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研究成果の概要： 
 本研究では，光脳機能計測の手法を用いて，日本語を第一言語とする話者および第二言語と

して英語を学習している日本語話者を対象に，第一言語(日本語)および第二言語(英語)の処理に

よって引き起される脳活動，特にブローカ野の様子を観察した。実施した実験結果から，第二

言語でも，第一言語で文を処理するのに機能した何らかのメカニズムと共通のもの，即ち自然

言語の処理において普遍的に備わっているメカニズムが機能している可能性が示された。 
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１．研究開始当初の背景 
 自然言語理論，特に言語習得理論について
は，生成文法に基づく仮説として，以下のよ
うなものがある。すなわち，『人間にはどの
言語に対しても共通するような普遍的言語
知識が生まれながらに備わっており，大人の
持つ第一言語の言語能力は，生得的である普
遍的言語知識が，生後から一定の期間の間に
得られる言語経験によって，個別言語に特化
した結果，生じるものである』。さらに，こ
れに基づいた第二言語習得の仮説には幾つ
かの可能性があるが，その内，第一言語と第

二言語の習得の共通性を最も大きく捉えれ
ば，『第一言語習得で働いた仕組みが，第二
言語についても同様にあるいは少なくとも
部分的に機能する』という仮説が考えられる
(White, L. Universal Grammar and Second 
Language Acquisition. John Benjamins. 1989)。 
 一方，脳機能計測に関しては，近年，
fMRI(機能的磁気共鳴画像法)などの非侵襲
的脳機能計測装置を用いた脳機能研究が，盛
んになっている。これに伴い，認知や言語な
どいわゆる高次脳機能の解明が目指されて
きた。本研究代表者も，平成 16 年度より所
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属機関所管の fNIRS(機能的近赤外分光法)に
よる光脳機能計測装置を使用して，言語の脳
機能―特に文処理―に関する研究を，理論言
語学の研究と並行して行ってきた。また，連
携研究者綱島は光脳機能計測によるデータ
に対する有効な解析手法として，ウェーブレ
ット変換を用いた多重解像度解析を提案し
ている。 
 研究代表者の先行研究では，「～自身」と
いった照応形を言語刺激として使用し，ブロ
ーカ野の活動を光脳機能計測により観察し
ていた。生成文法における照応形の分析では，
その認可条件にいわゆる「Ｃ統御」という構
造条件が含まれることが広く知られている。
理論上，文は常に階層構造を有するため，文
処理の際には必ず階層構造が処理されてい
ると考えられるのであるが，研究代表者の先
行研究で，刺激として照応形を用いることに
よって，構造条件の処理(を必ず含む文処理)
によって引き起された脳の活動が，fMRI な
どによる先行研究でも文法処理に際して観
察されたとおり，ブローカ野において計測す
ることができていた。ここで，従来の第一言
語習得研究においても，「Ｃ統御」という構
造的概念は，生得的な普遍言語知識に含まれ
ていることが既に報告されている (例えば 
Meroni, L., A. Gualmini and S. Crain. “Three 
Years of Continuous Acquisition.” In Y. Otsu, 
(ed.) Proceedings of the Second Tokyo Confe-
rence on Psycholinguistics. pp.1-33. 2001)。 
そこで，これらの先行諸研究を踏まえれば，

先の言語習得に関する仮説の検証の一環と
することができるのではないかという期待
が持てる。すなわち，照応形を含む日本語お
よび英語の文処理によって引き起される，日
本語母語話者の脳の賦活を観察し，その部位
や賦活のパターン等に，両言語の間で共通点
が見られるかどうかを考察する。これにより，
共通点が大きければ大きいほど先の仮説を
支持すると考えられる。つまり，光脳機能計
測の手法を用いて，第一言語・第二言語の脳
機能を観察することにより，上記の言語習得
理論の仮説に対し，何らかの示唆が得られる
のではないかと期待された。 
 
