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眼球移動とミスキューが示す日本語物語り理解における
助詞「は」と「が」のプロセスについて：
バイリンガルのケース・スタディーを通して
山下吉友
アリゾナ大学大学院

Abstract:
The purpose of this study was to investigate how Japanese-English bilinguals process
the particles wa and ga to comprehend a Japanese story. The focus of this investigation was to
determine how the readers use these particles as clues to comprehend a story. I collected and
analyzed data of readers’ eye movement and miscues. Using eye movement and miscue
analysis, the findings of this study showed different fixation times on the particles of wa and
ga during reading. The fixation times were related to the readers’ comprehension of the text.
The miscue data showed how the readers processed the text. When the readers tried to make
sense of the text, the readers did several miscues such as repetition, correction, substitution,
and omission of words based on their prediction and confirmation processes. The results of
the research indicated that as the readers acquired more Japanese language, they needed less
time to process wa than ga. However, the readers also tended to pay greater attention to the
contrastive wa.
1. はじめに
物語りの読み理解の過程で日本語の助詞はどのようにプロセスされ、どのように
ストラテジーとして使用されているのだろうか。日本語習得度の異なる学習者の眼
球移動のデータと誤読（ミスキュー）をもとに、読みのプロセスを探ってみた。と
くに本小稿では「は」と「が」に焦点を当ててケース・スタディーを行った。
読み理解の過程は、文字、語彙、統語、意味、テクストという言語手段を読み手
の社会的もしくは個人的な経験と関連させながら、テクストを読み手のメンタルな
別個のテクストとして構築する作業と言われている (Berndhardt 1991, Givon 1995,
Goodman 1970 & 1996)。その際、必ずしもテクストとメンタルなテクストとは同一
とは限らない。そこにはメンタルなテクストと実際の文字に描かれたテクストはイ
ンターアクションされ修正がおこなわれながら読み進んでいると考えられている
(Givon 1995, Goodman, Watson & Burke 1987)。語彙の代替、読み違え、繰り返し、省
略などを理解するために、読者は自分なりに意味が通るように理解しようとするた
め、意味が通らなくなると、誤読を犯すことが指摘されている (Goodman 1970,
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Barnett 1989, Rayner 1992)。読みの過程の中で活発にプロセスが行われているので、
これを誤読と呼ばずミスキューと呼んでいる。この音読の際に起こるミスキューは
読 解 中 の プ ロセ ス を 示し て く れ る 。更 に 、 眼球 の 移 動 は どこ に 眼 球が 停 止し
(fixation point)、どのように移動し、調整されているか (fixation duration time）が示さ
れ、どのようにテクストの理解をしているかの重要な資料を提供してくれる。これ
を 見 る こ と に よ っ て 、 読 解 の プ ロ セ ス を 詳 細 に 見 る こ と が で き る （ Rayner &
McConkie 1976, Rayner & Pollatsek 1989、ほか）。この二つの方法により、実際のテ
クスト理解における助詞「は」「が」のプロセスを中心に見ていく。
2-1. 眼球移動からの問題点
英語の読解のプロセスの研究で、Carpenter & Just (1977) は眼球の調整点 (Fixation
duration time) が、約 84%の実質語におかれ、機能語全体の 14%に FDT (Fixation
duration time) が置かれるとし、難しい文であればあるほど、多くの語彙に FP が置か
れると指摘した。また、容易であればあるほど、機能語に調整点が置かれるとして
いる。このことは日本語についても言えるであろうか。日本語の場合、機能語であ
る助詞は文構成上、重要な役割を果たしている。その理由としては、語順が比較的
柔軟で、述語の前であれば、語順は変えられる場合が多い（黒田 1985、ほか）から
である。また、項構造との関係が密接で、助詞と述語によって文の骨格が確定され
る（寺村 1984, 仁田 1987, 村木 1991）場合、意味を担う助詞が果たして単純に英語
の機能語の調整点のように出限度が低くなるのであろうか。
