
14

要旨
　子どもは生後約半年を経て喃語を、1歳を迎えるころ
に有意味語を発するようになる。日本語を含めた多くの
言語圏において、初期の語彙は名詞を中心に増加するこ
とが知られている。一般に、初期言語における名詞の意
味は〈モノの名前〉に対応することから、従来は、〈モノ
の名前〉の学習がなぜ容易に起こるのか、あるいは動詞
に対応する〈行為・活動〉の学習はなぜ難しいのかといっ
た観点から研究が進められてきた。しかし、これらの観
点は、大人がもつ品詞構造がそのまま子どもの言語にも
当てはまることを前提としている。これに対して著者ら
は、初期言語における名詞的な語の意味は〈モノの名前〉
だけに閉じておらず、子ども自身の体験にもとづく未分
化性・全体性を備えた「胚性詞」であると主張する。そし
て、発達に伴って語の意味が可塑的に変化し、明確な名
詞や動詞へと分化していくと考える。本稿では、この仮
説について調査した著者らの研究を紹介し、大人と同じ
ような品詞構造を子どもにも当てはめるという前提につ
いて批判的に検討することを試みる。

1．はじめに
　ことばを使い始めたばかりの子どもが「クック」（靴の
幼児語）と発したとき、その語にはどのような意味が含
まれているだろうか。一般に、「靴」などの具体名詞は〈モ
ノの名前〉を意味しており、「靴」という名詞それ自体が

〈履く〉や〈散歩〉といった、行為や活動を直接指示するこ
とはない。しかし、言語発達初期の子どもの場合、名詞
のみの発話であっても、それが単にモノとしての〈靴〉を
意味するとは限らない［25，28］。「ぼくは靴を履くよ」「ほら
みて。あの靴、とってもかっこいいね」「お散歩に出かけ
よう」など、一語発話のなかには豊かな意味が含まれう

る。この現象は次のように説明されるかもしれない。つ
まり、子どもは名詞の意味が〈モノの名前〉であることを
知ってはいるが、まだ語彙が少ないので、手持ちの語を
駆使して文脈に応じた要求や感情をなんとか表現してい
るのだ、と。しかし、初期言語における意味の特質は、
このような語用論的説明のみによって十分に理解できる
だろうか。
　一方で、以下のように意味論に踏み込んだ説明も可能
である。つまり、初期言語における「靴」の意味は〈モノ
の名前〉だけに留まっているのではなく、〈靴を履いてお
出かけする〉といった、ひとまとまりの出来事全体に対
応しているというものだ。著者らは、このような語を「胚
性詞」と呼んでいる［20，21］。「胚性詞」仮説では、初期言語
の意味は子ども自身の体験にもとづく未分化性・全体性
をもっており、発達の過程で語 - 意味の構造が可塑的に
変化して明確な品詞へと分化していくと考える。した
がって、初期言語には明確な品詞構造はなく、みかけ上
は名詞であっても、その意味は実はまだ〈モノ〉ではない
と発想する。この視点に立つとき、初期言語の意味は静
的な〈モノ名前〉としてではなく、動的で可塑性に富んだ
内容としてとらえなおされる。本稿では、このような視
点のもとで議論を展開していく。
　本稿の以下の節では、まず初期言語の特徴を概観した
あと（2節）、初期言語をめぐる代表的な論争である「名詞
が先か、動詞が先か」論争に触れる（3節）。そして、この
論争が初期言語に明確な品詞構造を前提してしまってい
ることを指摘し、初期言語における名詞の意味は〈モノ
の名前〉以外にも想定されうることを述べたうえで（4
節）、この問題ついて調査した著者らの研究を紹介する（5
節）。さらに、初期言語の特質がその後の発達にも色濃
く残っていることを示す事例を紹介する（6節）。最後に、
今後明らかにされるべき課題（7節）と、保育・教育や療
育における実践とのつながりについて検討する（8節）。
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2．初期言語の特徴
　子どもは生後約半年を経て喃語を、1歳を迎えるころ
に有意味語を発するようになり、獲得語彙を徐々に増や
していく。日本語や英語など多くの言語圏において、初
期に獲得される語は、動詞などの品詞と比べて名詞が最
も優位であるといわれている［3，17，18，44］。言語発達初期の子
どもの獲得語彙データは、語彙チェックリスト法、自然
観察法、日誌法などの方法で収集される［36］。このうち、
語彙チェックリスト法は、あらかじめ用意されたチェッ
クリストにもとづいて、子どもが獲得した語を養育者が
回答する形式をとる。代表的なものにマッカーサー乳幼
児言語発達質問紙［11-13］があり、日本語版も開発されてい
る［45-47］。小椋（2007）［44］は、これらの標準化データをもと
に、日本と米国の子どもの早期獲得50語を意味カテゴ
リー別に分類した。その結果、理解語・表出語ともに〈モ
ノの名前〉を中心とした名詞の割合が最も高く、やりと
りに使われる社会的な語がこれに続き、動作語はさらに
低い割合となった（図1）。このように、多くのデータが、

