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研究成果の概要（和文）： 
この研究は，語彙知識をサイズ，語彙構成，認知速度という 3つの側面から測定し，それか
ら英語習熟度や英語技能を推定しようとするものである。語彙サイズテストとしては，

JACET8000 のうちの 5000 語までの単語を扱い，日本語を提示して，それに相当する英語を
選択する形式を用いた(J8VST)。語彙構成テストとしては，3 つの英単語を提示し，そのうち
最も強く結びついている 2 語を選択させる形式のテストを用いた(LOT)。認知速度テストとし
ては，無作為の文字列の中から埋め込まれている単語を見つけ出すまでの反応時間を計測する

テスト(LEXATT Part 1)と単語が認知できたらクリックを離すという課題でその時間を計測す
るテスト(LEXATT Part 2)を用いた。これら 3種類の語彙テストと TOEICテストの結果から
語彙知識と英語習熟度の関係を求めた。3つの語彙テストの結果から，TOEICの総合得点を予
測する重回帰分析による回帰式は次のようになる。 
 
TOEIC得点 ＝ -358.46 + 6.67×(J8VST得点) + 8.42×(LOT得点) + 0.00×(LEXATT Part 
1得点) + (-0.02)×(LEXATT Part 2得点) 
 
この回帰式に J8VST, LOT, LEXATTの平均値をそれぞれ代入すると，TOEIC得点 430が予測
できる。しかしながら，95％の信頼区間は，-94 から 954 と，TOEIC の得点範囲をほぼすべ
て網羅するもので，正確な予測がなされているとは言い難い。 
共分散構造分析のひとつである構造方程式モデリングによる分析では，TOEIC 得点を説明

する最適に適合したモデルを採用した。このモデルでは，語彙構成のテスト LOT は信頼性係
数αが.31 と低いために，分析に加えていない。このモデルでは，語彙サイズとアクセス速度
の間には，-.42という中程度の負の関係が見られ、語彙サイズが大きい学習者は、アクセス速
度が速いという傾向が中程度あるという結果が得られた。しかしながら，アクセス速度は

TOEICリスニング・リーデイングのいずれとも関係を持たず，語彙サイズのみが TOEIC得点
を説明する語彙の側面となった。これは，語彙構成テスト，アクセス速度テストの妥当性・信

頼性に問題があるためと考えられる。今後は，これらのテストの改良が課題となる。3 つのテ
ストは，http://mochvocab.sakura.ne.jp/で公開している。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 This research investigated the relationship between vocabulary knowledge measured in 
three dimensions, size, organization, and recognition speed, and general language 
proficiency. To measure vocabulary size, J8VST was used, which sampled words from the 
most frequently used 5,000 words in the JACET 8000 Word List and challenged test-takers 
to choose the English word among four choices that represents a Japanese word stimulus. 
To measure vocabulary organization, LOT was used, which challenged test-takers to choose 
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two words among three that form the strongest connection of three possible combinations of 
the three words. To measure recognition speed, LEXATT was employed. In Part 1 of 
LEXATT test-takers find a common word hidden in a string of letters and the reaction time 
is measured. In Part 2 of LEXATT, test-takers try to recognize a word as quickly as possible 
and choose the meaning of the recognized word. The participants of the study took all three 
vocabulary test and the TOEIC test and the relation among the test results was sought. 
The regression analysis found that a TOEIC score can be predicted by the scores of the 
three vocabulary tests but the confidence interval is too large to trust estimated scores. The 
Structural Equation Modelling analysis adopted a model that best explains TOEIC scores.  
The model does not include LOT scores because the reliability of the test was very 
low, .31.The model found a moderate correlation between size and access speed scores, 
which means that learners with a large vocabulary size have faster access speed. However, 
access speed did not have any relation with TOEIC reading or listening scores. It was found 
that only vocabulary size was responsible for TOEIC scores. This may be due to the validity 
and reliability of the lexical organization test and the lexical access test. Further studies 
should aim at improving the validity and reliability of these tests. The three tests 
developed can be accessed at: http://mochvocab.sakura.ne.jp/. 
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研究分野： 
科研費の分科・細目：外国語教育・言語テスト 
キーワード：英語語彙知識，語彙サイズ，語彙構成，語彙知識の深さ，単語認知速度，言語習

