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The Development and Application of a Task-oriented Japanese 
Beginner Textbook, an Account Based on a Morphological 

Analysis of Learner Utterances

FUJIMORI Hiroko

This	study	first	 introduces	a	broad	overview	of	the	history	and	background	behind	

the development and application of comprehensive materials for beginners at the 

Japanese Language Center for International Students, Tokyo University of Foreign 

Studies (JLCTUFS). Since 2011, when the “can-do” list for academic Japanese education 

focusing on visualizing educational articulation and ability was established, there has 

been a concerted effort to develop materials to meet the list’s goals. Since 2003, this 

author has been involved in co-developing comprehensive beginner materials; recently, 

the author is undertaking the development of task-based activities that specifically 

comply with the current can-do list. In this regard, in order to validate the application of 

task-based materials, it became necessary to investigate whether or not different types of 

materials	influenced	learner	speech	production.	

For the purposes of this research, learners of Japanese using a sentence pattern-

based textbook (2012) and those using a task-based textbook (2015) were asked the same 

questions by the instructor in an interview and a comparison of data derived from their 

utterances was performed.

The data revealed that there is a higher rate of using content words designed to 

achieve a specific purpose among learners that were exposed to task-based materials. 

In addition, the results of analysis of lexical density and cumulative relative frequency 

also revealed that both the abundance and diversity of vocabulary proved higher in these 

learners.

From this analysis, it can be said that using task-based materials is favorable with 

regard to subsequent learner implementation in speech production, particularly with 

regard to the use of abundant vocabulary.

228041_外大_留日センター論集42号_4校.indb   28 2016/03/16   0:36:58

－ 29 －

口頭能力の測定において、
発話形式がパフォーマンスの流暢さに与える影響

安高　紀子

【キーワード】･ 口頭能力、発話形式、対話、独話、流暢さ

1.	 はじめに
　現在、口頭能力を測定するテストは試験官と受験者、または受験者同士が対面
して対話を行うものや、非対面で電話やコンピュータからの音声に回答するもの
など、様々な方法で実施されている。これらのテストでは、実施方法により、対
話者の有無という違いが生じ、その結果、対話者とやりとりのある発話、やりと
りのない発話という異なる形式の発話によって、口頭能力が測定されている。
　言語テストにおいては、テスト環境や実施方法、受験者自身、評定者といった
要因によって、測定誤差が生じ（ブラウン ,･1999）、テストの結果は個人の言語能
力とテスト方法の特性の両方がどのように機能するかに応じて変化する（バック
マン ,･1997）とされており、テストでは、測定しようとしている受験者の言語能
力以外に、テスト方法や特性がパフォーマンスに何らかの影響を及ぼしていると
思われる。テストの実施方法や特性の影響について、正確さ、複雑さ、流暢さの
指標を用いて分析した先行研究では、流暢さに影響が見られるという知見が得ら
れているが、発話形式の違いに関しては、まだ十分な検証が行われていない。
　したがって、本稿では、発話形式の違いが流暢さに与える影響を明らかにする
ことを目的とし、形式の違う発話を流暢さの指標を用いて分析する。そうするこ
とで、口頭能力テストの設計において、測定の目的に即したテスト方法を選択す
ることが可能となり、テストとしての妥当性を高めることにつながると考える。
　
2.	 先行研究
　口頭能力を測定するテストにおいて、パフォーマンスに影響を与える要因とし
て、Skehan（2001）は「受験者」「対話者」「タスク」という3つを挙げており、本研
究が対象とする発話形式は、「タスク」に関係している。2.1では、「タスク」に関わ
る実施方法や発話形式の影響を検証した研究を挙げる。2.2では、パフォーマン
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スの測定の指標である流暢さの測定方法について述べる。