〈モノの名前〉に相当する普通名詞の獲得が発達の早期に
生じることを支持している。

3．「名詞が先か、動詞が先か」論争
　英語のような言語では、単語の大半が文法的・論理的
に2つの基本的なクラス、すなわち名詞クラスと動詞ク
ラスに大別されると考えられてきた［62］。このような背景
のもと、言語発達の分野においても、名詞と動詞はよく
比較されてきた。上に述べたように、多くの言語圏では
名詞の発達がほかの品詞に比べて早期に生じるとされ
る。しかし、なかには動詞の方が優位となる、または名
詞の優位性の程度が低くなるような言語もある（中国語
や韓国語など）［8，54，55］。名詞と動詞のどちらが、どのよう
にして獲得されるかという議論は、「名詞が先か、動詞
が先か」論争［19，59］として知られており、認知発達全般さ
らには進化の過程で獲得された人類の知性を解明する端
緒となる議論として現在もなお注目を集めている。ここ
で重要になるのは、なぜ名詞が（あるいは動詞が）他方に
比べて先に獲得されるのかという論点である。以下、こ
れを説明するいくつかの理論をみてみよう。
　まず、名詞の優位性は言語普遍的だと主張する理論仮
説のひとつとして、Gentner & Boroditsky（2001）の研
究［18］を紹介する。彼女らは、名詞の意味である〈モノの
概念〉は、動詞の意味である〈行為・活動の概念〉に比べ

図1　日米の幼児における早期獲得50語の意味カテゴリー別分類
小椋（2007）［44］をもとに許可を得て作成。マッカーサー乳幼児言語発達質問紙の標準化データ［11，47］から、理解語・
表出語のそれぞれについて、50% 出現率を超えた月齢の早いものから50語を選出し分類している。日本のデータ
では、幼児語が理解語で30%、表出語で40% と最も多いが、幼児語を意味カテゴリー別に分類して再集計すると、
普通名詞の割合が最多となった（理解語30%、表出語44%）。また、獲得語が50語に達する月齢は理解語・表出語
ともに米国の子どもの方が数ヵ月早かった（日本・理解語10-15ヵ月；日本・表出語15-21ヵ月；米国・理解語
8-13ヵ月；米国・表出語12-18ヵ月）。凡例の括弧内には、米国のデータにおける意味カテゴリー名を示した。
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てもともと知覚しやすく、より単純で基本的であると考
えた（「自然分割仮説」）。その一方で、動詞のように対象
どうしの関係を示す語の意味は、比較言語学的に変動し
やすく、知覚世界を語彙化するときの自由度が高くなる
ため、名詞よりも意味の推論が難しくなると考えた（「関
係相対性仮説」）。彼女らは、これらの2つの仮説から、
子どもには名詞の獲得を容易にする知覚的・認知的基盤
が言語獲得以前から備わっていると説明し、名詞の優位
性は言語普遍的だと主張した。
　また、Markman（1989）も同様に、子どもには名詞の
獲得を容易に進められるような発達的基盤が備わってい
ると考えた［40］。彼女は、子どもの認知過程には、語の意
味を推論するための生得的な制約があるとする「バイア
ス理論」を展開した。具体的には、モノの部分やほかの
属性ではなくモノ全体をひとつのまとまりとしてとらえ
て語と結びつける「事物全体バイアス」、固有名ではなく
モノのカテゴリー名として語をとらえる「事物カテゴ
リーバイアス」、語の意味をただひとつのモノのカテゴ
リーに対応づける「相互排他性バイアス」によって、効率
的な名詞の獲得が可能になると考えた。その後、バイア
ス理論はさらに発展し、知覚類似性にもとづいて、形の
似ているモノどうしを同じ名前で呼ぶという「形バイア
ス」の発見［29，30，37］や、生得的な制約と環境との相互作用に
よって言語が創発すると考える創発連立モデル［27］へと繋
がった。
　名詞と動詞をそのまま比較対照するのではなく、名詞
と動詞の獲得を統一的に説明しようとする理論仮説も提
案されている。Maguire et al.（2006）は、動詞であって
も意味推論しやすい語や、反対に名詞でも獲得が難しい
語があるといった指摘から、個々の語の獲得しやすさは、
その語が指示する概念の形（shape）や、個別性（individu-
ation）、具体性（concreteness）、心像性（imageability）と
いった4つの要因によって規定されると考え、これらの
頭文字をとって「SICI 連続体」仮説を提案した［39］。この
仮説では、固有名詞や具体名詞は4つの要因がいずれも
動詞に比べると容易な方向に寄っているので、結果的に
名詞の獲得が早期に生じると説明される。
　最後に、各言語固有の特質や文化の違いが、早期に獲
得される品詞を決める要因になることを主張する研究を
とりあげる［19，59］。Tardif et al.（1997）は、養育者の子ど
もへの言語入力を分析した［57］。その結果、英語圏の養育
者は動詞発話よりも名詞発話を多く行うのに対して、中
国語圏の養育者は動詞発話の方を多く行なった。韓国
語［7］や日本語［44］でも追試が行なわれ、中国語圏の母親と
類似した傾向を示すことがわかった。また、養育者は、
絵本読み聞かせ場面では名詞優位の入力を行ったり、玩
具遊び場面では動詞優位の入力を行ったりと、場面に応

