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1.研究の背景

外国語教育の歴史を通 じて､聴解は言語の4技能の中で最 も研究が遅れているoその主

たる理由は､聴解力が他の技能の開発に付随して獲得されるものと考えられがちだからで

あろうoオーラル ･アプローチ以降の外国語教授理論の中には TotalPhysICalResponse

などのように聴解に重点を置く理論 もあるが､日本語教育の世界では､様々な教材の開発

や教授法の改善が試みられてはいるものの､未だ十分とは言えない｡勿論､聴解力は他の

技能と密接に関わるものであるが､特に読解力との比較において､聴解特有の困難点があ

ることは明らかである｡

1970年代からヨ-ロッパで開発されたコミュこカティプ ･アプローチでは､語や文の単

位を正確に聞き取るより､文のまとまりであるディスコースを単位として理解することが

重視されている｡このような能力の育成は､中 ･上級段階において特に必要性が増すと考

えられる｡特に､講義やニュースなどのような独話では､対話の場合と異なり､聞き返す

ことにより随時不明な点を確認するなど聞き手側で調整ができないため､聴解の条件 とし

てはより困難である｡聴解では､読解のように自分のペースで読み進めたり､読み返 しに

あたる行為ができないため､これから開く内容について様々な手掛かりをもとに予測 した

り､聞き落としを推測により補ったりする能力がとりわけ必要とされる｡語や文単位の正

確な聞き取 りに固執するだけでなく､聴墜 (1lStenlngCODprehenslOn)という語が示す

とおり､ディスコース又はテキス ト全体の内容を ｢聞いて理解する｣力が育成されなけれ

ばならない｡

聴解とは､ ｢聞き手が自分の既有の知識を用いて能動的に話 し手のメッセージを再構築

する過程｣と定義できる｡特に中級段階以降の指導においては､個々の音の認知だけでな

く､文全体､テキス ト全体を理解できるような訓練が必要である｡その際､聞き手に予め

テキス トに関する既有知識を十分に活性化させ､これから聞くものに対する予測力を高め

させることが効果的であると思われるoO'Xalley他 (1989)の実験によると､聴解を効率

良 く行 う者 (effectivelistener)は､そうでない者と比べ､より多くの､且つよりよく

組織された既有知識を持っており､その知識を新たに聞き取 った情報と効果的に関係付け､

聞き落としを補い､語や文よりも大きい単位で言語処理を行 っている｡その際には トップ ･

ダウン処理が主体であり､その処理で理解が滞る時のみボ トム ･アップ処理に依存すると

いう｡0'xalley他は､inders｡n(1983､1985)の言語理解過程の研究に基づき聴解の過程

を以下の3段階に大別 している｡

1)perceptualprocessing(知覚処理の過程)

音の流れが記号解読され､語の単位などが認識される

2)parsing(言語分析の過程)

語の表象が意味の表象に変わる
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3)ut･Ll.TLZatil)TT.(活用の過度)