2.	1	「タスク」がパフォーマンスに与える影響
　実施方法がパフォーマンスに与える影響を分析した研究として、Zhou（2008）、
Koike（1998）、庄司他（2003）がある。Zhou（2008）は、日本人英語学習者を対象と
して、インタビュー方式とコンピュータ方式の発話を、流暢さ、正確さ、複雑さ
の3つの観点から分析した。その結果、流暢さにのみ有意な差が見られ、インタ
ビュー方式では繰り返しが多く、コンピュータ方式ではポーズを多用するという
特徴が示された。Koike（1998）は、スペイン語学習者を対象としたインタビュー
方式のOPI1とテープ方式のSOPI2の発話を、Management･Strategies、･Structural･
Components、Accuracyという3つの観点から分析した結果、Management･
Strategiesの指標のフィラーでは、SOPIの発話の方がOPIより使用が多いとい
う傾向がみられたが、他の観点では差がなかった。庄司他（2003）は、日本語学
習者を対象とした口頭試験で、ビデオによるメディア提示方式と口頭提示方式の
発話を文節数（発話量）、活用語数（文法力）という指標を用いて分析を行い、文
節数、活用語数ともに有意な差はないという結果であった。
　以上の先行研究の結果を表1に示す。実施方法の違いによる影響は、繰り返し、
ポーズ、フィラーに有意な差が見られ、これらは流暢さの指標とされており、実
施方法は流暢さに影響を与えていると考えられる。

表 1：実施方法がパフォーマンスに与える影響
実施方法　 指標　 結果

Zhou
（2008）

インタビュー（対面）
コンピュータ（非対面） 流暢さ、正確さ、複雑さ

繰り返し
（対面>非対面）
ポーズ

（対面<非対面）

Koike
（1998）

OPI（対面）
SOPI（非対面）

Management･Strategies,
Structural･Components,
Accuracy

フィラー
（対面<非対面）

庄司他
（2003）

口頭提示（対面）
メディア提示（非対面）

文節数（発話量）
活用語数（文法力） 差はなし

1･ Oral･Proficiency･Interview･Testの略称。American･Council･on･the･Teaching･Foreign･
Languageが開発した対面で行われるインタビューテスト。

2･ Semi-direct･Oral･Proficiency･Interview･Testの略称。録音された音声と視覚という刺激
によって、被験者から口頭発話を引き出す方法で行われるテスト。
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　実施方法の影響を分析した先行研究では、要因を実施方法の違いに統制するた
め、分析された発話はすべてモノローグであったが、実施方法の違いは、対話者
の存在にも関わり、対話者の有無によって、発話は対話者とやりとりのあるダイ
アローグ、やりとりのないモノローグとなり、発話形式にも影響する。発話形式
に注目した先行研究には、Skehan（2001）、Shohamy（1994）がある。
　Skehan（2001）は、意見を述べるタスクの発話をダイアローグ、ナラティブタ
スクの発話をモノローグとして、流暢さ、正確さ、複雑さの観点から比較し、そ
の結果、ポーズ数において、モノローグの方が流暢であった。Shohamy（1994）は、
OPIのダイアローグとSOPIのモノローグを言語特性、コミュニケーションスト
ラテジー、談話特性という複合的な指標を用いて比較し、SOPIの方がOPIより
言い換えや言い直しが多く見られるという結果が得られた。
　以上の結果を表2にまとめる。表2の通り、発話形式の影響はポーズ数、言い
換え、言い直しという流暢さの指標に差が見られた。
　

