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中国語と日本語の二言語環境における

1歳から 3歳までの幼児の言語発達

劉 郷英

Language development of a child from 1 to 3 years of age in Chinese 

and Japanese bilingual enviorenment 

LIU Xiang-ying 

1.はじめに

現在， 日本の社会における国際化の進展に伴って， 日本に一定期間滞在している，または一定

期間滞在する予定のある在日外国人家庭の数が次第に増加しつつある。その中で，在日中国人家

庭の割合も増えている。こうした家庭で生活している在日外国人子弟に対する教育の問題を民族

教育と日本社会における教育の双方から各自の発達保障に必要なものとして実現させていく重要

な課題がある。この教育の問題は，教育における国際性と民族性や，異国の日本の文化と接触す

る場合にもたらされた文化的ショック，学校の選択，外国人子弟を受け入れる教育制度など多面

的な問題を卒んでいる。しかし，その重要な基礎的な問題の一つとして，言語の習得の問題をあ

げることができるだろうと思われる。

山本(1991b)は，在日外国人家庭の言語環境について次のように紹介している。 (1)バイリンガ

ル(bilingual)型： 1人2言語使用。親が二人ともあるいはそのどちらか一方が，母国語である少

数言語と社会の主流言語の両方を使用する言語環境である。 (2)モノリンガル (monolingual)型：

主流言語使用。子どもに対して両親がその母国語の使用をやめ，社会の主流言語のみを使用する

言語環境である。これは明らかに二言語習得を意図したものではないと言える。 (3)モノリンガル

型：少数言語使用。両親がともに子どもに対して少数言語を使用する言語環境である。家庭内は

一言語環境ではあるが，少数言語の保持，伸長を促しながら同時に社会を含めたより大きな視点

から二言語環境が与えられるものである。上述のことから，現在の在日外国人子弟は，その多数

が母国語と日本語の二言語環境(bilingualenvironment)の中で生活していると予測される。

こうした二言語環境において，彼らの言語生活はどうなっているか，彼らの言語使用能力の発

達をどう理解し，またどのように教育を実施すればよいのかといった問題を取り上げる研究はま

だ少ない。今後，国際化が進みつつある日本の社会にとって，この分野の研究は重要なものと

なってくると思われる。本研究はこうした課題に応えていく基礎研究として，二言語環境におけ

る在日外国人幼児の二言語の同時習得(simultaneousbilingualism) を問題とする。ここでは，―

言語の同時習得における在日中国人幼児の言語使用能力の発達を中心に研究を進める。
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2.二言語の同時習得において幼児が置かれる二言語環境

