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語彙爆発の新しい視点：日本語学習児の初期語彙発達に関する縦断データ解析 
小林 哲生・南 泰浩・杉山 弘晃 

NTT コミュニケーション科学基礎研究所 

 

Abstract：	 語彙爆発は幼児の言語発達(特に語彙発達メカニズム)を考える上で貴重な足がかりを

提供する現象のひとつであり，発達心理学や認知科学などの分野で特に注目されてきた問題であ

る。本論文では，日本語学習児を対象に日誌法で取得した縦断データを用いて新しい解析の試み

を行い，その解析結果から語彙爆発を新しい視点で捉え直す。	 

	 

1.語彙爆発とは何か	 

	 赤ちゃんは,１歳の誕生日前後で,初語(first	 words)を

発し始め，その後半年ほどは言える語を少しずつ増やして

いくと一般に言われている。そして１歳半を過ぎると，言

える語が急に増加していく。こうした初期語彙発達におけ

る急峻な変化のことを，発達心理学の分野では「語彙爆発

(vocabulary	 explosion)」や「ボキャブラリー・スパート

(vocabulary	 spurt)」と呼んできた(Bloom,	 1973;	 Dromi,	 

1987;	 Nelson,	 1973)。語彙爆発を初めて詳細に記述した

Nelson(1973)の研究では，18 名の英語学習児を長期間に

わたり追跡調査した縦断データ(longitudinal	 data)を用

いて，17-19 ヶ月頃に幼児の多くが新しい語を急速に言え

るようになることを報告した。Nelson の報告以降，複数

の研究で語彙爆発は確認され(Reznick	 &	 Goldfield,1992)，

発達心理学のテキストには必ず紹介されるほど有名な現

象になっている。また類人猿の言語学習研究との比較から

ヒトの幼児でしか語彙爆発が見られないという報告

(Terrace,	 1979)もあり，ヒトにおける言語の生得性の根

拠となることもある。しかしながら，以下でも述べるよう

に，データの収集法や解析法に検討すべき問題が残ってお

り，再検討の余地があるテーマでもある(Bloom,	 2004;	 

Ganger	 &	 Brent,	 2004)。本論文では，語彙爆発の先行研

究における問題点を整理した上で，私たちが行ってきた縦

断データの収集と解析に基づく研究を紹介し，語彙爆発を

新しい視点で捉え直す。	 

	 

2.語彙爆発に関するこれまでの仮説	 

	 語彙爆発に関して研究上これまで問題になってきたの

は，新しく言える語が急速に上昇する理由が，内的機構の

質的変化に基づくのかどうかということである。発達心理

学者の多くは，語彙爆発の時期に質的変化が起こると考え，

3 つの可能性を主に提案してきた。	 

	 １つ目は，「命名の洞察(naming	 insight)」による説明

である(Dore,	 1978;	 Kamhi,	 1986)。命名の洞察とは，「語

は事物のことを指し示し，環境内のあらゆるものに名前が

ある」という認識のことを指す。いったんこの認識を獲得

すると，幼児は急ピッチで新しい語を言えるようになると

考えられた。2 つ目は「対象物の概念(object	 concept)」

に基づく説明である(Bates ら,	 1979;	 Corrigan,	 1978;	 

Lifter	 &	 Bloom,	 1989)。これは，ピアジェが提唱した知

能発達理論の感覚運動期(sensory-motor	 period)の第 6

段階に達すると語彙爆発が起こるという仮説であり，幼児

が対象物のより精緻な概念を獲得することにより語彙学

習が急速に進むという考えである。3 つ目は，対象物に対

するカテゴリー分け能力を幼児が獲得することにより語

彙爆発が起こるという考えである(Gopnik	 &	 Meltzoff,	 

1987;	 Mervis	 &	 Burtrand,1994)。特に，基本レベルカテ

ゴリー(Rosch ら,	 1976)での分類が可能になると語彙学習

が急速に進むと考えられた。	 

	 上記の 3 つの仮説の特徴は，語彙爆発が新しい語を発話

することに関して急峻で不連続な速度変化(discrete	 

rate-change)を伴うと仮定し，その変化の原因としてある

特定の認知機構が獲得されるためだと考えている点にあ

る。この意味では，語彙爆発が内的機構の質的変化により

生じると仮定しており，１回限りの段階的発達で説明でき

ると言う点で共通している。	 

	 一方で，内的機構の質的変化を想定せずに説明できると

考える研究者もいる(Elman ら,	 1996;	 McMurray,	 2007)。

例えば，McMurray(2007)は，語彙爆発のような速度変化が，

困難度の異なる語彙を並列的に学習する際に起こる副産

物であると考え，内的機構の質的変化を仮定しなくてよい

と考えた。その際に，新しい語が発話される速度は，急峻

で不連続な変化というより，連続的で漸次的な速度上昇

(continuous/quadratic	 rate-change)になると予想され

る。また内的機構の質的変化が起こらないと仮定すると，

速度成分の変化が 1 回である必然性はなく，複数起こる可

能性も検討対象になる(Dandurand	 &	 Shultz,	 2011)。この

意味で，語彙爆発の現象が速度という点でどういった特徴

を持つのかが，現在の重要な争点になっている。	 

	 

3.研究上の問題点 1	 ‒	 語彙爆発の定量的定義	 -	 

	 語彙爆発が起こる理由を明確にしていくには，新しい語

が発話される速度上昇がどのような特徴を持ち，各個人で

語彙爆発がいつ起こるのかを正確に捉えることが重要で

ある。しかし実際には，この点の検討が十分に進んでいる

とは言い難い状況にある。考えられる主な理由のひとつは，

語彙爆発の定量的定義が明確でなく，適切な解析法がまだ

定まっていない点にある。これまでの研究で使用されてき

た，語彙爆発の開始時期を検出/推定する手法を整理する

と，以下の 4 つに分類できる。	 

	 

(1)目視法	 

(2)基準到達法	 

(3)閾値法	 

(4)ロジスティック回帰近似法	 
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	 1 つ目は目視法と呼ばれるもので，特に解析などはせず

