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 1. 背景
• 1-1. 先行研究: 松川(1991)、平野(2011)
• 研究のタイプ（理論的・実証的・実践的）と「研
究領域」（10区分）のクロス分析

• 実証的研究が最多；全タイプにおいて教育方法
論（学習指導、指導技術）が最多

• 研究の目的や、結論を導くために用いている研究
手法、その傾向が見えない

• 今後の課題：(1)実践的研究の定義、(2)実証的研
究の更なる質の向上、(3)研究領域の分類



 1. 背景
• 1-2. 目的
• 研究手法（データ収集・統計処理など）の選択の
妥当性、仮説設定に至るまでの論理の立て方、結
論の提示の仕方の整合性についての考察

• 「患部の発見」と「薬の処方・手術方法の決
定」のバランス

• 日本の英語教育、とくに、現場の先生を含めた研
究者にとって、実りのある研究結果の蓄積につな
がるような必要最低限のチェックリストの完成



2. 分析の枠組み

• 2-1. リサーチ（research）とは
• “can be expressed by concepts such as 
‘organized’, ‘structured’, ‘methodical’, 
‘systematic’, ‘testable’, and especially by the 
notion of disciplined inquiry.”



2. 分析の枠組み

• 2-1. リサーチ（research）とは
• “formulated so that they can be tested by 
the researcher and others who wish to 
replicate the research.”

• 客観性 ＞特定の人間（対象・方法）
• 再現性 ＞特定の時間・空間（結果）
• 普遍性 ＞特定の地域・社会（結果・方法）



2. 分析の枠組み

• 2-1. リサーチ（research）とは
• “A conclusion in research is another way of 
stating that we know something we did not 
know before we began the investigation. … 

• [I]n all of these forms of research, the final 
objective is to arrive at some form of 
knowledge that we did not possess before 
the investigation began.” 
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2. 分析の枠組み

• 2-1. リサーチ（research）とは
• 「より良い仮説」へ
•  “We say that hypotheses must be 
falsifiable. They must be amenable to some 
kind of test which might ultimately disprove 
them.”



2. 分析の枠組み

• 2-1. リサーチ（research）とは
• 「より良い仮説」へ
•  “We say that hypotheses must be 
falsifiable. They must be amenable to some 
kind of test which might ultimately disprove 
them.”



2. 分析の枠組み

• 2-1. リサーチ（research）とは 
• 探索的: データ駆動的、仮説生成
• （結論・結果）記述・仮説
• 演繹的: 仮説駆動的、結果予測・仮説検証
• （結論・結果）理論



2. 分析の枠組み
• 2-2. 研究を進める上でのチェックポイント
• A. 研究課題の設定に関するもの
• B. データの分析手法に関するもの
• (1) 被験者や指導・測定方法に関する必要
十分な情報の記載

• (2) データを分析する手法の適切な使用
• C. その他



2. 分析の枠組み
• 2-2. 研究を進める上でのチェックポイント
• A. 研究課題の設定に関するもの
• (1) 探索型・検証型の見極め、目的―デー
タ―結論の一貫性が保たれているか

• (2) 研究課題（RQ）や仮説が、先行研究
を踏まえて論理的に導かれているかどう
か



2. 分析の枠組み
• 研究のタイプ（理論、実証、実践、調査報告）とは
独立に、次を分類して整理

• 1)その研究の最終的な目的
• 2)結論・結果を提示する際に使用している主
たるデータ

• 3)結論・結果の記述
• ※本年度は「理論研究」は分析の対象外とする



2. 分析の枠組み
• 研究のタイプ（理論、実証、実践、調査報告）とは
独立に、次を分類して整理

• 1) その研究の最終的な目的
• A. 探索：先行研究はあるものの明確な仮説まで
は導き出せていない事象について深く理解しよう
とする試みのもと研究課題を提示し、事象に対す
る傾向をつかむこと

• B. 検証：先行研究から導き出されたある仮説を
検証すること（cf. 検証型の条件(1)～(3)）



2. 分析の枠組み
• 研究のタイプ（理論、実証、実践、調査報告）とは
独立に、次を分類して整理

• 2)結論・結果を提示する際に使用しているデータ
• 量的: 数値化されたデータ
• 質的: 数値化されないデータ
• 両方を主たるデータとしているミックス型の研
究は「その他」に分類