2つの言語がいつどのような順序で習得されたのかという時間的な見地から二言語習得をみた

時に．そのタイプには同時習得と継続習得(sequentialbilingualism)がある。二言語の同時習得と

いうのは，「幼児期に同時に 2つの言語に接する機会に恵まれ，同時に両言語を習得することを

指す」。たとえば．両親がそれぞれ別の母（国）語を使用する家庭に生まれ，両言語を常に耳にし

ながら二言語使用者に育ったものがこの範疇に入る（山本， 1991a)。

これに対して継続習得というのは，「第一言語がある程度習得された段階で 2つ目の言語に接

し」．両言語を習得することを指す。しかし．この「ある程度習得された段階」という表現は不

明瞭であって，何を基準として．二言語の同時習得と継続習得を分けたらよいのかということが

問われる。「McLaughlin(1978)はこの基準を恣意的に 3歳という年齢に置き， 3歳以後に 2つ目

の言語との接触が始まった場合を継続」（山本， 1991a)習得とするとしている立場もある。

この基準は，村田 (1972)が設定した幼児の言語発達における三つのエポックという立場から考

えると， 1つの目安として利用できる。なぜなら， 3歳という年齢はちょうど第一のエポックか

ら第二のエポックヘ移行していく年齢にあたるとみられているからである。

しかし，言語発達の速度には個人差もある。言語環境の差も考慮しなければならない。山本の

(1991a)指摘は留意されるべきであろう。

本研究では，村田の「三つのエポック」を基準にして．二言語の同時習得と継続習得を分ける

ことにする。すなわち，同時習得というのは，第一のエポックまたはそれ以前から同時に 2つの

言語に接する機会に恵まれ．同時に二言語を習得しつつあることを指す。これに対して継続習得

というのは，第二のエポックから 2つ目の言語に接し，両言語を習得しつつあることを指す。

ところで，二言語の同時習得において幼児が置かれる言語環境は．次の 3種類に分けることが

できる。

種類 1:家庭内において． Ronjat(1913)の提案した「一人の人間は一つの言語で」という原則

に従う二言語環境である。 Dopke(1992a) はこの種類 lの二言語環境を 4パタンにまとめてい

る。

パタン 1:両親は異なる母（国）語を持っている。一方の親の母（国）語は社会の主流言語である。

両親は子どもに対してそれぞれの母（国）語を使用する。パタン 2:両親は異なる母（国）語を持っ

ているが，両方とも社会の主流言語ではない。両親は子どもに対してそれぞれの母（国）語を使用

する。パタン 3:両親ともが社会の主流言語の母（国）語話者であり，一方の親は子どもに対して

母（国）語以外の一種の言語を使用する。パタン 4:両親ともが少数言語の母（国）語話者であり，

一方の親は社会の主流言語で子どもに話す。

種類 2:家庭内における少数言語と家庭外における社会の主流言語との二言語環境である。日

本では，在日外国人家庭にはこの種類のものがみられる（山本， 1991a)。

種類 3:社会レベルでの二言語環境である。たとえば，多言語社会では，幼児教育施設にはこ

の種類のものがみられる（神谷， 1987;Garcia, 1986)。

これまでの研究をみると，種類 1の言語環境における二言語の同時習得に関するものが多い。
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3.二言語の同時習得における幼児の言語発達

二言語の同時習得における幼児の言語発達に関して， ヨーロッパ言語圏では数多くの研究がみ

られる (Hoffman,1991 ; Dopke, 1992a)。彼らの言語使用能力をみる場合，産出二言語使用者

(productive bilingual)，すなわち二言語で発話ができるものもいれば，受容二言語使用者

(receptive bilingual)，すなわち一方の言語（少数言語）の入力量が少ないため，その言語で言わ

れることは理解できるが発話ができないもの（山本， 1991c)もいる。 Dopke(1992a)は，産出ニ

言語使用者と受容二言語使用者の事例に関する諸研究を検討し，家庭内における二言語の同時

習得の場合に，産出二言語使用者になる困難さを指摘している。 Leopold(1949)は，子どもが産

出二言語使用者にならない原因として，（l）家庭内では言語学習の態度が欠如していること。 (2)子

どもの知的能力が欠けていることをあげている。ただし，知的能力についてはそれ以上明らかに

されていない。

産出二言語使用者としての幼児の言語発達に関しては，二つの仮説が主張されている (Dopke,

1992b)。一つは，「初期の一言語システム」 (InitialOne System)仮説であり，もう一つは，「直接

に分離する」 (ImmediateDifferentiation)仮説である。

「初期の一言語システム」仮説は主としてSwain(1972), Leopold (1978), Volterra & Taeschner 

(1978), Redlinder & Park (1980), Taeschner (1983), Vihman (1985, 1986)によって主張されてい

る (Dopke,1992b)。この仮説の主張はその代表者の一人である Taeschner(1983)の「三つの発達

段階」論をふまえると次のようである。第一段階では，二言語使用の幼児は一つの語彙システム

しか持っていない。たとえば，一つの対象物または対象概念を二言語の同義語で表現することが

できず，一言語の単語でしか表現できない。しかも，二言語の語彙は量的に極めて不均衡であ

る。また，この段階の幼児の言語発達は一言語使用児とよく似ている。その結果， 2語， 3語に

よる語連鎖は二言語の単語を混合して使っている。さらに，第一段階では，不完全または完全の

核構造体(incompleteor complete nuclear constructions)の持った初期の語連鎖は両言語において

同時に使われているが，形態及び統語構造はまだみられない。第二段階になると，子どもは，彼

らの両親が二つの異なる言語を使用していることがわかる。彼らは対話者の使用言語に従って言

語を選択することができるようになる。また，彼らの言語使用においては，語彙レベルでの二言

語の分離が起こる。たとえば，一つの対象に対して二言語の同義語で表現することができる。し

かも，二言語の発達は量的に均衡を持つようになる。また，完全の核構造文はより頻繁により広

く使われる。複合文や二核構造文 (biunclearsentences)は両言語において同時に現われる。この

段階の二言語使用児は，それぞれの言語において一言語使用児と同様に両言語における最初の形

態統語表示 (morphosyntacticmarkers) として習得される。語順(wordorder)が正確であるが，

第二段階の途中には，統語レベルでは言語内干渉(intra-linguisticinterferences) 〔一言語使用児

の言語習得段階でもみられるもの。その結果習得上の誤用はみられる（山本， 1991c)〕や言語間

干渉 (inter-linguisticinterferences) 〔一つの言語がもう一方の言語に影響を与えること（山本，

1991c)〕，たとえば同一の統語規則を両方の言語に適用するような現象がよく生じる。形態上の

干渉も語彙上の干渉も観察されている。第三段階では，子どもは「一人の人間は一つの言語で」

の原則を堅く守る。彼らの使用する二言語の語彙量は次第に均衡を取るようになる。複合文や二

核構造文も連結的に使用される。語順も形態統語表示も言語内レベルでも言語間レベルでも不正
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確に過度に拡大して使用される傾向がみられた。が，第三段階の終わり頃になると，干渉や過度