に図を描き，目視(eyeballing)で判定する方法である

(Dromi,	 1978)。この手法は語彙爆発の有無を容易に確認

できる点で最初のステップとしては重要である。しかし，

語彙爆発の開始時期を定量的に特定することは難しいた

め，個人差を検討する際に正確な記述が必要となる場合な

どには十分な手法とは言えない。	 

	 2 つ目は，基準到達法である。これは，あらかじめ決め

られた語彙数及び月齢の基準に達したら，語彙爆発が開始

したとみなす方法である。従来研究では，50 語を言える

ようになった時点あるいは 20 ヶ月齢に到達した時点を語

彙爆発の開始時期と定義した(Schafer	 &	 Plunkett,1998)。

これらの基準はそもそも，実証データに基づいて設定され

た値ではあるが，ある特定の集団(英語圏の中流家庭)で推

定されたものであり，他の集団にも同様に当てはまるかど

うかは事前の検討が必要となってくる。この方法はまた，

語彙爆発の解析に利用されるというよりも，他の能力の解

析に主眼を置いた研究を実施する場合に，言語発達関連の

ひとつの指標として使用される場合が多い。そのため，語

彙爆発そのものを検討する際にはそもそも適していない。	 

	 3 つ目は閾値法である。これは，ある特定の期間(例え

ば 3 週間)にあらかじめ設定された獲得語彙数(例えば 10

語以上)に達した時点を，語彙爆発開始時期とする方法で

ある。例えば，Gopnik	 &	 Meltzoff	 (1987)は 3 週間に 10

語以上の名詞を新たに発話できるようになったら語彙爆

発の開始時期とした。また Bloom	 &	 Capatides(1987)は，

累積語彙数が 20 語以上で，かつ 1 ヶ月に 12 語以上を新た

に発話できるようになった時点を語彙爆発の開始時期と

した(Lifter	 &	 Bloom,1989 も参照)。ほかには，Mervis	 &	 

Bertland(1994)が 14 日間に 10 語以上，Poulin-Dubois ら

(1995)は 1 ヶ月に 15 語以上,	 Goldfield	 &	 Reznick	 (1990)

は 2 週間半で 10 語以上という基準を用いた。	 

	 この閾値法は，上記の 2 手法よりも期間と語彙数から速

度変化を定量的に捉えられる点で望ましい手法と言える。

しかし，個人間の速度を考慮に入れていないため，個人に

よっては語彙爆発開始時期を完全に見誤る可能性がある。

例えば，１ヶ月に 1-2 語のペースで新しい語を言えるよう

になっていた幼児が，突然１ヶ月に 10-12 語のペースで新

しい語を言えるようになったとしよう。この場合，個人内

で速度変化が明らかに起こっているにも関わらず，

Poulin-Dubois ら(1995)のように 1 ヶ月に 15 語以上とい

う閾値を設けた場合には，語彙爆発が開始したことにはな

らない。また閾値法を用いた研究の多くは，縦断データで

はあっても，3-4 週間に 1 度のような一定期間毎にデータ

取得を行っている場合が多いため，データの精度がよいと

は言えず，語彙爆発の正確な開始時期が特定できないとい

う問題点がある。	 

	 4 つ目は，語彙発達データの速度成分をロジスティック

回帰式で近似し，その変曲点(inflection	 point)を語彙爆

発の開始時期とする，ロジスティック回帰近似法である

(Ganger	 &	 Brent,2004)。この方法は，縦断データを個人

ごとに近似させることで個人間の速度変化に適応でき，ま

た語彙爆発の定義が定量的になされている点で非常に有

効そうに見える。ただし，解析時に速度成分の平滑化処理

を行うことにより誤差が大きくなる可能性がある。そのた

め，ロジスティック回帰の近似精度が低下し，語彙爆発の

存在自体も確認できないケースが多い。例えば，Ganger	 &	 

Brent(2004)の解析結果では20名中4名しかロジスティッ

ク関数の変曲点がある特定の範囲(20-90 語)に収まらな

かった。またこの方法では，語彙爆発の開始時期以降のデ

ータが豊富に揃っていることが前提となっており，最低で

も 2 歳前半までのデータが揃わないと適応できない。さら

にこの手法で用いているロジスティック関数は，速度の急

峻な速度変化を仮定すると，語彙爆発前の速度成分をほぼ

「0」と仮定することになるのに対し，定型的な発達を示

す幼児のデータで語彙獲得前の速度が「0」になることは

ほとんどない。このため，ロジスティック関数で近似する

と，この初期部分の発達を正確にモデル化できないという

問題が残る。	 

	 

4.研究上の問題点 2	 -	 縦断データの不足	 -	 

	 定量的定義の問題のほかに，語彙爆発のデータ解析に使

用できる縦断データが不足している点も深刻な問題であ

る。縦断データとは，個人を長期間追跡調査して得られる

ものであり，語彙爆発の特徴を知るには必須である。しか

し，語彙発達に関する縦断データを取得するには時間と労

力の負担が大きいため，これまではどうしても 1-2 名を対

象とした事例研究が主流にならざるを得なかった(Dromi,	 

1987;	 乾ら,	 2003)。一方で，Nelson(1973)が行ったよう

に，18 名規模の縦断データを取得した例も一部存在する

ので，工夫次第では，縦断データを多数収集できる可能性

はある。	 

	 今後の研究で縦断データの不足を解消するため，これま

でのデータ収集法の特徴と問題点について考えてみたい。

従来研究では，主に 3 つの方法で縦断データが収集されて

きた。１つは自然観察法である。これは，母子のインタラ

クション場面を録画し，その対話を書き起こした上で解析

する方法である。この方法の利点は，幼児の発話場面が記

録されているので，どういった状況でどんな語を新しく発

話できるようになったかを確認できることである。しかし，

24 時間まるごと幼児の生活を記録することは難しいので，

多くの研究では，1 ヶ月に 1 度，1－2 時間の母子インタラ

クションを記録してデータとする。この場合，記録されて

いない時間に発話された新しい語はカウントされないの

で，獲得された累積語彙数が重要な指標となる語彙爆発の

研究の場合には有効な手法とは言えない。また書き起こし

に膨大な時間がかかるため，データの大規模化が望めない

点も問題である。なお，最近では幼児の生活を 24 時間継

続的に記録したライフログ研究も存在するが(Roy,	 2009)，

今のところ 1 名のデータしかないので，語彙爆発の個人差

などを検討するまでには至っていない。	 

	 2 つ目は，語彙チェックリスト法である。これは，子ど

もが言えるようになった語をあらかじめ用意されたチェ

ックリストに養育者が回答することによってデータを取

得する方法である。代表的な質問紙には，マッカーサ乳幼

児言語発達質問紙(MacArthur-Bates	 	 Communicative	 

Development	 Inventories;	 Fenson ら,	 1994)があり，CDI

と呼ばれている。こうした質問紙を縦断的に複数の時間的

ポイントで養育者に回答してもらえば，多数の幼児におけ

る獲得語彙数の変遷を比較的容易に把握することができ

る。しかし問題なのは，あらかじめ用意されたチェックリ

ストが，幼児が覚える語彙を十分にカバーできているかと
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いう点である。カバー率が高ければ正確な累積語彙数を推

