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1

は じめ に

発話 という言語知識使用 の一形態 (1)が 特定 の段階、即 ち、一語発話、 二 語発話、 多語発話
の段階 を経 て発達す るのはなぜだろ うか (2)。 この問題を真剣 に扱 おうと した場合、 言語知識
の獲得過程 と発話 の発達 との関係 をどのよ うに捉え るか とい う問題が極 めて重要 な検討課題 と
なって くる。 なぜな らば言語知識 はあ って も記憶容量 や構音機能 など発話 に関 わる処理 機能 の
制約 によってその知識 が発話 に反映 されない場合 が考 え られるか らである。 この点 は初期語連
鎖研究 において もしば しば言及 されてはきた けれ ども、従来 の研究 の多 くは言語知識 の獲得過
程 と発話 の発達過程 との関係 について明示的 な仮説 を提示 していない。 その結果、発話 の変化
をそのまま言語知識 の変化 として捉えている研究 や、発話 の変化 は言語知識 の変化 と関係 しな
いとす る立場 などが存在 して い る。
本論文 で はまず初期語連鎖 に関す る従来 の研究 が言語知識 の獲得 と発話 の発達 との関係 をど
う捉 えて い るかを概観 し、従来 の初期語連鎖研究 の問題点 として言語知識 の獲得過程 と発話 の
発達 との関係 について明示的 な仮説 を提示 して いないことを指摘す る。次 に両者 の関係 につい
て明示的な仮説 に基 づ く研究 が必要 であることを述 べ、 その一 つ として筆者 が提出 した発話 に
おける文処 理機能発達 モデル (伊 藤 1990a)を 紹介 する。

2

従来 の 初 期 語連 鎖研 究 にお ける言 語知 識 の 獲 得 過 程 と発 話 の 発 達 との 関 係 の 捉
え方

201

英 語 を 対 象 と した 研 究

Braine(1963)の 論文 は語連鎖 の初期 を扱 った興味深 い論文 である。Braineは 約 18カ 月 の幼
児 3名 を対象 とした縦断研究 を行 った。 この論文 で重要 であると思われ るの は語連鎖数 が急増
す る前 の時期 に語連鎖数 の増加 が緩慢 で特徴的 な語連鎖 (軸 構造)を もつ 4カ 月が存在す るこ
とを明 らかにした点 である。 また、 この時期 の語連鎖 のほとんどが PlX、 XP2と い う極 めて
限 られた結 びつ き方 を してい ることを明 らかに した点 で も重要 で ある。 しか し、 Braineは 一
語発話期 の次 に二語発話期 が くるのはなぜなのかは問題 にしていない。 また、軸構造期 の後 に
急速 に語連鎖数 が増加す る時期 が存在す るの はなぜかについて も問題 に して いない。 よって、
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一語発話 か ら二語発話へ の移行 を言語知識 の変化 とみるのか、記憶 など発話 に関 わる処理機能
の変化 とみるのかは明 らかでない。 また、軸構造期 の後 に急速 に語連鎖数 が増加す るの は言語
知識 の獲得 によると考 えるのか、発話 に関わる処理機能 の発達 によるとす るのか も明 らかでは
ない。

Lenneberg(1967)は 発話構成語数 の変化 を文法 カテ ゴ リーの分化 の過程 の反映 として捉 え
ている。従 って、Lennebergは 発話構成語数 の変化 を発話 に関わ る処理機能 の変化 と してで は
な く、言語知識 の変化 として捉 えているといえる。 しか し、文法 カテ ゴ リーが二語発話期の独
急速 に分化す るの はなぜだろうか。 この点 について の説明 はない。
McNeill(1972)は 日本語版 へ の序文 で、一語発話期 とそれに続 く連続一語発話期 まで は統語
構造 が存在 しないとい う見方 を示 して いる。二語発話期 をどのよ うにみて い るかについては明
白な記述 はな いが、序文 の内容 か ら、統語構造 は二 語発話期 か ら存在す ると McNeillは みて
いるよ うである。 もしそ うであれば、McNeillは 一語発話期 か ら二語発話期 へ の変化 を言語知
識 の変化 によると考 えてい る ことにな る。 しか し、McNeillは 一期発話期 の次 に二語発話期 が
存在す るの はなぜかについて は言及 して いない。 また、二語発話期 か ら多語発話期 へ の変化 に
ついて も問題 としてお らず、 どう考 えてい るのかは不明である。