の拡大が減少する。彼らは語彙システムも統語システムも分離された二言語で，それぞれ相手の

使用言語にあわせて対話をすることができるようになる。この段階の終わり，子どもが本当の産

出二言語使用者になったといえる (Volterraand Taeschner, 1978）。ところが，この後も，一方

の言語の入力量が少なくなると，受容二言語使用者になってしまう（山本， 1991C)，あるいは

一方の言語が忘れられてしまう (Burling,1959)可能性が十分にある。なお，一般に二言語の同時

習得における幼児の言語分離は生活年齢の 3年目に現われると指摘されている (Dopke,1992b)。

言語の発生期(1歳前後）からの縦断研究はこの仮説を支持している。

一方，「直接に分離する」仮説は主としてPadilla& Liebman (1975), Bergman (1976), Lin・

dholm & Padilla (1978), Pye (1986), deHower (1987), Meisel (1989)によって主張されている

(Dopke, 1992b)。この仮説によると，子どもは，一つの言語システムで二言語を処理するという

初期の段階をもつことはない。彼らは直接に二言語間の分離を行うとする。「直接に分離する」

仮説の主張者も，「初期の一言語システム」仮説の主張者と同様に，二言語使用児のよく使用す

る混合表現をその根拠として論証している。彼らによると，混合(mixing)という現象の出現は，

子どもの使用している二言語の内の一方の言語における語彙量の不足である，または語の意味が

過度に拡張されたり縮小されたりするからである。また，子どもには言語を選択する場合に必要

とする社会言語学の規則に対する意識が欠如しているからである。したがって，統語構造のレベ

ルで混合した構造を使うことはその構成要素の束縛によるものである。それこそ，言語混合では

なくむしろ言語分離を示すのだという (Dopke.1992b)。しかし，この仮説を主張する諸研究に

は研究方法上次のような問題点を持っていると考えられる。研究対象事例の年齢の問題。たとえ

ば，「直接に分離する」仮説を主張する代表者であるLindholm& Padilla (1978)は，それぞれの年

齢が2: 10, 3: 6, 4 : 11, 5: 9, 6 : 2の5人のスペイン語と英語の二言語使用児の発話を検討した

が，混合表現は全体発話の 2％しかない。しかも混合表現の種類をみた場合，ほとんどスペイン

語の発話のなかに英語の単語を混ぜているようなものである。その結果をふまえて，二言語使用

の幼児はかなり早い年齢から二言語の分離を行うことができるという結論を出している。二言語

の分離が子どもの生活年齢の 3年目に行われるという「初期の一言語システム」仮説の主張者らの

基準から考えれば，この研究に取り上げられた事例の年齢はすでに言語分離期を越えていると推

測できる。言語分離期の判定基準の問題。「初期の一言語システム」仮説は，二言語の分離を語

彙システムと統語システムの二つの基準から判定している。それに対して，「直接に分離する」

仮説は主として語彙システムの分離を問題としている (Pye, 1986)。

本稿では，二言語の同時習得に関する研究としてこれまで取り上げられたことのない中国語と

日本語において分析し，その言語発達の特徴を明らかにすることを目的とする。

4. 中国語と日本語の二言語環境における 1歳から 3歳までの言語発達に関する事例検討

(1) 目的

① 言語獲得初期における 1歳から 3歳までの在日中国人幼児は，家庭内では中国語（少数言

語），家庭外（主として保育園や幼稚園）では日本語（社会の主流言語）の二言語環境（前述の

種類 2) のなかで生活する場合， 日本語のみならず，両親の母国語である中国語も同時に習得す
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ることができるか。その習得過程において， どのような発達段階をたどっていくのか。

