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〈要旨〉
本稿では、音節構造内の音節とモーラの２つの音韻単位の認識のメカニズムに関してメタ言語としての音
韻単位の発達の観点から論じたものである。幼児、小学１年生、バイリンガル話者、成人の各被験者グルー
プから得られたデータから音節構造内の音韻単位の認識の普遍性と個別性の問題を論じた。
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1. はじめに
本研究はメタ言語としての音韻単位の認識に関
するメカニズムを発達の観点から解き明かすこと
を試みたものである。本研究の目的は、音節構造
内の構成要素である音節とモーラの両単位の関係
をメタ言語の認識の観点から実証的に明らかにし、
その普遍性と個別性を探ることにある。１９９５
年から３年間に渡り文部省科学研究費基盤研究
（Ｃ）他の助成によって実施した研究では、主に成
人話者を対象に調査を行ったが、今回の文部省科
学研究費特定領域研究「心の発達：認知的成長の
機構」公募班の研究では主に幼児や児童などを対
象に３年間に渡り調査を行った。本稿は、成人の
研究成果を踏まえた上で３年間で明らかにした調
査結果の報告を行うことにする。
本研究を実施するに至った動機は、心理言語学
の領域で活発に進められている音声言語の語彙認
識における連続音声の分節のメカニズムに関する
研究から端を発したものである。連続音声の分節
の研究とは、通常単語間には明確な区切りを示す
情報が含まれていないにもかかわらず、人は誰で
も単語を抽出することができる事実が存在するが、

この仕組みを解き明かすことを目指す研究である。
この研究の基本的な想定は、連続音声を心内辞書
に存在する音韻情報と照合することによって具現
化されると考えられている（McQueen and Cutler,
1997）。このメカニズムを説明するためにこれまで
様々なモデルが提案されてきたが、現在有力視さ
れているのは言語のリズムと密接な関連を持つ音
韻情報に基づいて分節が行われるとする言語のリ
ズム仮説である（Cutler, 1994）。具体的な言語のリ
ズムと分節の単位については以下を参照していた
だきたい（ストレス・タイミング（英語）: Cutler
and Norris, 1988; シラブル・タイミング（仏語）:
Mehler et al., 1981; Cutler et al.1986）; モーラ・タ
イミング（日本語）: Otake et al., 1993; Cutler and
Otake, 1994; Otake et al., 1996; McQueen et al., in
press）。
連続音声の分節のメカニズムの具体的なモデル
が提案されてきたが、心内辞書内に存在する音韻
情報にはどのようなものが存在し、人はこれらを
どのように認識するかという基本的な問題につい
ては、まだよく分からない部分が多い。例えば、
日本語話者については、言い誤りや一部のメタ言
語の研究からモーラを認識することが報告されて
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いるが（Kubozono, 1989; 1995）、モーラと他の音
韻単位がいかように認識されるのかという問題の
全貌はほとんど明らかになっていない。連続音声
の分節のメカニズムは、心内辞書に存在する音韻
情報と照合させることによって実現されるのであ
れば、話者が心内辞書の音韻単位をどのように認
識するかという問題を解き明かすことは重要な問
題であると考えられる。本研究では、音節構造内
の音韻単位である音節とモーラの両単位がどのよ
うに認識されるかを明らかにすることを試みたも
のである。
メタ言語としての音韻単位の認識に関する研究
は欧米を中心にこれまで多数行われてきた。そこ
での研究は読みと音節や音素などのメタ言語の知
識 と の 関 係 に つ い て 論 じ る 場 合 が 多 い （ e.g.,
Liberman et al., 1974）。これとは別に音素より上位
に位置する音節構造内に注目をした研究も多数存
在する。例えば、音節構造内におけるメタ言語と
しての音韻単位に関する認識の研究は、Treiman
らの一連の研究者によって多数行われている
（Treiman, 1992 他参照）。彼らの代表的な研究では
音節構造内に階層構造が存在するか否かに関して、
特に onset-rime などに注目した検証が行われてき
た。音節構造の観点からメタ言語の認識の研究を
する場合興味深い点は、上位構造としての音節と
下位構造としてのモーラの認識が存在するか否か
であろう。それはこの点を明らかにすることによ
ってメタ言語の認識に関する普遍性と個別性の問
題がより明確になる可能性があるからである。近
年、日本語のアクセント研究において音節とモー
ラの両単位の存在が不可欠であるという議論
（Haraguchi, 1996; 窪園, 1998）がなされているが、
アクセント付与のメカニズムは音節構造内の音韻
単位の認識が前提であるとするならば、日本語話
者はメタ言語の認識のレベルでも音節とモーラを
認識することがあり得ても不思議ではない。
本研究は従来のメタ言語の研究の延長線上にあ
るものであるが、これまでの研究と異なるのは２
点である。第１点は、音節構造を構成する音節と
モーラの両単位に焦点を当て発達の観点からメタ
言語の認識のメカニズムの解明を行った点である。
第２点は、音節構造内の音韻単位の認識の方向性
について明らかにする試みを行った点である。音