第二に、Underwood & Batt (1996) では、難しい語であればあるほど、調整点の時
間が長くなるとしている。日本語の助詞は日本語学習者には難しいものの一つでは
あるが、読解においては、どれほど難しいか余り指摘はされていない。果たして日
本語の助詞は読解において困難なものなのだろうか。仮に、眼球の調整点が実質語
よりも長くなるとすれば、統語上か、もしくはテクストと何らかの関係がありそう
である。 Rayner & Duffy (1986) では、高頻度の語彙は調整点の数は少なくなり、し
かも、FDT が短くなるとしている。日本語の助詞は高頻度の機能語である。とすれ
ば、助詞の眼球調整点の長さは比較的短いはずである。Rayner & McConkie (1976) で
は、語彙が長ければ長いほど、調整点の置かれる率が高くなるとしてる。つまり、
短い語であれば、調整点の置かれる率は低くなると言える。日本語の助詞の長さは
一字の一モーラ単位のものもあれば、二、三字のモーラ数の長さのものもあるが、
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単純な短い長さである。このことからすると、日本語の助詞に調整点が置かれる率
は低くなるはずである。仮に FDT の時間が長くかかるとすれば、文字や語の長さだ
けではなく、更に重要な要素が関与しているものと思われる。
2-2. ミスキューと眼球移動との関係
Goodman (1996) では、読み手はテクストのコヒージョンの確認と次に現われる語彙
の予測、例の選択、確認、などをしながら自らのテクストをパラレルに構成しなが
ら理解していることを指摘している。テクスト理解は逐次遭遇する文字、語彙を確
認し、統語予測と、読み進んできたテクストとインターアクションをしながら、次
に出現する語や統語構造を予測し、意味の通るように、読み進めているとしている。
その際に、誤読や読みの繰り返しが現われることを指摘した。そこで、日本語の助
詞がテクスト全体に仮に関与しているとすれば、助詞の誤読は単なる誤読ではなく、
テクスト理解と意味の一貫性を求めた動きとして見ることができる。つまり、単な
る統語上の必須な格表示の誤りだけではなく、読み進んできたテクストと語に下接
した助詞とのインターアクテイブなテクスト追及の動きとして見ることができる。
Paulson (2000) は読み手は実際のテクスト理解の中で左から右への文構造に沿った読
みは、必ずしも行っていないことを示し、ミスキューと fixation point の関係がある
ことを示しながら、読み手のメンタルなテクスト構築がなされていることを示した。
Paulson (2002) ではミスキューと眼球調整点 (FP) およびその調整時間 (FDT) の長さ
とミスキューに何らかの関係があることを示し、単なる読み違えや、不注意ではな
いことを指摘し、各々のミスキュー・タイプと眼球移動との関係を示した。これら
ミスキューと眼球移動のデータは実質語が中心に見られており、いかに機能語がプ
ロセスされるのかを見る眼球移動の研究は少ない。本発表では機能語である助詞
「は」「が」の実際のテクストの読みから調査を行った。
3. 研究目的
日本語の助詞、「は」、「が」が実際の物語り理解の際に、どのようにプロセス
されているのか、また、文脈とのインターアクションの視点から「は」と「が」が
どのようにプロセスされているのか調査することを目的とした。
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4-1. 被験者
被験者は日本語習得度の異なる、日本語を第一言語とするバイリンガルである、
14 才の Y と 10 才の H の二人である。Y は六年生まで日本の小学校に通い、H は小
学校三年生まで日本の小学校に通っていた。アメリカに帰国後約三年後にこの調査
をおこなった。Y と H の母親は日本人で父親はアメリカ人で、H と Y ともにアメリ
カ生まれである。
4-2. 読み教材
使用した物語りは国際学友会編の『日本語教本 II 』から「象の目方」を一部改訂
したものである（「教材と H の眼球移動」および、「教材と Y の眼球移動」を参照
のこと）。
4-3. 助詞「は」「が」
助詞「は」「が」については、Makino & Tsutsui (1991) を基本に整理を行い、眼球
移動とミスキューのデータの分析を行った。眼球移動では調整点 (Fixation Point、以
下 FP とする) と FDT (Fixation duration time、以下 FDT とする) を中心に見ていく。
FP と FDT を調査することによって、読みの容易さと困難さを見ることがきるから
である。
4-4. 使用器具
American Association Science Language: Eyenal 5000 を使用した。 アイ・トラッカー
は被験者の眼球に向けて、セットされ、少々顔が移動しても、カメラが自動的に動
くようになっているものを使用した。
5-1.「は」の分類
Makino &Tsutsui (1991) を基本に、助詞「は」を次のように四つに整理して分類し
た。
第一に、文脈の中で伝えられたもの、既知のものなど、読み手の前提をもとに筆
者が述べているもの。第二に焦点化機能で、文頭に来る名詞句に下接するもの。す
でにテクストに入れられた内容であっても、比較的文脈に依存しないものをこの中
に入れた。第三に対比されるものを強調する場合に使用されるもの。対比されるも
のが一文に出現しなくても、前文または全内容もしくは後文の内容と対比がなされ
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ているもの。第四に否定と呼応する「は」。これら四つの基準で物語に現われる
「は」に置かれる FP を調べた。
5-2.「は」のデータ
Table 1 では、「は」の出現する文の一部を記載し、FP の置かれたものには時間と
FP のポイントの番号を（