じて言語入力を調整することも示唆された［1，7，44，56］。英語
やフランス語は主語を省略できないなどの特質をもった

「名詞寄りの言語（noun-friendly language）」であり、他
方で中国語や韓国語は相対的に「動詞寄りの言語（verb-
friendly language）」であると考えられるが、このような
言語間の特質の違いのために、言語入力において生じや
すい、または文のなかで目立ちやすい品詞が言語ごとに
異なることによって、名詞・動詞の優位性が左右される
可能性がある。さらに、これらの言語固有の特質や文化
の違いが、子どもの視覚的注意にも影響を及ぼす可能性
が指摘されている［6］。24ヵ月児について、米国の子ども
は行為よりもモノに着目しやすく、対して中国の子ども
は相対的に行為に注意を向けやすくなるという［60］。
　以上、「名詞が先か、動詞が先か」論争を中心に、初期
言語の獲得過程を説明する代表的な理論仮説を概観し
た。このなかで、どの理論仮説を支持するかは研究者に
よって異なるだろう。その一方で、いずれの理論仮説に
も共通するのは、初期言語における名詞の意味は〈モノ〉
に対応し、動詞の意味は〈行為・活動〉に対応すると考え
る点だ。つまり、これらの理論仮説はすべて、子どもに
も大人と同じような品詞構造を前提していることにな
る。けれども、子どもは最初から、環境から切り出して
きた知覚対象としての〈モノ〉に、そのまま名詞のラベル
を貼っているのだろうか。

