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音声によるＬ２受動語彙習得の問題点

一Form，Meaninglnputの視点から－

東矢光代

０．はじめに

別稿で私は、一般の日本人が英語での機能的コミュニケーション能力を身に

つけるために、（幼）・小・中・高・大における英語教育の連携の必要性を説

いた（東矢，2003a)。さらにその後、日本での英語教育において、学習者を

環境との関係および時系列で捉える視点の重要性を唱え、学習経験や能力特性、

性格などの学習者要因に応じて適切な学習活動などを組み合わせる「オーダー

メイドの英語学習指導法（以下、オーダーメイド学習法)」を提案した（東矢，

2003b)。

「オーダーメイド学習法」の確立に必要な研究は広範囲であるため、本稿で

はまず「リスニングインプットによる（受動）語彙習得」の分野を取り上げる。

母語における語彙の習得では聴覚に問題がある場合を除き、音声が文字に先行

するため、多くの語奨が言語音声によって、それをとりまく環境から推測され

る意味と抱きあわせで習得される。しかしＬ２ではどうだろうか。インプット

の理解による語奨の習得研究は、そのほとんどがリーディング研究と密接に結

びついている反面、リスニングと結びつけて議論されることは非常に少ない。

一方でＬ２でのリスニング・インプット研究は、教室内での談話の特性および

学習者の理解に焦点をあてたものが主流で、受動語錘の習得は実証研究が手薄

である（Toya，1992)。

私は1992年に修士論文研究として、日本人大学生に対し英語でまとまった文

章を聞かせ、どの程度語彙の意味を正確に把握できるかを検証した（Toya，

1992)．最近同じテーマを取り上げ、習得に関する要因を増やし、語彙の測定
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方法をさらに細分化して行なった研究を発表したVidal（2003）によれば、

Toyａ（1992）以後、成人の外国語学習者がＬ２リスニングテキストを聞いて、

どの程度語奨を習得する力】の実証研究は皆無である。

そこで本文献研究のリサーチクエスチョンを以下のとおり設定する。

①Ｌ２学習者にとってリスニングインプットは、語彙習得の源になりうるか。

②なるとしたら、うまくいくためにクリアしなければならない問題点は何か。

本稿でいう①のＬ２学習者は、第２言語・外国語の両方を含むとみなし、ま

た、リスニングインプットは読み聞かせや講義など、インプットを与える人間

と学習者とのインタラクションがほとんどない一方的な、まとまったインプッ

トを指すものとする。ここでいう語彙の習得とは、あくまで受動語彙

(receptivevocabulary、聞いて理解できる語彙のこと）に留まり、学習者が

その語彙を用いて発話したり、書いたりする能動語彙（productive

vocabulary）を含まない。②でいう問題点については、語彙の習得をform

(形）の獲得、meaning（意味）の理解と種得、およびinputの面から捉えて

いく。特に母国語の読み聞かせの効果や、心理学における語紫習得研究の成果

をもとに、目下注目を浴びている「英語での授業」や、ＥＳＰ（Englishfor

SpecificPurposes)、ＥＡＰ（EnglishforAcademicPurposes）の分野にお

ける応用を視野に入れながら、学習者が講義などの一方向性の音声言語インプッ

トを非母語で受けた場合、母語での音声語彙習得とどこが違うのか、どうすれ

ばより効果的な習得に結びつくかについて述べる。

1．Toyａ（1992）とVidal（2003）

Toyａ（1992）の研究の目的は、外国語のリスニングインプットに施す加工

(modification）の種類と、語彙の習得との関係を明らかにすることであった。

Ｌ２語彙習得を促進する要因として、習得すべき語句に明示的（explicit）な

説明、暗示的（implicit）な説明、説明なしの３つの条件を英語のリスニング

インプットに含め、日本人大学生対象にその効果を検証した。その結果として：

①明示的な説明を施した語葉のみが有意に学習された。
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②習得がうまく行かなかった主な理由は聞き間違い（decodingerrors）