）の中に記した。「-」は FP が置かれていないもの

を示している。
Table 1.
Wa

Y

1. (2) 強調

その地方の人々は

--

(53) 483

2. (3) 強調

この象の目方は どのくらい

(43) 483

--

3. (6) 旧情報

役人達はすっかりこまって

(73) 283

(101) 1,083

4. (7) 否定

よい案は

(81) 600

--

5. (10) 旧情報

役人たちはますます

(151) 717

6. (12) 旧情報

役人達はその子を見て

--

(189) 167

7. (15) 旧情報

子どもはまず象を

(159) 317

(219) 3,150

8. (16) 旧情報

船は象が乗ったので

--

(230) 2,283

9. (17) 対比

岸では役人や

(174) 167/(178) 967

--

10. (20)旧情報

その子はその船に

(220)1,117

--

11. (21) 強調

船は徐々に

--

(305) 2,183

562msc

1,438 msc.

文

機能

Average

H

単位は千分の一秒 (millisecond) である。物語り全体の FP 出現の「は」の平均時間は
Y では 562 msc. であった。H では 1,438 msc. でかなりの時間の差が見られた。
Table 2 では (

) の中に物語りに使用されている各機能ごとの FP の置かれた

「は」のパーセンテージの率を記した。旧情報の「は」は六つあり、そのうち Y で
は三つに (50%）FP が置かれ、H では五つ (83%)に FP が置かれている。Y では 572
msc.、H では 1,483 msc. の時間がかけられている。強調の「は」では、全体三つの
うち、Y では一つの FP が置かれ (33%)、H では二つの FP が置かれ (67%)、Y は 483
msc.、H では 1,333 msc.もの時間がかけられている。対比の「は」では、Y は一つの
うち 100%の FP が置かれ、567 msc.もの時間がかかっている。H では FP は置かれて
いない。否定では、Y は 100%の FP が置かれ、H では FP は置かれていない。
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Table 2:「は」の FDT (Fixation Duration Time) データ
「は」の機能
A:旧情報
平均 FDT
B:強調
平均 FDT
C:対比
平均 FDT
D:否定
平均 FDT

Ｙ
3/6 (50%)
572 msc.
1/3 (33%)
483 msc.
1/1*(100%)
567 msc.
1/1 (100%)
600 msc.