２．研究の目的 
 本研究は，光脳機能計測を用いて，日本語
を第一言語とする英語学習者を対象に，第一
言語および第二言語の文処理を行う脳機能
について観察し，両者を比較検討するもので
ある。特に，ブローカ野を活性化させるよう
な文処理によって引き起される脳活動を観
察し，その活動部位・パターン等に注目する。
これにより，生得的な普遍言語知識と，後天
的な言語経験の相互作用がどのようなもの
であるかという，言語習得理論（特に第二言
語習得理論）の検証に示唆を得ることを目的

とする。 
 
３．研究の方法 
 本研究では，第一言語である日本語を用い
た実験(以下，日本語実験)と，第二言語であ
る英語を用いた実験（以下，英語実験）を実
施した。被験者は，エジンバラ利き手テスト
により右利きと判定された大学生･院生計 74
名（うち男性 52 名女性 22 名）で，平均年齢
は 21 歳 5 ヶ月である。全員について事前に
書面で，研究目的でデータを使用することに
ついての同意を得た。 
 日本語実験では，句構造の解析などの文法
処理によって引き起こされる脳活動を観察
する目的で，タスクを構成する刺激に照応形
「自分」を含めることとした。刺激文は，主
語名詞句・目的語名詞句・他動詞からなる 30
文（うち容認可能文 16 文，容認不可能文 14
文）とし，タスクは文の容認可能性判断とし
た。特に，「自分」を含む文 15 文（うち容認
可能文 8 文，容認不可能文 7 文）では，「自
分」と先行詞の関係が適切かどうかの判断を
被験者に求めた。例えば，次のような例文(i)
「太郎の弟が自分の間違いを責めた」では，
照応形「自分」の先行詞「太郎の弟」は，照
応形よりも階層構造上高い位置にあり（前者
は後者にＣ統御されている），母語話者にと
ってこの文は日本語として問題なく受け入
れられる。一方，この例文(i)で照応形「自
分」の先行詞として「太郎」を解釈すること
は，母語話者にとって不自然であるように感
じられる（この場合「自分」は「太郎」にＣ
統御されていない）。つまり，日本語として
容認不可能だと判断されるのは，照応形と先
行詞に求められる適切な構造上の認可条件
が満たされていないためであると考えられ
る。この実験では，刺激文における可能な先
行詞として，固有名詞「太郎」「花子」のみ
を実験開始前に被験者に示し，実験中は文中
に出現する「太郎」または「花子」と「自分」
とが適切に関係付けられるかどうかに集中
して，容認可能性を判断するよう求めた（刺
激文中には「太郎」「花子」以外の固有名詞
は登場しない）（以下，照応形のタスク）。「自
分」を含まない 15 文（うち容認可能文 8文，
容認不可能文 7文では，通常の理解で意味的
に逸脱なく容認可能かどうかを判断させた
（以下，文のタスク）。例えば，容認可能文
として例文(iii)「太郎の兄弟が花子の決心
を責めた」，容認不可能文として例文(iv)「太
郎の検査が兄弟の長所を責めた」のような文
を用いた。これら文に関する 2種類のタスク
の他，ダミーのタスクとして，照応形のタス
クおよび文のタスクの文で用いられた単語
を 3 つで 1 組として計 30 組提示し，それぞ
れの組の中に同じ語があるかどうかを判断
させた。 



 

 