であった。

の２点が明らかになった。

Ｌ２学習者のリスニングによる語彙習得を研究したものは、研究を開始した

1991年の段階では、大人に関しては皆無であった。当時直接的先行研究として

挙げたものは、Elley（1989）とSchouten-vanParreren（1989）の研究で、

どちらも読み聞かせにより子どもが語彙を学習することを、Elleyは第１言語

で、Schouten-vanParrerenは外国語で実験し確認したものである。

その後Vidal（2003）は、UniversidadAutonomadeMadridで観光学を

専攻し、ＥＳＰコースを受けている学生116名を対象に、トピックの異なる３つ

の講義ビデオ（各15分）を、被験者の外国語である英語で視聴させ、視聴終了

直後及び４週間後の語奨の習得を測定した。ビデオ講義は話者が原稿を読み上

げて話しているスタイルで、研究調査要因である目標語彙（targetwords）

の「頻度」および「説明タイプ（typeofelaboration)」がコントロールされ

たテキストであった。この研究では他の要因として「学習者の英語能力｣、「学

習者の講義内容の理解度｣、「語紮の特徴（高頻度／アカデミック／技術用語／

低頻度)｣、および「目標語彙の形やその一部からの意味の判断のしやすさ」も、

調査された。その結果、講義のリスニング終了直後の語彙テストでは、視聴前

に比べ伸びが有意であった。またもともとの英語力が高い学習者は、低い学習

者より有意に講義内容を理解することができ、結果的に語彙習得でもよりよい

結果を得ることがわかった。またインプット内での要因では、「目標語彙の形

やその一部からの意味の判断のしやすさ｣、「語彙の特徴｣、「説明タイプ（type

ofelaboration)｣、「頻度」の順で、習得を左右することが報告された。

２－方向性音声インプットによる語彙習得に必要な条件

S6n6chal（1993：S6n6chal，Thomas，＆Monker，1995に引用）は、絵本

の読み聞かせにおいて３歳児が母国語で未知の語彙（以下「新語｣）の意味を

猿得する過程を、次のように解析している：
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①コード化（encode）：新語の音声形式（phonologicalrepresentation）

をコード化し、保持（maintain)する。

②理解（understand）：意味、文法、画像コンテクストからヒント情報

を取り出し、過去の記憶や経験の中で既知の単語や意味と置き換えられ

ないか、置き換えられない場合は、新語が何を指すのかを推測する。そ

の上で、正しい意味の可能性の中から、最も適切だと考えられる意味を

選び取る。

③結合（associate）：適切だと考える意味と、記憶に留めておいた新語

の発音を結び付ける。

④貯蔵（store）：既に持っている知識のデータベースに、新語とその意

味を貯蔵する。

（S6n6chaletql.，P218を元に作成）

このプロセスからわかるように、一方向性音声インプットによる語彙習得に

おいては、習得すべき語の形（form）を正しく聞き取って弁別し、それを記

憶に留めること。同時にその語の示す意味（meaning）を正しく掴み取るこ

と。この２つが成立しなければ、直接の語箕学習なしに言語インプットから語

彙を猿得していくことは不可能である。そこでまずは、形の習得に目を向けた

い。

２．１語彙の形の獲得

音声インプットによる語鍵習得の最初の課題は、語彙の形を正しく聞き取る

ことである。母語習得研究の分野において、母語となる言語音声に対する弁別

能力の獲得は、非常に早い時期から見られることが報告されている。例えば

Ｋｕｈｌ（1994）は、赤ん坊が出生後入力された言語インプットによって、母語

となるその言語に存在する音素を弁別する能力を独得する様子を「マグネット

理論」によって説明した。すなわち物理的には均等な音特性を持つ子音・母音

どうしが、誕生後に受けたインプットにより、その言語で弁別に使われる音に、

磁石のように引き寄せられて知覚されるようになる、というのである。しかも
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それが、人生の最初の１年でほぼ完成するとKuhlは述べている。

