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要旨 

英語では発話内で、単語の保有する⾳に変

化が⽣じるコネクテッドスピーチ（CS）と

いう現象が度々発⽣し、既習の単語でさえ

CS現象が起こると、英語学習者のリスニン

グをたちまち困難にさせることが分かってい

る(Lange,2018他)。本研究は、ＣＳ聴解能⼒

に関して、先⾏研究で未探求であった要因を

解明すべく、１）発話練習活動（個⼈・ペア

学習）がＣＳ理解に及ぼす影響、２）発話練

習が英語学習の動機づけに与える影響につい

て調査した。研究対象者は、⽇本の総合⼤学

に通う、留学経験のない英語中級レベル学習

者１６名で、そのうち実験群2群（個⼈・ペ

ア）はCSを意識した発話練習を1か⽉間⾏っ

てもらった。実験群・統制群の対象者は事

前・事後テストを受けてもらい、最後にアン

ケーを⾏った。 

その結果、初級レベルの英語教材を中⼼に

１ヶ⽉間の発話練習を⾏うことにより、CS

の聴解能⼒向上に効果をもたらすことが分か

ったものの、多重⽐較の結果、インターアク

ション仮説によりペアグループのより⾼い学

習効果が期待されたものの、個⼈学習グルー

プのみが統制群と有意な差が出た。この考察

として、１）学習者の英語熟達度がある程度

に達していない場合、意味交渉の効果が出な

いのではないか、２）全体的に研究対象者が

少なかったことにより有意差の出にくいノン

パラメトリック検定を⽤いたからではないか

とした。アンケート調査の結果、発話練習に

よって、学習者の英語に対する動機づけが強

まることも分かった。現在、特に⼈数が少な

かったペア練習で4名対象者を増やし研究を

継続中である。 
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１.研究背景 

  コネクテッドスピーチ(CS)とは英語の発話

内で単語の⾳が変化する現象であり、基本的

な語彙で構成された⽂章や⽐較的短い⽂章で

さえも、⽇本⼈英語学習者のリスニングを困

難にすることが分かっている(Lange 2018; 

⼭本 2014等)。発話練習がＣＳを含む英⽂の

聴解⼒に及ぼす影響を調査した研究もあり

（⻄原 2016; ⼭本 2014等）、⼭本は発話練

習を3ヶ⽉、⻄原は4ヶ⽉という⽐較的⻑期間

に渡って発話練習を⾏い、発話練習はCSの

理解に効果を与えることが分かっている。し

かし、これらの研究では、発話練習のバリエ

ーションを変えたことによる効果は⽐較され



ていない。更には、発話練習の⽂章⾃体がそ

れほど平易なものではなく、Lange (2018)ら

の指摘した基本的語彙で構成された⽂章でも

ＣＳの存在により聴解を困難にしているかど

うかを調査しているとはいいがたい。 

そこで本研究は、１）インターアクション

仮説に基づいて、ペアで練習と個別学習の場

合とで⽐較を⾏い、また２）発話練習を基本

的な語彙に特化したもののみにし、３）短期

間での発話練習でも効果がでるのか、そして

４）CSのアウエアネス、習得が英語学習に

おける動機づけの向上に寄与できるのかを調

査することで、従来の研究に⼤きな改善を加

え、理論的・教育的貢献を図った。 

 

