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論文課題： 私の研究とその社会的意義
― 言語障害研究と公衆衛生との接点から ―
C0861304 長谷川靖英 (外国語学研究科言語学専攻)

要約
私の研究はことばの定型的な発達と遅れについてである。言語聴覚士として、ことばや
コミュニケーションに問題を持つ子どもの、リハビリテーションと研究に関わる私にとっ
ては、
研究成果は可能な限り対象となる人々に還元することが求められている。
そのため、
以下の 3 つの研究目標が重要と考える。1 つは、日本語特有のリズム構造の認識、および
語彙学習との関連について、幼児の定型的な発達プロセスを探求することである。2 つ目
は、ことばの発達に遅れがみられる子どもの症状を、その知見から比較分析し、原因を同
定すること、および治療やリハビリテーション方法を開発や改善し実践していくことであ
る。3 つ目は、ことばの発達に関する知見を社会に効率的・効果的に還元することである。
特に 3 つ目の達成には、公衆衛生分野で発展した health promotion の方法論が有効と考
える。health promotion は well-being を高める概念や方法論、および活動のことであり、
病気や障害がない状態だけでなく、well-being の概念を含む、広義の health を実現するよ
う、個人の課題や目標を通じて働きかけることである。加えて、人々が所属する社会で、
それぞれの役目を果たすことができる能力を最大限活用できるよう手助けすることも含む。
もし、ことばの発達の遅れのような問題があっても、行政や民間の人的・社会的・経済的
資源を有効に活用しながら、個人や地域住民の well-being を保障できるような社会システ
ムの構築を目指す health promotion の方法論は、私の研究に対して臨床上のアウトカム
を明確に示してくれる。このように、知見の蓄積と還元の方法までを考慮しながら研究を
続けることが、効率的および効果的にことばの問題を治療するという臨床上の目標への早
道であり、そこに私の研究の社会的意義があると考える次第である。
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1. 私の研究について
1-1 私の研究の概要
私の研究は、幼児の言語発達のプロセスを解明することと、およびそのプロセスを基準と
してことばの発達が遅い子どもに対して、質的・量的な評価をしながら原因と治療方法を
探ることである。特に、1-2 歳の子どもの母語の言語音の理解と表出(音韻発達)について、
音のリズム(韻律)の発達プロセスの面からの解明を目指している。
一般的に子どもは、母子関係を基盤として環境に順応しながら、運動能力や認知能力、お
よび言語能力を次第に発達させていく。それは社会への適応行動とも言える(陣内, 1999)。
適応行動のひとつである言語能力の発達は、歩行などと同様に先天的な能力が自立的に開
花していく側面はあるものの、
一方で、
後天的に学習していく能力も多分に影響している。
つまり、母語の習得には母語に曝されながら、能動的に学習していく能力が必要である。
特に 0 歳台では、母語のリズム構造に曝されることが言語獲得には重要といわれている。
母語のリズム(韻律)の発達について、Mazuka (2007)や Nazzi (2005)は、月齢６ヶ月以降
になるとそれ以前とは異なり、英語を母語とする幼児は英語の韻律単位であるストレスリ
ズムに選好を示すようになり、フランス語を母語とする幼児はフランス語の韻律単位であ
るシラブルリズムに選好を示し、リズムが異なる言語には注意があまり向かなくなる傾向
があると述べている。日本語においては、どのようなリズムが幼児期の言語獲得に影響し
ているかについては議論があるものの(Mazuka, 2007)、日本語が持つ特有のリズム構造に
強い影響を受けると考えられている。
このような母語に特有なリズムは、語と語の境界を知る上で重要である。例えば、幼児に
とって未知の単語は、どこからどこまでが一つの単語であるか、大人の連続した発話から
はその切れ目はわからない。例えば、
「蚊がいるね」といった大人のことばを聞いた幼児は、
「蚊」という言語音について、血を吸う虫のことを言っていると理解はしていても、何の
ヒントもなく、
「か」という音のことは「蚊」という一つの単語であると知ることはできな
いだろう。場合によっては「かが」を一つの単語として理解するかもしれない。実際に子
どもが、
「蚊が」を一つの単語のように発話するのをよく耳にする。ことばをようやく獲得
し始めた時期の幼児にとって、母語に特有のリズムは、そのような誤りを起こさないで語
