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読解過程に基づく外国語の読解指導に関する－考察

金城尚美

Ｉ．はじめに

外国語の読解指導は大きく分けると言語的知識を与えるものと読解技術

（readingskill）を指導するものに分けられる。しかし日本語教育での読解

と呼ばれる授業の中では、この二つが分離して考えられていない場合が多く、

語彙や構文・文型、表現などの言語的知識に重点をおく指導が中心となってい

ることが指摘されている（駒井1990,畠1989）。読解教材も言語知識を与

える形式に沿ったものが多く見られることが証明しているように、それが読解

の指導であると考えられる傾向がある。岡崎・岡崎（1989）は、「日本語学習

者が現実の中で要求される読み」と「教室内での読み」との間には大きな隔た

りが存在していると述べている。実際に行われている教室内での読みは、「逐

語読み」と「構文及び語彙の積み上げを中心とする読み」であり、現在のとこ

ろ教室内で行われる読解指導においては読み方を訓練する機会が与えられてい

ないことが多く、現実の中で学習者が要求される読みの能力の養成のためには

大きな問題があるという指摘である（岡崎・岡崎1989）。またこのような問

題点を解決するためには、「目的・課題遂行のために必要となる読みの技能の

養成を目指す指導」をしなければならないと主張している。言うまでもなく、

一般に精読と呼ばれる「学習読み」（北條1973）もそれなりの効果があり重

要であるが、それが読解能力を養成するために十分条件でないことを認識する

必要性があると言える（山本1989）。最近、読解技術に焦点をあてた指導も

少しずつ試みられてはいるが、まだ適切な指導法の研究は不十分であると言わ

れており、効果的な読解指導法の開発とそれをカリキュラムに生かしたコース

デザインを検討していかなければならないと言える。

では、どのような観点から読解の指導法を考えていけばよいのであろうか。

近年「読み」のメカニズムやその過程に関する認知心理学、言語心理学などに

おける研究の成果が注目されている。本論においては特に外国語としての日本
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語のよりよい読解指導を考える－視点として、文・文章の理解過程に関する研

究を概観し、人間の情報処理過程に即した読解を促進するための指導法につい

て検討を加えることとする。また日本語教育を第二外国語教育の中で位置づけ

ることにより、外国語の読解指導のための考察を試みる：

１１．文の理解過程と読解

読みの過程には大きく分けて視覚的情報（visualinformation）と非視覚的

情報（nonvisualinformation）の２種類が関係していると考えられている

（Smithl973）。視覚的情報とは文字を通して得られる情報を指し、非視覚的

情報とは使用している言語そのものの知識、過去に経験して得られた知識の総

体を指している。

1960年代において読解とは書かれたテキストの符号解読の過程、すなわち視

覚的情報を処理する過程として捉えられていた（CarelLetaL1988)。つま

り、単語、句、文、段落と理解を穂み重ねていくことによって、全体的なテキ

ストの理解に到達する（ボトム・アップ処理の過程）という考え方が中心とな

っていた。しかしこのような考え方も近年、人間の理解過程をひとつの情報処

理システムとしてとらえた認知心理学的研究などにより大きく修正されてき

た。そして読解の過程は視覚的情報を処理する過程のみならず、非視覚的情報

も関与する過程（トップ・ダウン処理）であるという考え方へと移行していっ

たのである。つまり理解という過程において人間は、抽象的なレベル（トッ

プ）から具体的なレベル（ダウン）へ、あるいは、具体的なレベル（ボトム）

から抽象的なレベル（トップ）へと一方向に処理を進めるのではなく、トップ

・ダウン処理（top-downprocessing）とボトム・アップ処理（bottom-up

processing）の二つの処理を併用しながら言語理解を行っているという考え方

が一般的となってきた（Rumelhartl977；Anderson，富田訳1982；田中

1982；戸田1986）。これにより読んで理解するということは、文章から得た

情報を読み手の知識構造の中へ統合化してゆく過程であると捉えられるように

なった（小林1990）。

さらに読解とは、読みの過程を受動的な過程ではなく能動的な過程であると
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捉え、読解における読み手を主体的な情報処理者とし、読解はその読み手がテ