表 2：発話形式がパフォーマンスに与える影響
･･･発話形式 指標　 結果

Skehan
（2001）

モノローグ
ダイアローグ

流暢さ、正確さ、
複雑さ

ポーズ数
（ダイアローグ>モノローグ）

Shohamy
（1994）

モノローグ
ダイアローグ

誤りの比率、
言い換え・言い直し

言い換え、言い直し
（ダイアローグ<モノローグ）

　上記の通り、発話形式は流暢さに影響を与えていると思われる。しかし、
Skehan（2001）は意見述べタスクとナラティブタスクという異なるタスクによっ
て抽出された発話を比較しているため、タスクの特性が結果に影響している可能
性が考えられる。また、Shohamy（1994）の結果は、対面のOPIと非対面のSOPI
の発話であり、実施方法の違いも関係していると思われる。以上の点から、本研
究では、発話を抽出するタスクを統一し、また、実施方法は対面とし、モノロー
グとダイアローグという発話形式の異なる発話の比較を行い、その影響を探る。
　
2.	2	 流暢さの測定方法
　第二言語習得研究においては、学習者のパフォーマンスに影響を与える要因に
ついて、流暢さ、正確さ、複雑さの観点から数量的な分析が行われている。2.1の「タ
スク」の影響に関する先行研究の結果から、パフォーマンスの流暢さに有意な差
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があるということが明らかにされており、本研究でも流暢さの観点から分析を行
うこととする。しかし、流暢さの測定は、研究者によって多様な方法が用いられ
ているため、測定方法の妥当性について検証した研究が見られる。流暢さの測定
方法について検証した田島（2005）では、流暢さに関する先行研究の結果を比較
し、有意差のあった発話速度 3（1分あたりの語数）とポーズ（度数、頻度）の2つ
の測定方法について検証し、指標としての妥当性が実証されている。藤森（2004）
でも1分あたりの語数は望ましい指標とされている。
　したがって、本研究では流暢さの指標として妥当性が検証されている発話量（1
分あたりの語数）とポーズの指標を用いて、流暢さの測定を試みる。
　
3.	 研究方法
　本研究では、3.1で示す調査方法に則って調査を実施する。調査の実施にあたっ
ては、パフォーマンスに影響を与える要因を統制するため、3.2で操作的定義に
ついて述べる。調査で得られた発話は、3.3の分析方法に従って、研究課題の解
明を行う。
　
3.	1	 調査方法
　調査は、調査協力者と対話者との対面インタビューにより、発話の抽出を行う。
インタビューの対話者はOPIテスター資格を持つ日本語母語話者が務める。
　調査協力者は、F市内の大学、大学院に在籍する外国人留学生16名で、国籍は、
中国、韓国、エジプトである。平均年齢は26歳、日本語学習歴は平均5年4ヶ月で、
日本語能力は、15名が日本語能力試験1級合格、1名が2級合格である。
　
3.	2	 調査における操作的定義
　先行研究の通り、パフォーマンスに影響を与える要因は複数存在する。本研究
の調査では、要因の統制を行うため、以下の操作的定義をする。
　
3.	2.	1		対話と独話
　本研究では、テストの実施方法に起因する発話形式の違いに注目し、対話者と
のやりとりのある発話と、やりとりのない発話の2つの発話を分析する。調査上、

3･ ある一定時間あたりの発話語彙数であり、発話量とも呼ばれる。
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以下に定義する発話を対話、独話と呼ぶこととする。
対話：･対話者と対面での、OPIの発話抽出の原則に則った、対話者とやりとり

のある発話。
独話：･対話者と対面での、対話者から言語的フィードバックのない発話 4。

3.	2.	2		タスクのテーマ
　調査協力者は対話と独話の合計2回の発話を行うため、タスクのテーマは2つ
準備する。テーマは個々人の既有知識による影響を最小限にできるよう、身近な
社会問題で、かつ、難易度が同程度となるよう注意し、以下の2つを設定する 5。
　　

テーマA：･今の子どもに必要な教育として、集団生活を通して協調性を身につけ
させるべきか、一人で生きていける自立心を身につけさせるべきか。

テーマB：･一人で生活する事ができなくなった老人に関して、家族が面倒をみ
るべきか、老人ホームのような施設にあずけるべきか。

　
3.	2.	3		調査協力者のグループ分け
　本研究は、対話と独話の2つの発話形式を被験者内要因として行う。調査協力
者は対話1回、独話1回、合計2回発話する。発話の連続によって起きる学習効
果を避けるため、調査協力者の半数には先に対話形式で、残りの半数には先に
独話形式で調査を行う。また、発話は2回行うため、タスクについても、調査協
力者の半数には先にテーマAで、残りの半数にはテーマBでの発話抽出を行う。
これら2つの発話形式（対話・独話）、2つのテーマ（A・B）の組合せによって、
カウンターバランスをとるため、調査協力者を4群に分ける。4群の日本語能力
が均等になるよう、まず、調査協力者にSPOT6（A版）を行い、日本語能力を測
定し、日本語能力が均等な4群に分けた上で、調査を実施する。
　