4．名詞の意味は〈モノの名前〉？
　従来の言語発達研究の多くは、名詞の意味を〈モノ〉に、
動詞の意味を〈行為・活動〉に帰属させ、モノと行為とを
暗黙のうちに分断して研究を進めてきた。しかし、名詞
の意味推論には、モノと行為・活動との結びつきが重要
であるという指摘もある［35，38，63］。たとえば、名詞の発話
が可能になる以前の子どもは、「ボール」という名詞を獲
得する以前に、投げる行為（ジェスチャー）によってボー
ルを示そうとしたり、「ポーンテンノ」など行為に関連す
るオノマトペを表出したりすることで、ボールについて
表現しようとする［32-34］。モノとその慣用行為との結びつ
きは、モノと語との結びつきよりも強固で想起されやす
い［24］ことからも、名詞獲得の発達的基盤として、モノの
慣用行為についての知識は必要だと考えられる。
　有機 - 発達論的アプローチを提唱した Werner & Ka-
plan（1963）は、初期言語の特質についていっそう踏み
込んだ議論を展開している［61］。彼らは数々の子どもの観
察記録をもとに、言語発達初期の子どもにおいては、モ
ノと、モノに対して行為・活動がなされる文脈とが融け
合っており、その未分化な指示対象に同じ語音が適用さ
れうると述べている。たとえば、Stern & Stern（1928）
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による注意深い観察記録［53］を参照しながら、彼らは次の
ような分析を加えている。Stern の娘（11ヵ月）は、「pin」
という発話を〈針〉〈パン屑〉〈毛虫〉など床から拾い上げる
という文脈のなかにあるものすべてに対して用いた。ま
た、「nose」は、〈鼻〉だけでなく〈ハンカチ〉〈靴の爪先〉な
ど、引っ張ることのできる対象があるときに発話された。
彼らはこのような事例から、子どもにとっての語の意味
の共通特性は、モノに対する扱い方によって裏打ちされ
ることが多いと結論づけた。
　Werner & Kaplan（1963）の議論はこれに留まらない。
彼らは、観察事例にもとづいて理論を構築するなかで、
いわゆる一語文、すなわち初期言語の意味は未分化な全
体に対応しており、その範囲は〈モノ〉や〈行為・活動〉と
いった特定の対象を指示するほど分節化されていないと
いう根本的な指摘を行った。たとえば、「いないいない
ばぁ」遊びのなかで、人形が隠れてみえなくなったり、
再び現れたりしたときに子どもが発する「バァ」という語
の意味は、特定の力動的な移動（この場合は消失や再出
現）というよりも、人形や遊び相手の母親、遊びの状況
さらには情動を含んだ全体的な意識体験に対応している
という［38］。子どもが「ワンワン、バァ」などと二語以上の
発話をするようになって初めて、「バァ」の意味が力動的
な移動に限定されるようになってきたこと、すなわち語
の意味が分化を始めたことが示唆される。
　これらを総合して考えると、初期言語における名詞の
意味は〈モノの名前〉であるという暗黙の前提は、どうも
自明ではないように思われてくる。ある程度成熟した言
語構造をもつ大人であれば、名詞は〈モノ〉、動詞は〈行
為・活動〉、形容詞は〈対象の属性〉というように、品詞
区分にもとづいて単語を分類しても差し支えないだろ
う。しかし、初期言語における語 - 意味の構造は、もし
かすると大人のように分節化された品詞構造とは異なる
様相を呈しているのかもしれない。むしろ、この時期の
子どもは、Werner & Kaplan（1963）［61］が初期言語の意
味は未分化であると指摘したように、自分の体験にもと
づいて〈出来事全体〉をざっくりとまとめあげ、さしあた
りその全体に対して、大人の言語では名詞に分類される
ような語をあてがっている可能性がある。
　初期言語における名詞の意味は、果たして大人と同じ
ように〈モノ〉だけに閉じているのだろうか。それとも、

〈モノ〉と〈行為・活動〉といった要素がひとつの文脈とし
てまとまった、〈出来事全体〉に対応しているのだろうか。
残念ながら、観察によるアプローチだけでは、この問題
に直接迫ることはできない。なぜなら、もし初期言語の
意味が〈出来事全体〉であったとしても、発話されるのは

「名詞的な語」であり、語の中身を直接確認することがで
きないからだ。したがって、大人の言語では名詞に分類

されるような語を対象に、実験課題を用いたアプローチ
を行うことによって、初期言語とその意味の対応関係を
調べなければならない。このようなアプローチを採るな
かで生まれたのが、著者らが提案する「胚性詞」仮説（the 
semantic pluripotency hypothesis）だ［20，21］。

5．「胚性詞」仮説とその研究
5.1　「胚性詞」仮説の概要
　「胚性詞」とは、「モノと、モノに関連する（子どもにとっ
て）馴染み深い活動や行為、文脈または状況、情動など
の総体によって成り立つ全体的な意味内容をもった特有
の語」と操作的に定義される。「胚性詞」仮説は、以下の2
つの下位仮説を含む。
　ひとつ目は、「分化多能性」である。これは、初期言語
の意味は子ども自身の体験にもとづく未分化性・全体性
をもつことを指す。すなわち、初期言語において、名詞
の意味は〈モノ〉に閉じておらず、〈出来事全体〉に対応す
ることをいう。ふたつ目は、「可塑性」である。これは、
語 - 意味の構造が、発達に伴って動的に変化するなかで
明確な品詞へと分化することを指す。すなわち、〈出来
事全体〉を指示していた語が、〈モノ〉や〈行為・活動〉だ
けを指示するようになる過程のことをいう。

