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接辞の左右非対称性

• 類型的に接頭辞よりも接尾辞が多い 

(Sapir 1921, Greenberg 1963, Hawkins & 
Gilligan 1988, Bybee et al. 1990, Dryer 
2013)

World Atlas of Language 
Structures

赤: 接頭辞型 (152) 青: 接尾辞型 (529)　　(Dryer 2013)

なぜ接頭辞は少ないのか？
言語処理からの説明

• Greenberg 1957

• Cutler et al. 1985, Hawkins and Cutler 
1988

• Hall 1988, 1992

• Himmelmann 2012

• Asao 2013

Asao 2013

• 短い要素は曖昧性が高く、聞いたその場
で特定するのが難しい

• [pajp] という音を聞いた場合、pipe とい
う語が用いられた可能性が非常に高い
が、[s] の音だけで複数接辞 -s と決定
することはできず、文脈の情報が必要

Asao 2013

• p aj p - s

• この時点で pipe という語が使われたことに確信を持つ
ことができる

• s - p aj p

• この時点で s という接辞が使われたとは確定できない

“類型論的少数派”問題
• 「接頭辞の処理が困難」なのだとした
ら、類型論的に少ない接頭辞タイプの
言語が問題なく存在していることをど
う説明するのか

• 類型論的傾向の「心理的説明」に常に
つきまとう問題

“類型論的少数派”問題

• Harris (2008)「接中語 (endoclitic) のよう
なものが稀なのは、処理や獲得が困難
だからではなく、単にそれを生じさせ
るような歴史的偶然が起こりにくいだ
け」

本発表の仮説

• 類型論的傾向に対する「心理的」説明
は有効である



関係節語順の例
• VO 言語で、RelN（関係節前置）語順は非常にまれ

• 中央埋め込みを生じるから (Kuno 1974; Hawkins 2002)
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関係節語順の例
• 中国語は VO & RelN

• 中国語は処理が困難なのか？

• 中国語には主題化構文があり、これが
中央埋め込みの困難を回避する目的で
使われている可能性 (Matthews & Yeung 

2001, Ching 2008)

関係節語順の例
• 主題化による中央埋め込みの回避

• Lei5 zeon2bei6 hou2 [ting1jat6 gong2 go2 di1 
je5] mei6 aa3?

• [Ting1jat6 gong2 go2 di1 je5] lei5 zeon2bei6 
hou2 __ mei6 aa3?

Have you finished preparing [the stuff you’re 
talking about tomorrow]?

本発表の仮説
• 接頭辞は（平均的には）処理しにくい

• しかし、実在する接頭辞には、処理の
難しさを軽減するような性質が備わっ
ている

• 本発表ではこれを定量的に調べる

本発表の手法：
理解モデルの定量化

本発表の手法
コーパスなど
言語資源

形態素 bigram

（連接確率データ）
構築

音素列入力

形態素列の
確率計算

下準備 理解シミュレーション

/hidɪslajksmi/

“He 
dislikes 
me”?

本発表の手法

• “He ..       93.9%

• “Heat ..      3.6%

• “Heath ..    0.7%

• “Heal ..      0.7%

• “Hebrew .  0.5%

• ..

/hidɪslajksmi/

形態素境界確信度

93.9%

本発表の手法

• “He did ..    31.2%

• “He does .. 19.3%

• “He’d ..       12.3%

• “He die- ..    5.7%

• “He decide- 2.6%

• ..

• “Heed ..       0.0%

/hidɪslajksmi/

形態素境界確信度

12.3%

本発表の手法
• 架空の接頭辞型言語（接頭辞の処理が困難と予
想）

• 逆再生英語

• 実在する接頭辞型言語（接頭辞の困難はないと予
想）

• ワルマン語（トリチェリ語族）

• スワヒリ語（ニジェール=コンゴ語族）



本発表の手法
• 各言語につき 1,000 文を生成

• 1,000 文を理解プログラムに音素列とし
て与え、形態素列として復元させる

• 形態素境界の確信度を調べ、直前の形
態素の種類（接頭辞か否か）ごとに集
計

逆再生英語

逆再生英語
• 音素単位で英語の並び順を逆転したもの

• im  s-kajl              ih.

me 3SG.PRES-like he

‘He likes me.’

• Google Web N-gram (Brants and Franz 2006) 
と CELEX2 (Baayen et al. 1996) からデータを
構築

逆再生英語
• 英語は接尾辞型言語なので、逆再生英
語は接頭辞型言語である

• 逆再生英語は実在する言語ではない。
従って、接頭辞の処理の難しさを軽減
するような性質は備わっておらず、理
解が困難であることを予想
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逆再生英語
• 逆再生英語の接頭辞はなぜ難しいのか

• 主要な接頭辞 s-, d- は、たまたまその
音素から始まる語が多い

• 異形態 z-, zɪ- および d-, dɪ- の存在

• これらの接頭辞はゼロと交替する

ワルマン語

ワルマン語

赤: 接頭辞型 (152) 青: 接尾辞型 (529)　　(Dryer 2013)

Walman



ワルマン語
• パプアニューギニア（トリチェリ語族）
• WALS では weakly prefixing

• 約 25,000 語から成る談話資料を使用
(Matthew Dryer 氏の好意による)

• 本発表の文法記述は Brown and Dryer 

(2008) による

ワルマン語
• 主語-(命令)-(目的語)-語幹-(適用)-(目的語)

• Nyanam y-ete-y, .. 

chilren  3PL-see-3PL, ..