Bloom(1973)は 、子供 は一語発話期 に統語構造 に関す る知識 を所有 して いるか ど うか とい
う問題 に対 して連続一語発話 (succesive single word utter贔 ces)の 存在 な どを証拠 として、
一語発話期 には二語以上 の語連鎖 が可能 であると述 べ、一語発話期 の発話構成語数 が一である
の は統語知識 が存在 しないことによ ると述 べている。Bloomの この見解 は一語発 話期 にお け
る発話構成語数 の最大値 が一であるの は発話 に関 わる処理機能 の制約 によるので はな く、言語
知識 によるもので あるす る考 え方 を示 して いる点 で重要 である。即 ち Bloomは 統語構造 は一
語発話期 には存在 せず、二語発話期 か ら存在す ると考 えて い る。 つ ま り Bloomは 、 一 語発話
期 と二語発話期 は、前者 には統語構造 が存在 せず、後者 には存在す るとい う点 にお いて質的 に
異 なると捉 えて いる。 よ って、Bloomに よれば、発話 の発達過程 にお いて一 語発話期 と二 語
発話期 の間 に言語知識 の質的変化 が存在す ることになる。 しか し、 Bloomは 二 語発話期 の発
話構成語数 に二 とい う制約 があることは問題 にしてお らず、二語発話期 と多語発話期 との関係
も問題 に して いない。統語構造 が存在す る段階 に発話構成語数 の最大値 に二 とい う制約 が存在
す ること、 そ して次 の段階 にはそのよ うな制約 が取 り除 かれる ことを Bloomは どの よ うに説
明す るのであろうか。
Brown(1973)は MLU(Mean Length of Utterances)と い う言語発達段 階 の一つ の指標 を
考 えだ した。 これは言語発達段階 を発話構成語数 の平均値 で産出す るとい うもので、言語発達
領域 のみな らず、言語障害領域 で もしば しば用 い られて いる。 しか し、 このよ うな指標 を考 え
だ した Brown自 身が発話構成語数 が増加す るメカニズムに対 して明示的 な説明 を して いない。
発話構成語数 を指標 とす る言語発達段階 を考 えた BrOwn自 身 が発話構成語数 の発達 的変化 に
対 して明白な仮説 を提出 して いないことは驚 くべ き ことであ る。 Brownは 発話構成語数 の変
化 が子供 の言語発達 の何 を反 映 して い ると考 えるのだろうか。
Chomsky(1980)は 電文体発話 の段階か らそれに続 く段階へ の変化 を言語知識 の獲得 過程 と
発話 に関わ る処理機能 の発達 との関係 で詳 しく検討 して い る。 以 下 で は この点 に 関 す る
Chomskyの 考 え方 を紹介 す る。
Chomsky(1980)は ある幼児が電文体発話、すなわち文法的要素 を伴 わないで 内容語 だけの
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連鎖 を発話す る段階 の後 で文法的要素 を正 しく使用 し始 めた場合、 その変化 の背後 にあるメカ
ニズム として二っの可能性 があると述 べて いる。一つ は、発話 に関わ る処理 機能 (記 憶 な ど)
の変化 と考 える立場 である。 もう一 つ は言語知識 の変化 と考 える立場 である。一つ 目の立場 は、
この幼児 は電文体発話 の段階 で既 にその文法的要素 に関す る知識を持 って いたと考 える。 そ し
