」を作り、「文の意味は

それらの語の意味を合成すれば得られる p.109」という考え方を「合成説」と

呼んでいる。池内正幸（2010）の合成説は、原型言語から階層的句構造をもっ

た、完成された言語に発達する二段階進化説の一部をなす。

　池内正幸（2010）は、原型言語の参考例として英語の 1 歳 7 ヶ月児の発話を

挙げている。

More　coffee（もっとコーヒー）

Write　a　pencil（鉛筆書く）
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You　write　a　pencil（あなた鉛筆書く）

　これらの例は、完成された大人の文に比べれば、語尾や助詞などの接辞をも

たない単語が線的に並んだ単純な構造だ。しかし、これらの文はモダリティも

人称の分節もあり、主語や述語や補語に機能分化した名詞や動詞や副詞が有機

的に繋がったものだ。

　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.）

　池内正幸（2010）の原型言語も正高信男（2001）の baby talk も単語が並ん

だだけの文だが、未分節の喃語とも動物の鳴き声とも異なり、主語や述語の分

節があり、構造は単純だが分節化された文だ。

　池内正幸（2010）の主張する合成説は、“原語＝分節化した単位”の存在が

前提にある。原型言語の成立には未分節の音連鎖からの原語の切り出しが先行

していなければならない。一語文説と合成説は対立する二者択一的なものでは

なく、二段階進化説は一語文説を含む。分節化した原語の存在を前提にした合

成説と二段階進化説は、言語起源論ではなく、分節化した原型言語がいかに進

化したかを論じる言語進化論だ。したがって、未分節の音連鎖＝未分節文がい

かにして分節文に移行したかという言語起源に関する課題は残されたままだ。

２．音声か身振りか－分節化をめぐって

　言語起源論の議論には、鳴き声に起源を求める音声説のほかに、直立二足歩

行によって開放された両手の動きを含めたジェスチャーに起源を求める身振り
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説がある。身振りは、音声言語の補助的な役割しか持たないものではなく、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。

　正高信男・辻幸夫（2011）のなかで正高信男は、発声を音声器官の身振り運

動として考えることができ、音声も一種のジェスチャーで、「聴覚を使うか視

覚を使うかという違いはあっても、脳と身体部位の協調活動という点ではいず

れも運動プログラムの実行と、そのレパートリーの認知にかわりはない（p.41）」

と述べる。そのうえで「メディア特性という観点から見れば音響的な発信の方

が、身体のしぐさによるものよりもはるかにブロードキャストできるという側

面では有利」であり、音声が言語の起源であることを述べる。しかし、直立歩

行して両手を巧みに使って精巧な道具を作る人間のみが言語を所有する。そう

だとするなら、直立二足歩行によって解放された手も言語の起源に重要な役割

を担ったという考えも捨てがたい。

　岡ノ谷一夫（2012）によれば、ジュウシマツは歌の要素を分節化して学習す

る。ニホンザルは設定された状況を分節化し、分節化された状況にラベル付け

をする。岡ノ谷一夫（2012）は、単音節の鳴き声ではなく、歌を起源と考え、

音列分節化と状況分節化を導いて相互分節化仮説を提唱する（詳細は岡ノ谷一

夫（2012、125-129））。

　呼吸の意図的制御を前適応として発声学習が成立し、そこを基盤として複

雑な音列をコミュニケーションに使う行動が進化し、また、さまざまな社会

状況をラベルする必要が生じてくる。するとある時点で音列と状況の相互分

節化を励起するような社会が生じ、ひとつながりの音列に階層性が生まれ

て、意味の階層性も作り出すようになる。ここに至り、生物学的な準備が完

了し、その後の精緻化は文化的な過程として理解できるようになる。さら

に、文化的に蓄積された信号をあらたな適応ニッチとして脳を中心とした

コミュニケーションシステムに変容が起き、信号と脳との共進化が起こる。

言語はこのように進化してきたのであろう。p.129

　岡ノ谷一夫（2012）の音列分節化と状況分節化を前提にする相互分節化仮説
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は、池内正幸（2010）のいう一語文説だろう。分節化された音列と状況が対応