新情報が既存の知識に関係付けられ､新知識構造が生まれる

effetJt皇ye旦皇SteT!･eTであるか否かは､3番目の段階の処理と密度にかかわっているようで

あるoAndersoTiによると､この3つの過程は基本的に時間軸に沿って順番に進むものであ

るが､後の段階の処理結果次第では前の段階に戻り､処理に修正が加えられることもある

と言うO聴解に先立ちテキスト全体の理解に役立っ知識を与え､既有知識を活性化させる

ことは､聴解に当たって語や文型の知識の不足を補い､聞き漕とし部分の推測にも有効で

あると考えられるo

以上の先行研究に基づき､本研究では､テキス ト全体の理解に役立っ背景的知識を与え

ることが聴解の促進に及ぼす効果を明らかにすることを試みた,,

2'研究の目的

本研究では､外国語としての日本語の聴解学習において､テキス ト全体を理解するため

の背景的知識の超示が聴解に及ぼす効果を明らかにすることを目的とした､コンビェ-夕

を用いた聴解教材の開発を行い､実験を行ったo実験の員的と仮説は以下のとおりであるO

員的 ‥Ei本語の聴解学習において､聴解の轟音段階で行なうコンビェ-･夕を用いた

背景的知識の学習の有無とその種類の相違が聴解に及ぼす効果を明らかに

すること｡

仮説 :テキス トの言語的知識の学習の後､テキス トに関する背景的知識を与える

ことは､テキス トの言語的知識の学習のみよりも学習者の聴解力を高めるG

l3_研究の方法

3ーi.被験者

実敦は中級 レベルの学習者45名を対象に実施 したO通常のクラスにおける聴解の成頴に

基づき､被験者を聴解能力がほぼ等 しいと思われる3人ずつの姐にまとめ､その3人を3

グループにランダムに振り分けたOさらに各グル-プに次の3つの処遇をランダムに割り

当てて実験を行ったOその結果､各群は15名ずつだったO

実験群Å:言語的知識､及びテキス ト内容に関する背景的知識追示群

実験群B:言語的知識､及びテキス ト構造に関する背景的知識提示群

統制群C二言語的知識提示群

3.2.実験材料

実験に用いた音声素材は1991年9月4日午前7時からNIIXのF甘ラジオニュースで放送された､

ごみ問題に関するニュースである｡教材として用いるに当たり､中級段階の学習者にとっ

て難解すぎると思われる語を平易に言い換えたり､記憶に負担がかかり過ぎると思われる

数字の情報を削減するなど､多少の修正を施 した｡

3.3.実験の手続き

実験は､まず各群の被験者の聴解力に関する等質性を調べるために事前テス トを行い､
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次に､実敦材料に関するコンピュータ学習 (CAI)を行ったoその後､本テス トにより

CAIが実験材料の聴解に及ぼす効果を調べた｡

3群それぞれに対する実験の手続きは図1に示す通りである‖いずれのプログラムでも､

まず言語的知識 (語嚢と構文)に関する学習が行われ､その後､実験群Aではテキス トの

内容に関する背景的知識を与える教材が握示され､実験群Bではテキス トの構造に関する

背景的知識を与える教材が提示された｡

図1 実験の手続き

3.4.実験器具

パーソナル ･コンピューター NECPC1980iES(CAI)

カセットテープレコーダー (事前テスト､本テス ト)

4.研究の結果

4.1テス トの妥当性と信頼性

まず事前テス トについてであるが､テス ト12間のうち通過率が85%以上であった2項 目を

分析対象から外 し､その後残り10間の弁別力を調べるためにカイ二乗検定により項 目分析

を行った｡その結果､2問が0.1%水準､2間が2%水準､1間が5%水準で有意であることが認めら

れ､また､有意傾向を示す項目が4間あった｡弁別力に疑問の残る項目が1間あったが､通過

率は安当であったので､そのまま分析対象に含めることとした｡さらに､項目間の一致度を

調べるために､ク-ダー ･リチャー ドソン20の公式により信頼度係数を求めたところ､0.56

という結果を得たOこの数字から､事前テス トの信頼性には多少疑問が残ると考えられ､

信頼度係数を高めるためには問題数を増やす必要があった｡

本テス トの12間についても同様の検証を行ったoまず通過率が85%以上､15%以下の数値

を示 した2項目を分析対象から外 し､残りの10項目についてカイ二乗検定を行った｡その結

果､1間が0.1%水準､6間が1%水準､1問が10%水準で弁別力があることが分かった｡弁別力に
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疑問の残る項目が2間あったが､通過率は妥当な数値を示しているためそのまま分析対象に

含めた｡また､宿願度係数はやはり臥56で､本テス トの信顧性にも多少の疑問がある｡

4.2各群の等質性の検定

実験群A､実験群B､統制群Cの事前テス トの平均値と標準偏差を求め､分散分析を行

ったOその結果､3群の平均値間に有意差は見られなかったOよって､3群はほぼ等質で
A,･7L二二b乙_=>JJ..1
の一3こ.-弓ノLり4LJbo

4.3処遇による学習効果の差の検定

実験群A､実験群B､統制撃･=､及び実験群 (AI自)の本テス トの平均鱒と標準偏差

を調べ,.その結果に基づいて仮説の倹証を行ったo

テキス トに関する背景的知識の提示の効果を調べるために､実験群 と統制群の平均値の

差の検定を行ったoその窟果､実験群と統制群の平均値間に有意な差は認められなかったO

従って､仮説は支持されず､テキス トの背景的知識の速示による学習効果を認めることは

できなかったO

背景的知識の嶺類の違いが学習効果に影響を与えたかどうかを調べるために､実験群A

と実験群 Bの平均値の差の検定 も行ったが､平均値間に有意差は検証できず､背景的知識

の篠類の違いによる学習効果の差を認めることはで轟なかった17

表i実餌場据嘩粕の差の舵

｢ー ㌻ 1 纏綿 ぎ平服 !麟駐 ; L

書実験群(A-+B) 30 5,33i2,02 巾十?u
iL統制群 C !い うi ～室5淵i 2.36蔓 ㌧E(its.)i1

蓑2麹雛と実鮮Bの平均値の差の舵

訂這1忘 ｢ lL ;