キストと相互作用を行なう過程であるとみなされるようになった。つまり読み

手は読解というひとつのプロセスにおいてテキストの内容の再構成を行い、そ

の再構成したものをその読み手の知識体系の中に組み込んでいくという、テキ

ストとの相互作用的な情報処理を行うという考え方である。Stanovich（1980）

は、読解においてボトム・アップ処理（bottom-upprocessing）とトップ・ダ

ウン処理（top-downprocessing）が相補的に行われていると述べ、Rumelhart

（御領訳1980）は、読解活動を「言語理解は、感覚情報と外界に関するわれ

われの一般的知識との相互作用からなる能動的な過程である」と説明してい

る。例えば、テキストの内容に関する知識を既に持っており、テキスト全体の

内容の予測はできているがテキストを構成している個々の要素であることばに

未知なものが多い場合を仮定すると、トップ・ダウン処理に依存した読みを

し、逆にテキストの内容に関する背景的知識を持っていない場合は、ことばな

どの視覚情報を手がかりとしてボトム・アップ処理に依存した読みで、テキス

トの内容を把握しようとすると考えられると説明している。

ボトム・アップ、トップ・ダウンの両方向性の処理の実在性を確認できる簡

単な例を示す(図１)。例えば、「きのう札幌では■■降りました」のようにな

っていてほとんど文字が弁別できなかったと仮定した場合であっても、おそら

く言語表現に依存する冗長度と文脈から、汚れて見えない部分に書かれている

文字が「雨が」か「雪が」であろうと、トップ・ダウン的に推測可能である。

そういう推測が先にあれば、汚れ方が軽く、薄く文字が読み取れる場合でも全

ての文字について完全にボトム・アップ処理をする必要性はなく、「雨が」か

「雪が」を弁別する情報が取り出せれば理解は可能である（戸田他1986)。

また季節という状況が真冬であり、その情報を読み手が把握していれば「雪

が」の可能性が「雨が」より高く予測されることになるであろう。このように

その状況に合わせたボトム・アップ処理とトップ・ダウン処理の適切な配合を

しながら人間はテキスト中の文字の読み取りをしていると考えられる。
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図１文理解の両方向処理モデル（戸田他1986）ｐ､1６

Ⅲ、読解過程のモデル

ChallandStahl（1982）は、読解の認知過程に関する読みのモデルをどの

ような情報の処理過程に着目したものかによって次の３つの型に分類してい
る。

（１）ボトム・アップモデル（bottom-upmodeD2

（２）トップ・ダウンモデル（top-downmodel)ヨ

（３）インターラクティヴモデル（interactivemodel）

ボトム・アップ処理による読解過程は、書かれた文字、単語といった言語的

要素を解読し、テキストの意味を最小の単位から最大の単位へ向けて構築し、

テキスト内の情報のみを読み取る過程であった。またトップ・ダウン処理によ

る読解過程は、読み手の経験や先有知識に基づいて予測を立て、これらの予測

が適切なものであるかどうかをチェックするというサイクルとたどる過程であ
る。
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先にも述べたように、1960年代から1970年代までは言語を要素に分け、それ

らの要素の積み上げが言語全体を構成するという認識の一方向的な「直線型読

解過程の理解」（岡崎・岡崎1989）を主流としたモデルが提唱されていた。

しかし、最近では読解に対する認識の変化、すなわち視覚的情報を処理するプ

ロセスである低次の情報処理（bottom-upprocess）と人間の既有知識などの

非視覚的情報を処理するプロセスである高次の情報処理（top-downpmcess）

の両方が相互に作用しあって文章理解へつながるという考え方が一般的にな

り、モデルも相互作用型モデル（interactivemodel）が主流となってきた。

相互作用型の理解過程を扱ったモデルの特徴として、仮説の設定、検証、修正

の繰り返しの作業が理解過程の根底をなすものであると言われている（岡崎・

岡崎1989）。

現在提案されている読解の相互作用型モデルにはいくつかのタイプがある

が、ここでは代表的だとされているモデルを概観し、読解指導を検討するため

の知見を得ることとする。

m-LRmelhartの相互作用型モデル

Rumelhart（1977)は、読解を表記に関する知識、語彙の知識、統語的知識、

意味的知識などの情報源が読み手の中で相互作用を起こす過程であるという概

念で捉え、図２のような相互作用型モデルを提案している。ＶＩＳ（visual

informationstore）に文字情報がインプットされると、特徴抽出装置（featu

reextractiondevice）により入力された刺激が判別され、パターン

・シンセサイザー（patternsynthesizer）に入れられ処理がなされるという

仕組みである。

まずボトム・アップ処理として、読み手の持っている表記の知識、語彙的知

識、統語的知識、意味的知識の四つの知識ソースがパターン・シンセサイザー

と呼ばれるメッセージセンターに集められる。メッセージセンターは情報の受

容、情報の保持、情報に方向付けを与えるという機能を担っている。パターン

・シンセサイザーにおいて、目から入った情報を理解するためにどんな聴覚情

報を保持すればよいかを集められた知識ソースを使って判断を下し、個々の情
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報の要素の関係付けを行うという理解過程をたどる。他方、トップ・ダウン処