韻単位がいかなる順序で認識されるのか、そのメ
カニズムを解明することが重要と思われる。本研
究では Treiman（1992）が提案しているより大き
な音韻単位から小さな単位へと認識が進行すると
いう仮説を音節とモーラという２つの音韻単位間
に適用して検証を行った。
この３年間で実施してきた研究は、
（１）幼児を
対 象 と し た 研 究 （ Otake and Yoneyama, 1999;
Inagaki, Hatano and Otake, 2000; 大竹, 2000; 大
竹・今井, 2001; 大竹・原野（準備中）、
（２）小学
生を対象とした研究（大竹・米山, 2000a）、（３）
バイリンガル話者による研究 （大竹・山本（2001）;
Otake and Yamaguchi（2001））、そして（４）成人
の研究（Otake, 2000; 大竹・米山, 2000b）などで
ある。次にメタ言語としての音韻単位の認識に関
して普遍性と個別性の視点から何がどこまで明ら
かになったか論じることにする。
2．幼児の音韻単位の認識
幼児の研究では、
（１）かな文字の獲得とメタ言
語の音韻単位の認識の関係、
（２）かな文字未獲得
児のメタ言語としての音韻単位の認識、
（３）メタ
言語としての音節とモーラの音韻単位の認識の順
序の３点について検証を行った。
まず、Otake and Yoneyama（1999）では Liberman
et al.（1974）で用いられたタッピング・タスクに
より、撥音、長母音、促音の３種類の特殊拍を含
む日本語の言語材料を用いてかな文字を獲得した
幼児と未獲得の幼児による実験を行った。その結
果、かな文字未獲得幼児はいずれに対しても音節
による認識が中心で、かな文字を獲得した幼児は
撥音に対してはモーラを認識するが、残りの特殊
拍に対しては必ずしもモーラによる認識が存在す
るわけではないことが明らかになった。このこと
は日本語を母語とする幼児はかな文字の獲得が行
われていない段階では主に音節の認識が存在する
可能性があることを示唆する点で興味深い。また、
かな文字の獲得はモーラの認識を促進させるが、
長母音や促音に対しては必ずしも明確な効果が存
在しないことも明らかになった。
次に、大竹（2000）では Inagaki et al.（2000）で
用いられた実験課題を発展させたスタンピング・
タスクにより撥音の特殊拍を含む２音節３モーラ
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の日本語の刺激語を用いてかな文字獲得幼児と未
獲得幼児で実験を行った。新たな実験課題による
実験を行った理由は、幼児に対するタッピング・
タスクは、必ずしも音韻単位の認識そのものを明
らかにしていない恐れがあることが指摘されたか
らである。実験の結果、Otake and Yoneyama（1999）
とは異なり、未獲得幼児はモーラの認識が既に存
在しており、音節とモーラが混在する可能性が明
らかになった。この結果は伊藤・辰巳（1997）、
Inagaki et al.（2000）と同じである。更に、かな文
字未獲得幼児を年齢によって２分して分析したと
ころ、年少の幼児グループは音節で、年長の幼児
グループはモーラにそれぞれ敏感であることが明
らかになった。この結果は、音節内の音韻単位の
認識には順序性があることを示唆していると思わ
れる。
大竹・今井（2001）はメトロノームを利用した
新たなタスクを考案して、撥音、長母音、促音を
含む刺激語によりかな文字獲得幼児と未獲得幼児
を対象に生成に焦点を当てた実験を行った。その
結果、かな文字未獲得幼児は撥音に対して音節と
モーラの認識が混在すること、年少の幼児は音節
の認識が、年長の幼児はモーラの認識が存在する
など大竹（2000）と同じ結果が得られた。
大竹・原野（準備中）は大竹（2000）で用いた
スタンピング・タスクにより撥音、長母音、促音
の３種の特殊拍を含む日本語の刺激語を用いてか
な文字未獲得児を対象に実験を行ったところ、
Inagaki et al.（2000）と同じ結果が得られた。つま
り、撥音と長母音を含む刺激語に対する認識は音
節とモーラが混在しているが、促音に対する認識
は音節であることが明らかになった。
これらの実験から、
（１）幼児はかな文字獲得以
前にモーラの認識がすでに存在すること、
（２）か
な文字の獲得によってモーラの認識が促進される
こと、
（３）かな文字未獲得幼児の間では音節から
モーラのように音韻単位の認識の順序性があるこ
とが分かった。
（３）は、メタ言語としての音韻単
位の認識は Treiman（1992）が主張するように大
きな単位から小さな単位へとその認識が進むとい
う予測と合致することの３点が明らかになった。
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3．小学１年生の音韻単位の認識
２ではかな文字が獲得される前後の環境で幼児
がメタ言語としての音韻単位をどのように認識し
ているかを検証した。その結果、かな文字の獲得
前の段階では音節とモーラの認識が混在し、獲得
後の段階ではモーラの認識に全面的に移行するこ
とから、かな文字の獲得はモーラの認識を促進す
る機能があることが分かった。次に検証を試みた
のは小学１年生は音節の認識が存在し得るか否か
という問題である。モーラの認識は文レベルの読
みが可能となることによって一層高まることが予
測されるが、外国語の語彙に対してはどのように
認識されるのであろうか。大竹・米山（2000）は
５月中旬と３月上旬に小学１年生を対象にタッピ
ング・タスクで日本語と外国語の撥音に相当する
鼻音を含む刺激語で実験を行った。５月の中旬で
は日本語とスペイン語、３月上旬では日本語と英
語による実験を行った。その結果、予測どおり日
本語については両時期でモーラが認識されたが、
５月のスペイン語の実験では音節による認識が、
３月の英語による実験ではモーラの認識が得られ
た。この結果、小学１年の児童は成人とは異なる
認識が存在する可能性を示唆している。成人の日
本語話者は実験課題が異なっても、基本的には日
本語及び外国語に対してモーラを認識する結果が
得られている。これは、モノリンガル話者は、母
語と外国語のいずれに対しても同一の単位を認識
する点で、日本語話者及び外国語話者は同一の認
識の仕組みが存在すると考えられる（英語につい
ては Otake et al., 1998 ; ポルトガル語話者につい
ては Otake and Yoneyama, 1998 参照）。成人の話者
は母国語話者として成熟しているが、小学１年生
の５月の段階ではメタ言語の認識能力については
未成熟と考えるならば、外国語では音節の認識が
存在しうる可能性を示唆していることになろう。
4．バイリンガル話者の音韻単位の認識
３では小学１年生について日本語と外国語を提
示した場合、音節とモーラの音韻単位の認識に違
いがある可能性について報告したが、次に日本語
と英語のバイリンガル話者によるメタ言語として
の音韻単位の認識についての研究について論ずる。
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大竹・山本（2001）は、日本語と英語のバイリ
ンガル話者（大学生）に対して日本語と英語の単