Bailey＆Plunkett（2002）は、母語でミニマル・ペアを成す語葉に対する

音韻識別能力の発達に関する研究で、約18か月齢のこどもと、約24か月齢のこ

どもを対象に、養育者が「こどもが知っている」と回答した、１音節から成る

名詞30個について、その発音を正しく聞き分けることができるかを、絵の注視

の正解率と注視時間の長さで分析した。その結果どちらの年齢グループにおい

ても、正しい発音と、単語内の音素を変換して作成した間違った発音の単語と

の注視結果に、有意差が見られた。注視のパターンと「目標語彙を習得したの

が実験時期のどの程度前だったか」との有意な関係は得られなかったが、この

研究結果から少なくとも母語においては、１８ヶ月齢（１歳半）で、すでに単語

の正しい音韻形式（phonologicalrepresentation）を判別できることがわか

る。

母国語とは異なる音声・音韻体系を持つ外国語の習得においては、音の弁別

能力の穫得は大きな課題である。Toyａは1992年の研究のpostAoc分析とし

て誤答分析を行なった。その結果誤答の原因として、標的語句を既知の単語と

取り違えた可能性が高いことがわかった。すなわち標的語彙と同じ音構成で始

まる単語と取り違えて意味を答えたと思われる誤答（例えば標的語「plunge

(落ち込む、急激に低下する)」の意味として「計画（plan）や工場（plant)、

梅（plum）と解答｣）が見られたのである（Nishikawa＆Toya，1995)。

speakやtellなどに代表される発話動詞の語奨習得研究を、日本人学習者

対象に行なった阿部のグループでもやはり、音声的に類似する別の語との混同

に起因する誤りが報告されている（霜崎，1995)。同報告では、この混同に対

して、「パスタブ効果（bathtubeffect)」が見られるとしている。パスタプ効

果はＢｒｏｗｎ＆ＭｃＮｅｉｌ（1966）が名づけたもので、洋式の湯船（バスタプ）

に人が浸かった場合、横から見て飛び出している頭と足だけが見えることから、

単語の聞き間違いにおいて語頭および語尾だけを手がかりに、形の似ている単

語を想起する現象を指している.これに酷似した現象はslipofthetongue

(言い間違い)、ｔｉｐｏｆｔｈｅｔｏｎｇｕｅ（TOT）研究でも報告されている。つまり

slipofthetongueやＴＯＴではexcessというつもりでexceed（語頭のシラ
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ブルが共通)、assistというつもりでinsist（語尾のシラプルが共通）と言っ

てしまうという現象が見られ、インプットの処理時の間違いであるパスタプ効

果のアウトプット版と見なすことができる。

音声による語彙習得における形の記憶保持の重要性と、その難しさについて

は、心理言語学でのGathercole，Baddeleyを中心とした、ワーキングメモリ

モデルの中の音韻短期記憶（phonologicalshort-termmemory）の研究から

も、得るところが多い（PapagnoetaL，1991参照)。特にServiceは、言語

音声の処理能力と短期記憶から見た語彙習得について一連の研究を発表してお

り（Service，1992；Service＆Craik，1993；Service＆Kohonen，1995)、

Englishpseudowordを聞いて真似するrepetitiontaskの結果が、英語の成

績、特に新規語彙の習得と関連がある、と結論付けている。この無意味な音声

列を真似する（記憶する）力は正に、語彙の形を保持する能力を指しているの

である（6eponieneetQJ.，1999も参照)。

トマティスは外国語を学ぶときの音声言語の周波数に着目し、学習者の母語

と学習すべき外国語の言語音声の周波数域が異なる場合、リスニングの向上が

極めて困難であると主張し、学習言語の周波数域の音声が聞き取れるように耳

を訓練する必要性を唱えた。同じ着眼点を持つ、日本人のための英語周波数訓

練装鬮として、「マジックリスニング」という教材も開発・販売されている。

さらに、日本人の言語情報処理は漢字を核とし、文字中心であるため、音声の

みによる記憶保持能力が低いことを菊沢（1998）は指摘している。門田

(2002）は、日本人学習者の英語リスニングとリーディングの関係を研究し、

リーディング時にも語鍵の音声処理が大きく関与すると述べている。このよう

にＬ２学習者がリスニングによって語彙を学ぼうとするとき、まず形の習得・

保持の面で乗り越えるべきハードルがあると言える。

２．２語彙の意味獲得

インプットによる受動語鍵の習得においては、まず形の認識・保持が必要に

なるが、次には記憶にとどめた単語音声に貼り付ける「意味（meaning)」が

準備されなくてはならない。ではその意味はどこから得たらよいのか。外国語
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の場合は単語とそれが示す絵とを合わせて覚えたり、辞書で調べたりすること