理として、長期記憶から受け入れ保持されている知識により目を通して入って

きた刺激に対する仮説の設定（推測）、分析、検証が実行され、必要な場合、

仮説に修正が加えられる。

このように四つの知識ソースがメッセージセンターを中心として各情報源か

ら与えられるものを相互作用させることによって、読解が進められるのである

とするのがRumelhartの読解モデルである。

Graphemic

InPut e

tation

図２Rumelhart（1977）の読解モデル

m-2Stanovichの相互作用補正型モデル

Stanovich（1980)は、Rumelhartのモデルを発展させた形の相互作用楠Ｔｌ型

モデル（Interactive-compensatorymodel）を提案している。Stanovichは、

「どの段階における処理過程でも他の段階の処理過程の欠陥を補うことができ

る」という考えに基づき、読みを進めていく段階のどこかで知識ソースの不足

によりボトム・アップ処理、トップ・ダウン処理のいずれかに支障が生じた場

合、一方の処理が他方の処理を補う形で理解が進められていくと説明してい

る。たとえば語彙に関する知識が不足している場合、トップ・ダウン処理がそ
４

れを補う形で活性ｲﾋされ、文脈や背景的知識から語の意味を推測していきなが

ら全体の理解へ至るという過程をたどる。逆に、単語の知識は充分に持ってい
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ろがテキストのテーマについての知識が不足している場合は、ボトム・アップ

処理がより活性化されると考えられている。このように、Stanovichのモデル

は、ボトム・アップ処理とトップ・ダウン処理の両方向からのテキストの処理

が行われているという点で相互作用的であり、どちらかの処理の問題点を他の

処理が補うという点で補正的なモデルであると言える。このような相互作用補

正型モデルは、読み手の知識や技能の不足を克服するよう、二つの読み方によ

って補い合いながら読解を行う過程を説明したものである。

Ⅲ－３．JustandCarpenterのモデル

RumelhartやStanovichのモデルが語の認知過程に着目したモデルであった

のに対し、JustandCarpenter（1980）は読みにおける眼球運動に関する研究

をし、実験により読みにおける語の凝視の持続時間がその理解処理に要する時

間と一致することを明らかにした。そして文を単位とした文章の意味の理解過

程に焦点をあてた読解モデル(図３）を提案している（SamuelsandKamil

l984）。

JustandCarpenterのモデルでは、まず凝視された文字の符号解読、語の識

別、意味へのアクセス、意味の解釈と進んでいく。次の段階でその語に、句ま

たは文中での格機能が割り当てられ、作業記憶内にある情報と統合されるとい

う統語レベルの処理がなされる。この処理過程で、意味の解釈や格の割り当て

に誤りがあった場合には修正が行われるが、その際文の最初にもどって再処理

されるのではなく、効率よく、誤って解釈された語へ戻り修正される。これら

の処理は文末に至るまで繰り返し行われ、文末において文として統合され、整

合性が確認される。これらの全ての処理過程は同時に平行して行われる。さら

に、それぞれの処理と作業記憶内の情報との間に相互作用がおこるだけではな

く、作業記憶内の情報との間にも相互作用が生じるとされている。

読みのボトム・アップモデルでは、文章の主題についての予備知識や経験的

知識を読み手が既に持っている場合は、そうでない場合より文の意味が理解さ

れやすいといった事実を説明することが難しかった。またトップ・ダウンモ

デルでは、文章の主題についての既有知識が不十分で、内容に関する十分な予
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測ができない場合でも、視覚情報から得られる情報から文章を理解することが

できるといった事象を説明することができなかった（岡崎・岡崎1989）。し

かし、インタラクティヴモデルは人間のトップ・ダウンとボトム゛アップの情

報処理を融合させ、従来のモデルでは説明が難しかった読解の過程をうまく説

明できるという点で優れていると言われている。
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図３ＪustandCarpenterの読解モデル（1980）ｐ､331

Ⅳ、理解のモニタリングを含んだ読解過程

人間の情報処理の過程においては、情報その人間の情報処理の過程においては、情報そのものを処理するプロセスの他に

処理を制御・調整する機構が作用していると考えられている。このように人間
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が自分の認知過程を自覚し、調整していくのはメタ認知（metacognition）と