定できるが，カバー率が低ければ，チェックされた語彙数

が幼児の累積語彙数を示す保証はない。例えば，上で述べ

たライフログに基づく Roy(2009)の報告では，24 ヶ月時点

で実際の獲得語彙数とCDIのチェック数には2倍の開きが

あった。また Mayor	 &	 Plunkett	 (2011)は，CDI のカバー

率の低さを認めて，チェックされた項目数から実際の語彙

数を補正する手法を考案している。このように，カバー率

の高いチェックリストを新たに作成しない限り，CDI では

語彙爆発の詳細な検討はできない。なお，CDI を用いた研

究では，縦断データではなく，月齢ごとに集計する横断デ

ータ(cross-sectional	 data)から語彙爆発の特徴を探る

研究も存在する(Caselli ら,1999;	 Fenson ら,2004)。こう

した研究は，ある集団(例えば各言語圏や性別)の全体傾向

を把握する場合には有効であるが，語彙爆発の個人差に注

目した詳細な検討をする際には十分に対応できない。	 

	 縦断データを取得するための 3 つ目の方法は，日誌法で

ある。これは，各家庭で子どもが覚えた単語を養育者が日

誌に記録して行く方法であり，上述の Nelson(1973)の研

究はこの方法で 18 名のデータを取得した。日誌法の利点

は，発話できるようなった日が日齢単位で記録されていく

ため，語彙発達の速度成分をより詳細に解析できる点にあ

る。また日誌に記録されたデータはそのままの形で解析に

使用できるため，自然観察法で必要となる書き起こしなど

の高負担な作業は発生しない。但し，データ記録者が母親

であるため，言えるようになった語の判断基準が個人間で

ばらつく可能性がある。この点は，調査開始時の教示をす

る際に工夫が必要である。また継続的に記録していく必要

があるため母親の負担が大きく，こうした負担をできるだ

け軽減する工夫なども必要となる。	 

	 

5.本研究の目的	 

	 こうした背景を踏まえ，私たちは，語彙爆発を再考する

ためには，多数のデータによる定量的定義に基づいた解析

を行う必要があると考え，まずは日本語学習児の縦断デー

タを取得することから着手した。次に，取得した縦断デー

タを用いて，語彙発達における速度変化がいつ起こるのか,

各個人でその時期と速度成分がどの程度違うのか，獲得し

た語彙の種類と速度変化が関連するか等を把握すること

を目的とした定量的解析を行った。また解析を進める中で

新たに発見した現象をもとに語彙爆発を新しい視点で捉

える試みも行った。こうした一連の試みから，語彙爆発の

現象をより正確に捉え，初期語彙発達の特徴とその個人差

を把握することを目指した。	 

	 以下では，日誌法を用いた縦断データ収集，折れ線近似

による解析，語彙カテゴリー構成と語彙発達速度との関連，

線形関数とプラトーによる解析について順次説明する。	 

	 

6.日誌法を用いた縦断データ収集	 

	 本研究では，日誌法を用いて縦断データの多数取得を試

みた。日誌法にした理由は，新しく言えるようになった語

の記録において時間的な漏れが少なく，日齢単位でデータ

が取得できるために語彙発達における速度成分の詳細な

解析ができるからであった。データ規模は，Nelson(1973)

の研究と同程度の人数を目指し，20 名を対象に調査した。

またウェブを利用して携帯電話から手軽にデータを記録

できる環境を整備し(小林･永田,2012)，母親の負担を軽減

する工夫をしながら約１年間にわたる長期間のデータを

取得した。	 

6.1	 調査協力者	 調査開始時に 10-12 ヶ月齢の子を育児

中で,京都府と奈良県に在住する母親 20 名に参加してい

ただいた。協力者は，地域情報紙に広告を掲載することに

より募集した。調査の途中で，仕事や出産等の都合を理由

に 2 名の方が調査を中止したため，最終的に約１年間の縦

断データを取得できたのは，18名分(男児 10名,女児 8名)

であった。きょうだい構成は，第 1 子が 12 名，第 2 子が

4 名，第 3 子が 2 名で，母親の年齢は平均 33.4 歳(SD	 3.8;	 

範囲:	 29-41)であった。なお，協力者にはデータ記録状況

を確認後，毎月謝礼を支払った。	 

6.2	 方法	 	 縦断データ収集には日誌法を用いた。調査を開

始する前に，CDI にて理解及び発話できる語を事前に調査

し，意味のある語をまだ発話できないことを確認した。次

に，面接方式で母親に調査内容を説明し，子どもが新しい

語をいつ言えるようになったかを，指定したウェブサイト

(goo ベビー)の日誌ツール上に，自宅からケータイか PC

で随時記録するようにお願いした。日誌ツールには，新し

く言えるようになった語の発話形式(例えばワンワン)と

その意味（犬）を記入する欄を設け，カレンダーとの対応

から日付ごとに記録できるようにした(図 1)。この方式に

より，新しく言えるようになった語の日齢を算出すること

ができた。また写真や日記，身長/体重を記録できる機能

も設け，わが子の成長記録として利用価値を高くする工夫

をした。なお，1 ヶ月に 1 度のペースで母親との面談を行

い，記録状況を確認した。最終的に，約 10-24 ヶ月齢まで

の約１年間の縦断データを取得した。	 

図 1.	 データ取得のために用意したウェブ日誌ツール.言

えるようになった語の発話形式と意味を随時記録.	 
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6.3	 基本データ	 本調査に参加した 18 名のうち，１年間

