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研究成果の概要（和文）：音韻、語彙、構文といった様々な要素に分けて外国語の学習実験を行う環境を構築し、要素
間の相互関係、特に学習の順序効果を調査した。その結果、同一処理レベル内では順序効果はなかったが、処理レベル
が異なる音韻学習と語彙学習の間で有意な順序効果があり、学習初期段階に低次処理を習得することの重要性が示され
た。この結果に基づき、低次から高次へと習得していく「ボトムアップメソッド」を学習モデルとして提案する。また
、その学習モデルの効果を最適化するためのカリキュラムモデルとして「反転学習の概念モデル」を作成し、効果があ
ることを確認した。さらに、学習解析の手法で個別に最適化する方略について整理、考察を行った。

研究成果の概要（英文）：The e-learning system for language training experiments has been developed, and 
trainings on various processing levels and domains were conducted. Significant order effect was found 
between phoneme perception training and vocabulary training: The group which received phoneme perception 
training first improved more than the group which received vocabulary training first. In contrast, the 
order effect was not found between the trainings within the same processing level. As a result, the 
learning model, so called "bottom-up method" in which the training that enhance lower level of speech 
processing in the early stage was proposed. In order to optimize effectiveness of this learning model, a 
conceptual diagram of the transformation of a conventional in-class lesson to flipped learning was 
created, and it was found that the flipped learning lesson was significantly effective. In addition, the 
strategies to optimize individual learning process using "Learning Analytics" were examined.

研究分野： 実験心理学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

(1) 外国語、特に英語でのコミュニケーショ
ン能力の育成が重要な課題とされて久しい
が、これまでに充分な解決方法が見出された
とはいえない。学習過程は多様であり、この
課題に答えるためには、カンや経験則を重視
した学習方法のみに頼るのではなく、どのよ
うな学習内容をどういう順番で行うのが効
果的か、そもそも順序によって学習効果に差
があること自体、定量的、定性的に明らかに
する必要があった。 

 

(2) 1980 年代までは成人には外国語の音声対
立の学習は不可能であるという結果が報告
されていた(e.g. [1])。しかし、計算機やイン
ターネットなどのインフラが整備され始め
た 1990 年代に、研究代表者を含む国際共同
研究グループにより、パソコンを用いた等質
化した外国語音声学習実験により、成人でも
第二言語の音声対立を学習できることが明
らかになった(e.g.[2])。それに引き続き、同様
の学習実験の手法を用いて、生成学習の効果
は知覚に転移し[3]、知覚学習の効果は生成に
転移する[4]といった、ある機能の学習がどの
範囲に影響を及ぼすかという般化効果を測
定する研究、年齢による学習効果を測定する
研究など、外国語の学習の様々な様相が明ら
かになってきた。ただし、それらは複雑な言
語処理の要素や機能の一部を取り出した研
究の集合体であり、学習過程全体を俯瞰的に
検証した研究は行われていなかった。 

 
２．研究の目的 
(1) 言語を言語処理レベル（音韻、韻律、語
彙、統語、意味）と言語処理機能（生成過程、
知覚過程）の組み合わせと仮定し、「音韻の
知覚」など個別の要素またはその組み合わせ
を対象とした学習実験を実施し、学習効果か
ら要素間の相互関係、特に学習の順序効果の
定量化を行い、効果的な学習モデルを作成す
る。 
 
(2) 学習モデルの効果を最適化するための
カリキュラを作成する。また、将来の個別学
習最適化に向けた調査を行う。 
 
３．研究の方法 
(1) 学習効果の測定：Pretest-posttest デザ
インを用いて、訓練前後のテストの成績を比
較することにより訓練の効果を測定する。 
 
(2) 学習環境の構築：外国語の学習効果を測
定するためには、１学習者あたり相当時間の
訓練を行う必要があるため、クラウド上に学
習環境を構築し、多数の学習データを取得で
きるようにする。ただし、必要に応じて実験
室内での統制された実験も組み合わせるこ
とにより、有効な結果を蓄積する。 
 
(3) 学習要素間の関係性の測定：学習言語の

知覚学習と生成学習、音韻、語彙、構文の各
学習について訓練効果とその般化、学習の順
序効果を定量化する。 
 
(4) 学習の最適化と学習解析：自律学習、反
転学習に着目し、学習効果を最適化するカリ
キュラムモデルの構築と検証を行う。また、
今後の発展に向けて、近年のビッグデータ、
学習解析の手法を取り入れて学習過程の個
別最適化研究の方略を整理、検証する。 
 
４．研究成果 
(1) 学習環境の構築 
クラウド上に実験用 eラーニング環境を構築
し、LMS で学習者、学習コンテンツ、学習履
歴の管理を行った。音の聞き取り、語彙学習、
発音、ディクテーション、TOEIC 形式等、本
研究に必要な様々な課題および実験に必要
な設問を DB に追加し、詳細学習履歴データ
を蓄積するシステムを作成した。学習実験は
連携研究者や研究協力者による高校や大学
の教育現場と、研究所内での統制された環境
の双方でを行い、様々な内容と質のデータを
取得した。 
 