て、知識 があ ったにもかかわ らず文法的要素 が電文体 の段階で出現 しなか ったの は、記憶 など
発話 に関 わる処理機能 の制約 のためであるとす る。彼 は電文体発話 の段階 の幼児 は記憶 の限界
のために内容語 しか通 さないフイル ターを通 して話 して いたのか もしれないと述 べ ている。二
つ 目は、 この幼児 は電文体発話 の段階 にあ った時、該当す る規則 の体系全体 の知識 を持 っては
いなか ったとみる立場 である。Chomskyは 次 のよ うな可能性 が存在す ると述 べ てい る。言語
知識 の構成要素 の中 には、 1)「 計算的 な」規則 と表示 の体系 (言 語体系)と 、 2)概 念構
造 の体系 (概 念体系)と がある。前者 は、様 々な統語構造 や、音韻 あ るい は意 味 パ ター ンを
形成 し、人間言語 の豊 かな表現力 の源 となる諸規則 を含 んでいる。後者 は、対象物指示 の体系
や「 動作主」
「 手段」 およびその他 の関係、す なわち「 主題 関係」 あ るいは「 格関係」
「 着点」
と呼 ばれることのある関係 を含 んでいる。電文体 の段階 は、概念体系 は部分的 に成熟 している
が、言語体系 は、音 や単語 を与 えるよ うな周辺的 な部分 を除 いては成熟 していない段階 として
捉 え られ るわ けである。
最初 の立場 にたつ と、電文体の ことばの段階か らそれ以後 の段階へ の移行 は、 たとえば記憶
にお け る変化 のよ うな周辺的変化 によって、すでに表示 されて いた知識 の体系 を使用す る能力
が導 き出 された ことにな る。 これに対 して第二の場合 では、
「 知識 の体系 が一 つ の状態 か ら別
の状態 に変化 した」 ことになる。ChOmsky自 身 は前者 の立場、即 ち、電文体 の ことばの段階
か らそれ以後 の段階へ の移行 はたとえば記憶 にお け る変化 のよ うな周辺的変化 によ って、す で
に表示 されて いた知識 の体系 を使用する能力が導 き出 されたと考 える立場 に近 い。 しか し彼 は
後者 の立場 も成 り立 ちうるとし、 どち らが妥 当 であ るか は経験 的 な問題 であ ると して い る。
Chomskyは このよ うに電文体 か ら次 の段階への移行 とい う発話 の発達 の問題 に対 して言語知
識 と発話 に関 わる処理機能 を踏 まえた明示的 な仮説 を提出 して い る。 しか し、一語発話期か ら
二語発話期、二語発話期 か ら多語発話期 という視点 での検討 は行 っていない。
Cook(1988)は 、子供 の発話 が一語発話 か ら二語発話 へ とすす む ことを認 めた上で、 これ ら
の段階 はいずれ も言語獲得 と何 の関係 もな く、 ただ、子 どもの発話 の項 目数 を短期記憶 が制限
して しまうことの副産物 にす ぎないのか もしれない と述 べている。短期記憶 の1問 題 は発話 に関
わる処理機能 の制約 の一つ として しば しば指摘 され る。 しか し、掘 り下 げた検討 はなされてい
ない。 もし、発話構成語数 の制約 が短期記憶 によるので あれば、 その制約 が二 語発話期 の後、
多語発話期 へ と急速 に解除 されるの はなぜだろうか。発話構成語数 の変化 を発話 に関わる処理
機能 の制約 とする立場を とるのであれば、 この点 の説明が必要 となろ う。
2・
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日本 語 を対 象 と した 研 究