② 二言語の習得過程における言語発達の特徴を，中国語と日本語にわけてみた場合，それぞ

れどんな様相であるか。

③ 二言語の同時習得の途上において，二言語間の干渉による混合表現がみられるか。みられ

るとすれば，それはいつごろから発生し，どのように変化していくのか。

(2) 研究方法

① 観察対象児： 1990年5月2日に日本で誕生した筆者の長女張耀東（以下， Y児とする）。劉

(1994a)は， Y児の発育歴やY児が誕生してから置かれた二言語環境の特徴を詳しく紹介した。

ここでは， Y児をとりまく家庭内における言語指導の特徴を述べる。

母親はY児に母国語である中国語を習得させるために，意図的に一貫して中国語でY児と積極

的にコミュニケーションをしている。しかし，保育所で日本人の保母さんがいる場合とか， 日本

人の友人が来宅した場合とか，近所の日本人の子どもと遊ぶ場合などには，母親はY児に対して

日本語で話しかける。また，母親は語学教師のように，家庭内では意識的に Y児に対してその年

齢の特徴に応じて中国語指導を行っている。その基本は， Y児から話しかけられた日本語に対し

て，母親はそれを受けとめ， さらにその都度適切な中国語で言いなおして応答する。また， Y児

から話しかけられた混合表現に対して，母親は Y児の発話内容をできるかぎり推測し，その内容

を正しい文法形式の伴った中国語を用いて言葉を返す。Y児から話しかけられた中国語に対して，

母親はそれを受けとめ，誤りがある場合にそれを訂正し，さらに拡充模倣をして応答する（劉，

1994a)。父親は仕事が忙しいため， Y児との接触時間が少ないにもかかわらず，家庭にいる場合

には， Y児と積極的にコミュニケーションをする。言葉が誕生するまでのY児に対しては，父親

は基本的に中国語で話しかけたが， Y児に言葉がでるようになってからは，父親はY児の発話に

応じて，ときには中国語で， ときには日本語で， ときには中国語に日本語の単語を混ぜて， とき

には日本語に中国語の単語を混ぜてY児とコミュニケーションをしている。母親のY児に対する

中国語教育に対して，父親は協力の態度を示さなかった。この意味では，家庭内では， Y児をと

りまく言語環境は純粋な中国語環境ではないといえる。前述の種類 lのパタン 4である「両親と

もが少数言語の母（国）語話者であり，一方の親は社会の主流言語で子どもに話す」という二言

語環境とも異なる。父親の使用言語は純粋な社会の主流言語である日本語ではなく，一種の混合

語である。また，両親の間では，すべて中国語でコミュニケーションをしている。両親の使用す

る中国語は， ともに「普通話」である。なお，両親はともに中国の大学で専門的に日本語を勉強

し，日本語でコミュニケーションするのに不自由はない。

② 観察方法： Y児の言語行動に対して， 1991年6月4日 (Y児の生活年齢13カ月2日）から，

6場面（劉， 1994a)において自然観察を施行して， 日誌記録をした。保育園 (Y児が生後 2ヵ月

頃から置かれた日本語環境）での観察は許可されなかったので，施行できなかった。

③ 分析方法：劉 (1992, 1993, 1994a, 1994b)は，上述の日誌記録の内， 1991年6月4日(Y

児の生活年齢13カ月2日＝13カ月）から1993年5月16日（生活年齢36カ月 14日＝36カ月）にいたる

までの期間内で，毎週月曜日にとった記録を分析した。研究方法として個人内客観性を吟味する

ために，本稿では，上述の日誌記録の内， 1991年6月7日 (Y児の生活年齢13カ月5日＝13カ月）
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から 1993年5月14日（生活年齢36カ月 12日＝36カ月）にいたるまでの期間内で，毎週金曜日に

とった記録を分析対象とする。月齢の計算基準は劉 (1994a)と同じである。上述の金曜日にとっ

た記録から，「母子対話」（中国語環境）を中心に， Y児の発話及びそれが発せられた状況を抽出

して分析した。さらにY児の発話を無意味発声（音声によって意味のとれない発声）と有意味発

声（音声によって意味のとれる発声）に分けた上で，便宜上有意味発声を日本語，中国語及び混

合表現に分けて，統語論(syntax)の立場から，それぞれの統語構造を分析した。

(3) 結果と考察

13ヵ月から36ヵ月までのY児の言語発達を統語論の立場から分析する場合， 4つの発達段階に

区分することができる。

次に，金曜日の記録をもとに各段階ごとにまとめる。

第 1段階：前統語期 (13カ月～17カ月）

この段階では，有意味発声は主として反復 2音節的調音による 1語発話が特徴的である。この

1語発話には，中国語のものもあれば， 日本語のものもある。中国語のものには，［dengdeng]

