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1 導入
単語らしさ (wordlikeness)とは、ある音連鎖がどれほど「特定言語の典型的な単語」である

かを表す概念である。たとえば英語で [spreet]はありうる単語だが [zbreet]はありえないこと
から、音素配列の知識（この例では語頭の 3子音連鎖に関する制約）が単語らしさを規定する
と考えられてきた。しかし、最近では、レキシコン（心内辞書）におけるデータの分布自体が
単語らしさを規定するという考え方もあり、どちらが優勢とも決めがたい (Bailey and Hahn,

2001)。日本語における単語らしさも、2音連鎖、3音連鎖における遷移確率という形で処理す
る手法が工学的には主流であるが、近傍単語集合 (neighborhood)というレキシコンのデータ分
布を日本語について求めた研究 (Yoneyama, 2002)が現れ、「単語らしさ」をより深く探求する
素地が整ってきた。しかし、日本語の語彙が持つ重層的な構造と単語らしさの関係は、筆者の
知る限りまだ検討されていない。
日本語には、和語、漢語、外来語といった語彙層（あるいは語種）があることは以前からし

ばしば論じられてきた (McCawley, 1968; Vance, 1987)。最近では最適性理論の隆盛に伴い、い
くつかの制約の組み合わせで語彙層のモデルを構築するのが音韻論の分野で有力な方法である
(Itô and Mester, 1995; Fukazawa et al., 1998)。
本稿では、その最適性理論の枠組みにおいてこれまで主張されてきた「純粋に音韻的な証拠

から語彙層が定義できる」という考えに疑問を投げかける。子どもの言語獲得の場面を考える
と、単語ひとつひとつの獲得とそれらが属すべき語彙層の確定が、同時に整合性を持って進む
とは考えがたい。そこで、「純粋音韻的な語彙層」に対する代案を理論的な見地から提示する。
また、制約の働きが、レキシコンにおいてどのような単語に見られるかを語彙データベースを
用いて調査し、語彙層ごとに単語らしさが異なるかどうかを実証的に論ずる1。データベース分
析の結果は、従来の理論に対する我々の疑いを裏付けるものとなった。
本稿の構成は以下のようになる。まず、次節では最適性理論によるこれまでの日本語語彙層

分析を概観した後に、語彙層の数を最小限にとどめるような代案を提示する。第 3節では約 7

万項目（同音語を除く）の語彙データベースにおいて、和語、漢語、外来語のそれぞれの語彙
層に特有と考えられるいくつかの制約に従うものの割合を求める。第 4節はまとめと結論を述
べる。

* 本稿を書く機会を与えてくださった杉藤美代子氏に深く感謝します。また、本稿の初期段階で多くの有益な
議論を交した太田光彦氏にも感謝します。この研究の一部は科学研究費（課題番号: 14510625および 14710375）
の援助を受けました。

1この語彙層の違いを無視し、音素配列を 2音連鎖における確率と定義することで、日本語の単語らしさを単一
の次元で捉えるモデル (Goldsmith, 2002) もあるが、本稿の分析の方向性とどちらが有望であるかを比較判断でき
るほど詳しい資料が提示されていない。
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2 最適性理論による語彙層の扱い

2.1 仮定と疑問点

最近の最適性理論（Optimality Theory、以下OT）における音韻研究では、レキシコンについ
て主に以下の 5つの仮定が置かれている (Itô and Mester, 1995; Itô and Mester, 1999; Fukazawa

et al., 1998)。

(1) 音韻的語彙層の存在：単一言語内でレキシコンが複数の語彙層にグループ分けされる。例
えば日本語の場合、和語、漢語、擬声語、外来語などのグループである。これは、それぞ
れの語彙層特有の音韻現象が観察されていることを根拠としている。

(2) 核-周縁構造：語彙層ごとに特有の音韻現象が観察される、ということは、語彙層ごとに
違反可能な有標性制約が異なる、とOTでは説明される。このように制約によって定義
される語彙層は互いに独立ではなく、むしろ重なりあって同心円的な構造をなしている。
これを核-周縁構造と言う。ある言語において、ネイティブな語彙はより無標な形を持つ
ため守られる有標性制約の数が多くなり、外来語はより有標であるため守られる制約の数
が減る。これを図式化すると図 1 のようになる。核部ではでは、*X、*Y、*Z の３つの
制約を遵守しなければならないのに対し、中間部では*Xと*Y、そして外周部では*Xの
みに従う。