(2) TOEIC形式テストでのシステム検証 
日本人大学生を対象として TOEIC形式のテス
トのスコアで学習効果の測定することから
研究をスタートした。平均 20 時間の学習時
間で、学習システム内に設定した TOEIC形式
の正答率は学習前の 46%から 55%に有意に上
昇し、TOEICテストのスコアも 432点から 521
点へと有意に上昇した[24]。さらに、複数の
大学や企業で学習効果の測定を行い、学習時
間とスコアアップの幅の間に相関があるこ
と（図１）、総じて約 20 時間の学習時間で
TOEIC テストのスコアが 100 点程度上昇する
こと、音読や発音といった基礎的な学習でも
TOEIC スコアが有意に向上すること等が明ら
かになった。 
 

【図 1】学習時間と TOEIC スコアの伸び[20] 

 

 

(3) 知覚訓練と生成（発音）訓練 

研究代表者の研究グループは英語/r//l/音の知
覚訓練により生成の成績が向上し、生成訓練
により知覚の成績が向上することを実証し、



このことから知覚と生成の間で訓練効果が
転移することを示した。本研究では、知覚訓
練と生成訓練の組み合わせ方と学習効果の
関係について調べた。日本語母語話者を 3 つ
のグループに分け、内容と量はグループ間で
等しいが出題の順序だけが異なる知覚訓練、
生成訓練を行った。①[知覚→生成]グループ
では前半に知覚訓練、後半に生成訓練、②[生
成→知覚]グループでは前半に生成訓練、後
半に知覚訓練、③[MIX]グループは知覚訓練
ブロックと生成訓練ブロックを交互に実施
した。訓練前（pre）、訓練中間（mid）、訓練
後（post）に知覚および生成のテストを行い、
テストの結果から訓練の効果を評価した。そ
の結果、post-test では 3 グループの間で有
意な差はなく、知覚→生成グループでは知覚
テストの成績が他の 2つのグループよりやや
向上する傾向がある程度だった（図 2）。この
結果は、音韻処理レベル内での知覚訓練と生
成訓練の間には顕著な順序効果はないこと
を示唆する。 

 

【図 2】知覚テストの正答率の推移。
（Akahane-Yamada et al. 投稿予定より） 

 

 

(4) 語彙学習における発音訓練と意味訓練 

語彙学習の典型的スタイルである単語帳学
習では日英の対訳を対呈示する。しかし、発
音情報も心的辞書の重要な構成要素であり、
発音の混同が語彙の混同の一要因であるこ
とも明らかになっている。ここでは、日本語
母語話者を対象として馴染みの低い科学技
術用語を学習する実験を行った。学習者を①
発音練習を行った後、意味学習を行う[発音
→訳]グループ、②意味学習を先に行う[訳→
発音]グループ、③学習は行わずテストだけ
実施するコントロール[CNT]グループに分け
て実施した。その結果、単語の対訳記述テス
トにおいて[発音→訳][訳→発音]群は訓練
を行わなかった[CNT]グループより有意に向
上した（図 3）。しかし、[発音→訳][訳→発
音]の間では有意な差がなく、学習順序効果
はみとめられなかった。 
 
 
 

 

【図 3】語彙テストの正答率の推移 

（Akahane-Yamada et al. 投稿予定より） 

 

(5) 音声知覚訓練と語彙訓練 

音声知覚訓練と語彙訓練の関係の検証を統
制された条件下で行うため、中国語学習経験
のない日本人大学生を対象とした中国語四
声の知覚訓練と四声の違いで対立する単語
（例：表 1）を用いた語彙訓練を行った[12]。 
 
【表 1】四声で対立する中国語単語の例 

 
学習者を①知覚→語彙の順に訓練を行う[知
覚訓練先行グループ]、②語彙→知覚の順に
訓練を行う[語彙訓練先行グループ]、③訓練
を行わない[コントロールグループ]の 3つの
グループに分けた。訓練前中後の pre-test、
mid-test、post-test において、四声の知覚、
日本語と中国語の対訳選択など四声の知覚
と使用した語彙の知識に関連する様々なテ
ストを実施した。その結果、全テストの平均
正答率は知覚訓練先行グループの上昇が他
のグループに比べて有意に大きかった（図 4）。 

【図 4】全テストの平均正答率の推移[12] 

 

テストの種類毎に分析したところ、リスニン
グ関連テスト、つまり音声を聞いて中国語
（漢字）または日本語訳を選択する課題で知
覚訓練先行グループの結果が語彙訓練先行
グループに比較して顕著に上昇した（図 5）。
これらの結果から音韻知覚訓練と語彙訓練