 英語実験でも，概略上記の日本語実験と同
様な３種類のタスクを設定した。照応形のタ
スクでは，刺激文中の照応形 himself, herself
が，それぞれ先行詞として実験開始前に提示
した固有名詞 John, Maryを指し示すものとし
て，容認可能かどうかの判断を求めた（刺激
文中には John, Mary以外の固有名詞は登場し
ない）。例えば，例文(v) Mary likes the picture of 
herself. では，herself が先行詞 Mary を指し
示すのに適切であるのに対し，例文(vi) John’s 
friend talked to himself. では，himself は John’s 
friend を先行詞とすることはできても，John
を先行詞として指し示すことができない。文
のタスクでも，日本語実験同様に，照応形を
含まない文の意味が，（ファンタジーの世界
などは考慮せず）通常の理解で容認可能かど
うかを判断させた。例えば，例文(vii) John’s 
brother talked to Mary. は容認可能だが，例文
(viii) Mary’s book looked at the cat. は容認不可
能とした。さらに，ダミーのタスクとして，
照応形のタスクおよび文のタスクの文で用
いられた単語を３つで 1 組として提示し，そ
のうち２つに同じものがあるかどうかを判
断させた。 
 実験はブロックデザインとし，タスクの前
後に配置されるレストの間では，被験者に，
画面中央に写し出す記号「＋」を注視して，
特に何も考えないように指示した。文を用い
たタスクでは１文を 8 秒ずつ，語を用いたタ
スクでは 1 組を 3 秒ずつ提示し，それぞれ前
後に 2 秒のレストを挟んだ。１つのブロック
は，5 つの刺激文または 10 組の刺激語からな
るタスク計 48 秒と，タスク後のレスト 20 秒
を含む計 204 秒とし，１つのタスクにつき 3
ブロック行った。実験全体ではこれを 3 回繰
り返し，合計 612 秒となった。 
 被験者には，全てのタスクにおいて提示さ
れた刺激語・文を音読するように求めた。ま
た，キーボード上のボタンを 2 ヶ所「容認可
能」（ダミータスクでは，「同じ語がある」）
と「容認不可能」（ダミータスクでは，「ない」）
に設定し，被験者に左手で押させた。実験開
始前に実験の手順を説明した後，3 種類のタ
スク全ての練習セッションを設けた。練習セ
ッションは，各タスクの内容が理解できるま
で繰り返させた。実験後のアンケートに基づ
き，タスクの内容を理解していなかったこと
が分かった被験者は，データ取得対象者から
は外した。また得られたデータには，ウェー
ブレット変換を用いた多重解像度解析を行
った。 
 
４．研究成果 

 まず，第一言語（日本語）では，照応形を

含む刺激によるブローカ野の脳活動が，含ま

ない場合を上回ることを観察できた。光脳機

能計測では脳の血管を流れる血液中のヘモ

グロビンの相対的変化量が測定される。以下

では，使用した光脳機能計測機器OMM-3000
（島津製作所）によって作成されたグラフの

うち，ある被験者の示す典型的なパターンを

示しておく。照応形を含まない文のタスクと

照応形のタスクについて，それぞれ3ブロッ

ク行った結果を加算処理したものが図１(文
のタスク)，図２（照応形のタスク）である。 

  
    図１        図２ 
グラフ左上の数字は被験者のブローカ野に

該当することが推定されるチャンネル番号，

グラフ横軸は時間，グラフ縦軸は各ヘモグロ

ビン相対変化量，左端のオレンジ色実線はタ

スク開始時（10秒経過時点），右端の黄色実

線はタスク終了時（58秒経過時点）を表わす

。全体で1回分のタスク実施時間48秒および

前後のレスト10秒間ずつを含む計68秒に対

応する。血流変動を示す波線３本のうち，赤

線が酸素化ヘモグロビン，青線が脱酸素化ヘ

モグロビンを示し，緑線が両者の変化量の総

計を表わす。 
 図２にあるように，酸素化ヘモグロビンが

増え，同時に脱酸素化ヘモグロビンが減少し

，上の線と下の線が逆相を描くような変化が

あるとき，その部位の脳血流は増大している

と考えられている。脳神経細胞が何らかのタ

スクを処理するために活動する場合，これに

伴って酸素や栄養素の供給が必要となるた

め，その領域の脳血流が増加するとみなされ

る。従って，NIRSで計測したヘモグロビン

の変化量から，図２に見られるようなパター

ンが見られた場合，脳血流が増大したと考え

られ，これに先立ってその領域の脳神経細胞

の活動すなわち脳機能の活性化が生じたと

推定される。 
 ここでタスクどうしの違いに注目すると，

照応形のタスクでは図２で見られるような

典型的な脳活動パターンが見られたのに対

し，文のタスクでは図１の示すようにタスク

中の血流変動が見られていない。さらに，こ

の他の被験者を含めた，今回の日本語実験に

よるデータを解析した後の分析からも，同様

に，照応形を含む文の処理では，文の構造的

条件に関する何らかの処理が，照応形を含ま

ない文の処理に比べて，余分に生じていると



 