学習を可能とするためのヒントとなる。つまり、語と語の境界を示す役割を、言語音のリ
ズムが持っていると考えられている(林, 2006)。しかし、子どもの言語音のリズム(韻律)の
発達については、英語やフランス語などの欧米語に比して、日本語での研究はあまり進ん
でいないとされる(Mazuka, 2007)。
私は現在「言語聴覚士」として病院に勤務している。言語聴覚士は医療や、教育、福祉
分野で、コミュニケーションや言葉、音声、聴覚、嚥下に関わる身体機能障害や問題に対
する相談やリハビリテーションを臨床業務とする。私の研究や臨床では、ことばの発達の
遅れ(例: 年齢に比べことばの理解が困難である、親の指示に従えない、話せる語数が増え
ない、適切なことばが使えない)に関わるコミュニケーション全体の発達について対象とし
ている。この原因は、遺伝子や染色体レベル異常による先天的なものから、ウイルス感染
や怪我といった後天的なものなどさまざまである。薬物や手術で改善するものは多くはな
い。原因は不明で、治療方法も確立できてないものも多数ある(例:自閉症)。このような問
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題に対して語彙獲得のメカニズムについてモデル理論を構築することが、臨床上有用であ
る。そしてモデルを用いて問題を同定することが、治療法の改善や開発につながる。なぜ
なら、典型的な発達プロセス(定型発達)から質的または量的にどの程度逸脱しているかを、
理論モデルがあれば評価できるからである。そして、治療計画を立てて実行し、その後、
再評価と計画の修正と実行を繰り返すことで、治療目標に対する根拠に基づくリハビリテ
ーションを行っていく。
したがって、私の研究では、日本語特有のリズム構造の認識、および語彙学習との関連
について、幼児の定型的な発達プロセスを探求することが第 1 の目標となる。さらに、こ
とばの発達に遅れの症状を、その知見から分析し、原因を同定し、効率的・効果的な治療
やリハビリテーションを行うことが第 2 目標となる。
1-2 私の研究と社会との関係
ここでは私の研究の第 3 の目標として、ことばの発達の遅れの研究に関する知見や成果
を社会に効率的・効果的に還元することについて考察する。上述したように、私の研究の
目的は、業務の必要性から生じており、成果は可能な限り業務に還元することが求められ
ている。ここで、業務上よく経験する 2 つの問題を挙げる。それは、研究成果の社会への
還元の実現可能性と、ことばの発達の遅れから派生する社会的・経済的問題である。
研究知見の社会への還元問題は、いかに有用な成果であっても、それを活用する方法論
を持たなければ、治療という臨床上の目標が達成できないという問題である。例えば、い
かに禁煙は大切と説いても、実行可能な手段がない限り、禁煙は難しい人がいることから
も明確である。
次の社会的・経済的問題についても、研究成果や知見を効果的・効率的に活用するかと
いう 1 つ目の問題と同根である。ことばの発達の遅れが原因となり、社会への適応行動が
獲得できない場合(陣内, 1999)、2 次的・3 次的な問題が生じる。例えば、親や周囲の人と
のコミュニケーションが困難なため、友人が作れない、授業が理解できない、学校や地域
で誤解や偏見を持たれたり、いじめや差別を受けたりする、成人しても適当な仕事に就け
ない、といった社会的・経済的な問題が生じる可能性がある。家族にとっても、養育不安
や育児放棄、
虐待、
または抑うつなどの精神的または心理的問題のきっかけにもなりうる。
加えて、治療や教育に手間がかかれば、養育者は外で働くことも困難になる。日本ではコ
ミュニケーションに問題を持つ子どもの数は決して少なくないことからも(例：知的障害者
の割合は人口 1000 人あたり 3.3 人 (陣内, 1999))、地域において看過できない問題といえ
よう。このように社会的・経済的問題をいかに最小限に留めるかは、研究知見を有効に活
用する基礎地盤となる。したがってこの 3 つ目の目標である、研究に関する知見や成果の
効果的・効率的な社会への還元方法は、臨床と研究を行う者ならば常に念頭に置くべきで
あろう。
以上から、ことばの発達の遅れの研究目標の 1 つ目は、定型的な言語発達のプロセスを
解明することであり、2 つ目は言語発達に問題がある子どもたちに対して有効な治療法を
開発することである。そして 3 つ目は、ことばの発達の遅れの研究に関する知見や成果を
社会に効率的・効果的に還元する方法の探求となる。次に、この 3 つ目の目標について、
世界保健機構(World Health Organization, WHO)や世界銀行が提言している、公衆衛生の