*X

*Y

*Z

図 1: 制約によって定義される核-周縁構造

(3) 語源的情報からの独立：語彙層は音韻的な情報のみに基づいて構成され、語源的な情報に
は依存しない。これは、子どもの言語獲得の状況、及び音韻文法の自律性の観点から要求
される仮定である。

(4) 語彙層特有の音韻現象が制約のランキングの獲得を促す：ある語彙層では観察される音韻
の交替が別の語彙層では見られない、ということを手がかりに語彙層ごとに制約の優先
順位（ランキング）が異なることを子どもは獲得する。

(5) 照合性制約は語彙層ごとに分かれる：語彙層ごとに有標性制約のランキングがすべて異
なってしまっては、単一言語の文法としての統一性が失われてしまう。そこで、入力と
出力を照合し掛け離れていないことを保証する照合性制約 (Faithfulness constraints)を語
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彙層ごとに用意することで、異なったランキングを可能にする。例えば、ある有標性制
約Mが、語彙層Aでは違反不可能であるが語彙層Bでは違反可能な場合、照合性制約は
Faith-Aと Faith-Bの二つに分化する。Faith-AはMより上にランクし、Faith-BはMよ
り下にランクする。これを、ランク付けに「À」記号を使い以下のように表す。

Faith-A À M À Faith-B

以上が、近年のOTにおける語彙層の研究に関する 5つの仮定を簡単にまとめたものである。
日本語についても、この 5点を基盤としていくつかの詳しいデータ研究が報告されている。し
かしそれらは共時的な大人の文法の観点からの研究がほとんどであり、子どもの語彙層獲得の
観点から見ると、以下の二つの疑問点が浮かんでくる。

(6) 疑問点
a. 子どもが経験する音韻的証拠は、4つあるいはそれ以上に多くの語彙層の区別を獲得でき
るほど明解なのだろうか。

b. 語源的、歴史的、文字的な情報が全くなくても、語彙層は獲得できるのだろうか。

次の節で詳しく見るように、日本語の語彙層は 4つ以上に分かれると言われている。ある単
語がどの語彙層に属するかを決定するだけでなく、いくつの語彙層があり、それがどのような
特徴によって定義されているかということ自体を子どもは獲得しなければならない。それを可
能にするような音韻的な手がかりの分布が検証できるだろうか。また、後者の疑問については
例えば、語源的な知識も漢字とカタカナの知識もない子どもが「さんば (産婆)」が漢語に属し
「サンバ (samba)」が外来語に属する、ということをどうやって知るのであろうか。
これらの疑問に対する答えを導くためにはまず、子どもの言語獲得の観点から、語彙層に関

する先の (1)から (5)の仮定を改めて吟味する必要がある。特に本稿では、「語源的情報からの
独立」という (3) の仮定が本当に正しいのかを考察する。例えば、言語獲得の初期の段階では
音韻的な語彙層はまだ存在せず、子どもの文法の獲得は語彙層なしで進むと考えることができ
る。そして文法の中核的な構造を把握した後に、例えば形態素接合や語形成等の形態論的ある
いは文法的な情報がきっかけとなって語彙層の獲得へ進む、というストーリーを描き出すこと
ができる。
これが成立するか確かめるためにはまず、従来の日本語レキシコンの内部構造に関する研究

を再考する必要がある。次節では、日本語の４つ以上の語彙層のグループ化の根拠となってい
ると言われてきた音韻現象がOTの枠組みでどう扱われるかを簡単に紹介する。

2.2 日本語の語彙層と制約

OTにおける有標性制約は「Aがあってはならない」という否定的な形で主に定式化され、
「*A」と書き表される。図 2に示すように、日本語の語彙層を定義する制約として、OTの枠組
みで頻繁に取り上げられるのは「*P」、「*NT」、「*DD」、の三つの制約である。その他には、拗
音やわたり音の存在に関する細かな制約が存在する（図 2ではまとめて*Xとした）。この図に
おいて、「*P」の内側が漢語、「*NT」の内側が擬声語、そして「*P」と「*NT」の共通集合部
分が和語とされる。また「*P」にも「*NT」にも入らないが「*DD」および「*X」の内側にあ
たるのが外来語である。なお、「*DD」および「*X」のさらに外側は異質語 (Alien)と呼ばれ、
日本語への同化の程度がもっとも低い外来語が入るとされる。以下では個々の制約とその根拠
となるデータを見ていくことにする。
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*P*NT

