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概要 

 

たとえどの言語であっても流暢な読み手は、文を読む際、文脈や構文の手がかりから文の多くが予測

可能であるため、各々の単語には集中することはない。しかし、学習者が新しい言語で文を読むこと

が遅くなる理由の 1 つは、次にどんな語が来るのかを予測する能力に欠けているからである。この研

究の目的は、著者が開発した「Scrolling Cloze（スクロール式穴埋めテスト）」（以下、SC とする。）

のソフトウェアを使用して、学習者が多読学習を通じて得たであろう言語予測能力の向上を証明する

ことである。SC は、空白箇所を含む文が画面上に表れ自動的に流れて消えていく仕様である。学習者

は、画面上の単語ボタンのパネルから空白毎に適切な単語を選択していくことが求められる。ある日

本の大学の英語専攻の学生の協力のもと、1年次の初めの 4月と 12 月の計 2回のプリテスト・ポスト

テストの形式で SC の実施を試みた。その結果、学習者の SC 正解数の増加においては、TOEFL スコア

の向上やオンライン学習のような他の勉強法ではなく、年間を通じて読まれた単語数と高い相関があ

ることが明らかになった。しかし、各年度全体での多読学習において読まれた単語数と読書速度の向

上には、直接的な関係はないように思われる。 

 

序論 

 

多読学習法には、少なくとも一部の学習者にとって効果的な学習方法であることを示す多くの先行研

究がある。これら先行研究のリストは、Nation & Waring（2019:101）を参照すること。 

 

Extensive Reading Foundation のウェブサイトには、多読学習法（以下、ER とする。）による成果が

リスト化されており、以下の各項目について、1つ以上の研究成果が挙げられている。 

1）ER は読解力、読む速度、理解力を高める 

2）ER は語彙力を高める 

3）ER は文法知識を増やす 

4）ER はリスニング力とスピーキング力を上達させる 
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5）ER は TOEIC のような語学力テストの点数上昇と相関している 

6）ER は学習者の読書の楽しさを向上させる 

一方で、上記の成果に関連してはいるものの、これまで言及されていないある 1 つの能力がある。そ

れは、後続語予測能力である。本来、読み手が次に何が来るかを予測できるほど、各単語に注意を払

う必要は少なくなるはずである。実際、読み手は文脈から予測した単語は読み飛ばしていて、これが

優れた読み手がより速く読むことができる理由の 1つである。 

 

以下に頻出パズル形式で実際の模擬問題を挙げる。i 

 

次の文章を最初から最後まで一度だけ素早く読み、出てきた「f」の数を数えよ。 

 

 

 

英語を母語とする話者や英語に精通している話者は、「f」の数は 3 つしか数えることはないが、読む

ことが遅い読み手は、計 3回出てくる「of」という単語にある「f」を含めて全て数えることができる。

これは、前置詞が前の構文から予測可能であることから起こる。 

 

別の議論では、校正の訓練を受けていない限り、英語を母語とする話者はその単語が何であるかを想

定するため、間違いを見逃すことが非常に多いのである。このことから、校正者は読む速度を落とし、

見逃してしまう可能性のある単語に注意を払うことができるよう、テキストを逆から読む、紙を上下

逆にする、定規を使用するといった正確な校正のための推奨される方略がある。 

 

目の動きの追跡を使用した研究 

 

母語話者による目の動きを追跡した調査では、「機能語は約 35％の時間で目に留まる一方で、内容語

は約 85％の時間で目に留まる」ということである（引用元：Barrett & Søgaard（2015）に記載の Rayner 

and Duffy,1988 より）。 

 

母語以外を学習する話者（非母語話者）にとって、イディオムや熟語は認識しづらく、通常と同じ速

度で読んでしまう一方で、母語話者は熟語をより速く理解し読み進める。Siyanova-Chanturiaら（2011）

によると、「母語話者の結果とは正反対に、非母語話者の調査結果では、イディオムを新しい語の連な

りと同様の速度で処理していることを示唆している。さらに、比喩的な語法は文字通りの語法よりも

時間をかけて処理される。重要なことは、認識箇所の分析は、比喩的な意味を処理する際に非母語の

処理が遅くなる場所の特定を可能にした。（P.251）」ということである。 

 