5.2　出来事の知覚
　〈出来事全体〉の知覚は、一見すると〈モノ〉の知覚より
も複雑で難しい過程のように思われるかもしれない。し
たがって、言語発達初期の子どもは、ある出来事をほか
の出来事と区別したり、出来事をまとまりとして知覚し
たりするといったことができるのかという疑問が生じる
可能性がある。興味深いことに、言語圏が名詞寄りか動
詞寄りかにかかわらず、ことばを話し始めるよりもかな
り早い時期から、子どもは出来事のまとまりを知覚し、
区別したりカテゴリー化したりすることができることが
最近の研究で明らかになってきている［52］。Baldwin et 
al.（2001）［2］は、10-11ヵ月児を対象に、落ちているタオ
ルを大人が拾い上げるといった日常行為場面の動画刺激
を繰り返し提示し、対象児が動画刺激に飽きて注視時間
が短くなったあと、今度は少し細工を施した動画刺激を
提示した。ここで、タオルを掴んだ時点（日常行為の完
了相）で動画刺激がわずかに停止するように刺激を細工
しても対象児の反応は変化せず、注視時間は短いまま
だったが、タオルを掴もうと腰をかがめる途中（日常行
為の中途相）で停止するように動画刺激を細工したとき
には、注視時間が再び長くなった。この結果から、対象
児は、タオルを掴むまでを出来事のまとまりとして知覚
していることが示唆された。
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　以上のように、「胚性詞」仮説について調べる前段階と
して、ことばを話し始める前の子どもでも〈出来事全体〉
の知覚が可能であることを確認した。準備が整ったとこ
ろで、「胚性詞」仮説を検証する初手として行なった著者
らの研究［20，21］をみていくことにしよう。

5.3　「胚性詞」は存在するか？
　この研究では、日本語圏で初期に獲得される名詞的な
語に着目した。また、〈出来事全体〉は便宜的に〈モノ〉と

〈行為・活動〉の総体と考えることにした。日本語を母語
とする1歳後半から3歳未満の幼児37名を対象に、「ある
人物が特定のモノを用いて特定の行為をする」という短
い動画刺激をモニターの左右に同時に提示して、実験者
の質問に合うほうの動画刺激を指差しで回答してもらう
という二肢強制選択課題を行った。動画刺激のセットに
は2つの条件がある（図2）。まず、「モノ - 行為一致条件」
では、左右の一方には「靴を履く」といった有意味出来事
の動画刺激が、他方には「カゴをこねる」といった無意味
出来事の動画刺激がそれぞれ提示される。動画刺激をみ
たあとに、実験者は「靴はどっち？」と子どもに尋ねる。
ここで、靴に関する〈出来事全体〉の概念が子どものなか
で成立していれば、有意味出来事を選択すると予想され
る。次に、「モノ - 行為不一致条件」では、左右の一方に
は「靴をこねる」動画刺激が、他方には「カゴを（あたかも
靴のように）履く」動画刺激がそれぞれ提示される。こち

らの条件でも同様に、実験者は子どもに「靴はどっち？」
と尋ねる。ここで、「靴」という語の意味が〈モノ〉に対応
していれば、子どもは「靴をこねる」方の動画刺激を選ぶ
と予想される。あるいは、語の意味が〈行為〉に対応して
いれば、子どもは「カゴを履く」方の動画刺激を選ぶと予
想される。解析については、島谷（2014）［51］を参考に、選
択反応の確率変化についての統計モデルを複数立て、
データを予測するモデルとして最もよいものを評価する
という手法（最尤法によるパラメータ推定と AIC による
評価）を採った。
　その結果、まず「モノ - 行為一致条件」では、1歳半の
子どもであってもチャンスレベルよりも高い確率で「靴
を履く」有意味出来事を選択することがわかった。した
がって、〈出来事全体〉のレベルにおいては、初期言語に
対応する意味が形成されていることが示唆された。次に、

「モノ - 行為不一致条件」では、21ヵ月ごろを境目として、
それ以降の月齢では〈モノ〉に重きをおいて動画刺激を選
択する傾向が強まった。すなわち、語の意味が〈モノ〉に
閉じることが示唆された。一方で、21ヵ月よりも前の月
齢においては、選択反応はチャンスレベルになると予測
された。つまり、この時期の子どもは、〈モノ〉と〈行為〉
とが分断された場合、そのうちのどちらに重きをおけば
よいのか決められないということが示された。〈出来事
全体〉としての意味理解は可能であることを踏まえると、
21ヵ月未満では、語の意味推論において、〈出来事全体〉