*X*DD

図 2: 制約の適用領域によって定義される日本語の語彙層。Itô and Mester (1995): p.834
における図を簡略化したもの。

2.2.1 *P: 単一 [p]音の禁止

国語学の分野で古くから言われてきたように、和語と漢語には単独の [p]音の生起を嫌う傾
向がある。(7)に示すように、和語では重子音 [pp]のみ、漢語ではそれに加えて部分的重子音
[Np]の形でしか [p]は現れない2。しかし擬声語や外来語では [p]は自由に現れる。

(7) [p]の分布

a. kappa かっぱ 和語 e. ippan 一般 漢語
b. hikari ひかり 和語 f. kampan 甲板 漢語
c. pikapika ぴかぴか 擬声語 g. paato パート 外来語
d. supasupa スパスパ 擬声語 h. kopii コピー 外来語

2.2.2 *NT: 鼻音-無声阻害音連鎖の禁止

日本語だけでなく様々な言語の音素配列において、鼻音の直後に阻害音があるとき、それが
有声である方が無声であることより無標である (Pater, 1999)。これは、「*NC: 鼻音の後の無声
阻害音を禁ずる」という普遍的な制約の効果と見ることができる。日本語において、この制約
は和語、擬声語を他から区別する重要な役割を持つと考えられてきた (Itô and Mester, 1995; Itô

and Mester, 1999)。

(8) 鼻音-阻害音連鎖の実現

a. tombo とんぼ 和語 e. kamboo 感冒 漢語
b. kaNgae 考え 和語 f. kampoo 漢方 漢語
c. Sombori しょんぼり 擬声語 g. tSansu チャンス 外来語
d. unzari うんざり 擬声語 h. hinzuu ヒンズー 外来語

(8)に示すように、和語と擬声語においては鼻音の後には有声の阻害音しか現れないが、漢語
と外来語では有声・無声どちらも現れる（以降、鼻音-無声阻害音連鎖を「NT」鼻音-有声阻害
音連鎖を「ND」と呼ぶ）。これはすなわち、鼻音の後での [voice]が弁別されるかどうかが異な
ると言える。

2[Np]という連鎖において、[N]は後続する閉鎖音と同器音となる鼻音全般を表す。
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(9) 動詞の活用における-ta/-daの交代 (和語のみ)

a. mi-ta 見た d. Sin-da 死んだ
b. tabe-ta 食べた e. kan-da 噛んだ
c. tat-ta 立った

また (9)のデータは、和語において鼻音の後では [ta]が [da]に変化することを示している。
(8)におけるNTの欠如と合わせて考えると、和語では鼻音の後で [voice]が弁別的でない、す
なわち冗長であることが分かる。

2.2.3 *DD: 有声阻害音の重子音化禁止

語源的にはいわゆる外来語であっても、以下の (10)のように、有声阻害音の重子音が起こる
ものと起こらないものがある。このように、外来語とひとくくりにされる中でも、より日本語
に同化しているものとそうでないものがあることは以前から指摘されてきた (Itô and Mester,

1995)。

(10) 有声阻害音の重子音の有無（外来語）

原語 外来語発音 原語 外来語発音
a. “bag” [bakku] d. “wood” [uddo]

b. “bed” [betto] e. “head” [heddo]

c. “groggy” [gurokkii] f. “shredder” [Sureddaa]

先に述べたように、*DDの制約に従うもの (10a–c)を外来語と呼ぶ一方、従わないもの (10d–f)

を異質語と呼んで区別する。原語からの借用時期、使用の状況/社会階層/頻度などによって、
ある借用語がどちらの特質を示すが決ったのであろう。ただし、本稿において重要なのは、そ
のような語源的情報ではなく、*DDという純粋に音韻的な制約によって外来語と異質語が区別
されてきたということである。

2.2.4 その他の音素配列上の制約

Itô and Mester (1995)は、ここまで述べた以外にも多くの制約を用いて、外来語と異質語の
差異を示している。まず、(11)にあげるように「ファ」「ツァ」などを含む単語は極めて稀であ
ることから「*F」および「*TS」という制約を提案した。

(11) ファ、ツァなど（異質語）

原語 借用語形 原語 借用語形
a. “foul” [fauru] e. “czar” [tsaa]

b. “festival” [festibaru] f. “Zeltsack” [tserutosakku]

c. “feet” [fiito] g. “Yeltsin” [eritsin]

d. “ford” [foodo] h. “canzone” [kantsoone]