呼ばれる機能によるものだと言われている。佐伯（1981）によるとメタ認知と

は自分の認知について自覚することであり、また人間の認知的活動自体を対象

とするある種の上位的な構造、機能である(高橋1988）。Brown（1978；

Baker＆Brownl984）は、メタ認知を「認知についての知識」と「認知につ

いての調整」の二つに大別して考えている。認知についての知識とは、「人が

自分の認知資源や学習者としての自分自身と学習自体との適合性について持っ

ている知識」である。一方認知についての調整とは、「学習あるいは問題解決

を目指して進行している試行の間に行われる自己調整のメカニズム」のことで

ある。Brownによれば、メタ認知が訓練され、それによって適切に知的行動を

制御するようになれば､大きな教育的成果をもたらすだろうと述べている：

メタ認知と呼ばれる制御機構の働きは、読解の情報処理過程においても重要な

役割を果たしていると言える。読解という理解過程においてもメタ認知機構に

よって情報処理が制御され、入力された情報に応じて読解方略が選択・調整さ

れていると考えられる。優れた読み手は、自分の理解や記憶をモニター

（monitor）し、目標に対する到達状態を評価する。このモニターは理解がう

まく進んでいるときには自動的に実行されるが、問題が起きると速度を落とし

たり、意識的になんらかの努力することが必要であるという信号を出す役割を

果たす。これに対して未熟な読み手は、方略的、計画的に進むことや理解をモ

ニターし確認する能力が足りないと指摘されている（Brownl978）。先にあ

げたStanovichの相互作用補箙麺の読みのモデルもメタ認知のシステムを組み

込んだモデルであり、読みの過程がメタ認知の制御機構によってコントロール

されているとみなすことができる。

Gagne，Ｅ、（1985）は、このメタ認知のモニタリング機構を組み込んだ読

解過程のモデルを提案している。ＧａｇｎａＥ.D・はこのようなモデルに沿って読

解の心的過程を組織的に捉え、熟練した読み手と未熟な読み手の相違を把握す

ることは読解力を高める指導や読解を援助する指導を考えていく上で重要であ

ると述べている。
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Ⅳ－１．ＧａｇｎａＥ.Ｄ､の読解過程のモデル

ＧａｇｎｅＥ.、（1985）は、読解の過程を符号解読(decoding)、逐語的理解

(literalcomprehension）、推論的理解(inferentialcomprehension)、理解

のモニタリング（comprehensionmonitoring）の４つの過程があるとしてい

る。これら４つの過程はさらに各々表のような下位段階に分けられている。こ

れらの下位段階の各過程は読解のどの時点でも同時に平行して進められると考

えられており、また熟練した読み手と未熟な読み手では読解の各段階において

違いがあると説明されている。

表Gagne,E､，.(1985)による読解の諸過程

符号解読(decoding)と逐語的理解（literalcomprehension）の段階までが

いわゆる視覚情報処理の過程であると言える。また推論的理解(inferential

comprehension)は書かれている文字情報を越えて理解する過程、つまり明示的

に述べられている概念の範囲を越えて理解する過程であり、読み手の能動的な

活動の関与が大きいと説明されている。

Gagne，ＥＤ．（1985）によると理解のモニタリング（comprehension

monitoring）は、読解の際の目標に効果的かつ効率的に到達するような機能を
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目標到達のチェックと矯正



担う過程である。つまり、読解の目標到達度を確認し、さらに目標に到達して

いない場合には目標到達を矯正するための方策を実行する過程である。この過

程は読解だけでなく、認知的目標を設定し、目標を効率的に達成しようとする

場合に生起する全ての実行過程と共通するものであり、認知過程に対する読み

手の意識であるメタ認知技能の働きによっている。さらに理解のモニタリング

には「目標設定」、「方略の選択」、「目標到達のチェック」、「矯正」とい

う四つの過程があるとしている。

「目標設定」と「方略の選択」の過程とは、読み手が読解の始めに目標を設

定し、その目標に到達するために用いる適切な読解方略を選択する段階を指

す。たとえば目標がある情報の特定部分を探索することであれば覇探し読みの

ストラテジーを選択して効率よく読み、大意把握という目標なら、走り読みの

ストラテジーを使って読むといった場合である。熟達した読み手では、この過

程はかなり自動的に行われると考えられている。目標到達のチェックの過程

は、通常の読解の流れを中断することもあるとされている。そして理解してい

ないという警告が発せられると矯正過程が活性化され、理解を途切れさせてい

るものが何であってもその途切れに対処し、読みが進められていくと述べられ

ている：

Gagne，ＥＤ．（1985）は、「Thecatisblack」という文が各過程において

どのように処理されるかを例として、実際の文章読解時における事象を図４の

ように記述している。その各過程において作動記憶内に形成される仲介的な表

象が示されており、活性化されている過程によって作動記憶内で表象されてい

る内容が変化していく様子がわかるよう図式されている。

以上のようにメタ認知は、自分の理解状態や効果的な方略に関する知識によ

って理解をモニターし、方略を修正するという形で様々な認知過程全体をコン

トロールしており、その機能が重要な役割を果していると考えられる。同様に

読解においても文章を理解する際、メタ認知の機能が適切に働くことが重要で

あると言える。読み手は理解を達成するために読解過程を意識し、方略を選択

したり修正したりするのである（Gamer＆Reisl981）。
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図４文章読解時の各過程（Gagne，Ｅ､D、1989；赤堀・岸訳）ｐ２５１