に意味のある語を 1 語も発しなかった幼児が１名存在し

た。そのため，データ解析は 17 名分を利用した。この 17

名のデータにおいて，初語開始時期は平均 393.2 日齢(SD	 

60.7;	 範囲:218-523)で，月齢で言うと 12.9 ヶ月であった。

また累積語彙数が 50 語に達するのは，平均 636.4 日齢(SD	 

73.4;	 範囲:536-821)で，月齢は 20.9 ヶ月であった。但し，

いずれも個人差が大きいことは特徴的である。以下では，

本データを用いて語彙爆発の現象を解析していく。	 

	 

7.折れ線近似による語彙爆発の解析	 

	 3 節で述べたように，従来研究では，語彙爆発の定量的

定義とその解析法が十分ではなかった。そのため，語彙爆

発の開始時期や速度成分などを個人ごとに分析し，体系的

に把握することができなかった。この点を解決するために

行った解析例を以下で紹介する。	 

7.1	 解析法	 私たちは，語彙爆発が急峻な速度変化を持つ

とまずは仮定して，2 つの直線を接合して近似する「折れ

線近似（piece-wise	 regression）」を用いた解析を行った

(南ら,2012)。この方法は，データを逐次的に 2 分割して，

前半と後半のデータに対しそれぞれ，最小二乗法で最適に

なる直線を求め，それらの誤差の和が最小になるポイント

を発見するものである。これは，主に時系列解析の際に使

用されてきたもので，工学の分野では一般的な手法である。	 

	 もしこの折れ線近似で各個人の縦断データを十分に説

明できれば，各個人の語彙発達曲線にそれぞれ 2 つの速度

成分があることになり，速度の切り替わりを仮定できる。

またその切り替わりの大きさも 2 直線の傾きの関係から

定量的に捉えることができる点で有効である。さらに，こ

の手法で後半の直線を生成した最初のデータ点を速度の

切り替わり点だと考えれば，語彙爆発開始時期を定量的に

定義することが可能であり，各個人でその開始時期を明確

に且つ容易に推定できる点で有効な手法と言える。なお，

速度の切り替わり点としては，2 直線の交点を仮定するこ

ともできるが，ほとんどの場合，交点には実際のデータが

存在しないので，ここでは後半の直線を生成した最初のデ

ータ点とした。	 

図 2.	 折れ線近似による解析例(C7).前半データ(青線)及

び後半データ(赤線)に対する線形関数での近似.	 

7.2	 結果	 図 2 に折れ線近似による解析を 1 名分示した。

この例では，前半データの直線の傾きが 0.17 語/日で，後

半データの直線の傾きが 1.07 語/日であった。また後半デ

ータの直線上にある最初のデータ点は637日齢(20.9ヶ月

齢)であり，この時点を語彙爆発開始時期とした。なお，

付録 1 に他の幼児の解析結果を図示した。これを見る限り，

折れ線近似による推定が概ね成功していることがわかる。	 

	 表 1 には，折れ線近似により推定した語彙爆発開始時期

を,累積語彙数と日齢(及び月齢)の点から,17 名分の結果

を示した。全体の平均を見ると，40.5 語目で 20.2 ヶ月時

に語彙爆発が開始することになる。これは，先行研究(3

節参照)で考えられた 50 語及び 20 ヶ月と類似した値を示

している。こうした語彙爆発開始時期に関して，ある程度

妥当なデータ数で平均値を推定したのは今回が初めての

試みであり，全体傾向を知る上で貴重な数値と考えられる。	 

	 但し，注意すべき点は個人差が大きいことである。累積

語彙数を見ると，20 語台で語彙爆発が開始する子もいれ

ば，70 語台の子も多い。また月齢では,15.7 ヶ月という早

い子を除けば，概ね 18-22 ヶ月の範囲に収まるが，それで

も 4 ヶ月の相違がある。従って，先行研究(3 節参照)で考

えられた累積語彙数が 50 語(あるいは月齢が 20 ヶ月齢)

を超えると語彙爆発が起こるという単純な見積もりは十

分でなかったと言える。なお，男女間には語彙爆発開始時

期における有意差はなかった。	 

	 

表 1.	 折れ線近似により推定された各個人の語彙爆発開

始時期(累積語彙数と日齢).	 

	 

	 折れ線近似の解析はまた，語彙爆発前後の速度を推定で

きるため，それらを比較すれば語彙爆発の速度変化の大き

さを定量的に捉えられる。表 2 に，語彙爆発前後の速度と

その比を示した。これを見ると，語彙爆発前の速度は１日

あたり平均 0.18 語であるのに対し，語彙爆発後の速度は

１日あたり平均 0.83 語であった。またその比は平均 5.06

であり，これは，語彙爆発前後で速度が平均的に 5 倍も上

昇することを示している。	 
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	 ここで注目したいのは，語彙爆発後の速度が 1 日あたり

平均約 1 語程度という点である。語彙爆発に関する教科書

的な記述では，「語彙爆発が起こると 1 日 8-10 語のペース

で新しい語を発する」とされていることが多いが，語彙爆

発直後の 1 歳台に限定にすれば，そのようなペースで語彙

発達が進むことはない。本データでも，1 日に 8 語以上も

新しい語が出ることはほとんどなく，99%は 1 日に 4 語以

下である(南･小林,2012)。この点は，Bloom(2004)が語彙

爆発のレビュー論文でまさに問題視したことであり，従来

研究で定量的解析がほとんどなされなかったために，誤っ

た記述が一人歩きしてしまった可能性が高い。従って，本

データは，語彙爆発に関する教科書的記述の適正化のため

にも貴重な証拠を提供する。	 

	 

表 2.	 折れ線近似により推定された各個人の語彙爆発前

及び語彙爆発後の発達速度とその比.	 