もあるだろうが、自然な言語環境で自動的に（少なくともそう見える）習得す

る場合、特に母語において、その過程が多くの研究者の興味の対象となってい

る。

母語における語彙狸得で、どのように意味が理解されていくかについては諸

説存在するが、最近の有名なものにマークマン（1989）による「制約理論」お

よびデフォールトを用いた説明がある。例えば、おとながコップを指して

｢cup」と発話したとき、ふつう子どもは、この発話（cupという言語音）が指

し示された物体の色や材質でなく「名前」を指すと解釈する。またこのような

場合、その名前は「一部（たとえば取っ手)」を指すのではなく、「全体」を指

すと認識される。このような制約をもとにインプットされる情報を処理し、正

しい意味にたどり着くというのがマークマンの主張である。非常に魅力的な説

明であるが小林（1995）によれば、この説に対する批判として、養育者の役割

つまり子どもと親との相互作用や、parentese（親語）を軽視している、とい

うものがあるという。

一般に幼いこどもが、母語でコミュニケーションを通じて語彙を獲得してい

くときには、その未知の語彙についてのヒントが、ことばが使われている状況

に多く存在する。しかし子どもが就学して教室内で知識を得るようになると、

意味の構築を支える状況的ヒントは激減し、言語そのものの理解ができないと、

教科内容についていけない、という問題が発生する。一般に言語能力は、高コ

ンテクスト状況でのＢICS（基本的対人会話能力）の猿得をベースにして、さ

らに高度なCALＰ（認知・学習言語能力）がゆっくりと発達していくと考え

られており（山本，1996参照)、ＣＡＬＰの獲得過程においては、日常は使わな

い教科内容に関する語彙を拡大していくと考えられる。この語彙の拡大は教室

内のインプットだけに起因するのではなく、教室外での時間に行なわれる読書

によっても培われる。

語彙そのもののインストラクションに重点を魁かない授業の場合、リスニン

グによるＬ２語彙習得において、意味はあくまでインプット内の情報から推測

されなければならない。もちろんインプット内の情報が、未知の語句の意味を
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推測するのには不十分である場合も多い（Schatz＆Baldwin，1985）かもし

れない。しかし、Vidal（2003）の研究結果で、被験者のＬ２能力と、習得さ

れた語漿の量との正の関係が見られように、当該言語の能力が高ければ、イン

プットから得られる情報は自然と多くなり、語彙の意味を推論することができ

ると考えられる。Vidalはまた、インプットを受けた直後の語彙の伸びについ

て、Ｌ２能力の高い被験者グループの方が、低い被験者グループより高い割合

で語彙を習得したことを報告している。これはStanovich（1986）のいうマシュー

効果（Mattheweffect)、すなわち、経済学における「富めるものはますます

富み、貧しきものはますます貧しくなる」という原理が語彙習得にも働き、

｢すでに語彙力の高い学習者は、より多くの単語を新規に習得できる｡」という

もので、母国語での読み聞かせによる語彙習得（例えばRobbins＆Ehri，

1994）にも、報告されている。

しかし後で述べるように、Ｌ１における年齢、Ｌ２における学習年数すなわ

ち一般的Ｌ２能力が上がってくると、既得の語彙サイズだけで新規の語彙痩得

能力を説明するのは難しくなる。特に第二言語習得における受動語彙の意味獲

得では、未知の単語を訳、すなわちＬ１での意味に置き換えることで、かなり

の部分が対応でき、効率化を図ることが可能なはずである。バイリンガル研究

においては、言語能力が高度化・専門化すればするほど、語彙や概念が１対１

の対応になり、母国語でのＣＡＬＰがＬ２のＣＡＬＰに転移可能であることがわ

かっている（中島，2003)。同時に、「Ｌ２の能力はＬ１の能力を超えることは

ない」ともいわれる。リスニングによるＬ２語彙習得では、学習者がＬｌで持っ

ているスキーマと、それを用いたトップダウンの情報処理および意味の推測と

いう道があることを、心に留めておかねばなるまい。

２．３リスニングインプットの処理における形と意味の関係

以上のように、語彙の習得には音によって表現された形を理解・記憶・猫得

するプロセスと、その形と窓意的に結びついた意味の理解と記憶が必要である。

しかし、形と意味の獲得が平行して行なわれようとするとき、そのバランスが

必ずしもうまくいくとは限らない。VanPatten（1989）は学習者がスペイン
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語のインプットを聞くとき、注意を向ける箇所が異なると、インプットの理解