2. 分析の枠組み
• 研究のタイプ（理論、実証、実践、調査報告）とは
独立に、次を分類して整理

• 3)結論・結果の記述
• A. 探索的：現象の（包括的）記述、構成要
素の概念的定義、構成要素の操作的定義

• B. 検証的：要因の記述・解釈、要因の操作
的定義、研究課題の絞り込み



2. 分析の枠組み



3. 分析の実際
• 3-1. 目的: 例１. 探索

正書法・音韻処理、語嚢・統語処理と英文辞解力の関係:パイロットスタディ

The Relationship between Orthographic and Phonological Processing, Vocabulary and
●

Syntactic Processing, and English Reading Comprehension: A Pilot Study
キーワード:読解力、下位レベル・上位レベル処理、コンポーネントスキル

藤田　賢

FUJITA Ken

l.はじめに

高校生に英文読解を指導していると、読解過程や読みの個人差に気づくことが多い。英語の文字を音声
化することはあまり得意でないにもかかわらず、結果的にはある程度内容把握ができる生徒がいる。一方で、

文字を音声化し語嚢を検索して意味はある程度とれるけれども、文章全体としての内容把握ができない者が
いる。また、同じ生徒が違う教材・テキストによって違った読解過程をたどる場合もある。このように、読みの事

態は非常に複雑なものに思われることがある。
本研究では、読みのコンポーネントスキルモデル、つまりコンポーネントの階層構造からなる読みのモデル
について考察したいと思う。日本人高校生における「正書法・音韻処理」および「語嚢・統語処理」が英文読

解力とどのような関係にあるのか探索的に検討してみたい。このことにより、英文読解力と二層の処理の果た
す役割についての示唆が得られるものと考えられる。ひいては、読みの「コンポーネント階層モデル」による
第二言語読解力の発達と個人差の総合的な研究の端緒となるのではないかと考えている。

2.先行研究の概観出肝究課窟
2. 1.コンポーネントスキル、一般的定義と読解モデル
コンポーネントスキルの定義は研究によってやや異なる点もないわけではないが、おおむね以下のように
まとめられる。 「正書法処理」は、活字から書字情報(綴りに示されている文法的要素、特定の文字の位置的

特徴、文字の並びについての規則性など)を抽出し、これらの知識に基づいて単語を処理する能力である。
「音韻処理」は、書き言葉の処理に音韻情報を利用する能力であり、具体的には音韻認識力(音素に関する

知識)を基礎として、書かれた単語を音素と書記素の対応規則によって音声化しながら処理する能力である。
また、 「正書法処理」と「音韻処理」の技能は総称して読解における「下位レベル処理」と呼ばれているのに対

して、 「語重力」や「統語処理」によって語句や文解析を行いテキストの文字通りの意味を把握していく過程は
「上位レベル処理」と言われている。

Nassaji and Geva(1 999)では、下位レベル処理(正書法・音韻処理など) 、上位レベル処理(語嚢・統語処理
など)が二層となってL2読解力に影響を与える可能性について以下の図1.のようにモデル化している。本研
究では、このモデルに基づき、変数を集約しながら、日本高校生における英文読解とコンポーネントスキルに
ついて探索的に研究したいと思う。
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3. 分析の実際
• 3-1. 目的: 例２. 検証

いる。すなわち音声を知覚しその音声を基に分節化を行い、その一時的に保存された音韻情報から構
音化を行なう認知的負荷のかかる活動とも言い換えられるだろう。またDaneman &
Carpenter(1980: 461)ではリスニングスパンテスト容量の大きい群と小さい群が存在することを指摘
している。そこで本研究ではリスニングスパン容量の測定結果により3群(大、中、小)に分け、シャ
ドーイング群及び統制群(リスニンのを対象にして実験を行なう。

2.研究目的
研究目的は以下の2点を明らかにすることである。
1・シャドーイング群とリスニング群におけるリスニングスパン容量の大きさによる客観リスニング
カの違いはあるか?

2・シャドーイング群及びリスニング群のそれぞれのリスニングスパン(上位、中位、下位)は、客観
リスニングカとどのような関係が見られるのか?