4･ 対話者はうなずきのような非言語的なフィードバックは行うが、言語的なやりとり（あ
いづちを含む）は一切ない。

5･『日本留学試験対策　記述問題テーマ100』より、筆者が一部修正。
6･ SPOTは「統合的な言語能力を測定するのに有効」（小林・フォード・山元･1996）なテス

トであり、SPOTの得点とOPIのレベル判定には相関がある（岩崎･2002）とされるため、
調査協力者の日本語能力の測定にSPOTを使用する。
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3.	3	 分析方法
　発話形式が流暢さに与える影響について、発話速度、ポーズという2つの指標
を用いて分析を行う。3.3.1では発話量、3.3.2ではポーズの測定方法について述
べる。
　
3.	3.	1		発話速度
　発話量は発話で産出された総語彙数（述べ語数）を発話時間で割り、1分当たり
の語彙数として換算し、対話と独話の平均値に差が見られるか、t検定を行う。

3.	3.	2		ポーズ
　ポーズについてはフィラー 7の有無という観点から、フィラー（filled･pause8）
とポーズ（unfilled･pause9）の2種類の分析を行う。
　フィラーは発話で産出された総フィラー数を発話時間で割り、1分当たりの
フィラー数として換算したものをフィラー頻度とする。ポーズは発話での総ポー
ズ時間を発話時間で割り、1分当たりのポーズ時間を換算したものをポーズ時間
とする 10。

4.	 調査の実施
　調査は、2010年 8月に合計2回、F市内の大学の教室にて実施した。1回目は
8月初旬、集団でSPOTを実施した。調査協力者16名の平均点は57.9点であった。
2回目は8月中旬、調査協力者と対話者が対面し、意見を述べるタスクについて、
対話と独話の2回、発話の抽出を行った。
　調査で得られた全16名の発話から、対話・独話のそれぞれ1名分を除いた、対
話15、独話15の合計30データを分析の対象とした。対象から除いた対話と独話
1名分は発話時間が平均値に標準偏差の値を±1.5倍した範囲を大きく超えていた
ため、はずれ値と判断し、対象外とした。調査協力者が発話を行った時間の平均（標
準偏差）は、対話：4分02秒（46秒）、独話：2分27秒（47秒）であった。
　
7･ フィラーの定義は研究者によって異なるが、本研究では山根（2002）「それ自身命題内容

を持たず、且つ、他の発話と狭義の応答関係・接続関係を持たない、発話の一部を埋め
る音声現象」に従う。

8･「有声休止」とも呼ばれるが、本研究では「フィラー」とする。
9･「無声休止」とも呼ばれるが、本研究では「ポーズ」とする。
10･本研究では、2秒以上の間をポーズとして認定する。
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5.	 分析結果と考察
5.	1	 発話量
　発話量は産出された総語彙数（述べ語数）を発話時間で割り、1分当たりの語彙
数として換算したもの（以下、延べ語数／分とする）を指標とした。
　対話と独話を比較する前に、テーマ、インタビューの実施順の影響がないこと
を確認する。
　まず、テーマAとテーマBが同程度のタスクとして調査協力者から発話を引
き出すことができているかを確かめるため、延べ語数／分を比較したところ、延
べ語数／分の平均値は、対話では、テーマAが94.34語／分、テーマBが99.74
語／分、独話では、テーマAが100.85語／分、テーマBが104.89語／分であった。
平均値の差の検定を行った結果、対話はt（13）=-･.483,･p=.637･>･.05、独話はt（13）
=-･.391,･p=･.702･>･.05となり、いずれも有意確率が･.05を超えており、テーマA・
B間では、有意な差は認められなかった。
　次に、調査で対話・独話のどちらを先に行ったか、実施の順序による学習効果
がないかを調べるため、延べ語数／分によって確認したところ、延べ語数／分の
平均値は、対話先行では、対話95.14語／分、独話98.15語／分、独話先行では、
対話102.40語／分、独話106.51語／分であった。対応のあるt検定を行った結果、
対話先行は･t（5）=-1.216,･p=･.270･>･.05、独話先行はt（5）=-･.871,･p=･.417･>･.05と
なり、対話・独話の実施順において、発話形式間に有意差は認められなかった。
　テーマ、インタビューの実施順による影響は統計的には見られなかった。した
がって、以下では、テーマ、実施順について区別せず分析を行った。