かわらず、分節の方略は１つであることが報告さ
れている（Cutler, 1992）。これはメタ言語の認識と

語内の分節点を明らかにするタスクによる実験を
行った。実験に用いた刺激語は両言語いずれも３
音節４モーラ語（日本語は buranko、英語は veranda
など）に相当する単語である。例から分かるよう

分節の方略は異なることを示唆しているものと考
えられる。バイリンガル話者はメタ言語の複数の
音韻単位の認識が可能であるのかもしれない。た
だし、バイリンガルの程度は様々な段階が考えら

にこれらの単語は CVCVNCV の音節構造を持つ
ものである。実験課題は音声で単語を提示し、語
頭から２つ目の「音の塊」の直後の分節点を検出
させるものである。その結果、日本語では両単位

れるので、複数の音韻単位の認識の型は様々であ
る可能性がある。
Otake and Yamaguchi（2001）は小学生の帰国子
女を対象に複数の音韻単位の認識の可能性がある
か否かを明らかにする実験を実施した。言語材料
は大竹・山本（2001）と同じ CVCVNCV の音節構
造を持つ日本語と英語である。実験のタスクは大
竹（2000）で用いたスタンピング・タスクである。
本研究の被験者は日本語を母語とする小学生高学
年及び中学生で英語圏に数年在住し、現地校に通
学した経験を持ち、英語によるコミュニケーショ
ンに問題がない児童である。実験結果は、予測通
り、日本語に対してはモーラを認識し、英語に対
しては音節を認識することが分かった。英語の音
声は撥音に相当する鼻音の持続時間が短いため、
持続時間の不足による認識が行われた可能性があ
る。そこで、CVCVNCV の音節構造を持つスペイ
ン語による単語を提示して同一被験者によって実
験を行ったところ、英語と同様音節を認識するこ
とが分かった。このことは、海外在住は長くない
ものの英語によるコミュニケーションが可能な小
学生のバイリンガル話者は、成人のバイリンガル
話者と同様、２言語を操作することができる場合
は複数のメタ言語の音韻単位の認識が存在する可
能性がある。