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分野で発展してきた health promotion (適当な日本語訳が見当たらないため、以下原語の
まま使用)の概念から、自分の研究の社会的意義について考察する。
2.

私の研究と Health Promotion

2-1． Health と Health Promotion
“health” について、ここでは日本語の「健康」に留まらない広義の概念する。Seedhouse
(1986) は、広義の health をいくつかに分けて定義している。1 つは、”health as an ideal
state.” である。これは、health を単に病気や障害がない状態を指すのではなく、完全な
る well-being な状態を実現することとして捉える。したがって health promotion は、
well-being を高める概念や方法論、および活動のことと考える(Holland, 2007)。2 つは、”
health as a personal strength” である。これは、個人の課題や目標を通じて、health が
実現されるよう働きかけることが health promotion であると考える。3 つ目は、”health
as the ability to carry out tasks” である。これは、所属する社会で、それぞれの役目を果
たすことができる能力を持つことを意味している。Health promoter が、人々が自己の能
力を最大限活用できるよう手伝うことも含まれる。Holland (2007)は health promotion に
ついて、行政や民間の人的・社会的・経済的資源を有効に活用しながら、個人や地域住民
の健康的な生活を保障できるような社会システムの構築を目指すこと、と述べている。つ
まり、health promotion はその方法論の中に、目標を明確に意識するアウトカムの概念を
含有している。
この health の概念は、health promotion を推し進めることを採択した The Ottawa
Charter (World Health Organization (WHO), 1986) にもみられている。さらに、その後
WHO (2001)が採択した「国際生活機能分類」(厚生労働省, 2002)という、人間の生活機能
と障害に関する分類概念にも引き継がれている。これは health について、個人因子と環境
因子の二つの因子を想定し、身体や心身機能の障害と個人の活動や社会参加への障害とに
分類したものである。個人が健康、または不健康な状態にはどのような因子が絡んで、障
害をもたらしているのかを有機的に捉えようとするものである。
日本のリハビリテーション分野では、身体機能不全の治療と社会との関係について、
課題の遂行という観点から、身体障害者の生活上の活動や社会参加を促すモデルとして国
際生活機能分類がよく用いられる。
しかし、
この分類は臨床上の目標に向けて計画を立て、
実行する上で、あまり実用的ではないと考える。
理由の 1 つに、ある身体的な問題を個人因子として分類しても、社会との関係は個々
人の事情で大きく異なるため、明確な分類が困難である場合が多い。例えば、手足が自由
に動き、
トイレなどの日常的な活動は可能だが、
脳卒中が原因で発音が不明瞭である場合、
社会との接触がなくても本人はさして困らないこともある。身体機能としての個人因子が
改善しても、本人の生活機能の改善に直接つながるとは必ずしも言えない。つまり、この
分類法のみで障害を持つ人と社会的関係を述べることは、個人の事情を勘案する必要があ
ることから、現実からそぐわない場合もある。
2 つ目の理由は、この分類からは環境と個人の因子が個人に与える、質的および量的
な影響が読み取りにくい。例えば、身体機能に重大な問題があっても、本人にやる気があ
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り、環境因子が整えば買い物に出られるという場合には、分類概念からは詳細が読み取り
にくい。
3 つ目は、本来なら複雑で有機的な結びつきからがみられる個人と因子の関係の問題
に対して、今後どのように改善していくかといった方法論的なヒントが示されないため、
臨床的にはあまり役立たないからである。つまり、個人の状態を改善するためには、どの
ような方法で因子を変化させればよいかを別のパラダイムを用いて考えなければ、目標と
するアウトカムが得られないことが問題となる。加えて、臨床的な成功例があっても、こ
の分類のみからでは方法論を一般化できないといったことも生じる。これは、臨床上有用
な研究知見があれば社会にすぐに還元ができる訳ではないのに、具体的な成功例から他の
