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１． 成田 広樹 助教 （Hiroki Narita） ： 10：30～11：10（質疑応答含む） 

 

「刺激の欠乏と普遍文法」 

 

人間の子どもは誰しも、生後数

年というわずかな期間で母語を

（それが日本語であれ英語であ

れ他の何語であれ）ほぼ完全に

獲得するようになる。彼らがそ

の期間に周りの言語環境から受

ける刺激は質的にも量的にも非

常に限られたものであるにも関

わらず、獲得された文法知識は

後天的学習のみでは説明するこ

とができないような複雑かつ豊

かな内容を持ち、また他のどの

生物の認知機構にも見られない

数々の特異性を示す。刺激の欠乏という制約があるにもかかわらず、人間のみが（しかし人

間であれば誰でも）豊かな内容を持つ言語知識を獲得できるのはなぜか――この問いに答え

ることこそが、現代言語研究が抱える最大の課題のひとつである。刺激の欠乏問題に対する

妥当な仮説は、人間言語の知識は、経験によって後天的に学習されるよりも、むしろ経験に

先立って人間（の脳）に生得的に与えられている部分が少なくない、というものである。こ

の生得的知識は言語環境が与える刺激を取り込みつつ内的な発達過程に従って成長し、結果

日本語であったり英語であったりの文法として発現するのである。本発表では、この生得的

言語知識の内的構造のモデル（「普遍文法（universal grammar, UG）」と呼ばれる）の解明

に向けて現代理論言語学が蓄積してきた知見の一部を概略することを主題としたい。 

 

“The Poverty of Stimulus and Universal Grammar” 

 

Every human infant is a linguistic genius. Without conscious effort, they absorb the 



linguistic data provided by speakers in their environment (be they in Japanese, English, 

or any other language), and within just a few years of birth, they uniformly acquire a 

rich grammatical knowledge of their mother tongue. Even though the linguistic 

experience they receive from the environment is very limited, qualitatively and 

quantitatively, the knowledge they acquire exhibits a number of intricate features that 

cannot be explained solely in terms of any generalized learning mechanisms. Why can 

humans (and only humans) uniformly acquire the rich system of linguistic capacity in 

face of the poverty of stimulus?――this is one of the leading research questions posed to 

contemporary linguistic research. One plausible line of approach to the 

poverty-of-stimulus problem is to suppose that linguistic knowledge is not literally 

learned from experience, but rather in significant part given to humans innately prior to 

experience. The growth of this innate linguistic knowledge is largely internally 

determined and triggered by the stimulus provided by the linguistic environment, 

yielding the mature grammars of Japanese, English, and so on. The purpose of this talk 

is to present a cursory look over the ideas and prospects for the study of the internal 

structure of the innate linguistic knowledge, called Universal Grammar (UG).  

 

２． 垂見 裕子 准教授 ： 11：20～12：00 （質疑応答含む） 

 

「ＰＩＳＡから日本の学力格差をみる ―家庭的背景・学習方略を中心に―」  

 

従来から家庭的背景による学力

格差は教育社会学の主要なテー

マであったが、近年日本でもそれ

を示す実証研究が増えてきた。さ

らに、家庭的背景の恵まれた子ど

もがどのようにして高い学力を

獲得しているのか、そのメカニズ

ムを明らかにするために、学習時

間、学習意欲、学校外学習に注目

した研究が報告されている。しか

し、生徒の学習方略（勉強の仕方）

に関しては、家庭的背景にどれだ

け規定されるかは十分議論され

てこなかった。本報告では、OECD が実施する 15 歳児を対象とした学習到達度調査（PISA）

2009 のデータを使用する。分析結果から、以下の知見を得られた。（１）学習方略の使用に



家庭的背景による差異があること、特に制御方略においてその格差が大きいことが明らかに

なった。（２）家庭的背景と学力の関係は、一部学習方略を媒介していることが明らかにな

った。 家庭的背景の学力に対する効果の一部は、学習方略のもとに生み出されていた可能

性を意味する。（３）学習方略の効果は、下位階層の方が大きいことが明らかになった。上

位階層では学習方略をあまり使用しなくても学力が保証されている一方、下位階層では学習

方略の有無により学力が形成されていることが示唆される。 

 

 “Achievement Gap in Japan: Family background and Learning Approach“ 

 

There has been increasing debate on to what extent family background affects student 

achievement in Japan. Furthermore, recent studies have examined students’ learning 

time, learning effort, or out-of-school education to explain why family background affects 

student achievement. This study focuses on learning approach to explain the mechanism. 

I use the PISA (Programme for International Student Assessment) 2009 data. First, the 

study finds that high SES (socio-economic) students use more learning approach, and 

this difference is largest in control approach. Second, the effect of family background on 

student achievement is mediated by learning approach. The fact that high SES students 

perform higher is partly explained by the fact that high SES students use more learning 

approach. Lastly, the effect of learning approach on student achievement is larger for 

low SES students. This implies that performance of high SES students is guaranteed 

regardless of their use of learning approach, whereas the performance of low SES 

students depends on their ability to acquire and use learning approach. 