して結びつき、特定の下位状況のラベルになった特定の音列は、池内正幸（2010）

の原語に相当する。ただ、岡ノ谷一夫（2012）は、状況＝出来事を構成する部

分（単語などの単位）への分節化を明確に示していない。

　次節で述べるような人間言語の分節性は音連鎖が単に前後二つに分かれると

いう単純なものではない。本稿は、人間の進化過程で前適応的に存在した器官

と機能、すなわち、音声器官と解放された手と顔の前面に移動し遠くを見る能

力に優れた目を利用することで非分節文から分節文への移行が可能になったこ

とを論じる。

３．分節とは

　本稿では、次の（１）～（４）の分節を考える。

（１）構文機能的な単位の主語、補語、述語等の文の部分の分節

（２）語彙＝文法的な単位である名詞、動詞、形容詞等の品詞の分節

（３）一人称（話し手）、二人称（聞き手）、三人称（話し手と聞き手以外の

　　現実世界の事物）という人称の分節

（４）現実世界の反映としての文の対象的な内容と、聞き手に伝える文の目

　　的＝モダリティの分節

　次の五つの文は、主語、述語、補語（直接対象、間接対象など）の文の部分と、

代名詞を含む名詞、動詞、形容詞などの単語で構成される。その単語は、一人

称（私）、二人称（あなた）、三人称（あれ、ライオン、果実など）の単語が含

まれている。五つの文には、叙述文や希求文や命令文があるが、それらはモダ

リティの違いによる陳述的な文のタイプの違いだ。主語や述語や補語等の機能

をもった名詞や動詞等の単語が組み合わさっているだけでなく、モダリティの

違いも表し分けられている。
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  （ア）名詞述語の叙述文

あれは　　バナナだ。

主語　　　述語

代名詞　　名詞

  （イ）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

  （ウ）形容詞述語の希求文

私は　　　その　　　　　　果実が　　　　　　　食べたいな。

主語　　　連体修飾語　　　補語＝直接対象　　　述語　　

名詞　　　連体詞　　　　　名詞　　　　　　　　動詞派生の形容詞

  （エ）他動詞述語の命令文

その　　　　果実を　　　　　　私に　　　　　　　くれ。

連体修飾語　補語＝直接対象　　補語＝相手対象　　述語

連体詞　　　名詞　　　　　　　代名詞　　　　　　他動詞

  （オ）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　　　連体修飾語　補語＝直接対象　　補語＝相手対象　　述語

名詞　　　連体詞　　　名詞　　　　　　　代名詞　　　　　　他動詞

　言語コミュニケーションの大部分は、上のような複数の単語で構成される分

節文が担うが、分節化されない 1 単語だけの未分節文もある。次節では未分節

文から分節文が派生する過程を考える材料としてたかきかずひこ（1994）の論

じた日本語の未分節文を検討する。

４．未分節文から一単語文へ

　驚きや恐怖や怒りなどの感情を丸ごと差し出す、「ああ。うわあ。えっ。きゃっ。

ほう。」などの感動詞だけからなる感嘆文がある。感嘆文は原初的な未分節文
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で、泣き声や笑い声の延長上にある。未分節文には感嘆文だけでなく、「おお