この図では、円の中のＡは注意を表し、黒い矢印は注

意の向いている方向を示している。

Ⅳ－２．内田の文章理解過程の枠組み

内田（1982）は、人間内部で起こる理解過程の枠組みを提示している（図

５）。その理解過程のシステムには二つのカテゴリーがある。第一に読んだり

聞いたりする活動によって得られる「情報」と、第二にその情報を受け取って

処理する「受け手内に生ずる構成過程」である。そして理解とは、テキスト

（情報）から受け手へ、受け手から情報への相互作用として仮定されている。

しかし理解過程において直接受け取る情報は意味を構成する骨組みの構成要素

にすぎないとされている。情報を受容した読み手や聞き手がこの構成要素から

既有知識を喚起し、選択、変換、結合、補充、統合、構造化などのさまざまな

精神操作を用いて、文章の命題の内容と構造についての一貫した内的表象
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（mentalrepresentation）を構築していくプロセスが理解過程であると定義

されている。

惜鞭 受け手内に生ずる栂成過程

〆~ヘー

､～＿￣「

〈
知
織
の
変
軍
〉

〆門ﾍ

ｰｺﾞ，シヘ:Ｉ目互交渉
<＞：糖神燥作

＝今：作用の向き

[．：既有知溢

○：佃成産物

図５文書理解過程の枠組み（内田1982）ｐｌ６１

さらに内田（1982）はこの理解の構成過程の枠組みの中に「一貫性」、「最

適性」、「開放性」の三つのモニタリング機構を設定している。「一貫性」の

モニタリング系は、正確に、早く、それなりに一貫性のある構造を構成しなが

ら理解しようとする機能を担うものである。「最適性」のモニタリング系とは

個人の目標や課題認識、動機、視点にそくして最も適した構造を構成していこ

うとする機能を担うものである。３番目の「開放性」のモニタリング系とはい

ろいろな知識を照合したり、一度構成した内部モデルからまた新しい疑問や矛

盾を発見し、それを解決するためにさらに理解を深めていこうとする機能を担

うものである。一貫性、最適性のモニタリングは、正確に理解するための機構
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であるが、開放性のモニタリングは文章の逐語的理解を越え、新しい意味の構