Itoh（2016）は、多様な種類の穴埋めテストの脳波測定を使用した研究で、「L1 話者は単語形式情報を
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予測するが、L2 話者は予測しない（P.ii）」ことを発見した。当該論文では断定的に単語形式情報を予

測しないと言及しているが、L2 話者が熟練しているほど、母語話者の標準に近いというのは事実であ

ると考える。 

 

研究計画 

 

この調査の前提は、15 週×2 学期の間に学習者が多読学習の課題で読んだ単語数が学習者の読む能力

に反映されることにより、文の次の内容を予測するという後続語予測能力が向上するかどうかという

ことである。 

 

主な仮説は次のとおりである。 

 

1. SC を使った活動は、学習者の「次に何が来るか」を予測する能力を測定できるか？ 

2. 学習者が 1年間に行う多読学習の量と、「次に何が来るか」を予測する能力の向上との間には

関係があるか？ 

 

一般的な穴埋めテストを利用することで学習者の予測能力を測定できるが、筆者は学習者の読書中に

より速くかつ正確に問題に取り組む力の方に興味があった。紙ベースでの穴埋めテストでは、各項目

について熟考する時間があり、空白の前後の多くの内容から単語を予測することができる。そこで、

筆者は学習者が限られた時間で解答する SC テストを選択した。正解数は、その年に学習者が読んだ単

語数と相関する。言語能力と実践に関連する他の要因も可能な範囲で検討した（成績や授業態度、授

業外での自主的な英語使用の量、およびその他の英語能力の向上の要因を含めることはできなかった）。 

 

読んだ総単語数は、以前に筆者が開発したプログラムである MReader で計測した単語数から取得する。

MReader（http://mreader.org）では、学習者が読んだ 1冊の本毎に作成された膨大なクイズからラン

ダムに出題される 10 問のクイズを受験することができる。学習者は教員と同様に、読書の進捗状況を

確認することができる。単語数は学習者が実際に読んだと主張している本の単語数を前提としている

が、多少の不正行為もあるため、その単語数が完全に正確とは言えない。 

 

手法の仕様と開発 

 

基本的な考え方としては、限られた時間の中で学習者に空欄を埋めさせるということである。これを

達成するために、以下の 2つの手法が考えられた。1）学習者に静止している画面で空欄を埋める問題

を見せるが、素早く解答するように要求するタイマーを表示する。または、2）画面上で空欄を埋める

問題が右から左へ流れるように動き、最終的には見えなくなる、所謂、テレビ画面の下方でスクロー

ルするデジタルニュースのようなものである（「マーキー形式」と呼ぶ）。 

 

文の長さや穴埋め問題の数に関係なく各単語を同じ時間だけ表示できることから、筆者はマーキー形
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式を選択した。 

 

入力速度や間違えた綴りを修正させるか否かといったことは本研究とは無関係であるため、筆者は学

習者に解答を入力させることは検討しなかった。そこで、受験者が解答をクリックするだけで済むよ

うに、一連の選択肢を画面に表示することとした。 

 

次に、それぞれの穴埋め箇所に間違いやすい選択肢を別で作成するという手段も考慮したが、そのた

めには開発と改良に大幅な時間がかかる。そこで、もう 1 つの手法として、一部の選択肢が明らかに

（母語話者にとって）奇異な場合であっても、それぞれの穴埋め箇所に当てはまる正しい選択肢だけ

を表示するという方法を考えた。実際の画面は図 1 のように表示される。一連の選択肢のボタンは 5

色に分けて、それぞれの色の穴埋め箇所と色が合致するように設計した。 

 

 

図 1－サンプル文の選択肢表示方法 

 