また、(12)にあげるように、原語が [Se]、[ti]、[si]を含む場合に、それらの音節がそれぞれ
「シェ、ティ、スィ」となって借用される場合と、「セ、チ、シ」となって借用される場合があ
る。これらをまとめて、Itô and Mester (1995)は「*ČE/*TI」という制約を提案している。
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(12) シェ/セ、ティ/チ、スィ/シなど（外来語と異質語）

原語 借用語形 原語 借用語形
a. “Shakespeare” [Seekusupia] d. “milk shake” [miruku seeki]

b. “party” [paatii] e. “team” [tSiimu]

c. “seasick” [Sii sikku] f. “seal” [Siiru]

2.3 最小限の語彙層

子どもが (8)のようなデータに触れて、和語と擬声語においてのみ [voice]が冗長であること
に気づくには、まずその形態素がどの語彙層に属しているかが分かっていなければならない。
しかし、ある形態素がどの語彙層に属しているかを決定するのは表層の音韻パターンなのだか
ら、「にわとりが先か卵が先か」のように循環する問題が起こる。
この循環を断ち切るには、「とんぼ」と「感冒」が異なった語彙層に属する、という独立した

理由付けが必要である。実は、先行研究においてこの点は明確に追究されたことはない。一般
に、語源的・歴史的な情報は共時的文法には役に立たないとされている。しかし伝統的にある
語彙層に属するとされてきた形態素の多くは、音韻的パターンのみからはその帰属を決定する
のは難しいのである。
さらに、語源的には和語と分類されていながら、*NTに違反する単語の存在が問題点をより

明確にする。例えば「あんた」、「うんか」といった単語は、語源は和語であるが鼻音の後に無
声音がある。もし音韻的な制約のみに頼ると、これらは和語としては分類できない。では、こ
れらはどの語彙層に属するのであろうか。実際、語源的な情報源をなくしてしまうと多くの語
の所属がわからなくなってしまうのである。
単一言語内で音韻交替をする場合としない場合の 2つのパターンが共存する時、しない場合

の語彙に関してどのように考えれば良いのであろうか。従来は、何かはっきりした反証がない
限りこれらの語彙はもっとも「無標」な語彙層に属する、と考えられてきた。
しかしながらこれには問題点が 2つある。まず第一に、語彙層がある有標性制約を違反する

ものとしないものという観点から二つに分類された結果、弁別性が消失してしまう。例えば、
形態素は、鼻音の後の無声音を含むため*NTを違反する語彙（「あんた」、「うんか」等）と、
鼻音の後に無声音がないため*NTを違反しない語彙（「とんぼ」、「感冒」、「ヒンズー」）の
2種類に分けられる。もしこれら二つのグループをそれぞれ語彙層とすると、前者では常に鼻
音の後で無声音、後者では常に鼻音の後で有声音となり、どちらの語彙層でも [voice]の弁別性
はなくなってしまう。第二に、Rice (1997)が指摘したように、各有標性制約を違反するかしな
いかで語彙を分類していくと不必要な語彙のグループ分けが起きてしまう。Riceがあげた例で
は、*NTの違反で語彙層の分類をすると英語の “font”と “fond”が異なった語彙層に所属する
ことになってしまう。
これらの問題はそのまま語彙層の獲得における困難さの問題となる。もし、ある有標性制約

に違反する構造を持つ単語を獲得する度に、その有標性制約が対応する照合性制約の下位にラ
ンク付けされていったとしたら、母語に起こるどの音韻的現象も習得できなくなってしまうだ
ろう。
そこで新たな考え方として、本論文では音韻の交替という証拠が観察されないかぎり、その

語彙はもっとも「有標」な語彙層に分類される、と提案する3。例えば、「とんぼ」や「感冒」だ
けでなく「あんた」も「散歩」も鼻音の後で無声音が許される語彙層に属する、あるいはOT

3詳しくは Fukazawa, Kitahara, and Ota (2002)を参照
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の用語では、*NTの上に照合性制約がランクする語彙層に属する、と考える。言い換えれば、
従来の提案とは反対に、「とんぼ」も含むこれら全ての語彙で、鼻音の後の [voice]は弁別的で
ある、と考える。重要なのは、この提案は何らかの音韻交替が観察されている語彙に関しては
当てはまらない、という点である。したがって、(9) のデータにあるような過去形の「た」の
場合は、*NTの下に照合性制約がランクされる語彙層に属するのである。
この提案により、形態素の語彙層分類ができない、という問題はなくなる。そのかわり、こ