築や発見、受け手の既有知識の変革まで至るような理解を可能にする機構であ

ると仮定されている。

このように内田（1982）の仮定した理解過程の中のモニタリング機構も

Gagne，Ｅ､,．（1985）が示した文章理解過程での理解のモニタリングのいずれ

も読解過程に関わる重要な認知過程であると言える。従って、読んで理解する

というプロセスについて考える場合、トップ・ダウン処理とボトム・アップ処

理に加え、モニタリングの認知過程まで広げて考察することが重要であると言

える。また学習者が認知過程のどの段階に問題があるのかを分析的に捉えてい

くことによって重要な示唆が得られるのではないかと考えられる。

Ｖ，外国語学習者の読解における問題点

外国語学習において、特に読解力が劣る学習者には、どのような問題点があ

るのであろうか。

天満（1989）は英語教育における読解の困難要因を教師側、学習者側の２つ

の側面から捉え、学習者側の問題として学習者の言語知識の不足と学習者の常

識的（背景的）知識の不足の２点を挙げている。またSpiro（1978）は、熟達

していない読み手は視覚情報か非視覚情報のどちらか一方に偏った読み方をし

ており、テキストの理解に支障をきたす場合が多いことを指摘している。

Carrell（1988）は、ボトム・アップ処理に偏った読み方（テキスト偏重型）

とトップ・ダウン処理に偏った読み方（知識経験偏重型）が熟練していない読

み手の問題点であると述べている。これに対して、優れた読み手の場合は、対

象となるテキストや読みの課題に合わせて二つの読みの仕方を使い分けながら

読解を行っていると言われている。このように外国語の読解では、学習者の言

語知識や背景的知識の不足が主な要因となりうまく読解活動が行えない場合

と、逐語読鋤《原因となり、読解に必要な言語的知識､背景的知識や読解のた
めのストラテジーをうまく利用できないことが読解の困難を招いていると言わ

れている。特に外国語の読みにおいては言語的知識の不足から、ボトム・アッ

プ処理に依存した逐語読みになってしまう傾向が強い。そのため細部の情報に

－１５４－



とらわれてしまい、一語一語の必要な概念を活性化させたとしても全体との関

連付けや体制化がなされにくく、トップ・ダウン処理がうまくいかない場合が

多いと言われている：

さらに高梨・高橋（1989）は英語教育の立場からPoorReaderの傾向として

次の五つの特徴があると述べているが、これらは主に学習者側のモニタリング

とトップダウン処理に関する問題点であると言える。

（１）自分の理解度をモニター（monitor）できない

（２）文脈からの情報を利用できない

（３）暗示的意味が読み取れない

（４）情報の構造化ができない

（５）題材や目的に応じた読み方ができない

また天満（1989）は、読んで理解し、その理解したものを記憶するという過

程においてメタ認知能力が重要な機能を持つとし、読解力の劣る者の問題点を

指摘している。たとえば読解力の劣る者は、自分がいま読んでいる文が理解で

きているのか否かがわからない、自分がいまどこで支障をきたしているのかが

自覚できないといった自己の認知状態をモニターできないと述べている。この

ような自己認識、自己評価の力がないと、読解は成立しないということであ

る。一方、読む力の優れた者は、テキストに応じて使うべきストラテジーと自

分の持つ力とをうまく相互作用させるというメタ認知的技能を活用させること

ができると述べている。

以上のようなことから、読解がうまくいかない学習者の問題点は、ボトム

・アップ処理の問題、トップ・ダウン処理の問題、モニタリングの機構の問題

の３つに大別される。これは先に挙げた読解の情報処理過程の各プロセスにお

ける問題点として把握することが適切であることを示している。従って学習者

の理解過程のどの部分に読解の困難点があるかを的確に捉えた上で、体系的に

読解教育を考えることが重要であると言える。

Ⅵ、理解過程に基づいた読解促進の教授方略

先に概観した読解のモデルと読解がスムーズに行えない原因となる問題点に
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そって学習者の読解活動を援助する教授方略について考察すると、主に三つの

読解促進の教授方略の枠組みが考えられる。

１．ボトム．アップ処理を促す方略

２．トップ．ダウン処理を促す方略

３．メタ認知ストラテジーを使用する方略

これらの各方略は特に読む活動に取り組む前に与え、既有知識を活性化して

学習に対する構えを作らせる教授方略として考えることも可能であるし、また

読解後の作業として位置づけ、既有知識との体制化を促進したり、理解を深め

させる方略として考えることも可能である。さらにプログラム学習教材のよう

に教材の中に組み込んで、学習中に知識の体系化をはかるようにすることもで

きるであろう。どのように位置づけるかは、読む材料や読みの目的などによっ

て適宜使い分けられるものと仮定される。ここで各方略に関する具体例を示

す。

１．ボトム・アップ処理を促す方略

①未知の語彙に関する情報の提示

②未知の文法・文型・構文に関する情報の提示

③既習項目（語奨・文型など）の確認

２．トップ・ダウン処理を促す方略の例

２－１．先行オーガナイザ:､提示・提供（既有知識の活性化）

①文章内容に関連した絵、写真、図、グラフ、映像等の視覚情報を提示

し、Ｑ＆Ａあるいはディスカッションする

②キーワードを提示し、Ｑ＆Ａあるいはディスカッションする

③キーワードを提示し、それから連想される事柄をどんどん出させる

④キーワードを提示し、文章の内容を予測させる

⑤文章のタイトルから内容を予測させる

⑥未知と思われる話題に関する新情報を与える

⑦内容理解のために必要であると考えられる文化的・社会的知識を提示

する

⑧話題に関する知識の確認
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⑨話題に関する先入観を取り除く

⑩話題に関する経験を引き出す

⑪話題や内容に関する賛成・反対意見を引き出す

⑫話題に関連したことについて質問する

⑬話題に関連したことについて疑問を提起する

⑭話題に関連したことについて既にわかっていること、わからないこと

を整理する

⑮文章の種類に関する情報を与える（手紙文、新聞記事、説明文、文学

作品、投書等）

⑮目標とする文章に関係のある文を読ませる

⑰目標とする文章に関係のある情報を音情報として聞かせる

２－２．読解前に質問を与える

２－３．挿入質問を与える

２－４．読解後に質問を与える

２－５．読みの目標の提示・明確化

3．認知的ストラテジーの例（この場合、授業状況を設定して考えると指

導する側が適切なストラテジーを使って読むよう教示を与えたり、そ

れを訓練したりすることである）

３－１．読解のスキルに関するストラテジー

①文章全体にさっと目を通す（予備的読み）

②目的にあった読み方を判断し（走り読み、探し読み、精読、広範読み

など）使い分ける

３－２．全体理解のためのストラテジー

①印をつける（キーワード・重要な部分・メインアイディア.分からな

い部分にアンダーラインをひく、ラインマーカーで色をつける、チェ

ックを入れるなど）

②主題は何か考えながら読む

③キーワードを考えながら（探しながら）読む

④先を予測しながら読む
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⑤要約をする

⑥アウトラインを作成する

⑦文章内容に関する質問を作成する

⑧イメージ化する

⑨内容に即した図、表、グラフを書いたり、重要語彙の関連マップを作

成する

⑩既有知識や経験と書かれたことを結び付けてみる

⑪わからないところがあっても読み進み、読み終わってから全体の中で

再検討する

３－３．部分あるいは詳細理解のためのストラテジー

①ノートをとりながら読む

②質問を考えながら、または質問に答えながら読む

③あるまとまりで自分のことばに置き換えてみる（パラフレーズする）

④読み返す

⑤辞書をひく

⑥わからない点を先生に質問する

⑦わからない点について他の学習者と話し合ってみる

３－４．自己の理解度をチェックするためのストラテジー

①自己質問を発する（読解中および読解後）

②わからない部分、疑問点を挙げてみる

第２番目のトップ・ダウン処理を促進させる方略も、最初の段階では教師が

教室活動の中心となるであろう。しかし読みが受動的な活動ではなく能動的な

活動であることを考えると、それが段階を経るに従って学習者が一人でテキス

トに取り組む際にも、学習者自身で読みの手がかりが使えるようになるといっ

た有効な学習習慣の形成が期待される。例えば読む前に挿絵を見て内容を予測

したり、タイトルから自分の知っていることを想起してから読み始めるなどで

ある。このような意味において、第２のトップ・ダウン処理を促進させる方略

は第３の認知ストラテジーとしての機能も担っているとも言えよう。
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Ⅶ読解指導のための授業設計への視点