	 

7.3	 考察	 本解析では，折れ線近似を用いることにより，

語彙爆発の開始時期やその前後の速度などを記述するこ

とに成功した。これは，語彙爆発という現象の特徴を定量

的に把握する試みとして重要な一歩である。	 

	 本解析で明らかになった重要な示唆の 1 つは，語彙爆発

後のデータにおいて，各データポイントが線形関数にほぼ

適合し，語彙爆発後の速度が一定の値を示すということで

ある。これは，語彙爆発後の速度が漸次的に上昇していく

のではなく，一定の速度で新しい語が発話される傾向にあ

ることを示唆している。もう 1 つの重要な示唆は，各個人

で直線の傾きがそれぞれ規定されることから，個人ごとに

特定の速度が存在することである。つまり，語彙爆発後，

速いペースで新しい語を発話する子もいれば，ゆっくり新

しい語を言えるようになる子もいることを示している。次

なる問題としては，語彙爆発後の速度の個人差がどんな要

因に影響されるのかを解明することである(8 節参照)。	 

	 なお，ここでは折れ線近似での解析例しか示さなかった

が，語彙爆発が漸次的な速度上昇かどうかを確認するため，

二次関数を用いた解析も行っている。Sugiyama ら(2011)

は，データの前半 80%を訓練セットとして，二次関数及び

折れ線関数から後半 20%のデータをどの程度予測できる

かを精度の点から個人ごとに比較した結果，約 65%の子に

おいて折れ線関数が二次関数よりも有意に精度がよかっ

た。一方，約 15%の子がその逆の傾向を示した。従って，

全員ではないにせよ，大部分の子において語彙爆発後の速

度が一定になることが示唆された。また初期 30 語(もしく

は50語)のデータから将来の150語目の日齢を予測しその

精度を検討した分析でも二次関数の精度は十分ではなか

った(杉山ら,2012)。このことから，2 歳の誕生日前後ま

でに限定すれば，語彙爆発後の速度は，漸次的に上昇する

のではなく，ほぼ一定であると言える。	 

	 

8.語彙カテゴリー構成との関連性	 

	 折れ線近似での解析の結果，全体としては約 40 語を言

えるようになった頃に語彙発達に関する速度変化が起こ

ると推定された。こうした速度上昇の原因を考える際に従

来研究で注目してきた指標の 1 つは，獲得する語彙の種類

における変化である。	 

	 2 節で述べたように，語彙発達に関する速度上昇の原因

を,命名の洞察(Dore,1978)や対象物概念(Bates ら,1979)，

カテゴリー化能力(Gopnik	 &	 Meltzoff,1990)の獲得により

内的機構の質的変化が起こると考えた研究者らは，その証

拠として獲得した語彙に一般名詞が多く含まれることを

挙げた。つまり，モノに名前があることを理解したり，対

象物の概念化及びカテゴリー化がスムーズに処理したり

できるようになれば，物体名を指し示す一般名詞が増える

はずだと予測した。また CDI による横断データを用いた研

究でも，英語及びイタリア語を学習する幼児において累積

語彙数が 50 語を超えると一般名詞の割合が上昇すること

を示している(Caselli ら,1999)。さらに語彙発達に関す

る速度の個人差についても，一般名詞の獲得数に依存する

可能性が高いと考える研究者も多い(e.g.,	 Nelson,	 1973)。

しかし実際には，語彙爆発前後の速度変化を定量的に捉え

られていないために，一般名詞の増加数との関連性が十分

に検討されていないという問題がある。	 

	 この点を明確にするため，私たちは，折れ線近似により

推定した語彙爆発前後の速度と，一般名詞を含む語彙カテ

ゴリー構成との関連性を詳しく分析した(小林ら,2012)。7

節で述べた折れ線近似による解析から，語彙爆発開始時期

は平均 40.5 語目と推定されたので，従来の主張が正しけ

れば，本データでは 40 語以降あたりで一般名詞の割合が

全体的に増加するはずである。また一般名詞の割合におけ

る個人差も予想されるので，その割合が高いほど語彙発達

に関する速度も速くなる可能性がある。そこで，獲得した

語彙に含まれる名詞数と語彙爆発後の速度を個人ごとに

算出し，それらの相関係数を見ることで，語彙爆発の開始

時期における語彙カテゴリー構成との関連性を検討した。	 

8.1	 方法	 17 名分の縦断データを，表 3 に示した Caselli

ら(1999)の基準を参考にして，一般名詞(common	 nouns),	 

社会語(social	 words),	 述語(predicates),	 閉じた語

(closed	 words),	 その他に対応する5つの語彙カテゴリー

に分類し，その構成を 20 語ずつ集計した。一般名詞カテ

ゴリーには，固有名詞や人々及び場所の名称を除外し，主

に物体を指し示す名称を含めた。社会語カテゴリーには，
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人々に関する語(ママ，お兄ちゃん)，日課･挨拶(おしっこ，

ありがとう)，擬音語･擬態語(ワンワン,ちゅるちゅる)な

どを含め，社会的な文脈で使用する語を主に分類した。述

語は主に動詞と形容詞，閉じた語には代名詞や助詞･助動

詞，数詞などを分類した。その他には，場所に関する名称

及び時間･空間に関する語を分類した。	 

	 

表 3.	 Caselli ら(1999)の基準による語彙カテゴリー	 	 

	 

