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 理解力を落とさずに文章を速く読めるようになるためのトレーニング方法を開発し，そ

の効果を検証した。トレーニングには web ページを使用し，10 分間という時間の中に眼球

運動や文字認識などのトレーニングを取り入れた。その結果，トレーニング前に比べて，

理解力を落とさずに１分間あたり 400 文字以上多く読めるようになった。このことから，

目的に応じて効率よく文章を読むためのトレーニングの有効性が確認された。また，速読

能力を高めることで，児童の集中力も高まる可能性もあることが示唆された。 
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1. は じ め に  

 

 読書とは記された文字から情報を想起し理解してい

く過程であるが，既に情報社会となっている現在，効

率的に文字を読みながら知識や情報を得ることは，非

常に有用なことである。小学校学習指導要領 5,6 年生

の内容（C 読むこと）の中にも，「ｵ 必要な情報を得

るために，効果的な読み方を工夫すること（中略）目

的に応じて，音読や黙読，速読や比べ読みなど，さま

ざまな読み方を適宜用いることができるようにするこ

とも大切である」と記されている。速読とは本来，本

などを普通よりも速く読むということである。文章の

理解力を損なうことなく速く文字を読めるということ

は，読む目的によっては非常に効率的，かつ効果的な

読書の手段となり得る。特に，具体的な取材・調査の

方法として，図書館（室），インターネット，辞典な 

どを利用したりする際，熟読するよりも素早く要点を 

把握することが必要な場合がある。また，説明文や物 

語を読む場合でも，筆者の意図する内容を迅速に把握 

することが必要なところもあり，そうしたところに速 

読は役に立つと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 しかしながら，通常の授業では音読や黙読，比べ読

みが行われることはよくあるが，理解力を損なうこと

なく速く文字を読むといったことが指導，訓練されて

いることは希有である。実際，5,6 年生の学習指導書

（光村図書 上・下）をつぶさに見ても，内容，指導

法ともに速読といった文言は表記されてはいない。唯

一，５年下の「地球環境について考えよう」の中に，

「環境問題について書かれた本を探して読み・・・ざ

っと目を通す」とあるのみであった。 

 このように，学校教育の中で速読を行うことが指導，

訓練されることは非常に尐ないと思われる。言い換え

れば，音読や黙読以外の「目的に応じた読み方」の確

立が遅れているということでもある。「読む」という行

為は，国語科のみならず他教科，道徳及び特別活動，

総合的な学習の時間，あるいは子どもの生活の中で最

も重要視される基礎学力の一つである。よって「読む」

という基礎学力を高めるため，この一端を担う「目的

に応じた読み方」の一つである速読について，その有

効な指導法の研究を進める必要があると考える。 

 そこで本研究では，小学生用速読トレーニングプロ

グラムを開発し，文章の理解度を落とすことなく読書

時間を短縮させることが可能であるかを検証すること

を目的とする。 

 

2. 速読トレーニングとwebページの設計 

 