3.調査
3. 1.調査方法
シャドーイング及びリスニング(EG)群とシャドーイングを利用しないリスニング(CG)群とのリ

スニングカ及びリスニングスパンテストを測定する。
3. 2.調査対象　A大学　2年生　94名
2005年4月から7月までの毎週1回90分の授業における英語科目において指導を行った。 2つの
クラスでは、同一教材、同一内容の授業を指導した。以下に示すようにリスニング内容を聴く回数、
時間数は同一である。指導手順は以下に示すとおりである。
リスニング+シャドーイング(EG)群　　　　リスニング(CG)群
1.ビデオ視聴　　　　　　　　　　　　　　1.ビデオ視聴
2・リスニング内容に関わるQ&A　　　　　　2.リスニング内容に関わるQ&A
3.シャドーイング　パラグラフごと　　　　　　3.リスニング　パラグラフごと
4.シャドーイング　全体を通じて　　　　　　　4.リスニング　全体を通じて
3. 3.調査手順
事前テスト

1. CELTFormA(Harris &Palmer, 1986) 2005年4月実施

2・リスニングスパンテスMUshiro&Sakuma, 1999) 2005年4月実施
事後テスト

1. CELTFormA(Harris&Palmer, 1986) 2005年7月実施
実験材料

a. CALI.教室システム: FMV-W600、 -ツドフォンマイク
b・リスニング材料: CELT FormA(Harris & Palmer, 1986)
リスニング大パンテスMUshiro & Sakuma, 1999)
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3. 分析の実際
• 3-2. 結果: 例３. 探索
5.おわりに
本小論の目的は「中学校や高校でもできる英語の発音指導の一例」を提案することであり、 「/ f /だけ

でどこまで行けるか」はそのための簡単な実証研究であった。実験に用いた英文は実験用に作った文
章ではないため、比較できる音や単語はたまたまそこに登場したものに限られている。しかし、前節
の結果を見る限り、 /f/の1音でもそれを英語らしく発音すれば、他の部分にまでかなりの良い影響
が及びそうだということが見て取れる。そうであれば、時間的に大きな制約がある中学校や高等学校
でも英語の発音指導は工夫次第である程度満足できるところまで出来る可能性があると思われる。そ
のためにも、どの音をどのような順番で習得させればその「ある程度満足のいく状態」までいくことが
できるのか、子音をきちんと発音させることによって不要な母音の挿入をなくすことはできるのか、
きちんとした発音ができるようになることによってリスニングカはどの程度アップするか、などにつ
いても今後さらに実証的研究を重ね、発音指導の全体像を示すことが必要であると考えられる。
最後に、本小論で述べた発音練習の方法についてその意義を明らかにしておきたいO'Connor (1980)
によれば、私たちが外国語を聞き取れないのは、母語の音体系に関する知識が障害になっているため
である。つまり英語を聞いても日本語用の耳切削で聞いているため、正しく理解できないのである。
では英語用の耳はどうやって作ったらよいか。ただ漠然と英語を聞くだけではダメで、耳脳)が反応
するような刺激を与えてやらなければならない。そこで役に立つのが、本小論で述べている練習法で
ある。教える側は、個々の英語音の特徴的な部分をかなり誇張した形で学習者に与え、学習者も同様
に特徴を誇張した形で繰り返す。このようにして初めて、日本語の耳では聞かない音を学習者は聞き
始めるのである。興味深いのは、このように摩擦音の発音練習をある程度した後で英語を聞くと、英
語がやたらとうるさく感じられるようになるということである。つまり、それまでは英語の摩擦に耳
が反応していなかったのである。また、この方法で発音練習をした学生がよく「洋画のセリフが少しず
つ聞き取れるようになった」と言ってくるのも、まさに同じ状況を表している。
そして、この練習法の鍵を握っているのは、教える側の英語の発音である。英語らしい発音が学習

者の耳に達する時に初めて学習者はそれを英語として聞き、また自分で発音するときのモデルとする
ことができる。さらに、自分でしっかりと発音した英語は自分自身に対する最高のインプットともな
る。 C】)をただ流しているだけではこのような習得の過程は生じないのである0 7
コミュニケーションの手段としての英語を学ぶ時には、学び方そのものも「コミュニカテイブ」であ

ることが望ましい。教える側も学習者にきちんと伝わる「英語」で話しかけ、学習者も教える側にきち
んと伝わる「英語」で話す。基本的なことのようで意外と見過ごされていることのような気がする。

(富山大学人間発達科学部)
注
1.ことばは一義的には音声であるため、英語を読んで理解しようとするとき、たとえ黙読であって
も脳の中では音声化が行われている(竹内. 2000)。従って、アルファベットを英語らしい音で音声
化できるということが、英語の文章を読み易くし、必然的に意味を理解し易くさせると言える。英
語らしい発音が出来ないと、音声化に対して迷いや癖韓が生じ意味の理解がスムーズに行われない
ということになる。 (上級者は音声化の過程をスキップすることができると言われている。)
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3. 分析の実際
• 3-2. 結果: 例４. 結果