次 に日本語 を対象 とした初期語連鎖研究 を概観す る。
早川 (1978a)は 一語発話 か ら二語発話、二語発話 か ら多語発話 へ の移行を表現行動 の分節化
の現 れ として捉 えている。早川 によれば表現行動 には 3つ の水準 がある。水準(1)で は発話が表
現 の中心 とはな り得 てお らず、行為、発話、情動 の 3者 は分離 しがた く融合 し、未分化 なまま
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である。 これが一語発話 の段階 に相当す る。水準(効 では表現行動 の中心が発話 に移行 しは じめ
てお り、行為 と発話 との分化・ 分離 が進む。 しか し、発話 だけではまだ表現を全 うすることが
で きない。二語発話期 はこの水準 である。水準(0で は発話 は行為 か ら独立 し、 それ 自体 で表現
が全 うで きるようなる。多語発話段階 は水準G)で ある。 この段階で の発話 は階層的統合構造 を
有す る文 によ ってな され る。 このよ うに早川 は一語か ら二語、二語 か ら多語 とい う発話構成語
数 の変化 を表現行動 の分節化 の現れ として捉 えてお り、構音機能 や記憶容量 の変化 などの発話
に関 わる処理機能 の発達 は全 く問題 に して いない。
早川 (1978b)は また、二語発話 の発生 と二語発話 か ら多語発話 へ の移行 の問題を特 にとりあ
げて検討 して い るが、発話 に関わる処理機能 の要因 はやはリー切問題 にして いない。記号体系
として の言語知識 が二語発話期 とい う二極構造 か ら多語発話期 とい う階層構造 へ移行す ると早
川 はこの論文 では考 えて い る。つ ま り、二語発話 は二極構造 とい う言語知識 を反映 している も
ので あ り、多語発話 は階層構造 とい う言語知識 を反映 して いると早川 は捉 えて いる。 このこと
か ら、早川 は発話構成語数 の発達的変化 を言語知識 の獲得過程 を反映す るものとして この論文
で は捉 えて いることがわか る。
一方、早川 (1982)は 一語発話 か ら二語発話 へ の移行 について一語発話 か ら二語発話 へ の移
行 は表象機能 の形成 に負 っている可能性 を指摘 して いる。 また、一語発話期 において二語発話
を生成 し得 ない理 由 と して、二つの材料 (こ とば)を 一つの線上 に順序 づ ける機能 の制約 によ
るのではないか と述 べている。 この ことか ら早川 は この論文 においては一語発話 か ら二語発話
へ の移行 には、(1)表 象機能 とい う、言語知識 それ 自体 とは異 なる知的能力 の発達 と、け)二 つの
材料 (こ とば)を 一 っ の線上 に順序 づ けるとい う発話 に関 わる処理機能、 が関わ っていると考
えて いることがわか る。
柴 田 (1990)は 言語発達 に関す る興味深 い著書 の中で発話構成語数 の変化 も問題 として と り
あげている。彼 は幼児 にとって最 も密着 した ことば (例 :コ コ、 コン)が 媒介 とな り、慣例化
した表現 に単語 が一 つ付加す るとい うや り方 で二語、三語、四語発話 がそれぞれ作 られて い く
と考 えて いる。柴田 は発話 が子供 の言語知識を直接反映 して いると考 えて いるのだ ろうか。そ
れ とも発話構成語数の変化 は構音機能 や記憶容量 の変化 など発話 に関わる処理機能 の変化 によ
るものと考 えて い るのだろうか。
綿巻 (1979)は 二語発話 か ら多語発話期 にかけて の一幼児 の発話を分析 し、 そ の変化 を記述
して い るが、発話 に関 わる処理機能 の制約 には全 く触 れて いない。発話 の変化 は言語知識 の変
化 その もので あると考えて い るのだ ろうか。大久保 (1976)、 吉 田 (1975)の 報告 は日本語 の二
語発話 を記述 してい る。 しか し、二語 とい う発話構成語数 の制約 がなぜ存在 す るのかについて
は全 く触 れて いない。 また、発話 に関わる処理制約 について も言及 して いない。
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言 語 知識 の 獲 得 過 程 と発 話 の 発 達 との 関係 に 関す る仮 説