い。ねえ。よお。」等の呼びかけ文、「はい。うん。いいえ。」等の応答文、「ほ

ら。さあ。どれどれ。」等の働きかけ文等がある。

　たかき（1994）は、日本語の未分節文（たかき 1994 では独立語文）を「あ

ふれで文」と「かけあい文」の二つに分けている。「あふれで文」は、聞き手

の存在を前提にせず現実世界の出来事に対する話し手の反射的な感情の表出や

外からの刺激に対する反応としての情動を思わず発する文だ。「かけあい文」

は聞き手が前提にあり、話し手の情動＝態度を伝える文だ。

　たかき（1994）は、使用される単語によってあふれで文とかけあい文を「非

成分文＝声出し文」と「成分文」に分けている。非成分文は「本来の感動詞と

呼ばれる単語でできている独立語文」で、成分文は、「本来なら主語・述語・補語・

修飾語・規定語・状況語になる名詞・動詞・形容詞・副詞という単語を非分割

構造に使った独立語文」だ。そして、次の 4 つに分けている。

  （カ）あふれで非成分文

「ああっ。」悲鳴をあげて節子はとびのいた。

  （キ）あふれで成分文

「…いい。この辺はいいですな。」

  （ク）かけあい非成分文

「明日はなにもかも叩き売ろう。いいな。」「ああ」

  （ケ）かけあい成分文

「おれ、荷物持つよ」少年はいそいで手を伸ばした。「いいよ。そんなこと

しなくても」

　感動詞を用いるあふれで非成分文（以下感嘆文）は、典型的な非分節文で、

外界の刺激に反応して発せられた文だ。聞き手の存在が前提になく、聞き手に

対するモダリティの表明もない。先に示した（１）～（４）の分節がない。こ

れらは、表情や身振り等の非言語手段を伴ったり、表情や身振りだけで表現さ

れたりする。
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　思わず発する「痛っ！熱っ！不美味！」等のあふれで成分文も広い意味での