熟度，テスト開発 
 
１．研究開始当初の背景 
 語彙知識は言語能力を予測する最も信頼
できる指標と考えられている (Alderson, 
2000)。語彙知識は，サイズ，語彙構成(語彙
知識の深さ)，流暢さという 3つの側面に分か
れ る (Daller, Milton, & Treffers-Daller, 
2007)。これらの 3 つの側面で語彙知識を測
定すると言語能力をより正確に推定できる
という仮説を構築した。 
 
２．研究の目的 
１の仮説を前提として，語彙知識を 3つの
側面で測定し，結果を英語習熟度の推定に用
いた場合，どのような関係が得られるのかを
探求する。 
 
３．研究の方法 

 語彙サイズテストとして，JACET8000 の
5000 語までの単語を日本語からそれに相当
する英語を選択する形式の J８VSTを開発し
た。語彙構成のテストとして，望月(2006)が
開発した LOT を用いた。認知速度テストと
して，無意味な文字列の中から高頻度語を見
つけ出すまでの反応時間を計測する
LEXATT Part 1, 徐徐に単語が見えてくる
のを素早く認知し，その意味を問うLWXATT 
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Part 2を開発した。これら 3種類の語彙テス
トと英語能力テストとして TOEIC テストを
受験させて，結果の関係を調べた。さらに一
部の被験者にはVersantというスピーキング
とリスニング能力を問うテストを課した。 
 
４．研究成果 
3 つの語彙テストと TOEIC 得点の関係は、

以下の図のようになる。語彙サイズは TOEIC
リスニング得点を 44%，TOEIC リーディング
得点を 49%予測できていた。 
一方，アクセス速度は予測に貢献していな

かった。しかし，アクセス速度をモデルから
抜くと適合度指標の１つがかなり悪くなる
(RMSEA = .10 [ .00 to .25])ため，TOEIC 得
点を予測する際にサイズとアクセス速度の 2
要素で考えることは，よりよいモデル作成に
つながることを示している。 
 TOEIC リスニング得点と TOEIC リーディン
グ得点の誤差変数の相関が .68 だったこと
から，語彙のサイズで説明されないリスニン
グ得点とリーディング得点の関係は中程度
あることも分かる。このモデルでは LOT の信
頼性が低いためモデルに入れていないが，今
後LOTの信頼性を確保した上で再度検証が必
要である。  
 ３つの語彙テストとスピーキング・リスニ
ング力のテストであるVersantの得点の関係
は、以下の図のとおりである。サイズと構成

からの予測は同程度(順に.37, .36)で，サイズ
と構成はアクセス速度より(-.23)スピーキン
グ・リスニング力を予測できることが分かっ
た。語彙知識が英語技能に影響すると考える
ならば，語彙サイズと構成はアクセス速度よ
りもスピーキング・リスニング力に影響が強
いという結果となった。語彙サイズが大きく
語彙構成が優れている人は，基本的スピーキ
ング・リスニング力が高い傾向がかなり見ら
れたということである。また構成の寄与がサ
イズの寄与と同程度だったことで，口頭での

やりとりでは語彙を多く持っているのと同
様に，語彙のネットワークを知っていること
が重要になり，語の構成知識の役割が大きい
ことが示唆された。 
 一方，TOEIC の分析では予測にほとんど
貢献していなかったアクセス速度も，サイ
ズ・構成ほど強くないものの，統計的に有意
にある程度貢献していた。アクセス速度が遅
い人は，スピーキング・リスニング力が低い
という傾向が少し見られたということであ
る。スピーキング・リスニングでは即時性が
高く，速さ・流暢さが求められるため，アク
セス速度の寄与がより大きく重要になるの
だろう。 
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