前節 で は、従来 の初期語連鎖研究 が言語知識 の獲得過程 と発話 の発達 との関係 について明示
的 な仮説 な しになされて きた ことを指摘 した。一語、二語、多語 とい う初期語連鎖 の変化 は主
として言語知識 の獲得 と発話 に関 わ る処理機能 の発達 との関連 によると考 え られ る。 よ って、
初期語連鎖研究 にお いては両者 の関係 についての明示的な仮説 に基 づ く研究 が必要 であると思
われ る。 ここで はその一つ として筆者 の、発話 における文処理機能発達 モデル (伊 藤、1990め
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を紹介す る (3)。
筆者 は幼児 の発話 にみ られる言 い直 しや くり返 しなどの、非流暢性 または自己修正 と呼 ばれ
る現象 に着 目 し、 この現象 の生起・ 消長過程 を言語発達 との関連 で検討 した。 そ してその結果
を手 がか りとして発話 における文処理機能発達 モデルを提出 した。 このモデル は言語知識 に関
す る仮説
る

(Hl)を 基盤 とし、 発話 に関 わ る処理機能 に関す る以 下 の仮説 (H2)か らな

(4)。

Hl)日 本語 の獲得過程 において統語構造 は格助詞使用前 には存在せず、格助詞使用開始期
か ら存在す る。

H2)発 話処理機能 の発達過程 において統語構造が存在 しない段階

(処 理単位が単語の段陶

か ら統語構造 が存在す る段階 (処 理単位 が句 の段階)へ と処理機構 の変換が行われる。
統語構造 が存在 しない段階 では一語処理 の段階か ら二語処理 の段階へ と処理容量 が増
加す る。統語構造 が存在す る段階では単文処理 の段階か ら複文処理 の段階へ と処理容
量 が増加す る。
これ らの仮説 は言語知識 の獲得過程 に関す る以下 の仮説

(H)を 前提 としてい る。

H)言 語獲得過程 において統語構造 が存在 しない語連鎖 の段階が存在す る。
図 1は 筆者 が提出 した発話 における文処理機能発達 モデルである。 このモデル によると言語
知識 の獲得過程 と発話 に関 わる処理機能 の発達 は以下 のよ うになる。 まず、前発話期 の後 は統
語構造 が存在 しない段階 (前 統語構造期)で ある。 この段階 は日本語 の場合、格助詞 が未 出現
の時期 に相当 し、言語処理 の単位 は単語 である。単語処理段階 の最初 は一語 しか処理 できない
段階 であ り、 この段階 の後、二語 の処理 が可能 な段階 とな る。二語処理段階 の後、統語構造 が
出現す る。統語構造期 は日本語 の場合、格助詞使用期 に相当す る。 それに伴 って処理機構 の変
換 がおこ り、処理単位 が句 となる。処理単位 が句 の段階 を文処理段階 と呼ぶ。文処理段階 の最
初 は単文 しか処理で きない段階であ り、 この段階 の後、複文処理 が可能 な段階 とな る。複文処
理が可能 にな った後 は言語知識及 び発話 に関わる処理機能 に著 しい変化 はな く、処理をより円
滑 にす るための機能 が発達す るだけとなる (5)。 円滑 な複文処理が可 能 な処 理 機構 は基本 的 に
成人 と同 じ処理機構であるといえる。 なぜな らば、複文 が産出で きるとい うことは、文 と文 を
並 べ ることがで き、文 の中 に文 を埋 め込 む ことがで きるとい うことで あ り、原理的には無限に
長 い文 を産 出す るメカニズムを獲得 した ことにな るか らである。 そ こで この段階を成人型処理
期 と呼ぶ。
統語構造 が存在 しない段階 の処理 と統語構造 が存在す る段階 の処理 とは処理単位 が異 なるこ
とか ら質的 に異 なったものであ ると言 える。 これに対 して一語処理か ら二語処理 へ の変化 は基
本的 に同 じ処理機構 (統 語構造 によ らない言語処理)の 中 にお ける処理容量 の増加 とみること
がで きる。 また、統語構造 が存在す る段階 には単文処理 しかで きない段階 か ら複文 の処理 も可
能 な段階へ の変化 があると考 え られるが、 この変化 も基本的に同 じ処理機構 (統 語構造 による
言語処理)の 中 にお ける処理容量 の増加 とみる ことがで きる。
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(処 理単位 が句)

