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Abstract 

This article reports part of my classroom practice using an e-learning program to 
develop the learners’ rapid reading skills including scanning and skimming.  Students 
take 24 lessons on the Web site at their own pace during the class hour and outside the 
classroom.  They were also required to take two progress tests: the first one is held half 
way through the course, and the second one at the end of the course.  The students’ 
progress rate in wpm (words per minute), comprehension, and the reading efficiency 
between the two tests were statistically analyzed.  The result shows a significant 
improvement in the above three factors.  Feedback data from students are reported in 
the last section.  Further problems and challenges are also offered. 
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科目名 英語 

対象者とクラス人数 大学２年生 50 名 

学習の目標 
e-learning プログラムを用いた個別学習による英文速読スキル

の習得 

 
 
1. はじめに 

 
リーディングの授業は、一斉授業において英文和訳を中心にセンテンスレベルの文法や

構文を意識しながら精読させる形で教師主導の下に行われるものが多かった。しかしなが

ら、英文読解をコミュニケーション４技能の一つとして捉えた場合、大量の英文を日本語

を介さず英語のまま迅速に処理するための読解スキル「速読」の習得訓練が必要となる。

具体的には、TOEICⓇテストやビジネスの現場で求められるような、最低限の時間で必要

な情報を検索したり、大意を掴んだり要約する技能を習得することで、コミュニケーショ



EIICHI YUBUNE 
 

68 Dialogue, 2006, Vol. 5 

ン効率の良い効果的な英文読解が可能になる。 
 本実践報告では、筆者が平成 17 年度に大学の授業で実施した e-learning プログラム

Effective Reading Ⓡ（成美堂・英国 Real English Broadband）による CALL 授業の指導

概要と学生の取り組み、および授業アンケートデータを紹介しながら、英文読解スキルを

コンピュータ・プログラム上で個別学習する意義、より良い学習効果を得るための提言、

および今後の展望について、実際の Web 教材を紹介しながら論じていきたい。 
 
2. 教材について 

  
従来の e-learning 教材は個別自習用として、その取り組み具合を授業評価の一部に取り

入れる形態が多く見られたが、Effective Reading（以下 ER）では、紙の教科書との連携

により、一斉授業を考慮した教材となっている。勿論、学校での授業だけでなく、インタ

ーネット環境のある場所であれば、自宅でもいつでもどこでも学習が可能である。 
 ER では、速読力習得に必須の以下の６つのスキルを扱う： 
 
 1. Predicting 
 2. Scanning 
 3. Understanding Paragraph 
 4. Understanding Text Organization 
 5. Vocabulary 
 6. Skimming 
 
上記のスキルはそれぞれが、２つの sub skills に分割され、それらが、前半・後半で合わ

せて 24 レッスンによる構成となっている。また、ER には初級編（TOEIC 300-450、英文

長 240 語～300 語）と、中級編（TOEIC 450-550、英文長 350 語～400 語）がある。 
 
３. 速読スキルを意識したレッスン画面 

 

ER では、Flash Player による動的な視覚効果を用い、またゲーム性を取り入れるなど、

学習者を飽きさせない工夫が見られる。以下、その幾つかを例にとって紹介する。 
 
3.1  Speed Racer 

速読に必須の素早く正確な眼球運動（succade）と語認識スピードを高める練習。フロン

トガラスに一瞬現れる３つの語のスペリングの同一性を判断する。表示時間の違いにより

Normal と Hard の２段階がある。 
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3.2  Block Buster 

次々に現れるチャンクごとに順次英文を理解させる練習。これは、同時通訳の訓練法と

して用いられてきた「サイト・トランスレーション」や、以前から英語教育の現場で用い

られている「フレーズ・リーディング」を e-learning に応用したもので、英文チャンクを

英語のまま処理し戻り読みを防ぐための矯正装置としての梯子効果があり、速読スキルの

習得に有効であると考えられている。 
相澤（1993）、湯舟、他（2006）などの研究では、とりわけ初級者の意味理解と読解速

度の向上に効果があると報告されている。さらに、Harris & Sipay (1990) では、チャンク

理解と合わせて、Speed Racer のような、語認識の正確さと自動性を高めたり、視覚語彙

（sight vocabulary）を増強する訓練の必要性が指摘されている。 

 
3.3  Lesson Test 

Unit の総仕上げとして、読解速度を意識させた内容把握テストが最後に配置されている。

英文を読んだ後、数問の内容把握客観問題に答える。読解に掛かった時間は WPM（words 
per minute）として提示され、個人データとして保存される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図１ Speed Racer の画面 
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図２ Block Buster の画面 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ Lesson Test の画面 
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４. 授業と評価 

 