れまで冗長な素性として扱っていたものを弁別的であるして個別に保持しておかなければなら
なくなるが、論理的に問題はない。さらに、ひとつひとつの語彙項目ごとに検討するというこ
とはもはや必要なくなったため、従来の方法では致命的とされていた言語獲得の問題も解決さ
れる。照合性制約の語彙毎のランキングを決定するのは音韻の交替であり、音素配列のパター
ンは獲得目標言語全体としての有標性を設定するだけである。

3 データベース分析
前節で概観したように、最適性理論では比較的単純な否定的制約をランク付けすることで、

各語彙層の特質を形式的に表す。それらの制約は適用する領域によって 2種類に分類すること
ができる。ひとつは音節内部での有標性を扱うものであり、もうひとつは音節間に起こる音連
鎖の有標性を扱うものである。音節内部の制約によって、語彙層ごとに可能となる音節の分布
を考えると以下の (13)のようになる。Itô and Mester(1995)が提案した制約のうち、音節内部
に適用されるのは外来語と異質語の境界にあたるものばかりであった。しかし、語源および単
語の用法に関する知識を考慮しながらデータベースを精査すると、以下のような傾向が導き出
せる4。

(13) 音節内の制約により許容される音節と語彙層の対応関係

a. 漢語層：拗音を許容

b. 擬声語層：[ジェ、チェ、シェ、ヒュ、ピュ]を許容

c. 外来語層：[デュ、トゥ、ディ]を許容

d. 異質語層：[テュ、ドゥ、ツァ、ツィ、ツェ、ツォ、ファ、フィ、フェ、フォ、フュ、
スィ、ウィ、ウェ、ウォ]を許容

また音節間の制約は二つあるが、それらの適用の可否によって語彙層をまとめると以下の (14)

のようになる5。

(14) 語彙層を分ける音節間の制約

a. *NT：鼻音-無声阻害音連鎖 (NT)を禁ずる

• 適用：和語層、擬声語層
4本稿では、アルカディア社によって、テキスト音声読み上げソフト「声良」のために編集された単語アクセン

トデータベースを用いた。このデータベースは 98355項目を含むが、同音語をすべて除いた 69098項目が、今回
の調査の母集団となった。

5これは、(2)を説明しなおしたものと言える。ただし、*P制約は音節内と音節間の両方に関わる制約であるた
め、ここでの分析からは省いた。そもそも*P制約は適用領域とその効果が不明確で、より基本的な制約への解体
も別稿で検討している (深澤・北原, 2002)。
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• 免除：漢語層、外来語層、異質語層
b. *DD：有声重子音 (DD)を禁ずる

• 適用：和語層、擬声語層、漢語層、外来語層
• 免除：異質語層

(13)と (14)は、適用領域が異なり、音韻的には全く独立したものと考えられる。もし語彙層
が語源に関する知識とは関係なく、純粋に音韻的に定義されるものならば、これら二群の制約
それぞれによって定義される単語の集合はうまく重なりあって収斂し、語彙層が共通集合の形
でくくり出されてくることが予想される。図 2のようなイメージならば、そのような共通集合
こそが語彙層を定義するはずである。従って、たとえば、(13d)にあるような異質語層的な音節
を持つ単語の集合と (14b)における有声重子音を持つ単語の集合はお互いに重なり合う部分が
大きいのに対し、(13d)と (14a)とでは重なりが少ない、と考えられる。もちろん、単音節の単
語や、多音節でも該当する特徴のうちの一つしか持たない単語もあるから、共通集合が片方の
集合と完全に一致する（つまり片方が他方の真部分集合である）ことはまれであろうが、語源
的な知識ではなく、音韻的なパターンの知識だけから語彙層が学習可能であるかどうかの一つ
の検証となる。
前段落で述べたことを仮説としてまとめると以下のようになる。

(15) 語彙層を定義する共通集合に関する仮説

互いに独立な複数の制約が同じ語彙層を定義する時、それらの制約に同時に従う単
語は、別々の語彙層を定義する制約に同時に従うものよりも比率として大きい。

上記のような仮説のもとに (13)と (14)の共起関係をデータベースによって調べたのが表 1で
ある。この表の 1列目及び 1行目には、個々の制約を単独で評価したときにに該当する単語の数
を記してある。そして 2 列目以降は、1 列目の単語の中で、鼻音-無声阻害音連鎖 (NT)、鼻音-