状況に応用可能な方法を理論化する作業が、別途必要になることを意味している。個人や
社会に知見を還元する一般化したルートやシステムがないと、その場しのぎの対応になる
危険があるだけでなく(例: 手洗いは重要と理解しても、実生活で実行していない)、情報が
活用されているのか、効果が現れているのかが比較検証できないことになる(例: 手洗い励
行の大切さは一般的には理解されていても、個人個人で理解や実行の程度が異なる)。
また、たとえ一般化したモデルを別途構築できたとしても、モデルを評価し改善するよ
うな方法論がなければ、理論的な発展もままならない。例として、知識を与えれば態度が
変化し、さらに個人の行動が改善するとの考え方に KAB model (Knowledge- AttitudeBehaviour model)というものがある。人は理性的に行動することを前提にしているモデル
であるため、実情に合わないはずなのに、医療関係ではこのモデルにそった事例が多く見
受けられている(例: 禁煙しなさい、と繰り返し医師から諭される患者がいる。この患者は
禁煙の重要性は理解していないのだろうか、と医師は思う。挙句の果てに、あの患者は言
う事を聞かない、やる気がないといった、患者が悪いとの結論に達してしまう危険がある
(Holland, 2007))。つまり、有用とされる知見や情報があっても、それを活用するルートや
システムがないとアウトカムの評価や再評価もできず、臨床的には役立たない(例: 禁煙の
例であれば、なぜ禁煙できないのか患者個人の内情を探り、患者がもっとも実行しやすい
禁煙プログラムを策定する。その上で患者のプログラムの進行具合を定期的にフォローす
る)。このように、知見を活用する方法論やシステムがあってこそ、研究上の知見が社会に
役立つといえよう。
したがって、私の研究では health promotion の方法論に注目すべきと考える。個人や地
域で、well-being な状態を求め、さまざまな因子を考慮して、アウトカムまで見通した方
法論を持つ health promotion は、国際機能分類の問題点を補完してくれる。このような
health promotion の方法論を通じて社会的意義を考察することは重要と考える。
2-2 Health promotion と ことばの発達の遅れに関する研究
言語聴覚士の立場で行う、ことばの問題に関する研究では、その知見を基に個人に対す
る治療という形で還元することが求められる。しかし、知見の積み重ね、それを治療に応
用することを前提としているだけではない。広義の health をも実現すべく、大多数の
well-being を高めることが、最終的な目標として考慮されるべき社会的意義と考える。
例えば、医学研究では、多少の個人差や人種差はあっても、基本的には人間という種に
関する知見として、治療に還元できることは容易に想像がつく。HIV/AIDS の例では、発
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症メカニズムに関する研究は AIDS 治療法の開発に貢献するであろう。Health promotion
の方法論に則り、個人や地域に対し予防法について、マスメディアを使って教育し、治療
を受けやすい環境を整備しながら治療を進めることは、実際に HIV/AIDS 対策として活用
されている(Holland, 2007)。
一方で、私の研究分野でも、health promotion の方法論は有効であると考えている。養
育者の態度や環境は子どもの成長に大きく影響する。そのため、最初は養育者側の因子に
注目する方が、結果的に子どもの個人因子の改善につながることが多い。特に、ことばの
問題が養育者の心身状態の低下を招いている場合、国際生活機能分類では、養育者本人の
機能障害と子どもの機能障害との関連がわかりにくいことから、より一般化された方法論
を根拠に比較検討を行う方が効率的である。そして、養育者や子どもの well-being を高め
ていくことをアウトカムの一つとして、研究を行う方が現実的ともいえる。ことばの発達
の問題で 100%解決する例は少ない。well-being といった心理面での支援システムの構築
は現実的であり、研究の社会的意義へと通じると考える。加えて、health promotion に基
づくことは、派生する問題も含めて系統的に考えることができ、知見の社会還元のために
は効率的・効果的である。
次に、言語障害研究の知見の社会還元について、health promotion の観点から行ってい
る例を挙げる。
2-3 言語障害研究の社会への還元例(community-based health promotion) .