に違いが出ることを明らかにし、意味的比重の低い文要素（定冠詞および英語

で言う３人称・単数の-s）への注意が、文章全体の意味理解を阻害することを

示した。Toyａ（1991）は日本語のリスニングインプットを準備し、英語を母

国語とする日本語学習者および日本語の母語話者に対し、VanPattenの迫実

験を行なった。その結果はVanPattenの結果と同じく、意味的比重の低い項

目（日本語の文末に表れる「～ます｣）へ注意を向けさせられると、かなり学

習の進んだ被験者でも理解が低下することが確認された。一方で、母語話者で

は注意を「～ます」に向けても理解が下がらないことも確認された。

竹内（2000）は宮本（1998）を引用して、「人間の情報処理には、トップダ

ウン的処理とボトムアップ的処理があり、この両者の間には『注意資源のトレー

ドオフ』関係（『』は著者による)、つまり一方の処理効率が上がればもう一

方の効率が下がる関係が存在しているという（ｐ89)」と述べている。高野

(1995）は「不慣れな外国語を使っている最中は、その外国語を使うのが難し

いだけでなく、思考力も一時的に低下する（p255)」という「外国語効果」に

言及している。一般に言語処理と思考が平行して行なわれるとき、母語では時

間的・量的な積み上げがあるために、思考力の低下が少ないのに対し、練習量

の少ない外国語では思考力の低下が顕著である。ボトムアップ処理とトップダ

ウン処理に関する最近の知見では、トップダウン処理がより進んだ学習者や母

語話者に観察されるという研究結果は、ボトムアップ処理が行なわれていない

ことを示すのではなく、ボトムアップ処理が（閾値を超え）自動化したことを

示しているとされる（門田，2002)。つまり言語情報処理においては、インプッ

トの量および練習によってボトムアップ処理がある程度自動化されると、その

余力がトップダウン処理に回されると考えることができる。

教室での講義のような、インプットのみによる語彙の習得において、語彙の

意味はインプットの理解から推測するしかない。その意味では形の獲得はボト

ムアップ処理であり、意味の獲得はトップダウン処理に依存するので、形と意

味の両方に注意を向けることは、母語話者に比べて注意資源が限られている学

習者にとってはかなり負担になると考えられる。同様に、トップダウン処理で
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ある意味の理解が（母語との対応する呼称や概念とのマッチングで）できたと

しても、ボトムアップ処理が閾値を超えず、自動化されないままであるならば、

形の狸得はおぼつかない。

以上見てくると、幼少期のＬ１インプットの処理と成人によるＬ２インプッ

トの処理では、まずボトムアップ処理に苦労するという報告（6eponieneet

QJ.，1999参照）は、十分納得のいくことである。日本人の英語学習者にしても、

初級の段階では、まとまった量の英語を聞いたときに切れ目がわからないし、

学ぶべき語彙項目の形を取り出して認識することは難しいと考えられる。しか

しＬ１ではいわゆる「聞き取れない音」というものは一般に存在しないのに対

し、Ｌ２においては「聞き取れない＝聞き取って理解できない」と認識する現

象は、根強いように感じる。Ｌ１とＬ２ではどこが違うのか。こどもの母語習

得においてボトムアップ処理の自動化は、何歳ぐらいで確立するのだろうか。

２．４語彙の習得における記憶保持と年齢との問題

脳のイメージング研究で高名な川島は、「９歳半の節」という表現を用いて、

脳の情報処理が9歳ぐらいで変化すると報告している（川島，２００２；川島×吉

川，2003)。CeponieneetaJ．（1999)は、母国語での言語音声短期記憶処理能

力の発達と語彙力の関係について、次のようにまとめている。

①無意味語の音声的繰り返し能力および数字処理記憶（digitspan）能力

は、３歳から１３，４歳までのこどものＬｌ語彙力の、有力な説明要因で

あるが、その影響力は年齢が高くなると衰える傾向にある（Gathercole

＆Adams，1993；Gathercole，Service，Adams，＆Martin，1999；

Papagno＆Miller，1995；Service＆Craik，1993より)。

②４，５歳では、無意味語の音声的繰り返し能力が語彙サイズの発達を説

明できるが、それはおおよそ8歳までで、８歳になると代わりに、持って

いる語彙力が語彙の習得能力を説明する大きな要因の位悩を占めるよう

になる（Gathercole，Willis，Emslie，＆Baddeley，1992より)。

（CeponieneetaJ.，1999,ｐ710）
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CeponineneetQJ、において無意味語の音声的繰り返し能力と語葉習得のと