感嘆文に含まれる。聞き手の存在は必ずしも必要ではないが、発話場面に存在

する事象（客体）に対する話し手の評価や外界からの刺激に対する反応（モダ

リティ）が表されている。「ちぇっ。へえ。ふうん。」等の感動詞を用いた感嘆

文もここに含まれる。話し手（主体＝一人称）と事象（客体＝三人称）と態度

表明＝モダリティの分節の萌芽がある。

　かけあい非成分文の下位タイプの「はい。いいえ。うん。」等の応答文、「お

い。おおい。もしもし。」等の呼びかけ文は、聞き手＝二人称からの問いかけ

に対する諾否、聞き手を特定する喚起しか表さないが、一人称と二人称の分節

がある。発話に伴う頭の上下左右動、手招き等を含む身振りや表情等の非言語

手段は、応答文と呼びかけ文にとって重要な役割を果たす。同じく「ほら。さ

あ。どれどれ。」等の働きかけ文には、自分の物を差し出したり、相手の方に

手を差し出したりして、物＝客体の譲渡を働きかける話し手の態度が表されて

いる。「ほら。どれどれ。」等の発話自体は、話し手の聞き手に対する態度＝モ

ダリティしか表していないが、手の差し出し等の身振りが客体＝三人称を表し

ている。

　「いやだ。いいよ。うそっ。みろ。」等のかけあい成分文に使用される単語は、

分節文に使用される単語であり、分節文の存在が前提にある。述語の役割を果

たす単語が語彙的な意味を有していて、話し手の態度＝モダリティが表現され

ている。しかし、文自体には客体が表されておらず、何に対する態度なのかは

表されていない。客体は場面からしか理解できない。

　「ちぇっ。へえ。ふうん。」、「うん。ううん。いいえ。」、「おい。おおい。ねえ。」

「ほら。さあ。どれどれ。」などのかけあい非成分文は、言語の重要な文法的カ

テゴリーのモダリティを表している。単語 1 個からなり、文それ自体は分節構

造を持たないが、発話場面を共有する聞き手＝二人称にとって、評価の対象や

譲渡物等の客体＝三人称の理解は可能だ。分節の萌芽が見られるこれらの未分

節文を一単語文とよぶ。一単語文は、典型的な未分節文である感嘆文と分節文

の間にある。
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５．モダリティの表現

　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。

　動物も迫りくる危険を仲間に知らせたり、敵対する相手を威嚇したり、雌や

雄を誘ったりするとき、唸り声をあげたり甲高い声を出したりする。このとき

の動物の鳴き声が表しているのはモダリティだ。ベルベットモンキーは、異な

る鳴き声をあげてワシ、ヘビ、ヒョウの接近を区別して警告音を発するという。

鳴き声の違いは、迫りくる事態の違いを表し分けているが、「逃げろワシだ」「逃

げろヒョウだ」という叙述文と命令文が統合した一単語文だ。主語や述語、名

詞や動詞のような分節もない。

　遠方を見ながら荒げた声で「ゴホゴホゴホ」と激しく連呼して仲間に警告す

ることができる。このときの視線は「ライオンが」という主語で、「ゴホゴホゴホ」

は「来るぞ」という述語で、一単語文だ。

（視線の先）　　　ゴホゴホゴホ。

（ライオンが）　　来るぞ（逃げろ）。

　寝ているライオンを見ながら「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。

（視線の先）　　　コホコホ。

（ライオンが）　　いるぞ（気をつけろ）。

（視線の先）　　　コホコホ。

（あれは）　　　　ライオンだ（気をつけろ）。

　音声の音色や強弱を変えたり、長くしたり短くしたり、連呼したり一回だけ
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発したりすることで、警告や勧誘、注意喚起や意思表明、気づかせなどの発話

者の意図＝モダリティの違いを表しわけられるようになることは、音声がモダ

リティを表す述語の機能を担うようになるという点で重要な意味を持つ。

　動物の鳴き声は、群れの全成員、あるいは、一部の成員などの不特定の二人

称複数に対して発することはできるが、特定の二人称単数に限定して伝えるこ

とは難しい。

６．二人称単数と三人称－視線の共有と指差し

　二人称単数の分節について山極寿一（2007）に示唆的な記述がある。

　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.）

　「コホッコホッ。」という文は「退け。」という命令のモダリティを表す一単

語文だ。立ち止まって正対することで聞き手＝二人称単数が特定される。正対

したり見つめあったりすることで話し手と聞き手という関係づけが生まれる。

　後ろの方で「おーい。」と声がする。振り向くとこっちを向いて再び「おーい。」

と呼ぶ。目が合うと自分に声をかけていることが分かる。「おーい。」だけでは

誰に声をかけているのか分からないが、視線を交わすことで話し手＝一人称と

聞き手＝二人称の関係づけが生まれる。

　人間の目は瞳がはっきりしていて、どこの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る。相手もそれに

気づくと視線を送り返す。視線の共有が一人称と二人称単数の関係づけを生む

のだ。

　視線の共有は、三人称の確立にも重要な役割を果たすが、指差し等の身振り
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も重要な役割を果たす。

　視線を交わしながら正対した相手が手にした果実の方に手を差し出して

「ダー。」と発すると、自分の持っている果実を話し手が欲しがっていることが

分かる。このとき、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「ダー。」は「（それを俺に）くれ。」という他動詞述語の

命令文と同じ伝達機能を持つ一単語文だ。

（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

　正対した相手に向かって手に持った果実を差し出して「ウリ。」と発すると、

手に持った果実を相手に上げるという意志を示すことができる。手に持った「こ

れ」が補語＝直接対象で、視線と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「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

志文と同じ伝達機能を持つ一単語文だ。

（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

　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。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。発話に視線の共有と指差しが組み合わさることで現実世界の事物

＝三人称を表せるようになる。
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　日本語の「くれ。」や「やるよ。」等の文も、直接対象の事物や相手対象の人

物が示されなければ、何を言っているのか理解されない。いっぽう、「ダー。」

「ウリ。」等の一単語文でも手の差し出しや視線で現実世界の事物を指しながら

発すれば、すなわち、前提となる情報が聞き手と共有されれば、分節文と同じ

ように伝達目的は達成されるのだ。

　誰かが家の外で「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。発話場面を共有しない前者の「火事だ ! 」は伝