問題文と穴埋め箇所の選出方法 

 

穴埋めの単語を決めるために、筆者は単語の品詞や適切な単語数について厳密な制約を設けていない。 

それに代わり、筆者は作成した選択肢で試験的に実験を行うことにより、英語能力に関する各個人の

情報とよく相関する単語の選択肢を提供することを希望した。また、教員としての視点から、文脈ま

たは前の動詞に続く特定の前置詞など文法上の条件により、学習者が予測できると想定する単語を選

択するよう試みた。簡単に予測できてしまう、或いは予測が難しすぎると思われる単語は排除し、ま

た、英語能力との相関が低い単語を削除し、代わりに類似語を使用するなど選択肢の調整を行った。

より多くの実験を行えれば問題文と穴埋め箇所の改善ができた可能性はあるが、学習者に試験的な協

力を依頼できる回数には時間的に制限があった。 

 

筆者は、Cengage 出版の許可を得て、Page Turners シリーズの多数の本の一節から文を抽出した。当

初は 7 つの文を試したが、最良の結果が得られると思われる 4 文に絞った。学習者が試験版を試す機

会がそれほど多くなかったこと、そして穴埋めとして効果的な単語を決定するためにはより多くの有

益なデータを必要としたため、試験版は 1年間に渡り提供した。実際に実験を行った最初の 2年間で、

選択肢の弱点とあわせて問題とする文の改善点など管理手順の見直し箇所をも発見することができた。 

 

上記の本から抽出した文に加え、課題の最後の 2 つの文は、ブリガムヤング大学の現代アメリカ英語

コーパスから抜粋した 4 語の NGRAM コロケーションから作成した。また、空欄箇所として選ばれた単

語を見極め、問題文として適切であると思われる 10 個の文を持つ 2セットを選定した。英語コロケー

ションの知識は一般的な言語能力と非常に相関するであろうという仮定の下で、これらを追加した
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（Namvar,2012,P.41）。 

 

実際に使用した文は付録に記載する。 

 

ソフトウェアの画面 

 

図 2〜5は、実際の SC のそれぞれの段階におけるスクリーンショットである。 

 

 
 図 2 ‒ ログイン画面 図 3 ‒ 説明画面 
 

 
図 4 ‒ 問題画⾯（同じ緑⾊の背景である“?”の箇所に当てはまる単語を⼊れる） 

 

 
図 5 ‒ 正答の「hair」と不正解の際の正答「very」を表⽰している画⾯ 

 
実験方法 

実際の「Scrolling Cloze Test（SCT）」が開発された後、京都産業大学外国語学部英語学科の 4クラ

スの学生が 4月と 12 月に同じ内容のテストを 2度受けた。筆者は、学習者が一度テストを受験してか

らその内容を忘却するために必要な時間は 6 か月で十分であると考えたため、代わりとなる同程度の
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テストを 2つ用意するという方法は検討していなかった。 

 

受験者は、「情報」の授業の中でテストを受けた。この授業はそれぞれ異なる教員がいる 4つのクラス

があり、全学習者が同じシラバスと教材を使用していた。正解数は、4月から 12 月までの期間に学習

者が行った多読学習の量と相関することを想定していた。以下で報告する内容は、実際には 2018 年度

のみの結果である。2016 年度および 2017 年度にも実施したが、選択する穴埋め単語の信頼性に問題

があり、期間中の追加試験が必要になったことから SCT の成果としての結果を得ることができなかっ

た。2018 年度の結果においても、4 クラスのうち 2 クラスが期間中に SCT へのアクセスができてしま

うというトラブルにより当該データは削除を余儀なくされ、最終的な有効受験者数は 48 名となった。 

 

学習者の SCT 実施方法 

 