{3圧 96暑13二嘉｢

5｡研究の考察

この実験の結果では､背景的知識の有無とその種類の違いによる学習効果について､統

計的に有意味な差は検出できなかった｡以下､アンケー トとCAIの学習記録の結果も踏

まえ､実験結果の考察と今後の課題について述べる｡

5.i言語的知識 (語嚢と構文)の学習について

まず難易について､語愛､構文ともに rちょうどよい｣が半数以上を占め､易しく感 じ

た被厳暑と合わせると､語愛82.2鳥､構文91.1%と大多数であった｡学習履歴を見る限り､

ほとんどの被験者が誤答 した語も効率良く覚えてクリアしていたが､回答方法が選択式で

あったため､選択肢をその都度ランダムな順番で撞示する工夫をしたにも拘わらず､比較

的容易であったという問題点があったようだ∩

説明については､語愛が95.6%､構文が93.3%が ｢役に立 った｣との評価を得た｡また､

数については､語糞､構文とも ｢ちょうどよい｣が80.0%を占めたoLかし､この学習が

聴解促進に役立ったかどうかについては､語尭71.1%､構文48.9%と数値が落ちたOこのこ
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とから､今回のCAlで新たに覚えた語に関しては､聴解に当たって学習効果が十分発揮

されるには至らなかったようである｡言語的知識に基づくボ トムアップ処理が自動化 され

るために､堤示法や回答方式に再検討が必要かも知れない｡

5.2背景的知識の学習について

アンケー ト結果によると､2つの実験群で共に半数以上がこの学習が聴解力の促進に役

立ったと回答 した｡しかし､同時にこの学習が効果を発揮するには本テス トが難 しすぎた

との回答も多く見られた｡背景的知識の学習に関する反省点としては､学習時間の短さが

ある｡この部分の想定学習時問は10分から15分程度であったが､実際には全員が10分未満

で学習を終了していた｡コンピュータでの学習時間には限界があるが､それを考慮 した上

で､もう少 し時間をかけた学習を設計するべきかもしれない｡また､ここで与えた背景的

知識が聴解に当たってどう活用されたかについて､今後詳しく調べてみたい｡

5.3聴解力テス トについて

今回は予備実験を行 うことができなかったため､実験で用いた測定用具､すなわち聴解

力テス トについて､妥当性や信頼性を予め吟味することができなかった｡結果として､精

密さに疑問が残る今回の測定用具では､処遇による学習効果を検出することができなかっ

た｡今後聴解力の測定方法について注意深 く検証を重ねる必要があろうO

今回のテス トの形式として､実際にニュースを視聴するときに近い状況を意図的に設定

し､反復や速度に関する特別な操作は加えなかったが､やや無理があったようである｡ア

ンケー ト結果によると､本テス トのテキス トを難しいと答えた被験者は84.4%を占めた｡学

生は､ ｢何度 も繰 り返 し聞きたい｣(84.4%)､ ｢スクリプトを見たい｣(73.3%)､ ｢ゆっく

り聞きたい｣(55.6%)との希望を出していた｡実験の条件を吟味した上で､今後の参考 とし

たい｡

5.4CAIプログラム全般について

アンケー トの,%異によると､どの群の被験者もCAIプログラムをほぼ肯定的な評価を

していた｡80.0%の被験者がCAI学習を ｢さらに続けたい｣と回答 した｡しかし､C群に

｢一方的である｣､ ｢あきる｣に対 して同意した被験者がやや多かったOこれはC群のプ

ログラムが言語的知識に関するやや単調な ドリルのみであったことを考えると納得できる｡

また､B群に ｢いらいらする｣､ ｢疲れる｣に対 して賛成の意を評 した被験者がやや多い

ことも観察できたoB群のプログラムが特に精神的疲労を与えるものであったのか､或い

は集中力の欠如などのためにCA Iに適応が困難な被験者がB群に集まってしまったとい

うことも考えられるが､本当のところは明らかでない｡

学習時間に関して､全体で73.3%が ｢ちょうど良かった｣と評価 していたOコンピュータ

で長時間学習させることは困難であり､その意味では30分前後という今回の学習時間の設

定は適切だったと言える｡ しかし､どんな種類の学習であっても､短時間で達成 されるこ

とは期待できないO今回の実験は､時間的制約から一人あたり一回のみ行われたが､学習

内容を考えると､襟数回に分けて学習を行い､確実に学習が定着するようなコースウェア

になるよう改良が必要であろう｡
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今後は､以上錯反省点を茎にし,ホリー1ツトC… 一個筋ナ白州し乃i/^TムJar閑雅L,I

その有効性を実証していきたいO
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