	 語彙発達に関する速度は，折れ線近似(7 節)を用いて，

語彙爆発前及び後の速度を個人ごとに推定した。それらの

速度と，20 語ずつ集計した一般名詞カテゴリー(及び社会

語)の語数との関係をピアソンの相関係数を算出すること

により分析した。ここで社会語にも注目しているのは，先

行研究(Caselli ら,	 1999)において初期 50 語に社会語が

豊富に含まれており，それと一般名詞の対比から速度変化

を明確にできると考えたからである。また先行研究では

50 語ずつ語彙カテゴリー構成を分析するのが通例となっ

ているが，それでは詳細な速度変化を捉えられないと考え，

本解析では 20 語ずつ集計した。なお，集計の際に 20 語の

範囲を 10 語ずつスライドさせ(1-20,11-30,20-40 等)，よ

り細かい単位での速度変化を分析できるように工夫した。	 

8.2	 結果	 図 3 に，語彙爆発前後の速度と一般名詞(及び

社会語)数とのピアソン積率相関係数を，20 語ごとプロッ

トした。従来説に基づいた予測では，語彙爆発開始後の

41-60語及び51-70語の範囲における語彙爆発後の速度と

一般名詞数の間で相関が高くなると考えられるが，実際に

は，いずれも有意な相関を示さなかった。しかしながら，

注目すべきは，語彙爆発が起こる以前の 1-20 語の一般名

詞数が語彙爆発後の速度と有意な正の相関を示した点で

ある(r	 =.66,	 p	 <.001)。また社会語も有意な負の相関(r	 

=-.77,	 p	 <.001)を示した。つまり，最初期(1-20 語)に名

詞をより多く(または社会語をより少なく)発した子は，そ

うでない子に比べ，語彙爆発後，より速いペースで新しい

語を発話できるようになることを示している。	 

	 この関係性をより明確に示すため，1-20 語及び 41-60

語の時期における各個人の語彙爆発後速度と語彙カテゴ

リー構成の散布図を図 4 に示した。語彙カテゴリー構成は，

「一般名詞数/(一般名詞数＋社会語数)」の式で算出した。

よって，縦軸は，社会語と比べ名詞が相対的に多いほど高

い値を示す。その結果，図からも明らかなように，1-20

語の時期に一般名詞を多く発する子ほど，語彙爆発後の速

度が速く，有意な正の相関を示した(r	 =.76,	 p	 <.001)。

一方で，語彙爆発開始時期に該当する 41-60 語の時期では，

有意な相関は見られなかったが，一般名詞の割合が社会語

に比べて大きい子どもが複数いることもわかった。なお，

語彙爆発前の速度は，いずれの累積語彙数範囲でも名詞及

び社会語の数と，有意な相関を示さなかった(図 3A 参照)。	 

図 3.	 一般名詞及び社会語カテゴリーにおける語数と語

彙爆発前(A)及び後(B)の速度との相関係数を，20 語ごと

の累積語彙数範囲別に表示.	 *	 p	 <	 .001	 

	 

図4.	 1-20語(A)及び 41-60語(B)の範囲における語彙爆発

後の速度と「一般名詞/(一般名詞+社会語)」で示した語彙

カテゴリー構成の散布図.	 

	 

8.3	 考察	 本結果から，語彙爆発開始時期に相当する 40

語以降の時期で，語彙爆発後の速度と一般名詞数が相関す

るという結果は見出せなかった。しかし，最初期(1-20 語)

の一般名詞(及び社会語)の獲得数が語彙爆発後の速度と

強い関連性を持つという新しい証拠が得られた。この結果

は，相関を示す変数間に時間的ラグがある点で興味深く，

最初の 20 語で発話できるようになる語彙の種類が，将来

起こる語彙爆発後の速度を規定することを示している。一

方で，語彙爆発の開始時期に相当する 40 語以降の時期で

は，その速度と一般名詞数の間に関連性を見出せなかった。

なお，この時間的関係を整理した相関図を，表 4 に示した。	 

	 従来説では，語彙爆発を境として内的機構が質的に切り

替わると想定しているため，本結果のような，語彙爆発前

に発話できる語彙の種類に関する特徴が，語彙爆発後の速

度を規定することはまず考えられない。しかしながら，こ

の点を明確にすることが，語彙爆発を深く理解する足がか

りになると考え，1 つの可能性として，語彙発達の最初期

から単一の内的機構が作動しているという作業仮説を考

えてみた。これに従うと，本結果で得られた時間的ラグの
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ある関連性が説明可能であり，内的機構の特徴が何らかの

理由で，語彙発達の最初期で現れたと考えることもできる。

但し，この仮説を採択するには，語彙発達に関する速度変

化がどういった機構で起こるのかを明らかにする必要が

ある(9 節参照)。	 

	 

表 4.	 語彙爆発前後における語彙発達に関する速度と語

彙 カ テ ゴ リ ー 構 成 の 関 係 を 示 し た cross-lagged	 

correlations.	 *	 p	 <	 .001	 	 

	 

9.線形関数とプラトー割込による解析	 

	 前節では，最初期(1-20 語)における語彙カテゴリー構

成が，後に起こる語彙爆発後の速度と関連性を持つことか

ら，単一の内的機構が最初期から作動している可能性を指

摘した。しかし，この仮説は，語彙発達速度が変化する現

象を十分に説明できないという点で疑問が残った。そこで

私たちは，折れ線近似による解析結果を見直し，語彙発達

に関する速度変化を再検証することにした(南ら,2012;	 

Minami ら,2012)。	 

9.1	 プラトーの発見	 7 節で述べた，折れ線近似による解

析は，語彙爆発の現象を把握する上で有効な手法であった

が，解析結果を詳細に見ていくと，依然として細かなずれ

が多数あることに気づいた。特に，語彙爆発前の前半デー

タで折れ線近似の細かなずれが目立った。また中には，図

3 のような明らかに不適合な例も存在した。こうした例を

再検証する中で，私たちは，以下の特徴に気づいた。	 

	 

	 (1)数日以上も新しい語を発しない期間が複数ある	 

	 (2)傾きが一定の短い直線が層状に重なり合う	 

	 (3)後半データはほぼ直線となる	 

	 

	 特徴 1 は，図 3 に示された幼児で顕著であり，何日もの

間，新しい語を発しない期間が頻繁にあることが見てとれ

る。また図 2 に示された幼児でも，前半部分のデータで数

日以上も新しい語を発しない期間が複数存在する。こうし

た時間的ギャップは，新しい語の生成が表面上停滞してい

るように見えたので，私たちは，学習心理学の分野で使用

されてきた学習停滞期を示す「プラトー(plateau)」とい

う用語で呼び表すことにした。	 

	 特徴 2 は，傾きが一定の短い直線が，プラトーを挟んで，

層状に重なり合っているように見えることであり，図 3

の幼児で特に顕著である。この特徴が示す重要な示唆は，

プラトー以外の期間では，一定のペースで新しい語を発話

するということである。これは，2 つの速度成分を仮定し，

内的機構の質的変化から語彙爆発を捉える従来説とは真

っ向から対立する。また特徴 3 では，後半データがほぼ直

線となっている点を挙げたが，特徴1と2の関連で言うと，

プラトーが減少することにより層状化が小さくなるから

だとも考えられる。	 

	 これらの特徴は典型的な例から導かれたものであるが，

もし多くの幼児で共通する特徴であれば，語彙爆発の現象

は，新しい視点で捉え直す必要が出てくる。というのは，

初期語彙発達の背後にある機構は，線形関数にプラトーが

割り込むという極めてシンプルな形でモデル化できる可

能性があるからである。この考えが正しければ，語彙爆発

というのは，プラトーの増減により見かけ上の速度が変化

することで見られる現象である可能性があり，内的機構の

質的変化を示す指標かどうかは疑わしくなる。	 

	 

図 3.	 折れ線近似の解析で近似精度が悪かった例(C15).	 