の差は有意であった。さらに、テユーキーの方法による多重比較の結果、隣按するレベル間において
は3,500静レベルと亀崎レベルの間でその差は有意であった。
この結果から、高校1年生対象レベルの英文碗解において未知請推柵がある程度(45割)できるかど
うかの境界レベルは、 4,㈱語レベルであると言えそうである。
これは、山内(1995)の基本形方式で2,㈱融派生形方式換算: 3,2㈱語～4,㈱語)が、既知語が87%

を占める英文において、ある程度未知語を推測するための最低限必要な語嚢レベルであるという結果
に近い。また、本研究では4500語レ<)レの被調査者の未知請推軌テストの平均点が27点中15.87
点と正解率が約59%であったが、島本(1998)の、請負サイズから未知請推測力を予測することはでき
ないとはしながらも、未知語が5%以下の英文において、基本形方式で3,αX)語未満(派生形方式換算:
4800語-6000商)の学習者は、未知請推測テストの正解率が62%であるという結果に近い値になっ
た。

5.患鎗
今回の調査により、先行研究の山内(1995)と同じく、諦衆力が未知語推湘力と強く関連しているこ
とが実証された。また高校1年生レベルの英文中の未知紺においては、 4,000芸融派生形方式)が未
知語推測の境界値になると考えられるが、その4(X氾語レAJレの被調査者であっても4.5割程度の正
答率であった。また、 4,500語蜘レベルの被調査者は6割程度の推漸力であった。
学習指導要額での高校生の習得語轟数は2,7(氾語(派生形方式)とされている。屯∝氾語レベルはそれ
と比べると約1.4-1.5倍の量であり、 4,500語レベルは1.6-L7倍の量である。高等学校卒業レベル
の語衆力であっても高校1年生レベルの英文での未知語の推測が十分可能であるとは言い難いことが
わかった。
したがって、本研究により、高校レベルの英文において、語嚢力の乏しい学習者に未知帯推測によ

る語費習得を奨励することや読解ストラテジーの一つである未知諏推柵を有効に活用したトップダウ
ンリーディングを期待しすぎることは効果的ではないことが示唆された。

最後に、本研究においてご助言をいただいた前田啓朗先生(広島大学)と望月正道先生(麗滞大学)に、紙
面を借り、厚くお礼を申し上げますふ

(招津工業高等専門学校)
引用文献
相滞一美(1997) 「日本人英語学習者のための請負テスト開発」第23回全国英醇教育学会発表原稿
B的E, K (1986). Comprehension strategies ofs耽ond language readers.罰故だ私物勿20,
3, 463-494

Chern, C. (1993). C血se studen由'word-solving由ate由泊in reading in Engli血In Huckin, T.
佃ds.),ぷmd血岬的and ¥蝕め軸血&n血瞥(pp. 67-85). New Je摺ey:曲k鼠

Clarke, M. & S曲erstein, S. (1979). Tbward a realization of psycholinguistic principles in the ESL
read　　鵬. In M血key, B. & Jorda叫R CEds.),触軸血a Second軸(pp. 48-65).
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3. 分析の実際
• 3-3. データ: 例５. 量

(p. 119)と動機づけと到達度(習熟度)との因果関係はわかっていないと主張し
ている。日本に状況に関して、高梨(1990)は、 「日本の学校教育では外国語は
教科としての性格が強く、成績と動機づけが相互に依存しあうと仮定した方が自
然であると思われる」 (p.61)と主張しているが、本研究では、この因果関係を
明らかにしていく。

4.調査
4. 1調査の目的
(1)動機づけが高い生徒のテスト得点が高まっているかどうかを検証する0
(2)成績が高まった生徒と高まらなかった生徒の学習量を検証する。

4. 2　分析対象者
調査対象者は、広島県のある中学校の全生徒462名であったが、調査対象者の
中で、5月と11月の2回のテストとそれぞれのテスト直後に行われたアンケート
のどれか1つでも受けなかった生徒、及び、アンケートに対して不適切な回答を
書いたと思われる生徒を除いた412名(男子229名、女子183名) (表1参照)
を分析対象者とした。

表1:分析対象者
/学年　　　1学年　　　　　　2学年　　　　　　3学年　　　　　　全学年/性別㈱E+れI　* I斗l対l斗t+

男t哀別合計　　73　　57　　77　　~ 67　　79　　59　　229　183
学年別合計　　　　　130　　　　　　　144　　　　　　　138　　　　　　　　412