つづり 猖 尝 场 畅

Pinyin chāng cháng chăng chàng

日本語訳 たけだけしい 食べてみる 回数 滞りのない



の間に順序効果が明らかになった。音韻処理
レベルの学習を先行することの重要性が示
唆されたといえる。 

【図 5】リスニングテスト（音声を聞いて中
国語を選択）における正答率の推移 [12]。 

 

 

(6)音読訓練と構文訓練 
日本人学習者をグループに分け、英文を素材
として、音読訓練と構文訓練（語順並べ替え
課題）の比較や組み合わせの効果を検討した。
今後の詳細な分析が必要だが、一次的な分析
からは、音読訓練と語順並べ替え訓練の間に
は訓練効果に顕著な差はなかった。 
 

(7) 反転学習による学習の最適化 
本研究では、反転学習における学習の最適化
を図るために、反転学習の概念モデルを創出
し、授業実践を通じて、創出した概念モデル
の有効性を検証した。 
(7)-①反転学習の概念モデル:一般的な外国
語授業の概念モデルでは、学生は授業で、新
しい知識を学ぶため、インプット活動を行う。
新しい知識が理解できれば、それが自分の知
識の一部とするインテイクを伴う学習課題
に取り組んだ後、理解した知識を応用するア
ウトプット活動を行う。授業の最後には、授
業外の課題として宿題が与えられ、教員は宿
題の採点を通じ、学生が学習目標を達成して
いるかどうかを確認する。一方、反転学習の
概念モデルでは、インプット活動として、学
生が授業外でオンライン教材を利用して事
前学習を行う。授業では、教員のファシリテ
ーションのもと、学生は授業外学習の振り返
りをし、インテイク・アウトプット活動に取
り組む。授業終了時には授業の振り返りを行
い、次の授業外学習での目標を設定する（図
6）。 

【図 6】反転学習のモデル 

 
 
(7)-②有効性の検証:A 大学の TOEIC 授業に
おいて、統制群と実験群を設定し、図 Xの
反転学習の概念モデルに基づいた授業を実
践した。TOEIC テストを事前・事後テスト
として利用し検証を行った結果、スコアの
伸びが、実験群で 151.38点、統制群で 50.04
点となり、有意性が認められた（p < .001）。 
 
(8) 学習解析と素材リポジトリを利用した学
習過程の最適化の考察 

MOOC(Massive Open Online Course、大規
模公開オンライン講座)における日本語初級
講座の開発を通じて、MOOC で使用される
技術や学習理論・教授法の整理を行った。 

MOOC の基盤は様々な学習履歴情報を前処
理して格納する学習ログストア（学習記録デ
ータベース）、学習ログを分析し学習過程を
予測する学習解析（Learning Analytics）ツ
ール群、コースの要素となる素材型コンテン
ツ（学習モジュール）を格納する素材リポジ
トリ、解析結果を適切に「見える化」したダ
ッシュボード、それをもとに適切な学習モジ
ュールを判断する人工知能などである。学習
解析に関する最新研究動向を踏まえ、放送大
学が運用している MOOC「にほんごにゅう
もん」のデータを利用して、システム実現に
おける課題を整理し、学習評価や学習過程の
Personalization の実現に利用される学習解
析の技法から、従来のインストラクショナル
デザインや教育評価との差異を論考した。 

 
(9) まとめ 

外国語学習実験の環境を構築し、様々な学習
要素に分けて学習実験を行った。音韻の知覚、
音韻の生成、語彙、構文といった個々の要素
の学習効果を定量化しつつ、相互関係、特に
学習の順序効果を調査した。その結果、語彙、
発音、構文、音読等の基礎的な訓練を行った
場合でも TOEIC形式課題の成績が有意に向上
することが明らかになった。順序効果につい
ては、同一処理レベル内である音韻知覚と音
韻生成では順序効果は傾向にとどまった。同
じく同一処理レベル内での、語彙発音学習と
語彙対訳学習、音読訓練と構文訓練の間でも
有意な順序効果はなかった。一方、処理レベ
ルが異なる音韻学習と語彙学習の間に順序
効果があり、語彙学習に先行して音韻学習を
行うことの有効性が示された。 
これらの結果から、外国語学習の初期段階に
低次処理を習得することの重要性が示され
たといえる。音韻→語彙→統語→意味処理へ
と、つまり低次から高次へと習得していく
「ボトムアップメソッド」を学習モデルとし
て提案する(図 7)。 
 



【図 7】人間の音声情報処理の順序に沿った
ボトムアップメソッドの学習順序 

 
また、この学習モデルによる学習を促進する
「反転学習の概念モデル」を提案し、学習効
果を高めることを検証した。さらに、本研究
を次のステップにつなげるため、複雑な学習
過程を近年の教育ビッグデータ、学習解析の
手法で個別に最適化する方略について整理、
考察を行った。 
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