達目的が達成されないが、後者の「火事だ ! 」は指差した家が主語で、「火事だ」

が述語で、「向こう岸の家が火事だ。」と同じ三人称主語の叙述文と同じ伝達機

能を持った一単語文だ。

　音声と組み合わさった身振りと視線は、現実世界の事物を指し示す三人称の

単語のように主語や補語の機能を果たす。とはいえ、発話場面に依存してしか

機能しない一単語文は、まだ分節文ではない。しかし、音声、身振り、視線と

いう異なる媒体が異なる機能を果たす一単語文が生まれることで、分節的な言

語の完成に向かって大きく踏み出すことになる。

７．代名詞から名詞に－現場依存からの脱却－

　指差しや視線は見える範囲の事物を指し示すことはできるが、発話場面に存

在しない事物を指し示すことはできない。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。一

単語文が発話場面に存在しない事物について表現できる分節文に移行するに

は、代名詞的な機能しか果たさない指差しや視線に代わって、特定の音声が特

定の事物を表す名詞になり、音声だけで分節文を形成しなければならない。

　奥田靖雄（1964）は、子どもの言語獲得が一単語文から始まること、その一

単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。

最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
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「一語文」である。したがって、子どもの言語活動の最初の段階を単語＝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１。奥田

靖雄 2015．p.207

　発話場面に存在しない事物を表せない子どもの一単語文は、発話場面を離れ

ると、伝達機能を果たすことはできない。言語が発話場面から独立した記号体

系だとするなら、発話場面に依存した一単語文しか所有していない子どもは、

言語を獲得しているとは言えないのである。

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。奥田靖雄 2015．p.208

　奥田靖雄（1964）は一単語文が現場依存から解放されなければ分節文が生ま

れないことを個体発生の問題として論じているのだ。

　家族のような小集団が食料のある森の中で暮らしているうちは、発話場面に

存在しない事物について話す必要は起こらない。しかし、気候変動によって森

を出なければ食料確保が難しくなると、事情は違ってくる。遠くで見つけた食

物の存在を家族や仲間に伝えることができなければ集団を維持できない。直立

二足歩行の能力が強化されて移動距離が長くなればなるほど、発話場面に依存

　　　　　　　　　　　　　　　
１　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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しない分節文の必要性は高くなる。

　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、特定の音

声と特定の事物の結びつき、すなわち、指示するものと指示されるものとの一

対一の関係が固定されるようになる。音声の指し示しの機能も発話場面に依存

していたのだが、音声と事物の結びつきが集団に共有されると、その音声だけ

で当該事物をイメージできるようになる。近づいてくる動物を指差して「ガー

ガー。」と言えば、「あれはライオンだ。」という叙述の一単語文になる。寝て

いる時でもその動物を指差して「ガーガー。」と言うこともできる。そして、

その動物が目の前にいなくても「ガーガー」と言ってその動物を想起させられ

るようになるのだ。

（指差した先）　　　　　　　ガーガー。

（あれは／ライオンが）　　　ライオンだ／いるぞ。

（指差しながら）　　　　　　ガーガー　　　　コホコホ。

（あそこに）　　　　　　　　ライオンが　　　いるぞ。

（指差した先）　　　　　　　ガーガー　　　　コホコホ。

（森の向こうに）　　　　　　ライオンが　　　いるよ。

　水を指差しながら「ゴクゴク。」あるいは「ブーブー。」と言えば「飲め。」

という命令文にもなるし「水だ。」という叙述文にもなる。「ゴクゴク。」も「ブー

ブー。」も一単語文だが、二つを繋げて「ゴクゴク、ブーブー。」あるいは「ブー

ブー、ゴクゴク。」といえば「その水を飲め。」という分節文になる。やがて、

「ブーブー」が「水」を、「ゴクゴク」が「飲む」を表す音声として固定される

と、音声が名づけ機能＝語彙的な意味をもった名詞や動詞になる。

　語彙的な意味をもった音声＝単語が集団に共有され、その音声を前後に並べ

た発話＝文を作れれば、音声のみを組み合わせた文によって発話場面に存在し

ない事物について情報伝達できるようになる。発話現場に依存した一単語文を
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構成していた視線や指差しに音声が置き換わることによって分節文が生まれる