筆者は 4 つの「情報」の授業開始直前に授業場所である情報処理教室に出向いた。授業の担当教員に

紹介されたのち、当該テストについての説明文を紙面にて配付し、学習者に研究への参加同意の署名

を依頼した（4月時のみ実施）。その後、それぞれの学習者が自身のコンピュータで SCT の例題（例文

の最後に「Have fun!」と表示される文章）を練習した。全員への説明が終了したのちに、学生証番号

とアクセスコードの入力を行い、同様の「Have fun!」と最後に表示される例題から解答を始めた。

(https://www.langconcepts.com/sc5/mp4/HaveFun2.mp4)。学習者がもう一度練習が必要だと感じた場

合に備え、再度練習問題を繰り返すことができるようリンクを準備した。そして、最終的に学習者は

実際の SC を受験した。画面の右上には、文章毎に正解率が確認できるようにしたが、データを分割す

る目的のため、単にテスト全体（練習問題を除く）での正解数を使用した。学習者が受験している間、

筆者は教室内を見回り、サイトへのアクセス方法やログインに問題があった学習者の支援を行った。 

 

結果 

 

主要データ 

1. 4 月と 12 月の SC テストの正解数を使用する。データ上は「SC_Corr_Apr」と「SC_Corr_Dec」と

表記される。「SC_Corr-Improve」はスコアの差異を指している。 

2. TOEFL のリスニング、文法、リーディングの 3種類の結果を使用する。 

学部の方針により、学習者は 4月に標準の ITP（Institutional Testing Program）と同等に設

定された短い「Pre-TOEFL」を受講する。この試験は項目毎の最高点が 67 点ではなく 50 点にな

っている。よって、合計点は 667 点ではなく 500 点になる。4月受験時に学習者が「満点」にな

ることはないため、テスト時間および費用の観点からこの短いテストは適切であると考えられ

ている。公式の TOEFL は、学年の終わりに向けて、12 月に実施される。 

3.学習者が読んだ総単語数は MReader のクイズシステムに記録されており、学習者が年間で読ん

だ単語数を確認するために使用する。 

 

追加データ 
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4. 読解速度テスト：全学習者は、学内で開発され長年に渡り継続的に使用されている読解速度テ

ストを受ける。学習者は一斉に大教室でそのテストを受験し、前のスクリーンに表示されている

時間を書き留め、読解問題に答える。 

5. Word Engine：データでは WE-Correct と示される。オンラインの語彙学習プログラムであり、

学習者は毎週 150 個の単語に正解する必要がある。 

6. English Central：学習者が動画を視聴し、選択した内容から熟語や語彙を繰り返し学習する。

その後、続けて 20 分間の「GoLive」オンラインディスカッションを行うことができる。データ

の中では、以下の 3つのレベルで示す。 

a．VW：学習者が視聴した動画の総再生回数 

b．TR：動画での指示において、学習者が何度そのセリフを録音したかを記録した回数。これ

は、学習者の話すことへの意欲を測る。 

C．GL：学習者が視聴した動画について教師とディスカッションするためにオンラインに接続 

した回数。 

 

考察 

 

仮説 1.SC を使った活動は、学習者の「次に何が来るか」を予測する能力を測定できるか？ 

 

筆者の仮説では、SC を通して学習者の穴埋め単語を予測する能力は、限られた文脈から次に何が来る

かを予測する能力を測定できるということであった。これが事実であるということは、下記の表 1 の

TOEFL の各スコアと当初の SC のスコアの間に、非常に大きな相関があることから示される。これらの

データから、SC は確実に言語能力に関係する力を測定すると想定できた。学期末までに読んだ総単語

数との間には、負の相関があることにも注意しておきたい。学習者個人の言語能力と読めた読書の量

の間に直接的な相関関係がある場合、筆者は学習者の SC の成績に少しは相関関係があることを期待し

たが、どれも相関はなかった（全体の相関関係データは付録 Bに示す）。 

 

表 1.4 月の SC 結果と 4月の TOEFL スコアとの相関関係 
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仮説 2.学習者が 1年間に行う多読学習の量と、「次に何が来るか」を予測する能力の向上との間には

関係があるか？ 

 