5.	1.	1		対話と独話の発話量
　対話と独話の延べ語数／分について、分析した結果を表3に示す。表3の通り、
延べ語数／分の平均値は、対話97.22語／分、独話102.74語／分となり、独話の
方が延べ語数は多い。対応のあるt検定を行った結果、有意な差は認められなかっ
た（t（13）=-･.807,･p=･.433･>･.05）。
　以上の結果から、対話と独話では、延べ語数／分には統計的な差は認められず、
発話量には差は見られなかった。
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表 3：対話・独話の延べ語数／分
発話形式 対話 独話

人数 15
平均 97.22 102.74

標準偏差 21.01 19.35
t値（有意確率） -0.807 （･.433）

　発話量において、対話・独話の発話形式間の平均値は、対話97.22語／分、独
話102.74語／分であり、独話の方が多かったが、統計的には有意な差は認めら
れなかった。統計的な差はないが、独話の方が産出された述べ語数が多かった理
由として、対話者とのやりとりの有無という影響が考えられる。独話では、話す
内容や発話時間は、話者自身がコントロールできるため、自分の言いたいことだ
けを効率よく述べることが可能である。だが、対話では、対話者とのやりとりに
よって、発話内容に関する説明や意見を要求されれば、それに答える必要があり、
話者は発話内容を完全にはコントロールできない。このように、対話者とのやり
とりの有無という違いが影響した可能性が推察される。

5.	2	 ポーズ
　ポーズについては、フィラー頻度（1分あたりのフィラー数、以下、フィラー
数／分とする）、ポーズ時間（1分あたりのポーズ時間、以下、ポーズ時間／分と
する）という2つの観点から分析を行った。上記の5.1発話量の分析において、テー
マA・B間、対話と独話の実施順には、統計的な有意差が認められなかったとい
う結果を受け、以下では、対話と独話の発話形式間の比較を行った。
　
5.	2.	1		フィラー頻度
　対話と独話の発話形式間のフィラー数／分の平均値および標準偏差を表4に示
す。フィラー数／分の平均値は、対話10.83回／分、独話8.66回／分となり、対
話の方がフィラーの回数は多い。対応のあるt検定を行った結果、対話・独話の
発話形式間におけるフィラーの頻度には有意な差が認められた（･t（13）=-2.586,･
p=･ .02･<･ .05･）。よって、フィラー数／分という指標からは、フィラーは独話の
方が少ないという結果が得られた。
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表 4：対話・独話のフィラー回数（1 分あたり）
発話形式 対話 独話

人数 15
平均 10.83 8.66

標準偏差 4.36 4.50
t値（有意確率） -2.586 （･.020）

　先行研究で挙げたKoike（1998）、Zhou（2008）でも、本研究と同じ指標が用い
られ、フィラーはモノローグの方が少ないという結果が得られている。本研究の
独話は先行研究のモノローグに相当し、同様の結果となった。これらの結果から、
対話者とやりとりのない発話では、フィラーは抑えられ、対話者とのやりとりは
フィラーを生じさせる可能性が考えられる。山根（2002）は、談話の種類はフィラー
に影響を及ぼすとしており、独話と対話で見られるフィラーを比較し、対話には
やりとりを円滑に行う機能を担ったフィラーが含まれていることを示している。
よって、発話に見られるフィラーのすべてが非流暢性につながるものとは考えに
くく、使用頻度だけでは流暢さの判断をすることは難しいと思われる。

5.	2.	2		ポーズ時間
　対話と独話の発話形式間のポーズ時間／分の平均値および標準偏差を表5に示
す。ポーズ／分の平均値は、対話では4.15秒／分、独話では3.05秒／分となり、
対話の方が若干長い。対応のあるt検定を行った結果、発話形式間におけるポー
ズ時間には有意な差は認められなかった（･t（13）=-1.805,･p=･.091･>･.05･）。
　