Ｈ
5/6 (83%)
1,480 msc.
2/3 (67%)
1,333 msc.
0/1 (0%)
0 msc.
0/1(0%)
0 msc.

このテーブルから、FDT の長くかかった順を見ると、次のようになる。
Y：否定 ＞ 旧情報 ＞ 対比 ＞ 強調
H：旧情報 ＞ 強調 ＞ 否定 ＝ 対比
習得度の低い H は旧情報のような文脈度が高くなるものに関しては時間を要し、読
んでいる際の文と文脈の相互交渉がなされていると考えられるものには FP は置かれ
ていない。H の否定と対比については、意識に上らなかったのか、または、易しす
ぎて、プロセスに時間を要しなかったかのどちらかであると思われる。この際、H
は難しくて意識にも上らなかったと言ったほうがいいと思われる。Y では文末に関
わる否定と呼応する「は」に時間を要している。
6. ミスキューデータと分析
「＝」は省略のミスキューを示し、代替のミスキューはアンダーラインで示した。
Ｙ： (1)テクスト：今度はその船に大量の石を積ませました。／ミスキュー：今度 ＝
その船に大量の石を積ませました。(FDT 220msc)=omission miscue
Ｈ： (1)テクスト：はかりなどあるはずがありません。/ミスキュー：はかりなどある
はずはありません（No FP: Substitution Miscue）。
(2)テクスト：あんな巨大な象の目方が計れるものかと思ったからです。／
ミスキュー：あんな巨大な象の目方= 計れるものかと思ったか
らです。
(3)テクスト：王様からはまだわからないのかと、催促されます。／
ミスキュー：王様から =、まだわからないのかと、催促されます。
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Y のミスキューは 220 msc. の FDT が現われた。H のミスキューFP は見られなかっ
た。ここでは、ミスキューに必ずしも FP が置かれるわけではないということがわか
る。ここでは一見、眼球は注視されている文字と一致されているものと思いがちで
あるが、実際には視覚と音声とは一致しているとは限らない。ただし FP が置かれて
いないということは、文章が容易なのか、難しくて意識にまで上らなかったのかは
っきりしない。
7. 「が」の機能分類
Makino & Tsutsui (1991) では、「が」は次のように五つの分類がされている。第一
に新情報として提起されているもの。第二に主語を示すもの。第三に疑問文の答え
として使用されるもの。第四に従属句内に使用される主語。第五に目的語を示すも
の。ここでは目的語を対象にしていないので、第五を省き、第二と第四を合わせて
ニュートラルな主語を示すものとして、下記の要領でまとめた。
タイプ A: 新情報として提示されている主語。
タイプ B: ニュートラルな主語。
タイプ C: 疑問文の答えとして使用されるもの。
これら三つのタイプによってテクストに現われる「が」を整理した。
7-1. 物語りに現われる「が」と FDT データ
物語りに現われる全ての「が」を、文の一部とともに表にした。

FP の置かれた

率をパーセンテージで表わした。（Table 3）。
Table 3.
機能
1. 新情報
2. 新情報
3. ニュートラル主語
4. 新情報
5. ニュートラル主語
6. 新情報
7. 疑問解答
8. ニュートラル主語
9. 疑問解答
平均
Fixation rate

「が」の出現する文
ある王様の所へ一頭の象が
あるはずがありません
仕方がないので
一人の男の子が
船は象が乗ったので
役人や見物人が 大勢
象を乗せた船がどこまで
所まで船が沈んだ
それが象の目方です
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Y
983/683
350
------983
--683
17
07msc.
55.5%