（食事のときに自分の椅子を探す）， ［dandan] （卵，葡萄，ボールなどの丸いもの），［da:

dadadada]（あひるの鳴声であひるのことをさす），［yi][yu]（魚）， ［u : ]（自動車，電車）， ［ba: 

ba]（父親が帰宅するときに父親に向かって呼び掛ける）などがある。日本語のものには，「ワン

ワン」（「ワンワ」「ワワ」） （①本物の犬，猫，サル，兎などの小動物。②前述の小動物などのぬいぐ

るみ），「マンマ」（「ママ」） （食物や飲み物など），「オッター」（テレビ番組が終わったときに），「ド

ウジョ」（ものを母にわたすとき），「タッタン」（「ダッタ」） （近所のお友達の家の前を通るときに，

そこをさしてお友達の名前の通称をいって母に教える），「で一で一」（「バイバイ」）（出掛けるとき

や，人と別れるときに）などがみられた。

上述のように，この段階ではまだ連語発話がみられない。これは，この段階ではまだ「統語期」

に入っていない，すなわち前統語期にあると考えられる。 15ヵ月頃から，反復多音節的調音によ

る「発話」がみられるようになった。たとえば， [jubejubeji:,dueqiegue:]（父と母になにかを叙

述しているように一連の発声をした）， ［daji va daji]（絵本をさして母にいう） 9 [jiajiajia] （絵本

を持ってきて母にいう）。また， 17ヵ月頃から 9 [ji wu ma?]（電灯やテレビ，カメラなどのもの

を一々さして，イントネーションをあげて母にきくような口調で） 9 [ji guji ma?]（テープレコー

ダをさして母にき<), [ja jao nannan?] [vi ja mama jiji?]（母がノートをひくときに字をさして母

にきくような口調で）などと質問語句のような「発話」もみられた。

第 2段階：統合統語期 I(18カ月～22カ月）

この段階では， 1語発話は依然として主流であるが，連語発話は18ヵ月末頃からみられるよう

になり， 19ヵ月頃から 2語による連語発話は量的な増加がみられた。これらの連語発話はすべて

「軸語一開放語」構造を示している。

中国語の連語発話は量的に少ないため， 19ヵ月頃に消失や非存在を表す [mei]（ない）を「軸語」

とするものがみられたが，日本語の同義語である「ない」を使い始めると，「軸語」 (pivotword) 

として [mei]ではなく，「ない」を使うようになった。この場合，「開放語」 (openword)には中

国語を使用するときに一種の混合表現がみられた。その発達過程を次の例（表 l)によって示す。
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表1: 

例①18カ月27日の観察：夕方 7時頃に保育所からもどってきた。日が真っ暗になった。 Y児

はバギーをおりると，空を見て月を探す。なかなかみつからなく

[yilang yilang a: mei mei]（お月さんお月さんああないない）と

いった。

②19カ月 4日の観察：朝，出発するときに，玄関をでると空をみて母に [yilangmei]（お

月さんない）といった。

③19カ月25日の観察：夕方 6時頃，母が迎えにきた。 Y児は保育室から出て空をみる。月

をみつからないときに保母さんに [yilangナイ， yilangナイ］と

いった。保母さんがわからずY児に「ようとう，なに？」と聞き返

した。 Y児：もう一度同じことを繰り返した。保母さん：またわか

らなくて「なに？なにないの？」ときく。 Y児：もう一度いった。

屈：保母さんに説明した。保母さん：「あっ，お月さんのことか。

お月さんないね」と応答した。

上述の例①は，まだ構造化されていない「継起的ー語発話」 (successivesingle-word utterance)の

特徴を示している。例②は例①からの発展で，構造がみられた。例③は例②と同じ構造をもって

いるが，「軸語」は日本語で，「開放語」は中国語と，この種の混合表現の特徴を示している。

一方，日本語の場合，構造化された連語発話には，「ネンネ」（例④），「バイバイ」（例⑤），

「ナイ」（例⑥）， 「コワイ」（例⑦）， 「・・・・・・ハ？」（例⑧） などを「軸語」とするものがみられ

た。（表 2)

表 2: 