言語聴覚士として、私が地域で行っているものに「発達相談」がある。発達相談は、こ
どもの、ことばや音声、発音、またはコミュニケーションに関わる発達上の問題について、
養育者と子どもの相談を行う地域療育事業のひとつである。この事業を行っている群馬県
吾妻郡(1279km²、人口約 64000 人(2008 年 10 月 1 日現在))は農業と観光業を主体とした典
型的な過疎地域で、発達に問題がある場合の相談・治療機関がほとんどない(保健師などの
非専門家による相談や小児科の診察はある。しかし、評価、支援の必要性の判断、および
支援を実施している所はない)。
この相談では、継続的に支援を必要とする子どもと養育者は多いものの、適切な助言と
心理的なフォローで短期的に問題解決する例も少なくない。例えば、
「同年齢の子どもに比
べて、ことばが遅い」
、
「発音が変だ」という相談では、子どもの症状は軽いものの、それ
を契機として母子関係がうまくいかず、子育てに困難を感じている、または周囲から母親
の育て方が原因だと言われているといった、2 次的 3 次的問題が生じている場合が多かっ
た。この場合、health promotion の一つである、母親の empowerment を高めるといっ
た方略で、母親の話をよく聞き、簡単な助言をした。数ヶ月後のフォローでは子どものこ
とばは改善し、母親の心理も安定していた。この事例では、養育不安を受け止めてあげた
こと、専門家と相談した事実が本人と周囲の不安を和らげたこと、子どものことばにはあ
まり問題は無いという適切な見立てをしたこと、が影響したといえるだろう。つまり、適
切な見立てと助言を行なう研究知見と、それを活用する場面として「発達相談」の場と、
「専門家」として health promotion の方法論に基づいて適切な助言を行ったことが重要で
あった。また、類似の事例をまとめた冊子を用意し、新聞などのマスメディアに紹介する
といった health promotion 活動も行った。
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3.

まとめ
ことばの発達について自分の研究を概観し、自分の研究と社会的関係について、health
promotion の観点からその意義を述べた。health promotion の概念は、公衆衛生の分野
で発達してきた。目標とするアウトカムを効率的・効果的に得るためには、研究知見を活
用できる社会的システムが必要である。Health promotion は、そのようなシステム構築
と運用に対する有効な方法論を提供してくれるものと考える。もちろん、この方法論のみ
で、ことばの発達の研究上の知見が活用できる訳ではないだろう。当該分野の事情を考慮
した新しい方法論の提案も必要である。しかし、現時点では health promotion に基づき、
知見の蓄積と活用までを考慮しながら研究を続けていくことが、ことばの問題を治療およ
び解決するという臨床上の目標への早道であり、そこに私の研究の社会的意義があると考
える次第である。
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