表 5：対話・独話のポーズ時間（1 分あたり）
発話形式 対話 独話

人数 15
平均 4.15 3.05

標準偏差 3.84 2.84
t値（有意確率） -1.805 （･.091）

　
　ポーズ時間／分においては、発話形式間で有意な差は得られなかったが、平均
値（標準偏差）を見ると、対話4.15秒／分（3.84秒）、独話3.05秒／分（2.87秒）で、
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標準偏差から、ポーズ時間にはばらつきが見られた。調査協力者それぞれのポー
ズ時間／分の値を見ると、対話では、最小値0秒、最大値13.96秒、独話では、
最小値0秒、最大値9.68秒という値であり、ポーズの使用には調査協力者によっ
て差が見られることがわかった。
　対面でのモノローグとダイアローグを比較したSkehan（2001）では、ダイアロー
グの方がポーズが多く見られ、その理由として、対話者の予測不可能な発話に対
応する必要があり、即時の言語処理に負担がかかるという見解を示している。本
研究では、発話形式間で統計的に有意な差は見られず、平均値において独話の方
が若干流暢だという程度であった。Skehan（2001）の結果との相違には、発話を
抽出するタスクの違いが考えられる。本研究では、タスクは意見を述べるタスク
に統制したが、Skehan（2001）では、ダイアローグは意見を述べるタスク、モノ
ローグはナラティブタスクであり、2つの異なるタスクの発話を比較しているた
め、タスクの負荷という問題が関係している可能性が考えられる。

6.	 おわりに
　現在、口頭能力を測定するテストは、多様な方法が用いられており、その現状
を踏まえ、本研究では発話形式の違いという点に注目し、日本語習熟度が同程度
の非母語話者を対象に、パフォーマンスに与える影響を流暢さの観点から分析し
た。対話と独話を流暢さの指標を用いて分析した結果、発話量とポーズ時間には
統計的に有意な差が見られなかったが、フィラー頻度では有意な差が見られ、独
話の方が1分あたりのフィラー数が少なく、先行研究と同様、本研究においても、
対話と独話という発話形式の違いは流暢さのフィラーの頻度に影響を与えている
ことが示された。
　今後の課題として、対面でのダイアローグと非対面でのモノローグの発話の
分析が挙げられる。本研究では、発話形式に焦点を当てるため、実施方法を対
話者との対面という条件に統制したが、口頭能力の測定において、TOEICや
TOEFLでは、コンピュータを用いたテストが運用されており、対話者のいない
非対面で実施され、やりとりのないモノローグの発話によって、口頭能力が測ら
れている。よって、今後は、コンピュータを用いた非対面という条件下でのモノ
ローグに関しても、その特徴について、検証を行っていきたい。
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TOEFLでは、コンピュータを用いたテストが運用されており、対話者のいない
非対面で実施され、やりとりのないモノローグの発話によって、口頭能力が測ら
れている。よって、今後は、コンピュータを用いた非対面という条件下でのモノ
ローグに関しても、その特徴について、検証を行っていきたい。
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How Speech Style Affects Performance of Fluency
in	Measuring	Oral	Proficiency

ATAKA Noriko

Currently, tests that measure oral proficiency are conducted according to various 

methods, such as carrying out a dialogue between an examinee and an examiner; a 

dialogue between an examinee and other examinees; or by having an examinee reply to a 

speaker's questions in a telephone or a computer exchange. It is said that measuring errors 

occur because of factors such as the test environment and the implementation method in 

language tests (Brown, 1999). Therefore, it is believed that these factors have some kind 

of	influence	on	examinees’	performances.

This study looked into the effects of speech style on performance in measuring 

oral proficiency. In the investigation, face-to-face interviews were conducted with 15 

non-native speakers who have the same level of Japanese proficiency. Dialogues and 

monologues	appearing	in	the	interviews	were	analyzed	in	terms	of	fluency.

As a result, there were no differences in amount of utterance and pauses between 

speech styles, but a significant difference was shown in the frequency per minute of 

fillers.	The	results	of	this	research	show	that	the	speech	styles	affects	the	quantity	of	the	

filler.
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