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本研究の目的

「日本語版 文の多様性による早期言語発達評価法」の開発

Sentence Diversityによる言語発達評価（Hadley et al,2018)

発達早期（2〜3歳）のことばの遅れ

発達上の個人差？ 言語発達障害のリスク？

子どもの自発話における

「名詞と動詞（動きを表す動詞：動態動詞）の

異なる組み合わせ数」により

日本語版「文の多様性」を算出



語連鎖をし始めた子どもの発話が、単に語を並べただけ
なのか、文法的な構造を内包しているのかを区別して
評価するべき(Hadleyら,2017)

丸暗記による文表出
（direct activation）

自発的な文構築
（grammatical encoding）

よく耳にする文を丸暗記
高頻度語から構成される
初期の文はこの方法で習得
過大評価されやすい

情報を共有したいという想い
低頻度語の組み合わせ
22-33ヵ月の間に出現

(Rispoli, 2008)

真の言語能力を反映

発達初期の文表出の２つの方略



自発的な文構築
（grammatical encoding）

誰かと共有したい！

これまでの「丸暗記」では表せない内容を
自分で文構築して表現する

こどもの自発話の主語と動詞の異なる組み合わせ数
によって文発達を評価できる

“Sentence Diversity による言語発達評価”

主語と動詞の組み合わせが多彩になっていく



自発的な文構築
（grammatical encoding）

誰かと共有したい！

これまでの「丸暗記」では表せない内容を
自分で文構築して表現する

名詞と述語の組み合わせが多彩になっていく

子どもの自発話の
名詞と動詞（動態動詞）の異なる組み合わせ数

によって文発達を評価できる
(遠藤・田中,2021)



自由遊び30分間における
子どもの自発話を観察

名詞＋動きを表す動詞の文
（動態動詞文）を記録

ひこうき とんでる

きょうりゅう のせよう

ごはんを つくろう

名詞＋形容詞

名詞＋名詞

名詞＋動きを表す動詞（動態動詞文）

名詞＋状態動詞

文の多様性 評価方法

くるまが あった

これは おにぎり

ぞうさん おおきい



自由遊び30分間における
子どもの自発話を観察

名詞＋動きを表す動詞の文
（動態動詞文）を記録

名詞＋動きを表す動詞（動態動詞文）

文の多様性 評価方法

文の多様性 ９

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨名詞＋動態動詞の
異なる組み合わせ数を数える
日本語版「文の多様性」



本研究の目的

1. 文の多様性による評価の妥当性を検証する
30ヶ月、36ヶ月の定型発達児の調査

従来の言語発達評価法の結果との比較

2. 本評価により言語発達障害のリスクを検出
するためのカットオフ値を検討する



方法

• 埼玉、大阪、千葉の３府県で

研究協力者を募集

• チラシ、WEBサイト

SNSにて募集を行なった

＜データ採取＞

１）WPPSI-Ⅲ

２）日本語版マッカーサー乳幼児言語発達質問紙（MCDI）

３）30分間の親子自由遊び場面から子どもの発話を採取

総発話数、文表出数、形態素平均発話長（MLUm）、文の多様性



方法

使用した玩具

（協力者募集用 instagramより）



結果 応募総数 97組

研究参加 71組

30ヶ月児 40名 3６ヶ月児 51名

20組が2回参加（30M,36M）

発話数が明らかに少ない児を除外（両群各２名）

30ヶ月児 38名 3６ヶ月児 49名

分析対象



結果

30ヶ月児 38名 3６ヶ月児 49名

分析対象

言語発達障害リスク児 定型発達児

①初語が25ヶ月以降
②MCDIの表出語いが15パーセンタイル以下
③WPPSI-Ⅲの「言語理解」もしくは「語い総合」の指標が80未満

上記のうち２つ以上に該当 上記１つのみ該当、該当なし

30ヶ月児 36名

3６ヶ月児 45名

30ヶ月児 2名

3６ヶ月児 4名



結果 定型発達児の分析

30ヶ月児

30ヶ月児 36名 3６ヶ月児 45名

男児18名 女児18名 男児24名 女児21名

36ヶ月児

WPPSI-Ⅲ FSIQ



文表出数

文の多様性

30ヶ月児 36ヶ月児

30ヶ月児 36ヶ月児

**

**

30ヶ月児の

文表出数・文の多様性は

女児で有意に多かった
**p<.01



結果（補足） 表出文の内訳

表出された文の種類

動態動詞文が

一番多かった



文の多様性と既存検査の相関



30ヶ月児

36ヶ月児

文
の
多
様
性

文
の
多
様
性

MLUm

MLUm

従来の
文発達指標MLUmと
高い相関がみられた

30ヶ月児の方が

より高い相関



文の多様性評価のカットオフ値

文の多様性評価により言語発達障害リスクを
検出するためのカットオフ値を作成

先行研究（Hadley et al,2018）に倣い、
-1.25SDをカットオフとした

30ヶ月児

36ヶ月児

6.45

9.23

13.23

7.88

男 児 女 児



定型発達児とリスク児の比較



まとめ①

30ヶ月児、36ヶ月児の文の多様性は、従来の言語発
達指標（MLUm、文表出数）と強い相関が見られた

30ヶ月児の文の多様性は、MCDIの指標と相関した

「日本語版 文の多様性による言語発達評価」は
発達早期の文構築能力を評価するのに妥当な方法

特に30ヶ月児の評価として有用性が高い



まとめ②

文の多様性カットオフ値は30ヶ月児および３６ヶ月
男児の言語発達障害リスクを正しく検出した

36ヶ月女児のデータはばらつきが大きく、リスク児
を検出できなかった

「語連鎖で話しているが言語発達にリスクがある」
子どもを早期に発見し、より丁寧な経過観察、早期
の支援開始に結びつけることが期待できる

36ヶ月児の評価方法としての妥当性は、

さらに検討が必要



今後の課題

より低年齢（24ヶ月）でのデータを収集し、さらに
早期に言語発達のリスクを検出できるか検討する

36ヶ月児に対する本評価の妥当性を検討する

文の多様性評価が、幼児期後期や就学後の言語能力を
どう予測するか追跡を行う

言語発達にリスクのある子供への支援方法を検討する

保護者への「ことばかけ」指導
トイトーク（Toy talk）

NPO法人どこでもことばドアwebサイトに
資料閲覧ページのリンクがあります
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