 都内私立大学の英語専攻２年生を対象に、平成 17 年９月～平成 18 年１月の後期授業に

おいて、毎週 90 分の授業のうち 60 分を ER（中級）による学習に充てた。１週間に１ス

キル２レッスンのノルマを課し、授業時間内で終わらない部分は次週までの宿題とした。 

学年末の評価は、毎回授業の前半に行っていた Shadowing/Repeating 訓練のテストが

50%、残りの 50%を ER の評価とした。ER 関連の評価としては、学生の毎週の取り組み

度、ノルマ達成率、学期末テスト、Progress Test の得点を合わせた総合評価とした。学期

末テストは、ER に配置されていた 24 レッスンから 10 の英文と 50 の選択問題を選び、問

題冊子形式でテストした。その際、得点に対して読解速度に応じたバイアスをかけた。具

体的には、テストの点数を 50 点満点とし、１番早く提出したものに 50 点を、最後に提出

した者には０点を足して 100 点満点のテストとした。 
 

５. 学生データの管理 

 

図４ 教員用管理画面 
 

ER では、上のような Web 上の管理画面で、学生の取り組み状況（ログイン日、レッス

ン・スコア、WPM 等）を教員が逐次モニターすることができる。毎週授業開始前にチェ

ックし、ノルマを果たしていない学生や、得点状況が極端な場合、システムを悪用してい

るような場合は、学生と face-to-face のコミュニケーションをとり、必要な指導を行った。
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また、授業中は机間巡視しながら、質問や取り組み状況について言葉を交わすよう努めた。 
 画面右側はクラス全員のデータ一覧、左側は個人の履歴画面を示している。なお、実際

は個人履歴画面の方が一階層深い別画面となっている。 
 
６. Progress Test の結果 

 
ER には、学習した読解スキルが着実に身に付いているかを確認するテストとして、２つ

の Progress Test（100 点満点）が付随している。最初の 12 レッスンが終わったところで、

Progress Test 1（PT1：350 語程度の英文×６）を、最終授業で Progress Test 2（PT2：
400 語程度の英文×６）を行った。なお、語数の違いを除き難易度は同等である。 
まず、PT1 と PT2 の差を、関連２群の検定によって調べた結果、テストスコアについて

は、77.10  90.87 と大きな上昇が見られた（t = -9.0128、df = 38、p < .001）。一方、WPM
値に関しても、117 127 wpm（小数点以下四捨五入）と僅かな上昇が見られた（t = -2.0401、
df = 38、p =.0483）。なお、wpm 値は語数に左右されないと想定した上での検証である。 

 
表１　Test Score の平均の差の検定結果

N 平均値 標準偏差 平均の差 t値

Test 1 39 77.10 9.78 -13.76 -9.01 **
Test 2 39 90.87 7.21

**p <0.01

表２　WPM の平均の差の検定結果

N 平均値 標準偏差 平均の差 t値

Test 1 39 117.51 33.62 -10.35 -2.04 *
Test 2 39 127.87 43.69

*p <0.05,  

図５：テストスコア平均点の変化    図６：WPM 平均値の変化  
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次に、２回の各テストにおける、テストスコアと WPM 値の相関について単回帰分析を

用いて調べた結果、PT1 では弱い正の相関傾向が見られたものの（r = 0.3043、p = 0.059）、
PT2 ではとくに相関は見られなかった（r = 0.1874、p = 0.2534）。 

  図７：PT1 の得点と WPM の関係    図８：PT2 の得点と WPM の関係 

 

７. 考察 

 
ここで、上記の結果について考察してみたい。はじめに、PT1 は６スキル 12 レッスンを

終えた段階での中間テストとして 12 月初旬に行い、PR2 は１月下旬に行われたことから、

上記の結果は約２ヶ月弱の学習効果を示している。なお、前半の 12 レッスンが、学生が

ER に慣れるため、授業での説明を交えながら手探りで学習に臨んでいたのに対し、後半の

12 レッスンは各自のペースで行ない、なおかつ定期試験への影響を意識しながら、冬休み

を挟み各自が集中したトレーニングを行った。よって、上記の結果は学習効果を判定する

上で、一定の信頼がおけるデータであると考えられる。 

 さて、WPM 値が僅かな上昇であったのに対し、テストスコアが有意な伸びを示したの

は、PT2 受験時の学習者の注意が内容理解に大きくバイアスが掛かったためであると想定

される。また、PT1 でテストスコアと WPM の相関が僅かに見られたのは、理解度と速度

に元来相関があることを裏付けているのに対し、PT2 では、テストスコアの標準偏差が狭

く WPM が広いことからも明らかなように、学生の意識が理解に集中していたことが伺え

る。 
一つの要因として、テストの結果判定の際に、WPM 値がテストスコアに対し有機的に

関連していないことが挙げられる。ER において、今後テスト結果をフィードバックする際、

読解速度を実質的に評価判定に組み入れていくことで、速度にいっそうの注意を向けたリ

ーディングの動機付けになると考えられる。例えば、Fry (1963) は読解効率を測定する指
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針として「Reading Efficiency = wpm×Comprehension(%)」という算出式を提唱してい