表 2に示す通り、学習者が 1年間を通して読んだ総単語数と、SC テストの点数改善との間には、非

常に重要な相関があることがわかる。学習者生活の中には、他にも相関関係の割合と関連する要因が

あることから、「高い」相関関係を期待することはできない。しかし、TOEFL の「リスニング力の改

善」を除いて、他の変数とも相関関係がないことは明らかである。「次に何が来るか」を予測できる

ということは、リスニング力の向上においてより効果的なスキルである。 

表 2.当初の TOEFL スコアおよび 12 月の SC 結果と多読の総単語数との相関関係 
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その他の変数との関係 

 

表 3のデータより、「SC_Corr-Improve」と相関関係があるものは 1つしか見当たらない。それは、変

数「GL」とのやや強い相関、つまり、学習者が教員と 20 分のディスカッションに何回接続したかを

示す能力と相関があるということである。 

 

表 3.他の変数との相関関係 

 

 

 

主成分分析 

 

主成分分析は、変数間の相関性を利用し、測定対象の共通性の程度を確認することである。高い値の

変数は、同じ「構成要素」としてみなされる。表 4に示すように、ある変数は複数の構成要素に取り

込まれる可能性がある。そこで筆者は共通する内容に基づいて各構成要素に名前を割り当てた。 

 

分析から、以下の知見を得ることができる。 
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能力：「TOEFL_R_Dec（12 月の TOEFL の読む力）」を除く TOEFL のすべての因子および 4月と 12 月の

SC もこの因子に負荷をかけている。 

学習：全因子は、実際のオンライン学習の活動の測定値であり、学習者の成績ではなく主な活動量で

ある。 

ER：SC 正解の数の改善と多読学習の量の 2つの要素だけが大きな負荷を得た。4月の「SC-

Corr_Apr」には負の負荷があった。 

文法：TOEFL では単なる言語能力とは別の知識を測定していることから、文法要素は同じ要素として

取り込まれている。 

改善：TOEFL のリスニングとリーディングの改善、および 12 月のリーディングスコアに見られるが

まだ理由の解明には至っていない。 

 

表 4.主成分分析 

 

 

読む速度と研究中の変数との関係 

 

英語学科では、1年次初めに厳しく監視された環境下で学習者の読解速度テストを実施し、その後、

1年次と 2年次の期末にも 2回実施している。2017 年および 2018 年の入学者（N-163）のデータは、

平均して 1分間に 41 語の改善を示しており、そのデータは 12 月の TOEFL スコアと高い相関がある

（p <.001）。しかし、SC 調査に参加した 2018 年度の 44 名の学習者による結果では、研究中のどの

要因とも重要な相関は見えない。そのため、筆者は TOEFL で測定される言語能力の向上と SC には関

係がないと結論づけた。読解速度自体の改善はしないものの、読んだ内容を理解する能力は向上した

と予測できる。 
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Scrolling Cloze の付加価値 

 

この研究の目的とは直接の関係はないが、Scrolling Cloze 用に他の 2つのアプリを開発し、積極的

に使用している（Robb,2018）。 

 

読書練習用としての利用 

インターフェースは、教員が自分で文を入力し、学習者へ提供できるように設計している。 

1）リーディング力測定テストとして 

http：//xreading.com のリーディング用ソフトウェアを使用する前に、教員は SC アプリを学習

者の測定テストとして使用できる。 

 

議論と研究の限界について 

 

本研究は、1大学で英語専攻の学習者のみを対象に実施した。他の多くの国と同様に日本では、学習

者の平均語学レベルは、入学する大学のレベルを大いに反映している。そのため、この研究を別の機

関や学習意欲の高い学習者或いは低い学習者間で行った場合、異なる結果となる可能性がある。さら

に、学習者が多読学習でより多くの本を読んだ場合、より明確な結果が得られる可能性もある。 

 