 

いう可能性が示唆された。 
 次に，第二言語（英語）においては，第一

言語（日本語）同様のパターンを示す被験者

がいた一方，第一言語の場合と異なり２つの

タスクによる差を全く示さない被験者もい

た。両者の典型となる測定グラフを以下に掲

げる。3ブロックを加算処理し，図３，図５

は文のタスク，図４，図６は照応形のタスク

を示した。 

  
    図３        図４ 

  
    図５        図６ 
これら以外の被験者を含め，今回の英語実験

によるデータを解析した後の分析から，日本

語実験の場合同様，照応形を含む文の処理で

は，文の構造的条件に関する何らかの処理が

，照応形を含まない文の処理に比べて，余分

に生じている可能性が示唆された。ただし，

そのような余分な活動が，第一言語における

余分な活動の程度と同じなのか，また活動の

内容とも同じなのかどうか，といった点につ

いては解析後データの分析を進める必要が

あり，今後の課題である。 
 さらにここで，英語実験のこれらの結果か

ら，タスクによるブローカ野の活動の有無は

，被験者の英語学習の到達度（習熟度）に関

係があるのではないかとの疑問があろう。そ

こで，光脳機能計測による英語学習者の脳活

動に関する主な先行研究である大石(2006)（『
脳科学からの第二言語習得論―英語学習と

教授法開発―』．京都：昭和堂）によると，

本研究とは異なるタスク，すなわちリスニン

グ・コンプリヘンションとリーディング・タ

スクによるウェルニッケ野を中心とした脳

活動を観察した結果，初級学習者は活動がな

く，中級になるにつれ活動が過剰となり，上

級になると母語話者の活動―必要最小限の

最適な活動状態に近づくという。この点に関

して，本研究が現時点で新たに示唆するとこ

ろは以下のとおりである。今回の被験者のう

ち，大石(2006)で初級と判定されているのと

同程度の習熟度である学習者を取り上げる

と，そのブローカ野の活動は無活動に近いよ

うに見える。しかし，中級学習者のブローカ

野の活動は，今回の英語実験で観察される限

り過剰にはなっていないように見える。この

ことから，ウェルニッケ野の活動を引き起こ

す文理解と，照応形などの文の構造処理とで

は，学習の到達度に応じた脳活動のあり方が

異なるのではないかという可能性が示唆さ

れる。この点に関しては，今後の研究でさら

に，被験者の英語力とブローカ野の活動の関

係が，大石(2006)で観察されているものとパ

ラレルに見られるかどうかについて分析を

進めることによって，上記の第二言語習得の

仮説に対してどのようなことが示唆される

かが明らかになっていくと期待されよう（現

在，上級学習者に関して分析中である）。 
 以上から，上記の第二言語習得理論の仮説
に対し，本研究の現在の成果として考えられ
ることとしては，次の通りである。第二言語
でも，第一言語で照応形を処理するのに機能
した何らかのメカニズムと共通のもの，即ち
自然言語の処理において普遍的に備わって
いるメカニズムが同様に機能し，さらにその
メカニズムはブローカ野を活性化させるよ
うなものである可能性が示された。つまり，
照応形の処理おいては，第一言語と第二言語
で何らかの共通の処理が行われている可能
性があるということである。 
 ここで，具体的にどのようなメカニズムが
第一言語と第二言語で共通しているかに関
しては，本研究だけで断定することはできな
いが，少なくとも可能性の一つとしては，上
で述べたように，統語構造を解析する際，照
応形を含む文ではその分（例えば「C 統御」
などに基づく認可条件を計算する分），余計
な解析が必要となっている，ということが考
えられる。つまり，文の構造解析（例えば「Ｃ
統御」に基づくもの）という生得的な普遍言
語知識（およびそれに基づく構造の処理）が，
後天的に「照応形」を習得する場合にも機能
しているという可能性を，脳機能計測の上か
ら本研究は支持するものであり，今後の更な
る研究および脳機能研究以外の手法に基づ
く独立の検証が，必要かつ重要であることが
分かった。 
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