図2　「胚性詞」仮説を調べた実験課題の例
萩原（2018）［20］をもとに作成。1. 「モノ - 行為一致条件」は、子どもが靴に関する〈出来事全体〉の概念をもっているかを判
断するための条件である。2. 「モノ - 行為不一致条件」は、子どもが名詞の意味について尋ねられたとき、〈モノ〉としての
靴と、履くという〈行為〉のどちらを重視するかを調べるための条件である。動画刺激は左右および順序についてカウンター
バランスをとっている。なお、「靴を履く」出来事以外に、「コップで飲む」出来事についても動画刺激を作成し実験を行なっ
たところ、同様の結果が得られた。
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のなかの個々の要素を分節化することができない可能性
が示唆された。発達の指標を生活月齢ではなく、日本語
マッカーサー乳幼児言語発達質問紙［46］の総表出語彙数に
した場合にも同様の結果が得られ、このときの境目は約
140語となった［20，22］。これを標準化データの50パーセン
タイル推定値と照合すると、男児では22-23ヵ月、女児
では21-22ヵ月の月齢に相当する語彙サイズとなり、生
活月齢を発達の指標とした場合とおおよそ符号する結果
となった。
　以上の結果から、初期言語において、①名詞的な語の
意味は〈モノ〉だけに閉じているのではなく、〈モノ〉と〈行
為〉とが一体になった（未分化な）〈出来事全体〉に対応す
ること、②月齢21ヵ月または総表出語彙数140語を超え
ると、語の意味が〈モノ〉に限定され、名詞として分化す
ることが示唆された（図3）。すなわち、「胚性詞」仮説を
支持する結果が得られたのである。
　名詞の分化が21ヵ月ごろに起こるという知見は非常に
興味深い。語の意味推論に必要となる認知機能のいくつ
かが、ちょうどこの月齢の前後で飛躍的に発達するとい
う報告が多くなされているからだ［36］。たとえば、Fergu-
son et al.（2014；2018）は、既知の語文を手がかりにし
て新奇語の意味を推論するという課題を15ヵ月、19ヵ月、
24ヵ月児に対してそれぞれ行った結果、この推論は19ヵ

月までに可能になり、24ヵ月になるとさらに効率的にな
ることを示した［14，15］。また、一度提示されるだけで子ど
もが新しい語をすぐに適切な意味に対応づける現象を

「即時マッピング」と呼ぶが［5，26］、20ヵ月児において表出
語彙数が大きい子どもでは、より即時マッピングが生じ
やすいことが報告されている［58］。この時期に対応して、
名詞の意味は〈モノ〉に対応するという知識を子どもが獲
得する、あるいはそのような認知機構が効率よく作動す
るようになると考えるならば、子どもはこのとき初めて

「モノには名前がある」という知識（「命名の洞察」［10，31］）を
使いこなし、さまざまな対象に対してこれを汎用できる
ようになるのだろう。けれども、著者らの研究から示唆
されるのは、このように効率的かつ分節的な意味推論が
可能になる以前に、子どもは自身の体験に根差した〈出
来事全体〉をことばで括る「胚性詞」の過程を経るという
ことだ。したがって、子どもにも大人と同じような品詞
構造があるという前提は、必ずしも自明ではない。

6．簡単な語の獲得ほど実は難しい
　いわゆる一語文発話期にあたる1歳台の子どもとは対
照的に、3歳にもなれば、子どもはかなり流暢にことば
を話すようになる。しかし、この時期においてさえ、子

図3　従来の初期言語の発達仮説と「胚性詞」仮説の模式図
初期言語と意味の対応についての仮説を模式的に示した。A：従来の言語発達研究による暗黙の前提。子どもにも
大人と同様の品詞構造を仮定している。知覚しやすい〈モノ〉は語と結びついて早期に名詞となるが、〈行為〉など
対象どうしの関係は環境からうまく切り出すことが難しく、カテゴリー化の基準も不明瞭であるため、緩徐に発
達する。B：「胚性詞」仮説に基づく名詞の分化過程。初期言語の意味は特定の品詞カテゴリーではなく、さしあた
り〈出来事全体〉に対応づけられる（分化多能性）。そのあとの発達に伴って、語に対応する意味が分化し、名詞や
動詞といった明確な品詞に成熟していく（可塑性）。
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どもに名詞や動詞といった明確な品詞構造があるとは限
らないのではないか、と著者らは考えている。先ほどの
著者らの研究では、「モノ - 行為一致条件」と「モノ - 行
為不一致条件」の2つの条件を設定し実験を行った。統計
モデリングによる解析の結果、前者の条件については、