4. 3　方法
調査の2つの目的を達成するため、本調査では、 5月と11月の2回アンケー
ト調査(資料A参照;橋本,2003)を行った。 2回のアンケート調査は、それぞ
れ定期テストを返却した後に教師が授業内に行い、アンケート実施時間は、約10
分の回答時間であった。分析に関して、各アンケート項目に対して、 「強く思う」
を5点、 「全く思わない」を1点とし、その間をそれぞれ4-2点とし、それぞれ
平均値とSDを示した。なお、分析は、 SPSSIO.OJを用いて行われた。

4. 4　結果と考察
A. A. I　動機づけが高い生徒のテスト得点が高まっているか
まず、全体の到達度の変化を見ると(表2参照)、どの学年の到達度もそれほど
変わっていないことがわかる。
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3. 分析の実際
• 3-3. データ: 例６. 質

本研究の目的は日本人高校生英語学習者が、 L2読解において感じる困難点は何か、また、読解テス
トにおける上位群、下位群で感じる困難点に差はあるか、を明らかにすることである。
Cz)調査対象者
長野県内の高等学校普通科1年生3クラス117名が調査に参加した。高校1年生としては中程度の
英語力を持つ。実施時期は2006年2 -3月である。
(3)読解テスト
英文読解の際にどのような困難を感じるか意識させるため、また読解力により調査対象者を上位群
と下位群に分けるために読解テストを実施した。テスト問題の詳細は以下のとおりである。
①　2005年度実用英語技能検定準2級第1回筆記問題4-A (空所補充問題)および準2級第2回筆
記問題4・A (空所補充問題)から各1題(1題につき解答数が2で合計4)

②　2005年度実用英語技能検定2級第1回筆記問題4-B (英問英答問題)から1題(解答数4)
①、 ②の順に与えた。解答数は合計8である。英文はすべてタイトルのある説明文である。
表1は読解テストの得点(全体と上位群・下位群)の記述統計を示している。読解テストの平均点
(2.58点)を境に、平均点以上を読解力上位群(54名)、平均点以下を下位群(63名)とした。

表1読解テストの得点(全体と上位群・下位群)の記述統計
I 1　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_　　　　　　1 _

全体(N= 117)　　　　上位群Oi= 54)　　　　下位群(d=63)
1-~~~~~lll一..~~~~~~~ー

平均　　　標準偏差　　　平均　　　標準偏差　　　平均　　　標準偏差
tt`t`..一一一tt-

得点　　　　　2.58　　　1.62　　　　4.07　　　　0.89　　　　1.30　　　　0.84
~　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　~~　　　　　　　　　　　　　　　~~-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_　　　　　　　　　　-1　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　-

(4)調査方法と手順
読解テストの解答時間は20分で、調査対象者には英検準2級と2級の過去問題であることを知ら

せ、これらの問題で過去に受験者がいないことを確認した。集中して取り組ませるため、 「分からない
単語や語句には囲み(例固)を、文には下線(例Tarolives inTokyo. )をつけながら取り組ん
で下さい。」と指示を与えた。解答終了後、問題用紙は手元においたまま、直ちに読解における困難点
について自由記述をさせた。 「リーディング問題をやってみての感想を書いて下さい(例　難しかった
ところ、自分のリーディングカについてなど)。」と指示を与えた。調査は通常の授業中に筆者の1名
が行った。自由記述の所要時間は15分であった。
(5)分析方法
筆者2名が別々に自由記述を読み、類似した内容を整理し困難点のカテゴリー化を試みた(例「単

語がわからない」 「知らない単語、初めて見る単語が多かった」などは「単語力が不足している」に)0
その際、困難点に含まれない感想など(例「短いので読む気になった」 「少しでも分かったところがあ
りうれしかった」)は除外した。双方のカテゴリー化が終了した時点で項目の一覧を持ち寄り、各項目
の文言も含め協議の上、最終的に27の項目を決定した。次に、各項目-の自由記述のコード化を筆
者2名が別々に行った。記述の中に複数の項目が含まれる場合はそれぞれの項目に分割して集計した。
例えば、 「単語の意味がわからないので訳せない。」は「単語力が不足している」と「訳せない」の2
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3. 分析の実際
• 研究のタイプ（理論、実証、実践、調査報告）とは
独立に、次を分類して整理

• 本文中の「探る」「検証する」といった言
葉に関係なく内容に基づいて判断

• 本研究は全体のおよその傾向をつかむこと
が目的なので、分類の精度を高めるための
クロスチェック等は行なっていない



4. 分析枠組みの特徴

• どのようなタイプの研究がどのぐらいある
か、全体的な傾向をまとめるのに適している

• 結果の区分（探索か検証か）の線引きが難し
い

• この分類だけでは一部の「問題のある研究」
の問題の所在が浮かび上がらない
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