の関係は、８歳で突然なくなったり落ちてしまうものではなく、むしろ、徐々

に影響力を増してきた既得の語彙サイズ要因が、音声的繰り返し能力の影響力

を追い越したと見るべきなのかもしれない。しかしそれが起こる年齢が８歳あ

たりであるというのは、川島の言う脳の情報処理の質的変化が起こる年齢、さ

らには言語獲得での、いわゆる「敏感期（sensitiveperiod)」がほぼ終了する

と言われる年齢を祐佛とさせ、興味深い。一般に音声インプットによる受動的

語彙習得研究を見ても、学習の定着すなわち習得された語彙の保持の面では、

Elley（1989）やSchouten-vanPareren（1989）のような子ども対象の研究

結果の方が、Toyａ（1992）やVidal（2003）のような成人の外国語での研究

結果より、ポジティヴである印象が否めない。川島の言う「質的変化」の本質

さらには、こどもの言語習得成功の鍵が「少ないほどよい（Lessismore）

説」にあるのか、今後の研究の動向が気になるところである。

３．インプットの種類と語彙習得における役割

リスニングにおける語彙習得において、学ばれるべき語彙の形も、その意味

を推測する手がかりもインプットの中に含まれている。言語習得理論の枠組み

の中ではKrashenのインプット理論以来、アウトプット理論、相互作用理論

などが提唱され、現在では、赤ちゃんがどれほど「ただ聞いているだけ」のよ

うに見えても、何かしら反応することによって、養育者からの適切な言語的・

非言語的反応を引き出すことのできる能動的・主体的な存在と捉えられるよう

になった。しかし赤ん坊がアウトプットを返そうが、相手と相互的に反応しよ

うが、言語習得においてインプットが必要だという点においては、何も疑う余

地はない。Robbins＆Ｅｈｒｉ（1994）はNelson（1973）とＲｉｃｅ＆Woodsmall

(1988)、およびSachs＆Johnsonの研究結果をまとめて、母語で一方的なイ

ンプット（例えばテレビ視聴）が語彙習得に効果的なのは３才以降、つまり２

歳までは効果がないのに対し、３～５歳になるとテレビを見ていて新しい語彙

を獲得できるとしている。従ってＬ２学習者の大半が、固定された一方的なイ
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ンプットによる語錘猫得の恩恵を受ける可能性は大きい。一方で日本の英語教