リサーチクエスチョン 

（１）中学の教科書に掲載されている基礎的

な英⽂中⼼の発話練習を１ヶ⽉間継続するこ

とで、⽇本⼈英語学習者のCSにおける聴解

能⼒は向上するのか。 

（２）ペアでの発話練習と個⼈での発話練習

で、CSの聴解能⼒に与える効果に違いはあ

るのか。 

（３）⽇本⼈英語学習者は、CSが認識でき

るようになることで、英語に対する動機づけ

も強くなるのか。 

2.⽅法 

 TOEICスコア300-600点を⽬安として、⽇

本の総合⼤学に通う16名を参加者として集

め、その参加者をペアでCSの練習をするグ

ループ4⼈（A）、個⼈で練習をするグルー

プ6⼈（B）、発話練習をしないグループ6⼈

（C）に分けた。 

 まず発話練習が CS の聴き取りに与える効

果を探る為、練習前に CS を含んだ英⽂のデ

ィクテーションテストを実施した。これと同

様のテストを練習後にも実施し、１ヶ⽉間で

どれだけ成績が伸びたかを⽐較分析する。本

テストは 45 問構成で、代表的な CS である

連結・脱落・同化現象の書き取り問題が 15

問ずつ含まれている。発話練習では中学の教

科書に掲載されている英⽂から CS が含まれ

る箇所を筆者が⽂書にまとめて、参加者に共

有し⾳読をしてもらうのだが、その⾳読の

際、シャドーイング法を採⽤している。シャ

ドーイングとは流れてきた⾳声に対して影を

追うように発⾳する⾏為であり、様々な研究

でシャドーイングがリスニング能⼒に対して

与える効果が検証されている（Hamada, 

2016 等）。また本研究は発話練習、テスト

含め、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のた

めもあり、完全オンラインで実施した。 

3.結果 

本研究から得られた調査結果は以下の通りで

ある。統計結果において有意差を⽰す有意⽔

準は、p<0.05に設定している。また、本研究

では統計においてノンパラメトリック検定を

使⽤している。 



 最初に発話練習が CS の聴解能⼒に与える

影響について分析していく。 

表 1. 3グループの全体成績⽐較（%） 

 
発話練習を⾏ったグループ A（ペア）、グ

ループ B（個⼈）の両者で⼤幅な正解率の向

上が⾒られた。⼀⽅で、発話練習を⾏わなか

ったグループ C ではあまり成績の向上が⾒

られなかった。 

  ここで、統計処理を施して、3グループ間

の成績を多重分析してみると以下の表 2 のよ

うな結果が出た。 

表 2. 3グループの多重分析 

 
  A-C 間、B-C 間に有意差が⾒られ、発話

練習に効果があるということを裏付ける結果

となった。⼀⽅で、A-B間では有意差が⾒ら

れなかった為、発話練習をペアで⾏う場合と

個⼈で⾏う場合の効果に差異がなかった。   

 次に連結・脱落・同化現象の聴き取り成績

を⽤いて、3グループ間の多重⽐較をしてい

く。(表 3,4,5) 

  

 

表 3. 連結現象における多重⽐較 

 
T値 

A-B 0.213719 

A-C 1.496036 

B-C 6.035494 

表 4 脱落現象における多重⽐較  
T値 

A-B 0.863332 

A-C 1.952221 

B-C 4.560786 

表 5. 同化現象における多重⽐較  
T値 

A-B 0.426401 

A-C 1.821057 

B-C 6.101962 

グループ B-C 間では、連結・脱落・同化

の全要素で有意差が⾒られた。しかし、グル

ープ A-C 間で有意差は⽣まれなかった。 

 

4.考察 

本研究で、CSをあらかじめ意識した発話

練習を１ヶ⽉間実施した結果、表1,2が⽰

すように、発話練習がCSの聴解能⼒向上

に効果を現すことが分かった。また従来は

対⾯練習であったのに⽐べと本研究はオン

ラインであったが、CSに特化した発話練

習は効果を⽰すことが分かった。しかし、

多重⽐較の結果として、グループA-Bの間

で有意差は⾒られなかった。また、CSの

種類ごとに多重⽐較を⾏うとグループB-C

間しか有意差が現れず、グループA-C間に

有意差は⾒られなかった。 



 この理由は、研究参加者が少なく、統計

の中でも有意差が出づらいノンパラメトリ

ック検定を⽤いたことや、研究で⽤いたテ

ストは受容能⼒を中⼼的に測定していたた

め、インプットを中⼼に練習をするグルー

プ B（個⼈練習）の⽅が、テストで点を獲

得しやすい学習⽅法だった可能性があるこ

と、そしてペアになった学習者の英語習熟

度が両者とも⾼いとは⾔えず、ペアでやり

取りをしてもフィードバック及びそれに付

随する気づきが得られなかったことなどが

考えられる。 

 

5.結論 

結果が⽰す通り1ヶ⽉の発話練習でテストの

正解率が向上し、発話練習をした2グループ

と統制群の間に有意差が⾒られたことから、

RQ１はサポートされたと⾔える。 

次にRQ2に関してだが、テストの総合成績

で、ペアと個⼈の発話練習を⽐較した際、両

者間に有意差は現れなかったが、CSのタイ

プごとに得点率の⽐較を⾒ると、個⼈練習と

統制群との間でしか有意差が出なかった。 

しかし、考察でも述べた通り、本研究でペ

ア発話で有意差が出づらくなってしまってい

たことも加味すると、⼀概に個⼈の⽅がペア

練習よりも効果があったと結論づけることは

出来ず、RQ2のサポートには⾄らなかった。 

最後に、RQ３は、発話練習後に実施した

アンケート調査により、コネクテッドスピー

チが認識できるようになることで、英語に対

する動機付けも強くなることが分かった。 

 

6.研究の限界と今後の課題 

本研究の反省点として、ディクテーションテ

ストがオンラインの影響を受けてしまったこ

とや、研究参加者の条件設定をより厳格なも

のにすべきだった、そして研究参加者の⼈数

が少なすぎたこと等がある。これらの反省点

を踏まえ、今後の課題として、参加者の⼈数

を増やすと同時に、グループの種類も増や

し、結果の⼀般化を図ることが挙げられる。 
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