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研究成果の概要（和文）：本研究では，日本人英語学習者が英文読解中に理解の一貫性の破綻 (coherence 
breaks) に気づき，それを修復することができるのかを検証した。大学生を対象として眼球運動測定法および筆
記再生法による実証実験を行った結果，局所的な一貫性の破綻は読解中に検知することができるが，大局的な一
貫性の破綻の検知には困難が伴うことが明らかになった。さらに，読解前に与える指示や読解後のタスクが一貫
性の破綻の検知に影響する可能性が示された。また，一貫性の破綻の修復には，一度理解した情報を心内で書き
換えるプロセスが関わっていることが示唆された。

研究成果の概要（英文）：This study examined whether Japanese learners of English can detect 
coherence breaks (i.e., inconsistencies) during reading and how they resolve the inconsistencies. We
 conducted experiments using eye-tracking and a written recall task. The results suggest that 
learners can detect local inconsistencies during reading, whereas it is more difficult for learners 
to detect global inconsistencies. Furthermore, it was found that pre-reading instructions and 
post-reading tasks may affect learners’ inconsistency detection. In the post-reading task, some 
readers substituted the textual information involving inconsistencies with more suitable (i.e., 
neutral) information. This suggests that the strategies for repairing text coherence breaks include 
the mental process of revising textual information. 

研究分野： 人文学
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１．研究開始当初の背景 
グローバル化が進む現代社会では，英語で

発信された情報を適切に読みとり活用でき
る学習者の育成が求められている。しかしな
がら，これまでの日本の英語教育において，
「読む」という行為は受動的な活動として捉
えられがちであり，学習者は英文の 1 文ごと
の意味は理解できても「英文全体として何が
伝えられているのか」を理解できず，「読め
たつもり」に終始していることが多かった 
(卯城, 2009)。そのような問題点を解決するた
めに，本研究では読解中における学習者の眼
球運動を測定することで，リアルタイムの読
解プロセスを観察し，その研究成果に基づい
た読解指導法を提案することを目的とした。 

テキスト全体の内容を適切に理解するこ
とは，心理言語学では「テキスト内容に対し
て一貫した心的表象を構築すること」と定義
される。このような一貫した心的表象の構築
は，現在読んでいる情報と既に読んだ先行情
報の一貫性を維持しながら読解を行うとい
う，能動的なプロセスによって可能となる。 

従来，一貫した心的表象の構築プロセスは，
主に母語話者を対象とした研究によって検
証されてきた (e.g., Hakala & O’Brien, 1995; 
Rapp & Kendeou, 2007)。それらの研究による
と，一貫した心的表象の構築に大きく関わる
プロセスには (1) 現在読解している情報と
これまでの理解が一貫しているかをモニタ
リングし，理解の一貫性が破綻した時にはそ
れを検知すること，(2) 理解の一貫性の破綻
を検知できた場合には，推論の生成や記憶の
修正を通し，一貫性の修復を行うことが含ま
れる。一貫性の破綻の検知については，互い
に矛盾する情報を含むテキストと含まない
テキストを用意し，それらに対する読み手の
読解時間や文章上の眼球の停留時間の増減
を分析することで検証されてきた。一貫性の
修復については，読解後の筆記再生課題を通
して現れる読み手のテキストの想起内容を
分析し，記憶した情報の否定や置き換えとい
った理解の修正過程を見出すことが行われ
てきた。 
日本人英語学習者を対象としたこれまで

の研究では，学習者の英語熟達度によって一
貫した心的表象を構築する困難度が異なる
ことが明らかにされている  (Ushiro, 2010; 
Ushiro et al., 2010)。しかしながら，上記で述
べたような一貫した心的表象の構築に関わ
る 2 つのプロセスの詳細については，これま
で十分に検討されていない。 
 
２．研究の目的 
上記の背景から，本研究では日本人英語学

習者の読解における，理解の一貫性の破綻の
検知，及び破綻の修復についてそのプロセス
を具体的に明らかにすることを目的とした。
この目的を達成するために，テキスト特徴 
(矛盾する情報間の距離) や読解タスクなど
を要因に含めた以下の 4 つの研究課題 (RQs) 