例④18カ月 13日の観察：夕方，母が迎えにきた。 Y児はベッドに寝ている赤ちゃんのモモ

ちゃんをさして「モモネンネ，モモネンネ」と母に教えた。

⑤21カ月 5日の観察 2:保育所のお友達と別れるときに，大声で友達の名前を呼び掛けて

「マーチャンバイバイ」，「ナッチャンバイバイ」，「コーチャン

バイバイ」，「サトシバイバイ」と別れのあいさつをする。

⑥21カ月 19日の観察：階段を降りて，自分の傘がみえなくて，母に [dongdongノナイ，

dongdongノナイ］ （東東のない）と報せる。母：「東東的什公没

了？」（Yちゃんのなにがないの？）ときく。 Y:同じく言う。母：

「什公ない睛？」（なにがないの？）と詳しくきく。 Y:また同じく

いう。母：「雨傘没了？」（傘がないの？）と解釈する。 Y:うなづ

いて，「ナイ」という。母：「在外面咤，在小車上呪」（外において

あるの。バギーの中においてある。）と教えてあげる。 Y:外に出

て，自分の傘をみつけて「アッタ」とうれしくいった。

⑦21カ月26日の観察：朝、母が洗面室にいるときに， Y児はドアをたたく。母が洗面室の

ドアをあけて「東東，息公了？」（Yちゃん， どうした？）ときく。 Y

：テレビをさして（「母と子の絵本」の番組の画面）母に「コッチコワ

イ、コッチコワイ」と告げる。母：「こわくないよ」と日本語で慰め

てあげる。

⑧22カ月 11日の観察：朝食のときに， Y児： ［babaハ？］と母にきく。母：「谷谷上班去

了」（パパが会社）と答える。 Y : [mamaハ？］ときく。母：「焙焙在

這）し呪」（ママはここにいるよ）と答えた。
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前述以外に，その他の種類の「軸語」を持った連語発話も多く観察された。また， 19ヵ月頃か

ら，ー語発話に終助詞「ナ」 (19ヵ月4日：「バイバイ ナ」），「ヨ」 (20ヵ月 15日：「ダメ ヨ」，

「アチイ ヨ」），「ノ」 (21ヵ月 5日：「イヤン ノ」）などをつけて語気やムードを表す発話もみ

られた。

なお，この段階から，混合表現がみられるようになった。混合表現には，次の種類のものがみ

られた。 (1)例③のように，日本語を「軸語」として，中国語を「開放語」とするものである。 (2)

中国語のー語発話に日本語の終助詞をつけるものである。

以上の結果をふまえて，この段階では，中国語にも日本語にも「軸語ー開放語」構造の持った

連語発話がみられたことは，二言語ともすでに統語期に入ったと考えられる。しかし，日本語の

「軸語」構造に中国語の「開放語」を入れるような混合表現がみられたことは，この段階では，

二言語が同一の統語システム，すなわち日本語の「軸語一開放語」システムを持っていると考え

られる。また，この段階における日本語の「軸語ー開放語」には，その特有の「(S) 0 V」語

順規則や，語と語の関係を示す格表示規則，語の変形規則などの規則による構造がまだみられな

い。これは，この段階の統語はまだ初期の段階にあると考えられる。

第3段階：統合統語期 II(23カ月～29カ月）

この段階では，第 2段階に対して二言語とも語彙の顕著な増加がみられた。その結果， 2語，

3語，多語による連語発話が主流になっている。とりわけ，中国語の場合，日本語に対する中国

語特有の「VO」（述語一目的語）構造の持っている動詞熟語が大量に増えていった。たとえば，

[gandeng]〔電気（を）消す〕， ［xilan]〔顔（を）洗う〕，［qiban]〔ご飯（を）食べる〕， ［tayila]〔雨（が）

降ってきた〕，［guijia]〔家（に）帰る〕 9 [jida]〔字（を）書く〕，［guagua]〔絵（を）描く〕などである。

これらの動詞熟語を未分化のままで述語として使う連語発話（例⑨）が数多くみられた。（表 3)

また，独立の動詞や，形容詞を述語とする連語発話もみられた。ただし，独立の動詞を使用す

表 3: 

例⑨23カ月 22日の観察：朝，母が話題を作って Y児に話し掛ける。母： 「東東，晩上洗渫

呵？限娼娼一袂洗i桑」（東東，今晩二人でお風呂に入ろうか？ママと一緒にお風呂に

はいるの）と話し掛ける。 Y : [dong dong xizo] :（東東お風呂入る）と要求する。母

： ［咽，晩上洗」（うん，夜にはいるの）と時間を設定する。 Y:「ウン」と納得した。

24カ月 13日の観察l:朝，顔を洗うとき。母：「東東，洗洗絵，洗洗給坐公共汽車」（東

東，顔をあらって，顔を洗ってからバスに乗る）と指示する。 Y:母が歯をみがいて

いるのをみて [dongdong taya] :（東東歯をみがく）と欲求をだす。母：「刷牙睛？」

（歯をみがくの？）と確かめる。 Y:「ウン， tayaイク」（歯をみがい（てから）いく）と

返答した。母：「刷完牙去呵？」（歯をみがいてからいくの？）と中国語で拡大模倣し

て聞き返して確かめる。 Y「ウン」と返答。

24カ月 13日の観察2:母がノートを書いているのをみて [dongdongjida, dongdong jida] 