教授・学習過程の中で学習を促進する方法として、誰がテキストの処理を制

御する主体者になるかということによって二つの方向性が考えられる。一つは

教える側が学習の過程をコントロールする方法であり、もう一つが学ぶ側自ら

が学習過程をコントロールする方法である。これに関してJonassen（1985）

は、テキスト処理の制御が学習者制御か、教師（テキスト）制御かという２つ

の観点から、学習をテキストの構造や教育的刺激（instructionalstimuli）

によって制御する方法をマセマジェニッグｑモデル(mlathemagenicmodel)、

また学習者自身が学習の過程をコントロールし、テキストに対処する方法をジ

ェネラティヴ・モデル(generativemodel)とした枠組みを提示している。マセ

マジェニック・モデルは外部から与える名義刺激（nominalstimuli）によっ

て学習の転移と精綴化を制御することであり、教師によって刺激となるものが

提示されたり、教材に挿入される。一方ジェネラティヴ・モデルでは、学習者

が与えられたテキストなどの名義刺激を既有知識の構造に基づいて機能刺激

（functionalstimuli）に変換していく過程であり、学習者自身が能動的に

既存の知識構造を活性化させることにより、テキストから得た情報を解釈して

いく学習過程である。

この枠組みで読解を促進させる指導について考えると、教師が読解を促進さ

せるような刺激を学習者に与える方法と学習者自身が読解の方略を積極的に使

う方法が考えられる。ここで留意すべき点として、読解教育の最終的な目標は

特別な援助や指導がなくとも外国語学習者が自発的に効率のよい方略を用い、

読解が進められるようになることであると言える。従って可能な限りマセマジ

ェニック・モデルの枠組みからジェネラティヴ・モデルの枠組みの学習が成立

するよう、言い換えれば、教師制御から次第に学習者制御へと移行できるよう

な授業設計をしていくことが望ましいと言える。

前節で挙げた教授方略の他にも様々な方略があると考えられるが、このよう

な方略の中でどれをとりあげればよいのか、またどのような組み合わせを行い

授業設計していくのかを学習者の性質、学習段階、学習目標を踏まえて選択、

実践していくことが必要となる。そして自律的な学習者を育成していくこと
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が、読解教育の最終目標である。そのためには特に教える側が第３番目の認知

的ストラテジーを使う方略を意識していくことが現在の読解教育で欠けている

点であり、重要なのではないかと考えられる。

Ⅷ．終わりに

以上論じてきたことから読解教育を考える場合、言語知識を与える指導と読

解技術を与える指導の違いを認識し、学習者がより効果的な読解の方略を学習

するためにどのような手がかりが必要とされるのかという観点から考えていく

のが一つの視点であると思われる。つまり、言語知識に関する指導、背景知識

に関する指導、認知的ストラテジーに関する指導の３つを柱とした統合的な読

解指導のカリキュラムおよびコースデザインを検討することが必要なのではな

いかと考えられる。その際、学習目標・学習者のレベル・学習者の性質を十分

考慮した上で適切な教材を準備し、行動目標（タスク）を与えることによって

よりよい学習状況を作り出すことが重要である。場合によっては読みの材料を

中心に考え、テキストの種類によってシラバスを組み立てていくことも可能で

あろう。さらに教示、助言、ヒント、発問をどのような形でいつ学習者に提示

すればよいのかを工夫し、考えていくことも重要な研究課題のひとつであると

言えよう。

〔注〕

１「読む」という言語活動は、言語の違いや言語の読み手にとって第一言語

か第二言語かの違いに拘わらず、その基本的な過程やメカニズムは共通す

る点が多いとされている（Wolffl987；Smithl973；Goodmanl97Do

2GoughO972)は、文字の知覚→語の認識・解読→文の単位の理解→文章理

解というように小さな言語単位から大きな言語単位へと理解が段階的に構

築されて行く過程を読解のモデルとして提案した。

３Goodman（1976）は、読解の過程は「心理言語的推測のゲーム」

（readingasaphsycholinguisticguessinggame)という考え方を提示

し仮説の設定、検証、修正という段階が読解過程を支えているという考え
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方に基づいた読みのモデルを提案した。