H
--------483
--183
--383/483
383 msc.
33%
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更に、新情報、ニュートラル、疑問解答の順に分類し、物語り中の全ての「が」
と FP の置かれた率、およびその平均時間を表 (Table 4) に示した。新情報では、Y で
は四つの「が」のうち二つに FP が置かれ、平均は 750msc であった。H では FP は置
かれていない。ニュートラルの「が」は、Y では、三分の一の「が」に FP が置かれ、
平均は 681msc.であった。 H では二つのうち一つに FP が置かれ、平均は 483msc で
あった。疑問解答は Y では、二つのうち一つに FP が置かれ、平均は 417msc であっ
た。H では二つとも FP が置かれ、平均 359msc であった。この表から、各々の機能
と FP の時間を Y と H とで比べてみると、全てに渡って、Y のほうがかなりの時間
を要していた。
Table 4.
「が」の機能
A:新情報：
平均 FDT
B:ニュートラル：
平均 FDT
C:疑問解答：
平均 FDT
Average
Fixation rate

Ｙ
2/4 50％
*750 msc.
1/3 33%
681 msc.
1/2 (50%)
417 msc.
707 msc.
55.5%

Ｈ
0/3 (0％)
0 msc.
1/2 (50％)
483 msc.
2/2 100％
*350 msc.
383 msc.
33%

*Regression point も計算に入れてある

7-2. 日本語習得度と助詞「が」のプロセスの比較
Y と H を比べると、Y のほうがはるかに日本語理解度が高いのは、読解後の意味
把握の検査 (retelling) により明確にわかる。しかしながら、Y のほうが「が」の FP
の数も多く、調整時間も長くなっている。Y では全体の出現数（９）のうち、FP の
数は４で、H では FP の数は３となっている。Y のほうが断然 FP の数が多くなって
いる。たとえば、FDT では Y の FP にかかった時間は 707 msc.、H は 383 msc.と日本
語習得度の高い Y のほうが「が」の FDP に時間を要している。この結果は先行研究
から三つの問題提起ができる。第一に読解の上手な読者は読みの時間が読解の下手
なものと比べると時間がかからないとされるが、実際には Y のほうがこの「が」に
かかる時間がかなり長くなっている。第二に他の調整された語と比べ、「が」のプ
ロセスに長い時間がかかっている。特に、Y では 707 msc. と極端に時間がかかって
いる。第三に長い語彙ほど調整がなされる確率が高い (Rayner & McConkie 1976) と
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されるが、 このデータでは一モーラの「が」に FP が高い確率で置かれている。
7-3.「が」の機能ごとの比較
各機能ごとの時間の長いものから「＞」を利用して順にならべてみると次のように
なる。
Y：

新情報 ＞ ニュートラル主語 ＞

疑問解答

H：

ニュートラル主語 ＞ 疑問解答＞

新情報

Y では新情報、ニュートラル、疑問解答の順で FDT になっている。これは前文脈と
の関係のないものに時間が要ることを示している。このことは記憶を保つ度合が高
くなり、前文脈交渉に時間をかける必要がないからだと思われる。ニュートラルな
主語も遭遇した語彙と文脈および統語の関係から統語処理が行われるものの、時間
がかからないことを示している。疑問解答は、何が指示された内容なのか記憶の関
連が明確なため、他の二者と比べて時間を要しないのではないかと思われる。一方、
H ではニュートラル、疑問解答、新情報の順に時間がかかっている。つまり、前文
脈と関係しないものに時間がかけられている。次に前文脈との関係の疑問解答に時
間がかけられている。この疑問解答は因果関係や根拠などの論理関係が前提となり、
記憶の依存度に関わるものである。