を設定し，これらについて 3 つの実験を通し
て検討した。 
RQ1: 日本人英語学習者は，読解中に局所的

な一貫性の破綻を検知できるか。 
RQ2: 日本人英語学習者は，読解中に大局的

な一貫性の破綻を検知できるか。 
RQ3: 読解前の教示や読解後のタスクは，日

本人英語学習者による一貫性の破綻の
検知に影響を与えるか。 

RQ4: 日本人英語学習者は，破綻した一貫性
の修復にどのような方略を用いるか。 

 
RQ1 については実験 1，RQ2 については実験
2，RQ3 については実験 1 と 2 の比較，RQ4
については実験 3 において検証した。 
 
３．研究の方法 
(1) 実験材料 
実験材料は関連する母語読解の先行研究 

(Albrecht & O’Brien, 1993; Huitema et al., 1993; 
Kendeou et al., 2013) から複数のテキストを
選定し，英語学習者向けに語彙や文法といっ
た英語表現の難易度を統制したものを用い
た。本研究では，理解の一貫性の破綻に対す
る学習者の反応を検証するため，実験材料は
テキスト内に矛盾を含むものと含まないも
のの 2 種類を用意した。具体的にテキストに
は  (a) 分析対象となる目標文  (e.g., Mary 
ordered a popular cheeseburger and French 
fries)， (b) 目標文と一貫する  (e.g., Mary 
always wanted to eat fantastic junk food)，もしく
は一貫しない先行情報 (e.g.,  Mary had been 
a strict vegetarian for 10 years)，(c) 目標文と先
行情報の間に挿入されるフィラーセクショ
ン (e.g., When her friend arrived, Mary checked 
the menu again and called the waiter) が含まれ
た (テキストにおける提示順序は bca と
なる)。 
また，局所的な一貫性を扱う実験 1 におい

てはフィラーセクションを 1 文のみとした。
大局的な一貫性を扱う実験 2 においては，実
験 1 で用いたテキストに加え，フィラーセク
ションを 4 文としたテキストを用いた。実験
3 のマテリアルは，実験 1，2 と同じものを使
用した。 
 
(2) 実験手順 
 日本人大学生・大学院生を協力者とし (実
験 1: 31 名; 実験 2: 32 名; 実験 3: 48 名)，実
験材料のテキストをコンピューター画面上
で読解させた。実験 1，2 では，眼球運動測
定装置を用いて，読解中に協力者が目標文を
注視した時間を測定するとともに，先行情報
へ読み戻った協力者の割合を記録した。 

各文章の読解後の課題として，実験 1 にお
いては協力者が一貫性の破綻に気付いてい
たかを明示的に問う質問，実験 2 においては
テキスト内容に関する Yes-No 質問を課した。
実験 3 においては，すべての文章の読解後に，
テキスト内容を日本語で想起させる筆記再



生課題を実施した。 
 
(3) 分析の方法と観点 
 実験 1，2 で得られた眼球運動データの分
析として，(a) 目標文に対する注視時間，及
び (b) 目標文以後の領域から目標文と一貫
する・一貫しない先行情報に読み戻る頻度に
ついて，一貫性の破綻を含む・含まないテキ
スト間で統計的に比較した。 
結果の解釈として，読み手が読解中に一貫

性の破綻を検知していれば，目標文の処理に
対して付加的なプロセスが働くため，破綻を
含むテキストにおいて目標文の注視時間が
長くなると考えられる。さらに，一貫性が破
綻した原因を探るために，先行情報に読み戻
る割合が高くなると予想される  (van der 
Schoot et al., 2012)。 
 実験 3 については，一貫性の破綻を含むテ
キストの筆記再生内容を分析した。具体的に
は，破綻した一貫性を修復するための方略を
検討するために，目標文やそれに矛盾する先
行情報の否定 (e.g., メアリーはベジタリア
ンではなかった)，および別の情報への置換 
(e.g., メアリーはサラダを注文した) を行っ
た協力者の割合を算出した  (Hakala & 
O’Brien, 1995)。 
 