（東東字をかく）と要求する。

る場合に，中国語特有の「VO」（述語一目的語）の語順規則ではなく，「OV」（目的語一述語）の

語順規則によって発話を生産するのである（例⑩） （表 4）。これは，この段階で習得されてきた

日本語の語順規則の干渉によるものであると考えられる。
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表4:例⑩24カ月 13日の観察：夜，家で母と対話するときに先日動物圏でキリンをみたことを

母に叙述する。 [dongdong tangjinglu kankanイッタ］ （東東キリンさんみた）と日

本語的な構造でいった。母：「東東看到長頸鹿了？」（東東キリンさんをみた？）と

中国語で補って聞き返す。

ところで， 26ヵ月ごろから，否定表現においては，日本語の形容詞の語尾変形規則「ク＋ナイ」

が習得され，それを過度に中国語の形容詞に般用することをきっかけに，中国語特有の構造「否

定副詞＋形容詞 or動詞」を習得した。これは，二言語における語の形態表示の特徴を認知する

ようになったと考えられる。

日本語の場合，「（S)OV」語順規則が習得されたが，文中に語と語の関係を示す助詞のよう

な機能語（「の」，「は」以外）を使った表現はまだみられない。これは，中国語の格表示には助詞

を使わないため，「子どもは助詞の形式と使用法について経験する機会がきわめて」（村田，

1968)少なく，子どもの助詞に対する認知に影響を与えたのだろうと考えられる。このことは，

第3段階では， 日本語の統語規則は語順レベルでは習得されているが，格表示レベルではまだ完

全に習得されていないと考えられる。形態変換規則としては，動詞の語尾変化規則が習得されつ

つあり，形容詞の「ク」変化規則が習得された。

さらに，混合表現には，①日本語の「(S) OV J語順で，「0」は中国語で，「V」は日本語

であるものや，「O」は日本語で，「V」は中国語であるものなどの表現がみられた。②二言語に

おける同義語や同義表現は交互に使いこなせるようになったが，量的には不均衡を持っているた

め，一種の混合を構成している。③前述の構造を持っている中国語の発話に日本語の間投詞や，

感嘆詞，終助詞などを挿入して構成された混合表現がある。

以上から，第 3段階では， 日本語の語順規則による中国語表現や混合表現でみられたように，

日本語の一言語の統語システムしか形成されていないと考えられる。

第4段階：分離統語期(30カ月～36カ月）

中国語の場合， 30ヵ月頃から，語彙量が著しく増えてきた。中にはこれまでに使用したことの

ない構造助詞「的」や前置詞「給」，「S艮」，語気助詞「咆」，「呪」，「I牙」などのような機能語，疑問語

「什公」（なに），「誰」（だれ），指示語「這」（これ），「那」（あれ，それ），「這）し」（ここ），「那）し」（そ

こ，あそこ）などが習得された。その結果，中国語の語彙の不足から行われた混合表現の種類は

顕著に減少した。また，中国語特有の統語構造は， 30カ月ごろから，語順を意識的に訂正する傾

向がみられ，中国語的な語順「(S)V 0」が形成され始めた（例⑪）（表 5)。その後，中国語で表現

するときには中国語の構造が， 日本語で表現するときには日本語の構造が使いこなせるように

なった。

一方，日本語の場合， 31カ月ごろから，これまでの構造に使われなかった格助詞「がJ,「で」，

「も」，「を」，「は」，「と」や接続助詞「から」，「で」などは本格的に使用し始めた。これによって，

日本語の統語規則は語順レベルでも格表示レベルでも完全に形成されていると考えられる。

第4段階では，中国語の発話においては日本語の挿入による混合表現が何種類か依然として使
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表 5: 