る。これによると、例えば 200 wpm で 90% の理解を求めるより、300 wpm で 70% の理

解を目指した方がコミュニケーション効率が高いことを意味する。新聞・雑誌の余剰性が

50%程度（ibid.）なのを考えれば頷ける理屈である。この算出式の妥当性はともかく、そ

もそも、短期記憶保持には限界があることから（Miller, 1956）、正確な内容理解・内容記

憶には十分な速度が必要である。Eskey & Grabe (1988) は、200 wpm ないと正確な内容

理解が阻害されるとも指摘している。 
 いずれにせよ、今回のテスト結果では、読解速度が下がらずにテストスコアが大きく上

昇したということは、裏を返せば、PT2 の際に速度に注意を向けるような強い動機付けが

なされていれば、トレードオフの原理から、テストスコアは変わらずとも WPM 値が大き

く上がっていた可能性を示唆しており、ER を用いたこの授業の学習効果（速読法習得）は

認められると考える。 
 上記の学習効果を検証するために、２つのテスト間の「読解効率」を検定したものが以

下のデータである。テスト１とテスト２の読解効率に優位な差が見られた。 

 

表３　読解効率（WPM×理解度）の平均の差の検定結果

N 平均値 標準偏差 平均の差 t値

Test 1 37 90.54 31.92 -24.33 -5.26 **
Test 2 37 114.87 38.94

**p <0.01  
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図９ 読解効率の平均値の差 
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８. 授業アンケート 

 
 最後の授業時に、ER を利用した感想についてアンケートを実施し、46 人から回答を得

た。20 の質問項目のうち、主なものを以下に紹介する。 
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学生の声 

・リーディングのスピードが上がった 
・ＰＣ を開けばいつでも学習できるのが良かった。スピーキングがあるといいと思った。 
・その課の単語やポイントをまとめるため紙テキストがあると良い。 
・ＰＣ だけでは練習が少ないので、もっと補充の練習問題をのせる。 
・画面が小さいので全画面表示できるようにして欲しい。 
・スキャニングがすごく嫌だった。 
・良かったと思います。やっぱりコンピュータを使った方が楽しくできると思いました。 
・気楽に覚えて学べたという感じです。一年間ありがとうございました。 
・練習問題で、本当に役に立つのだろうか？と思うものがいくつかあった。 
・楽しく学習できたと思います。 
・Vocabulary も増えたし、Listening の能力も上げたと思います。 
・自分は自分なりの読み方があるので、なんとなく読み方を矯正させられているような教

材のやり方が自分には合わなかった。 
 

９. まとめと今後の課題 

 
２回のテストの結果と授業アンケートから、e-learning による読解スキル学習は、概ね、

学生のモティベーションを高め、読解速度と英文理解の向上に効果があることが示された。 
言語スキルの習得は、運動や芸当と同様、反復訓練の持続が欠かせない。週１回または

数回の授業内のドリル練習だけでは技能向上を実感できる学習時間を確保することは不可

能である。e-learning はこのような、目標値と授業時間とのジレンマを補うものとして、
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今後さらに浸透していく学習形態であると思われるが、さらに英語教育としての基礎理論

研究と認知・教育工学としての技術開発が有機的に応用され合う必要がある。ER が従来の

紙テキストによるフレーズ・リーディングを Flash Player によって Block Buster や

Pyramid Pages 形式の読解を可能にしたことは、その良い例である。 
しかしながら、これらの教材提示方法は、楽しくゲーム性がある一方で、現段階では、

すべての学習者の認知的負荷や学習効率において最適化されているとは言い切れない。個

人の学習進度に応じて次のレッスン内容を可変する e-learning プログラムも開発されてい

るが、ユーザインターフェイスを含めた PC 画面での教材提示法研究は立ち遅れている。

今後は、様々な提示法を検証し、パラメータを調整する実証研究を行うことで、コンテン

ツ開発に相補する形で、さらに学習効率の良い教材開発が可能になると考える。なお、こ

の点に関し、筆者が現在行っている研究（湯舟、他、2006）において、英文の提示法の違

いによる学習者の認知的、大脳生理学的反応について調査を行っており、近く研究成果を

発表できるものと考えている。 
最後に、内容理解と読解速度の関係は、スピーキングでいう正確さと流暢さに似ている。

言語処理的には作動記憶の制約からトレードオフの関係にあるが、学習進度に応じて両者

はともに増強され、全体としてコミュニケーション効率は向上していく。リーディングの

指導に際しては、読みの流暢さとしての読解速度に意識を向けさせる手段として、今後、

読解効率による評価を積極的に導入することが望ましいと考える。 
 

注記 本論は、日本英語表現学会（JASEUS）第 35 回大会において筆者が発表した

「e-learning による読解スキルの習得」に加筆、修正を加えたものである。 
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