「靴を履く」有意味出来事の選択率が発達に伴って100%
に近づくと予測された。ところが、〈モノ〉と〈行為〉とが
ちぐはぐになっている後者の条件については、およそ
21ヵ月以降で〈モノ〉に重きをおいた動画刺激の選択率が
チャンスレベルの50% から90% ほどに急激に跳ね上が
るものの、その確率は3歳に近づいても100% には至ら
ないと予測されたのである。したがって、「胚性詞」の特
質は、名詞の分化以降も潜在的に残存している可能性が
ある。
　実際に、これを傍証するような報告もある。萩原・田
中（2016）は、3歳児であっても行為を名詞で表現する場
合が多くみられることや、服を着脱する行為に対して、
同じ子どもが「服」と発話したり「着る」と発話したりする
事例を取り上げ、幼児期の言語表現には品詞間のゆらぎ
があると述べた［23］。先の著者らの研究でも、類似した事
例がみられている［20］。たとえば、ある女児（34ヵ月）は、
眼鏡や自転車のイラストをみて「メガネ」「バイク」という
ように、〈モノ〉の名前、すなわち名詞で応答したにもか
かわらず、鉛筆のイラストについて実験者から「これは
何？」と問われたときには「ミドリ」というように、〈色〉
の名前、すなわち形容詞的な回答を示した。また、別の
女児（32ヵ月）は、傘のイラストには「アメ」、ジャンパー
のイラストには「ズボン」、鉛筆のイラストには「オリガ
ミ」と答えた。これらの事例から、3歳前後であっても、
名詞の意味は完全に〈モノ〉だけに分化しておらず、むし
ろ子ども自身の体験や、モノが扱われる文脈にもとづい
た〈出来事全体〉としての意味が色濃く残っている様子が
うかがえる。
　上述したように、名詞獲得の優位性を主張する多くの
研究者が、〈モノ〉の知覚が容易であることをその主要な
根拠としている。しかし、「胚性詞」仮説の視点に立つな
らば、知覚のしやすさがそのまま初期言語の意味推論に
直結するとは断定できない。名詞の研究ではないが、こ
の点について、Saji et al.（2011）は示唆に富む研究を行っ
ている［50］。彼らは、日本語でいう「持つ」や「運ぶ」といっ
た行為に相当する動詞が中国語ではより詳細に分類され
ることに着目した。そして、これらの行為を示すさまざ
まな動画刺激を作成し、中国語圏の3歳児、5歳児、7歳児、
大人のそれぞれがどのような動詞によってこれらの行為
を表現するのかを調べた。その結果、大人はそれぞれの
行為に対応する動詞をさまざまに使い分けたのに対し
て、子どもの場合には、汎用性の高い動詞を意味的に隣

接するほかの行為にも使い回してしまうという「過剰汎
用」が生じることが分かった。意味範囲を絞り込むこと
の難しさから、彼らは、子どもが最も早期から広く使い
始める語ほど、同時に最も獲得が遅れる語になりうると
指摘した。この指摘を、品詞を跨いで拡大解釈するなら
ば、一見すると簡単にみえる名詞の獲得ほど実は難しく、

〈出来事全体〉から〈モノ〉だけを剥ぎ取ることは、大人が
思うほど容易ではないという可能性が浮かび上がってく
る。

7．今後の課題と展望
　以上、著者らの提案する「胚性詞」仮説をもとに、大人
と同じような品詞構造を子どもにそのまま当てはめると
いう前提について批判的に検討してきた。「胚性詞」仮説
はまだ萌芽的段階であり、今後さまざまな方面からの検
証および仮説の精緻化が必要である。しかしながら、初
期言語の意味は〈出来事全体〉であることを実証的に検討
した著者らの研究は、従来の言語発達研究が自明視して
きた子どもの品詞構造を問い直し、新たな視点から言語
発達をとらえる端緒になると考えている。たとえば、「名
詞が先か、動詞が先か」論争については、胚性詞の段階
と語の分化が進んだ段階とを区別することによって、さ
らなる研究の発展が見込めるのではないだろうか。具体
的には、中国語圏や韓国語圏の子どもを対象に、初期言
語における動詞的な語が本当に〈行為〉を意味するかを調
べたり、〈モノ〉と〈行為〉のどちらの分化が先に生じるか
を調べたりすることがあげられる。
　「胚性詞」の形成と分化の過程についても、さらに検証
を進める必要があるだろう。「胚性詞」の形成過程につい
ては、①子どもが〈出来事全体〉をどのようにカテゴリー
化するのかということと、②子どもにとっては環境の一
要素に過ぎなかった言語音が、どのようにして〈出来事
全体〉を表示する媒体になるのかということの2つ論点が
重要だと思われる。これらの論点については、子どもが
生活のなかで実際にモノを扱う場面を観察するといった
方法によって、有用な知見が得られるかもしれない。著
者らは、〈スプーン - 食べる〉など、モノに関する行為の
獲得過程を調べた研究［43］や、ふり遊びの研究［42，48］などと
関連づけて研究を進めようと考えている。
　「胚性詞」以降の分化過程については、〈モノ〉や〈行為・
活動〉といった意味領域のそれぞれが、いつ、どのよう
にして〈出来事全体〉から分かれるのかを明らかにする必
要がある。興味深いことに、Werner & Kaplan（1963）は、
名詞と動詞の分化は同時期に起こると説明している［61］。
また、彼らは、多語発話以外の分化の兆しとして、発話
中の抑揚や強弱などによって子どもが意味の違いを理
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解・表現しようとする時期があることに注目している。
実際に、子どもはこれらの違いを手がかりにして語の意
味を推論できるということを示した報告もある［4，9］。今
後は、名詞だけではなく、動詞やオノマトペなどほかの
品詞に分類される語を研究の射程に入れるとともに、パ
ラ言語の情報も考慮して研究を進める必要があるだろう。