のだ。一つながりの音連鎖が分節化されるのではない。

８．分節音

　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、単語を並べただけの

baby talk のような発話で十分な情報伝達ができる。今のように母音と子音（以

下、音素）の分節した精密な音声でなくてもいい。重要なことは、語彙的な意

味をもった音声＝単語が主語、述語、補語のように機能分化した単位として存

在し、それを組みあわせて分節文を作りだすことだ。

　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、長距離を移動

して遠くにある事物に関するさまざまな知識や経験が蓄積されることにとも

なって単語の数も増える。正確な情報伝達のために、一つの文を構成する単語

の数も 3 単語、4 単語と増えていく。そのとき、非分節的な長い単純音節の繰

り返しでは効率が悪い。音素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。

　音素という分節音が生まれることによって、自然の様々な事物や動きや変

化、人の心理的・生理的な状態にラベルを与えた名詞や動詞などの単語の数が

増やしていくことが可能になる。有限個の音素を組み合わせて数百語、あるい

は数千語の単語を生み出すことが可能になった。それらの単語を共有すること

で様々な知識や体験を伝えることもできるし、子どもたちに継承することも可

能になる。二重分節のもう一つの分節、すなわち、音素の発生は、分節文の生

成の前でなければならないわけではない。その後でもいいし、同時でもいい。

　強い口調で「ゴクゴクゴク。」と連呼すれば命令文になり、静かに「ゴクゴ

ク。」といえば叙述文になり、高い声で「ゴクゴク。」といえば質問文になると

いうように、音色の違いはモダリティの違いを表現できる。述語になる音声の

強弱や高低や繰り返しは、今の言語でもモダリティを表現する重要な一翼を担

うが、現実世界の事象間の複雑な関係や、聞き手を含めた客体に対する多様な
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評価や態度を表し分けるには限界がある。音素は、モダリティを含む多様な文

法的な意味を表現するための補助的な単語や文法形式の分化も可能にした。

　成員に共有された単語を発話目的に応じて取り出し、文法形式を組み合わせ

て分節文をつくることができるようになった。複雑な記号体系としての言語の

進化は、二重分節の確立によって始まった。

９．まとめ

　言語の起源についての本稿の主張は次の 4 つだ。

（A）情動の発露を表現した感嘆文＝非分節文から、発話場面に依存した一単

語文を経て、発話場面に依存しない分節文が生成された。

（B）音連鎖を前後に分節することで主語や補語や述語、あるいは名詞や動詞

等に分節した分節文が生成されたと考えるのではなく、音声と身振りと視

線という異なる媒体が異なる要素を担った一単語文が生まれた。一単語文

は発話場面に依存してしか機能しない。

（C）代名詞的な機能しか持たなかった身振りや視線が担っていた要素を音声

が肩代わりするようになって、発話場面に依存しない、音声のみを組み合

わせた分節文ができた。

（D）分節文が生まれたころの音声は、今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なくてもよい。

付記

　1990 年前後に三人の子を得たことをきっかけに幼児の言語獲得に関心をも

ち、言語の起源に関する複数の書籍を購入した。それらの書籍を読み直して書

いたのが前稿の狩俣繁久（2019）だ。前稿を読んだ知人の長田俊樹氏から最近

の研究にも目を通さなきゃとの助言を得て、池内正幸（2010）、正高信男・辻

幸夫（2011）、藤田耕司・岡ノ谷一夫編（2012）などを読んで書きなおしたの

が本稿だ。それらの研究に比べれば素人の素朴な思い付きにすぎない。

　前稿と本稿の主張に大きな変更点はないが、一語文、二語文という用語を未



-16-

分節文、分節文に代え、未分節文と分節文の間に一単語文を加えたことが主要

な違いだ。

　琉球語研究者の私が人間言語の起源をテーマにした文章を書こうと考えたの

は、2016 年 10 月 23 日に琉球大学が主催した琉球大学 21 世紀フォーラムの山

極寿一京都大学総長が講演「サル化する人間社会」の中で、人間の目はゴリラ

の目と違って瞳がはっきりしていると話されたのを聞いたとき、視線の共有が

コミュニケーションに重要な役割を果し、言語の起源にも大きな役割を果たし

たに違いないとの示唆をうけたことによる。

　本稿は奥田靖雄をはじめとする言語学研究会の先生方の伝統的で正統な言語

学を学んだことが土台になっている。その一つ一つを参考文献に挙げることは

していないが、奥田靖雄と鈴木重幸の著作に多くを学んでいる。
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