	 

9.2	 方法と結果	 上で述べた仮説を検証するため，本解析

では，プラトーを取り除いた場合に各個人の語彙発達曲線

が線形関数になるかどうかを検討した。プラトーの除去は，

プラトーをすべて固定の期間に置き換えることにより実

施した。ここでは，7 日間以上，新しい語を１つも発話し

ない期間をプラトーと定義し，これをすべて固定の 1 日間

に置き換えた。その操作後，新しく得られた語彙発達曲線

を，最小二乗法により直線で回帰した。	 

	 

図 4.	 線形関数とプラトーによる解析例(C15)	 
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	 図 4 に解析例を示した。これは，図 3 の幼児と同一のデ

ータを解析したものである。図中の「-」は元々の語彙発

達曲線を示し，「+」でプラトーの開始時期を示した．「○」

は，プラトーを操作後の語彙発達曲線を示し，それらを直

線で近似したものを実線で示した。	 

	 これを見ると，折れ線近似の解析では測定エラーとも疑

われかねない曲線が，今回の解析では，直線に適合するの

がわかった。また付録 2 には，他の幼児の語彙発達曲線と

そのプラトー除去後の回帰直線を示した。他の幼児でも例

外なく，プラトー除去後の語彙発達曲線が，直線に適合す

ることが明らかである。なお，今回の解析では，パラメー

タ数に比べサンプル数が十分存在するので，AIC	 などの手

法によるモデルの評価は特にしなかった。	 

	 表 5 に，各幼児におけるプラトー除去後の直線の傾きを

示した。全体の平均は 0.77 語/日(SD	 0.28)であり，範囲

は 0.44-1.35	 語/日であった。この値は，語彙爆発後の速

度(0.83 語/日[SD	 0.44];	 表 2 参照)に比べるとやや低い

が，個人間のばらつきは小さくなる点が特徴的である。ま

た表 5 には，各個人のプラトーの生起頻度も含めた。これ

を見ると，平均 11.35 回（SD	 	 2.64）のプラトーが起こり,

範囲は 7-15 回であったことから，すべての幼児でプラト

ーが頻繁に見られることがわかる。さらに，折れ線近似で

推定した語彙爆発開始時期を境として前後半を比較する

と，後半よりも前半でより頻繁にプラトーが生起している

ことがわかった	 (前:	 9.65 回,後:	 1.71 回;	 t[16]=8.851,	 

p	 <.001)。	 

	 

表 5.	 プラトー除去後に線形関数で近似した各個人の語

彙発達速度とプラトー生起頻度(折れ線近似による語彙爆

発開始時期で前半と後半に分割した生起頻度も表示).	 

	 

9.3	 考察	 折れ線近似の解析の見直しを足がかりに，私た

ちは，語彙発達曲線において新しい語を 1 週間以上も発し

ない期間(プラトー)が頻繁に見られ，このプラトーが，折

れ線近似の前半データに対応する時期に頻繁に生起する

ことを発見した。またプラトー以外の時期では，語彙発達

曲線が直線で近似できることから，語彙発達が一定の速度

で進むことが明らかになった。	 

	 これらの結果から得られる重要な示唆は，語彙爆発が，

実際は 1 歳後半以降でのプラトーの減少により見かけ上

の速度が上昇するということである。逆に言うと，1 歳前

半の時期では，プラトーの頻発により，語彙発達速度が見

かけ上，遅く見えていたことを意味する。そうだとすると，

これまで報告されてきた語彙爆発という現象は，内的機構

の質的変化を示す指標ではなく，プラトーの減少を示した

ものである可能性が高い。従って，線形関数とプラトーに

よる解析結果は，一定の速度で新しい語を発する内的機構

が，語彙発達の最初期から作動していることを示す強力な

証拠となる。	 

	 この結果はまた，最初期(1-20 語)における語彙カテゴ

リー構成の特徴が，後半の語彙発達速度と関連性を持つと

いう解析結果(8 節)とも整合性が高い。折れ線近似で得ら

れた後半データの期間では，プラトーがほとんど生起しな

かった。このことから，後半データの直線の傾きはプラト

ー除去後の直線の傾きと類似の値を示すことが予想され，

実際には，0.82 という高い正の相関を示した。従って，

両者の直線はほぼ同じものを示していると考えられる。そ

うなると，最初期(1-20 語)における語彙カテゴリーの特

徴というのは，プラトー除去後の直線を規定しているとも

考えられる。	 

	 この点を確認するため，プラトーを除去した後に線形関

数で近似した速度と，一般名詞（及び社会語）数との相関

係数を算出した結果，図 3B とほぼ同じ特徴を持つ U 字型

の曲線になった(図 5A;	 Kobayashi ら,2012)。また 1-20

語における一般名詞	 (r	 =.78,p	 <.001)と社会語(r	 =	 -.77,	 

p	 <.001)の数とも非常に高い相関を示し,それらを組合せ

た語彙カテゴリー構成の指標も高い相関を示した(r	 

=	 .83;	 ,p	 <.001)。従って，語彙爆発後及びプラトー除去

後の速度がいずれも最初期の語彙カテゴリー構成から予

測できることから，両者は同一の内的機構から生成されて

いる可能性が高い。この結果も，一定の速度で新しい語を

発する内的機構が，語彙発達の最初期から作動していると

いう仮説を強く支持している。	 

	 

	 