例⑪29カ月28日の観察 1:母がノートをひくのを見て， Y:「mamaナニ jie?」（ママはなに

を書くの？）と聞く。母：「！恩？」（うん？）と聞き返す。間違っていると知らせるため。

Y : [mama jie xieme ?]（ママはなにを書くの？）と中国語の語順で中国語で聞く。母：

「娼娼写東東説的「在厠所」」（ママは Yちゃんがいってた「在厠所」のことばを書く

の）と教える。 Y:にっこりと笑う。

29カ月28日の観察 2:母が漬物を作っているのを見て， Y:「mamaナニ juo?」（ママは

なにを作るの？）と聞く。母：「！恩？」（うん？）と誤用を知らせるために聞き返す。 Y:も

う一度繰り返す。母：「！懇？」ともう一度聞き返す。 Y:母の意図がわかったように

[mama juo xieme?］とすべて中国語になおして聞く。母：「女烏掲倣辣白菜」（ママはキ

ムチを作るの）と答える。

29カ月28日の観察 3:スーパーで買物をするときに， Y:「mama ドコ（ナニの誤用）mai

旦（ママなにを買う？）。母：返答しない。正確になおしてもらうように。 Y：母の意

図が読み取れなくてもう一度繰り返す。母：返答しない。 Y：母の意図が読み取って

[mama mai xieme?]とすべて中国語になおして聞く。母：「買土豆条呪」（ポテトチッ

プスを買うの）とやっと返答してあげた。

われている。たとえば，①中国語表現において日本語の感嘆詞や終助詞，間投助詞などが感情，

ムードを表すために使われるもの。②日本語の指示詞，副詞などの修飾語を中国語文に使用する

もの。③この時期に新しく使用し始めた日本語の格助詞「が」，「で」，「も」，「は」，「と」や接続

助詞「から」，「で」などを中国語文に挿入して使用するもの。また， 日本語の発話において中国

語の単語を混ぜて表現するものもみられた。ところで，上述のような種類の混合表現は「中国語

環境」においてはみられるが，「日本語環境」においてはみられない。これは優勢を示している

日本語の干渉によるものであると考えられる。

以上の結果をふまえて，第 4段階では，中国語も日本語もそれぞれの統語システムが完全に形

成され，二言語は分離されていると考えられる。 Dopke(1992b)によれば，二言語の分離する要

因に関して， Arnbergand Arn berg (1988)は次のように主張しているという。すなわち，産出ニ

言語使用児における二言語の分離は彼らの二言語を使用しているという言語意識の芽生えによる

ものであるという。箪者はこの主張に賛戒する。

(4) 結論

以上，中国語と日本語の二言語の同時習得過程における 1歳から 3歳までの 1幼児の言語発達

の特徴を統語論の立場から明らかにした。上述の考察をふまえて，次のことが明らかになった。

家庭内では中国語（少数言語），家庭外では日本語（社会の主流言語）の二言語環境（種類 2)のな

かで生活している在日中国人幼児が，家庭内における中国語環境を確保するならば， しかも親の

意図的な言語指導があるならば，およそ 3歳頃までに二言語は文法形式のレベルでは同時に習得

することができる。ところで，その習得過程においては，第 1段階では，二言語とも前統語期で

あった。第 2段階と第 3段階では，二言語は日本語という一つの言語システムのなかで使われて

二言語は統合統語期であった。しかし，第 4段階では，中国語特有の語順規則の習得によって，

二言語は漸次的に分離統語期を迎えるようになった。この結果は前述の二言語の同時習得に関す

る「初期の一言語システム」仮説を支持する。また，中国語の場合，第 1段階では 1語発話が特徴
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的であった。第 2段階になると， 2語による連語発話がみられるようになったが，量的には非常

に少ない。そのため，中国語を「軸語」とするものは形成されなかった。第 3段階では，「主語

一述語」の文構造を持った連語発話が数多くみられた。しかしまだ，中国語特有の「(S) VO」

構造がみられず，日本語の「(S) 0 V」構造による語順倒置の連語発話のままであった。第 4

段階に入ってようやく中国語特有の統語構造が形成され始めた。一方，日本語の場合， 1語発話

の第 1段階を経て，第 2段階では，日本語の「軸語ー開放語」構造による 2語発話が現われ始め

た。第 3段階では，日本語特有の「(S) 0 V」語順規則が習得されたが，格表示規則はまだ習

得されていない。第 4段階になると，格助詞が本格的に使用するようになり，日本語の格表示規

則は次第に習得されつつある。なお，混合表現の場合，第 1段階の前統語期ではみられなかった

が，連語発話がみられる第 2段階から，日本語の「軸語」構造に干渉されたため，混合表現がみら

れるようになった。第 3段階では， 日本語特有の「(S) 0 V」語順構造における混合表現で

あった。第 4段階になると，構造上の混合が減少されたが， 日本語の機能語の挿入による混合が

新たにみられた。ところで， これらの混合表現は「中国語環境」においてはみられるが，「日本

語環境」においてはほとんどみられなかった。この結果は，前述の毎週月曜日にとった日誌記録

を分析した結果（劉1992, 1993, 1994a, 1994b) と一致している。なお，今後，各段階におけ

る言語指導の効果について検討を行う。
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