Children saw them

ワルマン語
主語 単数 複数

1 m- k-

2 n- ch-

3
n- (m.)
w- (f.)

l- (dimin.)
y-

目的
語 単数 複数

1 p- p-

2 ch- ch-

3
r- (refl.)
-n (m.)
∅ (f.)

-l (dimin.)

-y
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ワルマン語
• ワルマン語の接頭辞はなぜそれほど難しくないか

• 動詞には常に接頭辞が現れ、しかも接頭辞の長さは常に1

音素である

• 接頭辞によってまれな音素連続を生じる。

• Mnon       n-m-p-klwaro.

GEN.3SG 3SG.M-IMPER-1.OBJ-deceive

‘Let him lie to me.’

• SVO 語順のため、主語が明示されたときは動詞接頭辞が予
測できる

スワヒリ語

スワヒリ語

赤: 接頭辞型 (152) 青: 接尾辞型 (529)　　(Dryer 2013)

Swahili

スワヒリ語
• WALS では weakly prefixing

• 接頭辞型言語のうち、おそらく最大の
コーパスをもつ言語

• データに Helsinki Corpus of Swahili の書
籍部分（約100万語）を利用



スワヒリ語
• 主語-時制-(関係節)-(目的語)-語幹-(拡張接
尾辞)-終母音

• Kitabu ni-li-cho-m-som-esh-a             mtoto

book     1/2.SG1.SBJ-PAST-7/8.SG.REL-1/2.SG3.OBJ-read-CAUS-IND    child

‘The book which I made a child to read’

(佐藤 2012)
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スワヒリ語
• スワヒリ語の接頭辞はなぜそれほど難し
くないのか

• 音節構造が単純であり、基本的に1音
節ごとに1つの接頭辞である

• 一致によるものはある程度予測でき
る？

まとめ

まとめ

• 実在する接頭辞は、それほど処理が困難に
ならない

• 接頭辞と接尾辞にこのような統計的違いが
あるとすれば、接頭辞型言語の存在は「接
頭辞は処理が困難」という説の弱点ではな
く、傍証となる可能性がある

ありがとうございました
ご質問などは asaokitan@gmail.com へ



結果は、接頭辞以外の確信度 ����に対して接頭辞の確信度は ����にとどまり、接頭辞
の処理の難しさが現れたとみることができる。

表� 逆再生英語接頭辞の確信度

接頭辞 トークン頻度 平均確信度
G� �� ����
Gܼ� �� ����
ƾܼ� ��� ����
V� ��� ����
W� �� ����
]� ��� ����
]ܼ� �� ����
接頭辞 ���
タイプ平均 ����
トークン平均 ����

接頭辞以外 �����
タイプ平均 ����
トークン平均 ����

Prefix

C
on
fid
en
ce

d dI NI s t z zI

図� 逆再生英語接頭辞の確信度

逆再生英語で接頭辞の認定を特に難しくしている要因として、以下が考えられる。

�

表� ワルマン語接頭辞の確信度

接頭辞 トークン頻度 平均確信度
FK� �� ����
N� �� ����
O� �� ����
P� �� ����
Q� ��� ����
S� � ����
U� �� ����
Z� ��� ����
\� ��� ����
接頭辞 �����
タイプ平均 ����
トークン平均 ����

接頭辞以外 �����
タイプ平均 ����
トークン平均 ����
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図� ワルマン語接頭辞の確信度

��

に従ったタグ情報がついているため、これを利用して 'H�3DXZ DQG 6FKU\YHU ������に
類似したパターンマッチによる手法によって形態素境界を認定し、形態素バイグラムを構
築した。このバイグラムに基づいて形態素解析を行い、形態素境界における確信度を計算
した�。
スワヒリ語の接頭辞は多岐にわたるため、ここでは名詞クラスごとの動詞人称接頭辞に

限定した結果を示す。なお、集計において、同音異義の形態素は区別されていない（従っ
て表に示されているのは、同音異義の形態素がある場合は、それらを含んだ数値である）。
また、異形態をもつものもあるが、この表には含まれていない。

表� スワヒリ語接頭辞の確信度（動詞人称接辞のみ内訳）

クラス 動詞接頭辞 トークン頻度 平均確信度
���VXEM� D� �� ����
���REM� P� ��� ����
� ZD� ��� ����
� X� ��� ����
� L� �� ����
� OL� ��� ����
� \D� �� ����
� NL� �� ����
� YL� �� ����
� L� �� ����
�� ]L� �� ����
�� X� ��� ����
�� NX� ��� ����
�� SD� � ����
�� NX� ��� ����
�� PX� � ����
接頭辞（上記以外も含む） �����

タイプ平均 ����
トークン平均 ����

接頭辞以外 �����
タイプ平均 ����
トークン平均 ����

� スワヒリ語は他の �言語に比べて文あたりの形態素が多いためか、計算量が非常に大きくなったため、非
常に長い文の解析は便宜的に途中で中断する措置をとっている。長距離依存関係にはセンシティブでない
バイグラムの性格を考えると、この措置は特に結果に影響しないものと考える。

��

逆再生英語

ワルマン語

スワヒリ語 (主語人称接辞のみ詳細を表示)