図 5.	 A:	 プラトー除去後の語彙発達速度と一般名詞及び

社会語の数との相関をプロットした図(*p	 <.001),	 B:	 1-20

語の範囲におけるプラトー除去後の語彙発達速度と語彙

カテゴリー構成の散布図.	 
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10.全体考察	 

	 本研究では，日本語学習児における語彙発達に関する縦

断データを日誌法により多数取得し，そのデータを用いて

語彙爆発の現象を解明するための解析を行った。その結果，

全体的には約20ヶ月齢(約40語目)の時に語彙発達の急峻

な速度変化が起こっているように見えたが，微細な速度構

造を考慮すると，どの幼児でも 1 歳前半の時期にプラトー

が頻繁に見られ，それ以外の時期では，1 歳の前後半に関

係なく，新しい語を一定の速度で発話していくことがわか

った。また，こうした一定のペースで進む語彙発達が，最

初期(1-20 語)の語彙カテゴリーの特徴に規定されている

といった新しい知見も得られた。	 

	 こうした結果を考慮すると，語彙爆発という現象は，新

しい視点で捉え直す必要がある。つまり，語彙爆発はこれ

まで，急峻な速度変化を根拠にして内的機構の質的変化を

示す指標として考えられてきたが，本研究の結果から，1

歳後半以降でのプラトーの減少により見かけ上の速度が

急速に上昇するという新しい可能性が示唆された。このこ

とにより，語彙爆発という現象は，内的機構の質的変化を

示す指標と考えるのではなく，一定の速度で新しい語を発

する内的機構が最初期から作動しているという仮定を置

いた上で，プラトーの急激な減少が「語彙爆発」的な速度

変化を導くと考える方が理にかなっているように見える。

こうした説明が正しいかどうかは，今後，様々な観点から

検証していく必要があるが，私たちが示した新しい知見は，

語彙爆発という現象を新しい視点で捉え直す必要がある

ことを示している。	 

	 今後，語彙爆発を再検討していくためには，語彙学習の

全体的なプロセスとの関連からも包括的に考えていく必

要があるだろう。その際に，本稿で述べてきた語彙爆発が，

厳密に言うと，新しい語を発する際の速度に注目しており，

語の理解に至る「学習」の側面を見ているわけではないこ

とに注意する必要がある(図 6)。初期語彙発達の重要な特

徴として，幼児では語の理解が発話に先行することが広く

知られている(e.g.,	 Benedict,	 1979)。これは，初期の学

習プロセスである「語と指示対象の連合(word-referent	 

association)」を達成し語を理解できるようになっても，

発話するまでには時間的ラグが存在することを意味して

いる。このことは，横断データを用いた最近の研究からも

実証されている(Minami	 &	 Kobayashi,	 2013)。この意味で，

語彙爆発の研究というのは，理解に至る学習プロセスの側

面を直接見ているわけではなく，理解可能になった語彙が

発話という形で生成される際の速度変化を見ていること

になる。従って，語彙発達の線形性とプラトーの生起は，

現時点では，この発話側面に限定された特徴と言える。	 

図 6.	 語彙学習の内的機構に関する概念図.	 

	 こうした視点から考えると，語の生成の際に見られる速

度の線形性やプラトーの制約が，理解に至る語の学習プロ

セスとどの程度関与しているのかについては，語彙学習の

内的機構を考える上で極めて重要な問題となる。語彙爆発

で検討した発話に基づく研究とは異なり，理解に至る学習

プロセスは，発達初期には発話という形で表出されない。

そのため，従来研究では，実験心理学的手法(馴化-脱馴化

法,選好注視法等)を用いて，理解に至る学習プロセスの発

達過程を実験的に検討してきた。興味深いのは，理解に至

る学習に注目した研究でも，20 ヶ月齢前後で発達的変化

が見られるという点である。例えば，形態統語的手がかり

(文フレームや助詞)を利用した語の切り出しと指示対象

との連合(梶川･針生,2009;	 Kobayashi	 &	 Oshima-Takane,	 

2009;	 2011)や，理解面で学習した語の般化(Kobayashi	 &	 

Oshima-Takane,2010)，複数ラベルを提示した際の語と指

示対象の連合(Kobayashi	 &	 Murase,	 2011)などが，20 ヶ

月齢前後で飛躍的に向上することが示されている。こうし

た証拠から，理解に至る学習プロセスの質的変化が，新し

い語の生成過程に直接的に関連するという可能性も考え

られるが，上記の実験研究はすべて，縦断データに基づい

たものではなく，横断データによる月齢間比較から得られ

た結果であり，各個人の理解に至る学習速度の変化を正確

に捉えてはいない。従って，理解に至る学習の面において

も速度の線形性やプラトーの存在が確認されない限り，理

解に至る学習と新しい語の生成過程が直接的に関連する

という結論は導けないだろう。	 

	 現時点での私たちの推察では，実験研究から明らかにな

った理解に至る学習プロセスの効率化が，語彙学習の内的

機構全体の効率を上昇させ，その結果，間接的な形で，語

の生成過程におけるプラトーを急激に低下させるのでは

ないかと考えている。というのは，0-１歳の時期では，認

知的リソースが非常に限定的であるため，同時に複数のプ

ロセスを処理する必要があるタスクを要求されるとき，語

彙学習能力が必ずしも十分に発揮されるわけでないこと

が指摘されているからである(Werker	 &	 Curtin,2005)。こ

の視点に立てば，１歳前半の時期は，認知的リソースが限

定的であるため，他のプロセスが作動しているときには，

語の生成過程が停止し，プラトーが生起するということが

起こりうるのかもしれない。一方，語の生成に十分な認知

的リソースを割り当てられるときには，一定の速度で新し

い語が生成される可能性も十分考えられる。また１歳後半

になると，各プロセスの効率化の向上により，複数のタス

クを同時的に処理できる能力が上昇し，語の生成における

プラトーが見られなくなるという可能性もあるだろう。し

かし，ここで述べた考えはあくまでも仮説であり，今後，

様々な視点から多角的に検討していく必要があるだろう。

その際に，プラトーが何を意味するのか，どんな役割があ

るのかについてが，この問題を解く重要な鍵になってくる

と思われる。	 

	 以上，本稿では，語彙爆発という発達心理学で非常に有

名な現象を再検証し，新しい視点で考えていく必要がある

ことを主張した。この問題は，言語発達の全貌解明のため

には避けては通れないものであり，今後は，心理学的な研

究だけでなく，認知科学的な計算論的アプローチ(荒木

ら,2012;	 Chang ら,2006)や発達神経科学的な観点からの

研究も行い，包括的な検証を進めていく必要があるだろう。	 
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