間の認識の選択に有意差は認められず、英語では
音節の選択に有意差が認められた。この研究では
モノリンガル話者のふるまいを明らかにするため
に同一の実験を行った。その結果、日本語のモノ
リンガル話者は日本語と英語に対してモーラを認
識するのに対して、英語のモノリンガル話者は日
本語と英語に対しても音節を認識することが明ら
かになった。これらの結果から、モノリンガル話
者はメタ言語の音韻単位について単一の認識が存
在することを示唆するものである。興味深い点は、
日本語と英語のバイリンガル話者は日本語に対し
てモーラによる認識が認められなかった点と英語
に対しては音節の認識をした２点である。この結
果はバイリンガル話者はモノリンガル話者とは異
なる音韻単位の認識の仕方が存在する可能性を示
唆するものである。日本語を母語とする幼児の実
験から文字獲得前の段階では当初音節とモーラを
認識していたが、かな文字等の影響によりモーラ
の認識に移行した可能性を２で指摘した。幼児の
心内辞書では音節の認識の存在が消去されたわけ
ではなく、その痕跡が残存していると想定するな
らば、以下のような説明が可能であろう。モノリ
ンガル話者は音節からモーラへと認識が移行した
後、単一言語で必要な音韻単位を認識しさえすれ
ばよいので主としてモーラの認識が存在する。そ
して、外国語の語彙に対しても同一の認識を適用
したと考えられる。ところがバイリンガル話者は
２つの言語を駆使できることから、両単位を認識
することが可能と考えられる。つまり、バイリン
ガルとは、何らかの理由により音節を認識するこ
とが可能であることを示唆しているのではないか。
連続音声の分節の研究では、バイリンガル話者は
２つの言語が自由に使用することができるにもか

5．成人の音韻単位の認識
２では幼児、３では小学生、４ではバイリンガ
ル話者の音韻単位の認識について明らかにする研
究を行った。これらの研究では（１）時期、（２）
言語、
（３）話者の言語環境など条件によっては日
本語話者がモーラに加えて音節を認識する可能性
が存在することを検証した。また、単一言語の情
報しか持ちえないモノリンガル話者は母語と外国
語では同一の音韻単位を認識することも検証した。
最後に行った研究は日本語及び英語のモノリンガ
ル話者に対してそれぞれ音節及びモーラの知識を
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与えた場合、話者は音韻単位の認識に変化が起こ
るか否かを検証した。日本語話者は、幼児期の発

れるならば、認識が可能であるが、そのような事
実がない場合には認識がない可能性があるのでは

達段階では音節の認識が存在するということは、
この痕跡を利用して音節を認識する可能性がある
かもしれない。
Otake（2000）は日本語と英語のモノリンガル話

ないか。バイリンガル話者についても同じ説明が
可能である（大竹・米山, 2000b）。

者に対して、タッピング・タスクによりデフォル
トとしての音韻単位を明らかにする実験を行った。
結果は、４のモノリンガル話者の実験から予測さ
れるように日本語話者はモーラを認識し、英語話

6．おわりに
以上、３年間の調査によって様々な話者による
メタ言語としての音韻単位の認識についての研究
成果をまとめてみた。今後はこれらの研究から得
られたデータに対して有標理論やパラメーターセ
ッティングなどの理論的枠組みを利用してメタ言
語としての音韻単位の認識についての解釈の準備
を進めており、音韻単位の認識に関する普遍性と
個別性を明らかにして行く予定である。また、本
研究では音節構造内の音節とモーラの２つの音韻
単位に着目したが、更に下位に位置する音素の認
識の問題も今後明らかにしてゆく予定である。

者は音節を認識した。次に、日本語話者には音節
を、英語話者にはモーラの音韻単位の認識につい
ての訓練を行った後これらの認識が可能であるか
否かについて実験を行ったところ、日本語話者は
音節を容易に認識したが、英語話者はモーラの認
識が困難であることが明らかになった。この実験
結果に対して音韻論で使われる有標と無標の考え
方を用いて説明を試みた。音節の認識は無標、モ
ーラの認識は有標とすると、日本語話者の幼児期
謝辞：
の認識の順序は無標から有標の方向に向かうので、
本稿は、文部省科学研究費特定領域研究（Ａ）
その逆、つまり有標から無標の認識をすることは
（２）「心の発達：認知的成長の機構」研究成果報
難しいものではないと考えられる。一方、英語話
告書に掲載した公募班「心内辞書表示における音
者は無標の音節の認識はあっても有標のモーラの
韻単位の発達の研究」の論文の一部を加筆・修正
認識は報告されていないので、有標の単位の認識
したものである。本研究は、国際コミュニケーシ
が困難なのではないか。このように考えると、英
ョン基金による「語彙認識のメカニズムと音韻情
語を母語とする日本語学習者が何故音節しか認識
報の研究」と文部省科学研究費基盤研究（Ｃ）
「音
しなかったかの理由が理解できるであろう
声言語の理解のメカニズムにおける音韻情報の役
（Otake et al, 1998）。つまり、かつて音韻単位の認
割の普遍性と個別性に関する研究」による研究成
識があり得た場合には、その訓練の機会が与えら
果の一部でもある。
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