育の状況を考えると、テレビから流れるニュース番組やドラマ、そして映画や

ビデオなど一方的に受けることのできるインプットの量は膨大であり、もしそ

れらを語葉習得も目的とする学習・教授に生かすことができれば、英語学習の

効率が向上する。

中島（2001）は、Ryval（1978)、Wells（1985)、Ｓｗａｉｎ（1988）を引用し

て、パイリンガリズムにおける絵本の読み聞かせの重要性を説いている。その

中で本の読み聞かせが、日常の場面から切り離された、普段使わない語奨に触

れる格好のチャンスであることを指摘する。またS6n6chaletqJ．（1995）は、

母語において家庭での読み聞かせと語彙力に正の相関関係が確認されたと報告

している。Ｌ２環境におけるバイリンガリズム教育において学校の授業で使わ

れる言語は、目の前で起こっていることを述べるわけではないので、理解した

言語のみから話されている意味内容を構築していく必要があり、ＣＡＬＰが欠

かせない。教室内での音声言語インプットについて、難しい語彙の使用を極力

抑える「単純化（simplification)」ではなく、より難易度の高い豊富な語彙を

残しつつ、それに説明を加えた形である「elaboration」を施すことはＣＡＬＰ

を発達させる方策として、有効であると言える。

インプットとしての読み聞かせの特徴として、同じ言語が読むたびにそのま

まの形で繰り返されることに加え、（主に養育者や教師である）読み手が、言

い換えや指差しなど、説明を加えることが多いことなどが挙げられる。注目す

べきはこの「読み聞かせ」インプットの特徴が、語学力の劣る相手に対して、

理解を促進し、確認しながら進むコミュニケーションスタイルの結果表れる、

親語（parentese)、外国人向けのしゃべり（foreignertalk)、および教師語

(teachertalk）などと共通する特徴を持っている点である。すなわち、これ

らの話しかけにも、子どもに対する絵本の読み聞かせにも、ゆっくりとしたス

ピード、強調、繰り返しや言い換え、ポーズの多用などが共通して見られる。

であるとしたら一方向性インプットにおいて、このような特徴を持つインプッ

トはリスニングによるＬ２語彙習得を促進することが期待できる。

一方で気になるのが、昨今の言語教育における「速聴｣、つまり２倍とか３
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倍速になった言語音声を聞くというアプローチが、人気を集めているという事

実である。まずスピードの面ひとつ取ってみても、速聴はParentesa

ForeignerTalk，TeacherＴａｌｋなどのインプットと対極に位置している。そ

の効果については科学的な実証研究が少ないため、現時点でＬ２語彙習得との

関係についての言及は避けたい。ただし河野（2001）の研究において、刺激感

覚が300ｍs以内の早いテンポでインプットされる音声言語は包括的・全体的に

処理されようとするのに対し、４２０，sを過ぎてゆっくりになると、文や句の中

に含まれる項目に対し分析的処理が行なわれようとする、という結果が報告さ

れている。もし河野の言うように「全体的音声処理機構」「分析的音声処理機

構」のどちらかを使うかが、インプットのスピードによってある程度自動的に

決定されるのだとしたら、使われている目標語彙の形を認識しなくてはならな

い場合は、むしろゆっくりのインプットを分析的に処理する方が成功率が高い

と考えるのが、自然ではないだろうか。

インプットのスピードに加え、与えられるインプットの繰り返し回数も語彙

習得の成功の鍵を握る要因である。目標語彙がインプットに埋め込まれている

ことを考慮すると、インプットの回数を増やせば、語漿の「形」の独得につな

がり、同時にインプットそのものから得られる「意味」の推論もより確かなも

のになると考えられる。繰り返し聞くこと（multiplelistening）の効果は、

Toyａ（1992）およびRobbins＆Ｅｈｒｉ（1994）で報告されている。外国語の

デイクテーションにおける得点の伸びが最初の１～２回でもっとも大きく、３

回目以降頭打ちになりがちであるという「飽和点」の報告（例えば山内，

2002）もあるが、Robbins＆Ehriは同じ音声テキストを４回は聞かないと、

インプットによる語彙習得は難しいと述べている。１回１回書き留めるデイク

テーションと異なり、音声語彙の習得では記憶に留まりにくい語彙の音声形式

を定着させるため、より多くの繰り返しが必要なのだろう。幼い子どもが気に

入った絵本やおはなしを何回せがむのかを観察すれば、繰り返しがいかに重要

か、察して余りある。

Toyａ（1992）の結果からも、インプットの特性として、難しすぎて内容が

理解できないようなテキストは、語奨の意味を推論する情報が不足するため、
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習得を促進するインプットとしては利用できない。またElley（1989）は語彙