４．研究成果 
[実験 1 (RQ1)] 
 目標文に対する初期注視継続時間 (目標文
を注視してから他の文に移るまでの注視時
間) は，テキストが局所的な一貫性の破綻を
含んでいる場合の方が，破綻を含んでいない
場合よりも長くなっていた。 

また，目標文の読解後に，先行する文脈に
読み戻った協力者の割合は，テキストが一貫
性の破綻を含んでいる場合の方が有意に高
くなった。 
 さらに，読解後に課された破綻検知質問に
おいて，およそ 70%の協力者が一貫性の破綻
に気付き，その原因を説明できていた。 
これらの結果から，実験 1 の協力者は，テ

キストに含まれる局所的な一貫性の破綻を
読解中に検知していたことが示唆される。 
 
[実験 2 (RQ2，RQ3)] 
 破綻検知質問を行わなかった実験 2 では，
目標文に対する初期注視継続時間について，
破綻の有無による差は見られなかった。さら
に，この結果は局所的・大局的な一貫性とい
う区別に関わらず見られた。ただし，目標文
から先行情報に読み戻った協力者の割合に
ついては局所的な一貫性でのみ差が見られ，
一貫性の破綻がある場合の方が高くなって
いた。この結果から，局所的な一貫性よりも
大局的な一貫性の破綻の方が，学習者による
検知が困難になる可能性が高いと言える。 

また，目標文の初期注視継続時間に関する
局所的な一貫性の結果は，実験 1 と 2 で一致
していないが，これには読解後に実施したタ

スクの種類が影響している可能性がある。実
験 2 では内容理解質問が与えられたのに対し，
実験 1 ではテキストの一貫性に焦点を当てた
質問が与えられた。そのため，実験 1 の協力
者は一貫性の破綻に注意しながら読むとい
った方略的な処理を行い，破綻検知が促され
た可能性がある。したがって，読解後にどの
ようなタスクを与えるか，また，学習者がど
のような目的で読解に臨むかによって，学習
者による読解中の認知プロセスが変化し，一
貫性の破綻の検知にも変化が見られたと考
えられる。 
 
[実験 3 (RQ4)] 
 一貫性の破綻を含むテキストの筆記再生
内容について，目標文や先行情報の内容を否
定した協力者の割合と，情報の置換を行った
協力者の割合を比較すると，置換を行った協
力者の割合の方が有意に高くなっていた。特
に典型的な解答として，21%の協力者が先行
情報と矛盾する目標文を中立的な情報に置
き換え，テキスト内容を再生していた (e.g., 
メアリーは料理を注文した)。この傾向は，局
所的・大局的な一貫性で変わらなかった。ゆ
えに，読み手は破綻した一貫性を修復するた
めに，特に矛盾する情報を中立的な情報に置
き換える方略を使用することが示唆された。 
 
[まとめと示唆] 
 本研究の成果は以下の 4 点にまとめられる。 
(1) 日本人英語学習者 (大学生・大学院生) 

は，英文読解中に理解の局所的な一貫性
が破綻したことを検知することができる。 

(2) 局所的な一貫性の破綻と比較して，大局
的な一貫性が破綻したことを検知するに
は困難が伴う。 

(3) 読解後のタスクや読解前の教示によって
学習者の認知プロセスを変容させ，一貫
性の破綻を検知できるよう促すことがで
きる可能性がある。 

(4) 破綻した理解の一貫性を修復するために，
学習者が自身の記憶内に表象されたテキ
スト情報を修正することがある。 

 
英語学習者にとって，理解の大局的な一貫

性を構築，維持することは特に難しいことが
示されたことから，既存の発問や活動が果た
して大局的な一貫性に注意を向けさせるタ
スクになっているかどうかを再考するとと
もに，能動的で柔軟な読みの力を育てる新た
なアプローチを探ることの必要性が示唆さ
れた。大局的な理解を促す指導として，例え
ば，英文の内容を他者に伝達するようなタス
ク（再話課題等）であれば，テキストの全体
像を一貫して理解して説明することが学習
者に求められるため，一貫性を維持，修復す
る機会を学習者に与えることができる。今後
はより効果的なタスクの開発が期待される。 
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