Scrolling Cloze での活動は、一見うまく機能しているように見えるが、多くの努力と学習者の力が

必要である。このため、学習者が一度の機会で試行できる穴埋めテストの文の数を制限している。学

習者が疲弊するにつれ、解答の質も低下する。この研究期間の始めと終わりの両方で 2回のテストを

実施できていれば、より多くのデータを取得できたが、そのためには本研究で可能であった数よりも

多くの学習者の協力が必要であった。 

 

結論 

 

収集できたデータは限られていたにも関わらず、多読学習が文の予測能力を促進していることは事実

として明らかである。この研究にて使用されたソフトウェアは、他の教育環境での更なる調査におい

ても利用可能である。 
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付録 A 

 

以下は SC テストに使用される文である。「/」から始まる単語が穴埋めとなっている選択肢である。

ソフトウェアは、これらの単語を抜粋して単語ボタンに表示し、代わりにスクロール文の中では

「？」を表示する仕様となっている。 

 

Practice 
 
Read the introduction at the bottom and then click "Start". Then click /on the missing /words . 
You can see all /of the /words in the colored buttons. The /words move quickly, /so you have 
to /work fast. Have /fun ! 
 
Soccer Crazy – Level 1 
 
Estela Ramos is running hard down the soccer field. She’s tall and very /pretty , with long /dark 
hair . She can /run very fast. Her friend, Katy, is running /down the right side of /the field. She 
has the ball /at her feet. Katy’s a young woman with blonde hair and /a big smile. 
 
Kitchen Love – Level 3 
 
"More cups, Janine!" shouted Gayle King. Not again, thought Janine Cole. It was near the end 
/of a busy lunchtime /in the college cafeteria, and Janine felt very tired. Janine's manager, Gayle, 
made her /tired -- she was always shouting at /her . Janine walked to /the table /near the window. 
As she walked across the room she looked /at the clock /on the wall. Two-thirty. It was almost 
/time to pick up Amber, her little three-year-old daughter, from the babysitter's house. It cost 
money, but it was the only /way that Janine could /work. 
 
The Lift – Level 3 
 
The problem with shopping, thinks Catherine, /while standing in Seattle's most expensive 
department store, is it costs /too much money. She didn't even /want to leave the house /this 
weekend. It was the middle of the semester, and she didn't have much money /left. She was just 
/going to stay home and do some homework. That was before /her best friend Hilary /called 
her up and said, "Hey, Catherine, there's a sale on /at Linden's". So here she is /at Linden's, on 
Saturday afternoon, a new top in /her bag, wanting to get home before /she buys anything /else. 
Her friend Hilary isn't ready /to leave. She's holding up two swimsuits--one blue, /one red — 
and saying "Catherine, I just can't decide." 
 
NGRAM Set 1 
These are not a story! Choose the word that you think of first for each of these 10 phrases. 
Ready?. . . . 
1. At the end of the /day . . . .  
2. Thank you very much /for the flowers! 
3. It's at the top of /the list.  
4. It has nothing to do /with him.  
5. You don't /have to go.  
6. I don't /think that he likes it.  
7. It's on the /other side of the city.  
8. And now, for the first time /in history. 
9. I don't know if he /wants to go. 
10. It happened at the turn of the /century. 
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NGRAM Set 2 
These are not a story, either! Choose the word that you think of first. Ready?. . . . 
1. If you don't /want to, that's okay.  
2. One of the /things that I remember is... 
3. I don't know /about that at all  
4. Tomorrow is going to /be a beautiful day. 
5. I think it's the right thing to /do. 
6. Yes, but at the same /time of the day... 
7. Sorry, I don't want to /go shopping now.  
8. And it turned out to be a lot /of fun. 
9. I know a lot of people /who don't like coffee. 
10. In my opinion, I don't /think it's a good idea. 
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付録 B 

 

データを分かりやすくするために、完全な相関行列は以下の 3つに分割する。 
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付録 C 

 

 

i
インターネットで「Count how F’s」と検索すると、多くの種類の問題を確認できる。 

 