有声阻害音連鎖 (ND)、無声重子音 (TT)、有声重子音 (DD) を含むものの数をそれぞれ示して
いる。4行目を例にとって説明すると、外来語層的な「デュ、トゥ、ディ」を含む単語が 186語
あり、その中でNTを含む単語（例：ディフェンス）が 15個、NDを含む単語（例：ダンディー）
が 56個、TT を含む単語（例：エディット）が 17個、DD を含む単語（例：グリッディング）
が 2個であった。
この表の数字は、ある単語が純粋に音素配列の制約に違反するか否かを数えあげたもので、

その単語が特定の語彙層に属するという先験的な情報は考慮に入れていない。むしろ、純粋に
音韻的な情報だけから、ある単語が特定の語彙層に属することを決定できるかどうかを知りた
いのである。従って、たとえば 2行目の拗音を含む 12523単語には、音韻以外の知識があれば
漢語、外来語、擬音語、異質語のどれかに判断されるものがすべて混ざりあっている。その混
ざりあった集合が 14で挙げた音節間の制約への違反の有無によってどのように切り分けられる
か、をこの表から読み取ることができる。
また図 3のグラフは表 1のデータの 1列目に対して、2列目以降の数字がどんな比率になって

いるかを表したものである。グラフは無声の促音（TT）を示す線が擬声語的（M）の部分で比
較的高い比率を示した以外は、いずれも低水準を推移している。もし、(15)の仮説が正しいな
ら、NTを含む単語の比率は擬声語の部分で低く他は高くなるはずである。またDDを含む単
語の比率は異質語の部分のみ高く他は低くなるはずである。さらに、NDと TTを含む単語の
比率は、それぞれNTとDDの場合の逆の分布を描くことが予想される。しかし、グラフから
明らかなように、(15)の仮説を指示するような傾向は全く見いだせない。
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表 1: 音節内制約と音節間制約を同時に満たす単語の数

NTを含む NDを含む TTを含む DDを含む
5275 3990 3751 84

漢語層的 (13a) 12523 1405 804 791 10

擬声語層的 (13b) 141 21 17 22 0

外来語層的 (13c) 186 15 56 17 2

異質語層的 (13d) 635 114 82 93 3
0
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図 3: 漢語 (SJ)、擬声語 (M)、外来語 (F)、異質語 (A)のそれぞれに特徴的な音節内の音素
配列制約を満たす単語群において、鼻音-無声阻害音 (NT)、鼻音-有声阻害音 (ND)、無声促
音 (TT)、有声促音 (DD)に関する音節間制約を満たす単語の割合

4 まとめと結論
本稿は音韻的なレキシコンの内部構成を再考し、「単語らしさ」をより詳しく知ることを目標

に、日本語の音韻語彙層を分析した。OTの枠組みにおける理論的な考察としては、「子どもは
いかに音韻文法を獲得するか」、「何が照合性制約の相対化を促すか」、「どのように単語は語彙
層に分類されるか」という点を子どもの言語獲得の視点から再検討した。その結果、これまで
のOTの研究で主張されてきたような多数の語彙層を否定するに至った。つまり、言語獲得の
初期の段階にあって語源/歴史/文字的な知識を持たない子どもには、和語、漢語、擬音語、外
来語等の複数の音韻語彙層を獲得することは不可能である。
文法が異質な要素を共存させていくメカニズムとして語彙層化がありうること自体は否定し

ない。しかし、獲得の視点から考えるとその可能性は厳しく制限されるべきである。つまり、語
彙層化を引き起こす照合性制約の分化は最小限にとどめらる。また分化を引き起こすのは語源
的な情報ではなく、例えば、形態素境界や接辞添加のような普遍的な文法の情報に基づく、と
した。
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本稿の後半では、ある語彙層を定義すると思われる複数の制約の収斂具合いを、約 7万語の
単語データベースから調査した。結果は、これまでOTで言われてきたような多数の語彙層を
裏付けるものではなかった。複数の制約の効果が一つの単語の上に重なって現れることで、言
語獲得者にとって語彙層の定着と単語の同定が容易に進むとは思えない。これは、理論的な考
察において多数の語彙層の成立に否定的な見解を示したことと一致する。
現時点でのデータベース分析はまだ精度の粗いもので、現れる単語の頻度、親密度、心像性

などは考慮に入れていない。今後はそれらの項目を含むデータベースと、本稿で報告した分析
を組み合わせて再調査する必要があるだろう。
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