8．�保育・教育や療育における実践とのつ
ながり

　「胚性詞」仮説の視点から、保育・教育や療育といった
実践に対して示唆を述べることはできるだろうか。中川

（1986）のモデル［41］を補助線として、考察を加えてみるこ
とにする。彼女は、生活体験のなかでことばが発達する
過程を「わかることがら」「わかることば」「言えることば」
に分類したうえで、観察可能な「言えることば」を育てる
ためには、絵カードなどを使って単に語彙を増やすこと
ばかりにとらわれるのではなく、その発達的基盤である

「わかることがら」や「わかることば」を十分に発達させる
ことが重要であるとする「氷山モデル」を提案した（図4）。
　著者らの研究は、このモデルの一端を実証的に示すこ
とに貢献していると思われる。なぜなら、初期言語の意

味は〈出来事全体〉であり、「胚性詞」が形成されたあとに
名詞や動詞に分化していくという主張と、「氷山モデル」
でいうところの「わかることがら」（わかるモノではない）
が言語発達の基盤になるという主張とは、互いに符号す
ると考えられるからだ。「わかることがら」を増やすこと
と、〈出来事全体〉のカテゴリー化を促すこととは密接に
関わっていると著者らは考えている。したがって、子ど
もが出来事をまとまりとして知覚しているかをアセスメ
ントしたり、子どもが自分の体験をもとに出来事全体を
組織化する過程を支援したり、あるいは生活体験のイ
メージが豊かに浮かぶことを意識した声かけや保育環境
の整備を行なったりすることが、その後の言語発達に直
接的に寄与する可能性がある。

9．おわりに
　従来の言語発達研究は、大人がもつ品詞構造をそのま
ま子どもの言語にも当てはめ、分析を行ってきた。確か
に、子どもが生後わずか数年という驚くべき速さで言語
を獲得することを考えると、発達初期から品詞構造が備
わっていると考えたほうが効率的で無駄がないように思
われる。しかし、このような「スマートさ」は、言語発達

図4　言語発達の「氷山モデル」［41］と「胚性詞」仮説との関係
「わかることがら」を増やすことは、〈出来事全体〉のカテゴリー化を促すことだと考えられる（A）。ある特定の語音
が、このようにして組織化された〈出来事全体〉を表示する媒体として機能するようになると、「胚性詞」が形成さ
れる。これが「わかることば」だと考えられる（B）。「胚性詞」はやがて子ども自身からも表出され「言えることば」に
なるが、この時点ではまだ名詞や動詞といった明確な品詞構造は前提できないと著者らは考えている（C）。
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の一側面に過ぎない。
　哲学者のクワインは、新しい語の意味を推論するとき、
その可能性は無限であり、ひとつずつ帰納的に確かめる
ことは不可能であるという「ガヴァガイ問題」について議
論した［49］。言語発達研究の分野では、子どもがどのよう
にして環境から指示対象をうまく切り出すのかという問
題を扱うときに、この議論がよく引き合いに出される。
しかし、彼の議論はもともとフィールド言語学者が未知
の地に入り、現地の人々のことばをどのように理解する
かという文脈のなかで展開されたものである。そして彼
は、現地のことばを翻訳しようと試みるときの参照点と
なる枠組み（「翻訳マニュアル」）には、フィールド言語学
者自身の言語枠組み以外にも、潜在的には複数の枠組み
が存在する可能性があり、したがって常に別の翻訳の仕
方がありうると説明している（「翻訳の不確定性」）［16］。「ガ
ヴァガイ問題」をもとの文脈に戻して考えるならば、子
どもという未知の存在に対して、彼らにとってのことば
がどのようなものであるかを翻訳するフィールド言語学
者は、われわれ研究者（あるいは大人）のほうだといえる。
したがって、子どもの言語発達を論じる際には、大人が
もつ品詞構造という言語枠組み以外の可能性について考
慮しなければならない。著者らが提案する「胚性詞」仮説
は、まだ萌芽的段階ではあるものの、子どもの側からみ
たことばの特質を描き直す新たな「翻訳マニュアル」にな
りうるのではないかと期待している。
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