H では新情報か旧情報かというよりはローカ

ルな明示的標識に時間がかかっている。H、Y ともこの助詞「が」にかなりの時間
をかけていることになる。このことは H では、新情報は文脈関連の中で解釈してい
ない。前文脈の内容の記憶が希薄なため、語と前文脈内容の相互交渉が鈍化し、文
脈関連を無視した結果となり、調整が行われなかったのではないかと思われる。つ
まり、H は文内の主語には反応できるが遭遇した語を文脈からの情報と関連させな
がら見るほど記憶に入れられていないからではないかと思われる。
8. 日本語習得度の違いによる「が」のプロセス
テクスト理解の容易な読み手は助詞「が」に遭遇した際、統語処理を行うための情
報として、文脈情報を使用している。その場合、文内のみの統語処理よりも時間を
要す。日本語習得度が低い読み手は前文脈の内容が記憶に薄く、文脈情報の鈍化が
起こるものと思われる。結果として、理解が困難になっていくのではないか思われ
る。Rayner & Pollatsek (1989) では、トップダウン・プロセスからの語彙内容の予測
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が容易なものは FDT がかからないとしているが、語彙の意味把握の時間と語がどの
ように使用されるのかという点で、私のデータでは異なりを示している。つまり、
「が」のような助詞の機能語は、語彙理解と統語処理のストラテジーととともに文
脈との相互交渉に時間がかかる場合がある。日本語習得度が高くなるにつれて、文、
及び語の文脈依存に注意が払われる度合が高くなるのと同時に、語彙の処理に時間
がかからず、読みのスピードがアップする。その反面、助詞の機能を最大限に使用
するため所要時間が長くなる。つまり、読みの速さは促進されるものの、助詞はス
トラテジーとしての働き度合が高くなるため、時間をかける度合が高くなっていく
のではないかと思われる。このことは「は」と対照的である。Y のような理解度の
高い読み手は旧情報のような文脈依存度を利用し、記憶と関係させながら、容易に
プロセスしている可能性を示している。
9. 分析とまとめ
日本語習得度が高くなると「は」のプロセスは短時間ですむが、「が」に要す時
間は長くなる可能性がある。理由としては次のようにまとめることができる。
(1) 理由としては文脈の記憶とのインターアクションが容易なためだと思われる。
Y の平均 FPT は 547 msc.であるが、H は 1,408 msc.もの時間を要している。内訳は Y
では旧情報が 43％、強調が 33％、対比と否定は 100% もの比率で FP が置かれてい
る。H では旧情報が 57%、強調が 67%、対比と否定の「は」は FP の時間はかかっ
ていない。前文脈に関する旧情報の「は」では Y、H ともに時間がかかっている。
ただし、H のほうが Y より時間を要している。日本語習得度が高ければ、記憶との
関係から短縮できる可能性を示している。対比と否定に関しては、H は、プロセス
に時間を要していない。このことは、容易なのか、または理解していないか、どち
らかの場合であると思われる。
(2) 対比と否定の「は」は注意が払われている。理由としては前文との関係から、
「は」における機能の予測と対比の対象を同時に予測確認しているためではないか
と思われる。
(3)「が」にかける時間が長くなる。理由としては記憶に残る前文脈よりは、それ
を利用して、読解中の文における「が」の機能を利用しての統語構造の予測に時間
をかける率が高くなるからなのではないかと思われる。日本語習得度が高くになる
につれて、文、及び語の文脈依存に注意がはらわれる度合が高くなるのと同時に、
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語彙の処理に時間がかからず読みのスピードがアップする。その反面、助詞「が」
の機能のプロセスは時間が長くなり、ストラテジーとしての働き度合が高くなるた
め、時間をかける度合が高くなっていくのではないかと思われる。
10. 結語
本小稿では一つの読み物に限り調査をおこなっており、他分野の読み物は入れら
れていない。また、被験者もバイリンガル子弟の二人だけを調査したので、L２、ま
たは、L１話者まで拡張することはできないが、日本語習得の度合の相違から助詞の
読みのプロセスを見る上で何らかの参考になると思われる。また、「は」と「が」
のみを本発表では調べたが、他の助詞もさらに異なった重要な要素を提出できる可
能性がある。テクスト全体を見る場合、文脈の流れ、文の他動性、自動詞性、文構
造とイントネーションの関係、文字種など、読みのスピードに関わる要素が複合的
に関連しあっていることが考えられるが、本小稿では割愛し、今後の課題としたい。
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