４理解過程において、既有知識の中で必要な知識が処理のために利用可能な

状態になることを知識が「活性化」されると言われる（Anderson，富田

訳1982）。

５Brown（l984iBaker＆Brownl984）は訓練の対象になるのは、目標志向

的な認知活動を実行制御する技能つまり、メタ認知的技能であると説明し

ている。メタ認知的技能とは、次の行動の計画（plaming）、方略の成果

の確認（checking）、行動の効果に関する監察（monitoring）、学習のた

めの方略のテスト（testing）、見直し（revising）、評価（evaluating）

から構成されているとしている。

６ＧａｍｅｒａｎｄＲｅｉ（1981）は「見直し」方略に関する実験により、技能が低

い読み手は理解における問題点を認知することもなく、問題を解決する矯

正的方略も持っていないこと、中程度の技能の読み手は問題は認知してい

るが問題に対処する方法を知らないこと、技能が高い読み手は理解におけ

る問題点を認知し、またそれをうまく矯正する方法を知っていることを見

出している。

７外国語の読解が逐語読みの傾向にあることは、母語による読解と比較した

実験（例えば、C1arkel9791Carrelll989；Czikol980等）などによ

り明らかにされている。

８逐語読みに陥ってしまう原因についてKintschandvallDijk（1983）は、

「自動化（autolnaticity）」という概念を用い、母国語による読解と外国

語による読解の相違点として説明している。それによると、母国語の読み

では語句の意味の想起や統語的関係理解などが自動的に行われているのに

対し、外国語の場合、知識や能力に限りがあることから母国語で自動的に

行われている処理に労力が費やされることによって、内容に関する知識や

文章構造、文脈に関する知識を活用する余裕がないと述べている。

９AusubeLDavidandRobinson，ＦｌｏｙｄＧ．（1969）Ｓｃ仇ODjLeuzm噸Ａ〃

励姉d28c物"mEdi4czz"りりmPqycMbgひ.NewYork:Holt,Rinehart

＆Winston・Inc．
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l0Rothkopf（1967,1970）は、「ある特定の状況あるいはある場所での特定

の教授目標の達成に関係している学習者の行動、あるいは学習を生む学習

者の行動」をマセマジェニック行動（mathemagenicbehavior）と定義し

ている。
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Summary

AStudyonForeignLanguageReadinglnstruction

BasedonModelsofReadingComprehension

KINJOoNaomi

Readingisnotapassiveactivitybuｔａｐｏｓｉｔｉｖｅｏｎｅ・Ｗｈｅｎ

focusingoncognitiveprocesses，readingisnotsolelyestablished

throughthebottom-upprocessofgraspingthemeaningofindividual

worｄｓａｎｄｓｙｎｔｈｅｓｉｚｅｄｓｔｒｕｃｔｕｒｅ・Ｔｈｅｔｏｐ－ｄｏｗｎｐｒｏｃｅｓｓｏｆ

ｕｎｄｅｒStandingｍａｃｒｏｌｅｖｅｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓｓｕｃｈａｓｔｈeconnectionof

context，discourseandthewholetextandthereaderslutilizationof

priorknowledgebecomesnecessary・Theinteractionofbothprocesses

constructsmeaning・Thisispostulatedastheprocessofintegration

ofthereaders’knowledgestructuralloreover，intheprocessof

comprehe､sion，微metacognition”whichmonitorsoneIsconditionof

comprehensionisavitalprocess、Hetacognitionhasafunctionasa

controlofcomprehension・

Whenreadingaforeignlanguage，poorreaderswithpoor

abilitytendtotrytounderstandthewholemeaniｎｇｏｆｔｈｅｔｅｘｔｗｏｒｄ

ｂｙｗｏｒｄＴｈｉｓｉｓｎｏｔbecauseoftheirlimitedknowledgeoflanguage，

backgroundknowledgeorskills，ｂｕｔｉｔｉｓｍｏｒｅｄｕｅｔｏｎｏｔｂｅｉｎｇａｂｌｅ

ｔｏutilizemetacognitivestrategies、

Inmanycases，theteachingmethodofreadinginaforeign

languageputsemphasisonvocabularyandgrammar・However，itisnot

onlyaninstructionalstrategytopromotereadingcomprehension・A

teachingmethodfocusedoncognitiveprocessesisneccessary・

Therefore，oneframeworkforconsideringeffectivestrategiesto
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promotereadingcomprehensionissuggested・Thestructureofthe

frameworkforrｅａｄｉｎｇｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｏｎｃｏｎｓｉｓｔｓｏｆｔhreemain

categoriesofstrategies；ｔｈｅｓｔｒａｔｅｇｉｅｓｔｏｐｒｏｍｏｔｅｂｏｔｔｏｍ－ｕp

processing，thestrategiestopromotetop-dow、processing，andthe

strategiesthatimprovemetacognitiveskills・Thestrategiesare

proposedasaviewpointforcoursedesignofreadinginstructionin

foreignlanguages．

－１６７－