処理容量 の増加

処理機構 の変換
図

1

→ 成人型処理期

処理円滑化機能 の
発達

発話 における文処 理機 能発達 モデル

2節 か ら明 らかなように、従来 の初期語連鎖研究 では一語 か ら二語、二語 か ら多語 とい う発
話構成語数 の変化全体 を説明す る言語知識及 び発話 に関わる処理機能 に関す る明確 な仮説 が提
出 されていない。 もし、発話構成語数 の増加 が言語知識 の獲得 のみで決定 され るのであれば、
一語発話、二語発話 の段階 を説明す ることが困難 である。 なぜな らば、一語、二語 など語数 に
規定 され る統語知識 の存在 は考 えに くいか らである。一方、発話構成語数 の増加 が言語知識 で
はな く、発話 に関 わる処理機能 のみによ って決定 されて い るとす る。 この場合、一語発話期 か
ら二語発話期へ の変化 は 自然 のよ うに思われるけれども、二語発話期 の後 に多語発話期 へ と処
理機能 が急速 に発達す るの はなぜかを説明す ることが困難 となる。従 って、発話構成語数 の変
化 は言語知識 の獲得過程 と発話 に関わ る処理機能 の発達 の両面 か ら検討す る必要 があると思わ
れる。
本論文 で提出 したモデル は、一語発話か ら二語発話、二語発話 か ら多語発話 ヽ とい う発話構
成語数 の変化 を次 のよ うに説 明す ることがで きる (6)。 発話 の長 さは発話 に関わ る処理容量 に
制約 され、発話 に関 わる処理容量 は処理単位 に依存す る。発話 の発達過程 の初期 に処理単位 が
単語 の時期 があ りヽ その時期 にお いて処理容量 は一語処理 か ら二語処理 へ と増加す る。発話 の
発達過程 において一語発話期、二 語発話期 が存在す るの はそのためである。 二 語発話期 の後、
統語構造 が出現 し、 それに伴 って処理単位 が単語 か ら句へ と変化す る。句 は複数 の単語 か ら構
成 され うる。二語発話期 の後 に多語発話期 が存在す るの はそのためである (7)。

言語知識 の獲得過程 と発話 の発達 との関係

4

お わ りに

本論文 では初期語連鎖 に1関 す る従来 の研究 が言語知識の獲得過程 と発話 の発達 との関係 をど
う捉えているかを概観 した。 そ して従来 の初期語連鎖研究 の問題点 として言語知識の獲得過程
と発話 の発達 とを区別 してお らず、両者 の関係 について明示的 な仮説を提示 していないことを
指摘 した。次 に両者 の1関 係 について明示的な仮説 に基づ く研究が必要 であることを述 べ、 その
一つ として筆者 が提出 した発話 にお ける文処理機能発達 モデルを紹介 した。

注

1.Chomskyは 言語知識 と、 その使用 であ る言語使用 とを区別 し、言語使用 の説明 の一 要因
として言語知識 を用 いる。本稿 はこの枠組 みが言語研究上有効 であることを前提 としてい
る。言語研究 に対す る Chomskyの 基本的な考え方 については Chomsky(1975,1980,198の
等 を参照 された い。

2.Felix(1986)は 言語獲得研究 の課題 を二 つ に分けている。一つは論理的問題 であ り、,人 1間
の 自然言語獲得 を可能 に して いる もの は何 か とい う問題である。 もう一つ1ま 発達的1問1題 で
あ り、人間が 言語獲得 の過程で特定 の段階を経 るのはなぜか とい う1問 題である。本論文 は
この枠組 みによると発達的 問題 を検討 したもので ある。
°
3。 以下 の1内 容 は伊藤 (1990a)の 第 6章 1節 にもとづ く。
4.こ れ らの仮説 と発話 の発達 デー タとの1関 係 について述 べ た もの として Ito(1989a,1989b)
5。
6。

,

がある。
処理円滑化機能 の詳細 については伊藤 (1990a)の 第 6章 1節 を参照 されたい。
発話構成語数 の変化 については伊藤 (1989c)で も述 べ た
￨。

7.本 論文 で提出 したモデル は発話構成語数 の変化以外 の発話 の発達 に関 わる複数 の事実を説
明で きる。伊藤 (1990a)の 第 6章 1節 、及 び伊藤 (1990b)を 参照 されたい。
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