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領域における位置づけ

• B03認知発達班では、子どもの言語・
認知発達の観点から言語進化過程を
推測することを目指す研究を行う。



B03認知発達班の目的

• 人間が直示コミュニケーションを獲得したことが共
創的な言語進化に繫がったという仮説

• 発達の観点から直示コミュニケーションの出現機序
を調べる。

言語が無い状態 言語が有る状態

言語進化研究を捉えるための枠組み
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・語用論
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・文法

・・・・・・・・・・・・・・

母語の獲得に関して
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• 発達の観点から直示コミュニケーションの出現機序
を調べる。

言語が無い状態 言語が有る状態
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本班で提案する「直示の木」

意図推測と階層性におけるヒト固有
の能力が直示コミュニケーションの
出現を促したと予測

直示コミュニケーションとは
（意図明示的コミュニケーション）

Ostensive communication:
話し手の伝達意図（話し手が聞き
手にある情報を伝達したいと意図して
いること）が話し手と聞き手の双
方に明らかに示されている状況
の中で情報伝達が行われるコ
ミュニケーションのこと



「直示の木」と本計画研究

[研究A]
神経律動と音韻サイクルとの関係
[馬塚・秋元]

乳児の音声知覚による
音声の分節化過程を調
べる。

[研究B]
直示理解における文化差と個人差
[松井・藤野・槻舘]

韻律情報と発話文・状
況との分節化過程を調
べる。

[研究C]
直示コミュニケーションにおける
情報伝達
[小林・安田]

非言語的情報の統合的
利用による意図共有の
しくみを調べる。

[研究D]
直示理解における他者情報の影響
[小林・橋彌・安田]

指示詞等直示の使用と
意図共有のしくみを調
べる。

[研究E]
直示機構と階層化に関する文法発
達
[広瀬・馬塚]

直示と韻律による語・
文の階層化過程を調べ
る。



本班の構成
役割 氏名 所属
研究代表者 小林春美, Ph. D 東京電機大学・教授
研究分担者 馬塚れい子, Ph. D. 理化学研究所・チームリーダー
研究分担者 松井智子, Ph. D. 東京学芸大学・教授
研究分担者 広瀬友紀, Ph. D. 東京大学・教授
研究協力者 藤野博,博士（教育学） 東京学芸大学・教授
研究協力者 橋彌和秀,博士（理学） 九州大学・准教授
研究協力者 秋元頼孝,博士(情報科学) 長岡技術科学大学・助教
研究協力者 槻舘尚武,博士(教育学) 山梨英和大学・准教授
研究協力者 安田哲也,博士(情報学) 東京電機大学・プロジェクト研究助教
海外協力研究者 Denis Burnham, Ph.D. Western Sydney University, Australia

海外協力研究者 Sotaro Kita, Ph.D. University of Warwick, UK

海外協力研究者 Atsushi Senju,博士(学術) Birkbeck, University of London, UK

海外協力研究者 Thierry Nazzi, Ph.D. CNRS, France

海外協力研究者 Francesca Happé, Ph.D. King's College London, UK



現在までの成果

B03認知発達 計画班

• 神経律動と音韻サイクルとの関係

• 直示コミュニケーションにおける情報伝達
小林：対象を直接指示する
発話は、人間の協働的行動
において頻繁に発生する
が、作業の熟達にともない
減少することを示し、意図
共有と言語変化過程を示し

馬塚：聴覚提示された音列刺激は、ある周波
数において神経律動に対応する引き込み現象
が起こるらしいという結果を得た。神経律動
と音韻分節の関係をモーラ言語において世界
で初めて見出しつつある。ストレス言語、シ
ラブル言語でも国際共同研究を進めている。



現在までの成果

B03認知発達 計画班

• 直示理解における文化差と個人差

• 直示機構と階層化に関する文法発達
広瀬：韻律情報は、コ
ントラスト標識として
優先的に解釈され、続
く入力によって最終的
には特定の（右枝分か
れ）構造を示すものと
して再解釈される。

松井：継承語と社会言語が異なる多言語環境
で育った子どもは，文法能力と意図理解の発
達が遅れる，という傾向があった。文の階層
性理解の発達と意図共有発達の関係を示唆し
ている。



現在までの成果

B03認知発達 公募研究班

• 自閉スペクトラム症児への包括的言語発達支援

• ジェスチャーの分節化

乳児における刺激への慣化を使って実験
を行い、ジェスチャーの分節化処理と音
の分節化処理が相互に影響している可能
性が示された。階層性の獲得をジェス
チャーで検討した。

ASD児は、他者意図を推測することが困難であ
るとされている。模倣は、その形態的側面が重
要視されることが多いが、時間当たりの相互作
用の機会数が、ASD児における対人相互作用の
安定につながることがわかった。

山本淳一、石塚祐香

開一夫、山本絵里子



現在までの成果

B03認知発達 公募研究班

• 初期相における階層性学習と意図共有の脳内機構

• 発話意図の推論
意図共有に関わる推論を自閉スペトラム症（ASD）群、定型
発達（TD）群を対象に実験により検討した。 ASD者も話し手
の合理性と協力性を前提に発話意図の推論を行っている可能
性が示唆された。

実験者と乳児の自然なインタラクションの
中で，目を見る、発声をする、という社会
的信号を発した際に，実験者の行動を操作
することで実験条件を統制し、脳活動や脳
機能結合を解析している。

皆川泰代、蔡林、白野陽子

明地洋典



公募研究への期待
B03認知発達班の研究の補完・発展
• 階層性と意図共有の関係性・相互作用の発達に関す
る研究

• B03認知発達班と協働したり、他の計画班との橋渡
しを強化するような研究

たとえば
• 非言語情報の言語化
• 自閉症児の言語・非言語情報使用
• 音韻の階層構造の発達と他の種との連続性
• 手話とジェスチャーの研究



認知発達領域での意図共有・階層
性の融合可能性
意図共有発達の過程には本来的になんらかの階層性
を含む場合（自分とは異なる他者視点取得・他者意
図推測）がある。これを明示的に取り上げ融合の仕
組みを考えることができる。
例
1. 安田・小林 意図共有において、意図の「レイ

ヤー」を明らかにする。スカラー含意における
意図共有のレイヤー denotationとconnotation
「傘を持っている人がいます」not-all（全員持っているの
ではない）なのか？

2. 小林・松井・藤田・藤野 誤信念課題をクリア
する能力と文構造理解能力の関係 他者視点を
推測する能力



Evolinguistics Symposium 2019

• 2019年10月29日（火）
• 13:00 – 17:00 (tentative)
•東京大学駒場Iキャンパス

• Dedre Gentner, W. Tecumseh Fitch, 
Mutsumi Imai, Toshitaka Suzuki

• Concepts and categories
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