習得がうまく行くためにはtextinvolvementが必要だと述べている。研究に

使われた２冊の絵本のうち、１冊では高い語奨の伸びが見られたの対し、もう

１冊では伸びはあったものの、先の１冊と差がついた格好になった。その理由

としてElleyは伸びの少なかった絵本の内容が、子どもたちにとってなじみの

ない場面設定で、登場人物への感情移入が弱かったからだと説明した。

これらの結果から言えることは、内容が理解できる程度の難易度で、学習者

が興味を持つような内容のテキストでないと、語彙は伸びにくいということで

ある。アカデミックなもの、例えば大学の講義などで扱われる内容は、認知的

に高度であることが多い。このような場合、「わかりやすい」「面白い」などの

条件は必ずしも保障されにくい。１つの解決方法として、認知的に高度な内容

ほど、使われる語彙はその専門分野に特有のもので、母語１対１の意味関係を

とりやすくなることを利用し、母語で関連知識を増やしてやる。それによって

｢わかりやすさ」「おもしろさ」の度合いを上げることが可能になると思われる。

４．まとめ及び今後の課題

最初に掲げた本稿のリサーチクエスチョンに対する答えであるが、①では、

Ｌ２学習者にとってリスニングインプットは、語彙習得の源になりうると結論

付けてよさそうな風向きである。数少ないＬ２での研究においても概ねポジティ

ヴな結論が得られており、母国語の読み問かせ研究でも同様である。

②の成功の条件としては、形の記憶、意味の猿得方法の可能性、およびイン

プットの特性と与え方に分けて論を進めた。その結果としてまず、形の認識．

保持のために、ボトムアップ処理である音韻記憶能力を向上させることが必要

であるといえる。次に、意味の類推がインプット中でできるようになるための

有効な手段として、トップダウン処理をうまく行なうことが望ましいが、その

ためには、母語での背景知識および目標言語での豊富な語彙力の構築が有効で

ある。最後にインプットに関しては、学習者のレベルと興味に合ったインプッ

トをゆっくりめのスピードで、とにかく繰り返し与えることが効果的だと言え
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る。

母語での言語処理と外国語での言語処理における大きな相違点として、２つ

のことを指摘して、次稿への課題としたい。１つめは言語処理の容量とスピー

ドの問題である。本稿において容量に関しては、外国語の処理において注意資

源の問題や外国語効果を指摘した。スピードについては今後反応時間

(responsetime,ＲＴ）研究を中心に、問題点を明らかにしたいと思う。

２つめは形と意味、ボトムアップとトップダウンのスキル／処理から見た、

母語と外国語の発達について、である。母語（Ｌ１）では「形｣、すなわち音

韻弁別、語彙、それを載せて文を生成する（無意識の）文法知識の発達と、そ

の言語によって吸収・構築される認知・思考能力などの「意味」の発達は同時

進行である。それに対し外国語（Ｌ２）を学んでいく際は、「形」において、

Ｌ１と異なるＬ２の音や語奨や文法を学習．習得しなければならない。しかし、

｢意味」においてはすでにＬｌによる認知・思考能力の発達が先行し、背景知

識も持っていることになる。この点においてＬ２の言語処理は、Ｌｌの能力お

よび発達に依存しながらも、母語の言語処理能力の発達とはやや異なるプロセ

スをたどる、と考えられる。

そしてこれはまだ、私の仮説に過ぎないのだが、Ｌ１においては早い時期、

おそらく臨界期と呼ばれる８～10歳までにボトムアップスキル／処理に関わる

言語能力は一応完成し、その年齢以後はその処理'二のつかった形で、トップダ

ウン処理に移行し、必要な背景知識を得ながら認知・思考能力を発達させてい

く。それに対し、Ｌ２能力の猫得においては、学習開始年齢によっても異なる

が、ボトムアップスキル／処理に関わる言語能力の発達にＬ１以上の時間を要

し、しかもそれが完成することは難しい。しかしながら、ボトムアップスキル

／処理に関わるＬ２言語能力は、完壁に母語話者並みになる必要はなく、ある

閾値を超えるとそれ以降の外国語の理解・処理は、Ｌ１で構築されたトップダ

ウン処理に頼ることが可能になる。この仮説をいかに発展させ検証するかが、

今後の私の研究の大きな核になると考えている。
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Factors in Incidental Learning of L2 Receptive Vocabulary:
Form, Meaning, and Input

Abstract

This paper intends to summarize critical issues discussed in the

literature about incidental vocabulary learning through listening input,

with a focus on the form of target items, their meaning, and the

characteristics of aural input. As Vidal (2003) points out, research in

this area is scarce on second/foreign language learning. This led us to

summarize the findings in the areas of reading stories aloud to Ll

children and of the effects of phonological short-term memory on

vocabulary acquisition.

Research findings show that L2 learners tend to have greater

difficulty in acquiring bottom-up skills of processing and retaining

phonological forms of target vocabulary. Unlike in the Ll, abilities

such as distinguishing language-specific phonological forms seem to

take more time to be established, i.e., to become "automatic." Still, L2

learners often have the advantage of simply needing to learn vocabulary

while already possessing knowledge from their Ll of the concepts

behind the words, which is not the case for Ll learners. The Above

mentioned learner characteristics should be taken into consideration

when carrying out "listening activities" with an expectation of learners'

incidental vocabulary acquisition. Features which will possibly enhance

such learning in the L2 are also suggested in this paper.

-60-