 2.1. 速読トレーニングの設計 

人が一度に読める文字の塊（文字数）は 2～5 文字

であるが，通常は 3～4 文字である。そして，一つの



文字の塊における停留時間は150～500msecで，殆ど

は 200～300msec である(苧阪ら 1993)。読書時の眼

球運動は，文字の上を滑らかに移動するのではなく，

停留と視線のジャンプ運動の繰り返しである。眼球が

移動している停留間運動の状態（サッカード）では，

認識はなされない。読みの速さの向上は，停留時間の

減尐よりも停留回数の減尐にて達成されることが多い

といわれる（松尾 1919:山元 1935）。つまり，停留回

数の減尐は，一度に読める文字数を増やすことで可能

であると考えられる。よって，理解力を落とさずに読

書速度を上げるためには，滑らかな眼球運動と，一度

に読める文字数を増やす必要がある。そこで，次に示

す４種類の速読トレーニングの方法を考案した。意図

的に提示画面をコントロールできる上に児童が画面の

動きに合わせて訓練を行うことができることから，提

示装置としてパソコンを使用することとした。 

(1) 眼球運動トレーニング 

画面に現れる“◎”の表示を追視することで縦・横

方向の目の運動機能を高め，滑らかな眼球運動ができ

るようにするもの。縦，横，星形の動きをする。形が

はっきりと分かるように素早く見るようにする。 

(2) 視野拡大トレーニング 

文字列の隅々まで瞬間的に見る機能を高めること

で，一度に認識できる文字数を増やすもの。ランダム

な単語綴りを1文節から3文節まで提示する（例：こ

んにちは→この学級で→とてもよい味です）。その時，

視点は文節の中央付近に置く。 

(3) 文字追跡トレーニング 

実際の文章を読むトレーニングであるが，文章の初

めから２～３文節ずつ文字が赤色に変わっていく。被

訓練者はその赤色で表示された文節を読んでいく。 

(4) 読書トレーニング 

 トレーニングした要領で自分の本を読み，実際の読

書に慣れさせるもの。 

2.2 webページの作成 

速読トレーニングの方法に合わせ，本研究で開発し

た web ページは HTML と JavaScript で記述した。

これにより，多尐パワーの落ちる旧式の機器も含め，

ブラウザを使用してほとんどのパソコン環境で使用で

きる。対応ブラウザは IE5.0以上である。 

トレーニングに使用した文章は，朝日小学生新聞の

１面から，1200～1500文字の3つの文章を選んだ。 

2.3 速読トレーニングプログラムの構成 

 本研究の速読トレーニングプログラムとは，これら

４種類のトレーニングを組み合わせて構成されたもの

である。小学生を対象とするため，最初から速い速度

での提示では目の疲労を引き起こす可能性がある。そ

のため１回目は尐し遅めにし，２回目は速度を速める

といった，2回構成とした。 

 画面から目の距離は，30cm 以上を保ち，トレーニ

ングエリアのほぼ中央付近に児童の鼻が来るように，

児童の座る位置を設定した。トレーニングの名称と内

容は下表の通りである。 

 

表1 トレーニングの名称と内容 

 

順 

 

トレーニング名 

 

時間

（秒） 

 

提示速

度（秒） 

停

止

数 

文

節

数 

行 

 

数 

1 眼球運動（横） 30 0.6 4  7 

2 眼球運動（縦） 30 0.6 4  8 

3 眼球運動（星） 30 0.6    

4 視 野 拡 大 30 0.8    

5 文 字 追 跡 60 0.4  2  

 休   憩 30     

6 眼球運動（横） 30 0.4 4  7 

7 眼球運動（縦） 30 0.4 4  8 

8 眼球運動（星） 30 0.4    

9 視 野 拡 大 30 0.5    

10 文 字 追 跡 60 0.2  3  

11 読 書 訓 練 180     

 注1）提示速度とは，記号や文字が画面上に提示される時間を示す。 

 注2）停止数とは1行の中で記号が停止する回数を示す。 

注3）文節数とは，赤色で表示する文節の数を示す。 

本速読トレーニングの有効性を実証するために，実

証実験を行った。 

図１ 眼球トレーニング（横）の画面 



図2 速読トレーニングの様子 

 

3. 実験と評価の方法 

 

3.1 実験の概要 

 被験者は，小学校５年生の児童である。まず１クラ

ス 37 名全員にPre-test を行い，同じ文章を２回読ま

せながら読書速度，及び文章の理解度を測定した。そ

の結果をもとに，４つの読書パターン（読書速度が速

く文章の理解度も高い：読書速度が遅く文章の理解度

が低い：読書速度は速いが文章の理解度は低い：読書

速度は遅いが文章の理解度は高い）を設定し，それぞ

れ3名ずつ合計12名抽出した。 

 トレーニングは 2003 年 12 月 8 日から 12 月 19 日

まで，合計 10 日間行った。被験者は全員昼休み時間

にパソコン室において一人1台ずつパソコンを使用し

て行うこととした。 

 3.2 使用機器 

使用するパソコンは，デスクトップ型（CPU：セレ

ロン400MHZ，メモリ：128MB，モニタ：15インチ

CRT）である。モニタのリフレッシュレートは70MHZ

とし，画面のちらつきを極力抑えた。 

3.3. 評価方法 

 読書速度と文章の理解度の測定のために1,4,7,10回

目のトレーニング終了後，「直後テスト」を行った。こ

の中で，テストの文章を2回読み終わった後，短期記

憶を消去するために1分間の100マス計算を行わせた。

次にトレーニング効果の持続性を見るため，3 時間後

に「3 時間後テスト」を行い読書速度と文章の理解度

を測定した。ここでは直前に速読トレーニングは行わ

なかった。テストに使用する文章は，児童が読んだこ

とのないもので，かつ特別に専門知識を必要としない

必然性から朝日小学生新聞の１面より，適切と思われ

るものを選んだ。文字数は約1200～1500文字であり，

全てのテストはそれぞれ異なる文章から成っている。 

読書速度の測定は，文章の文字数÷所要時間（秒）

×60とし，１分間に何文字読めたかによって判断した。 

 文章の理解度は，文章の概要，及び内容について10

問の問題を作成し，その正答数により判断した。なお，

回答は3問選択とした。 

 また，10回の速読トレーニング終了後，トレーニン

グに対する児童の肯定感を調べるために，アンケート

を実施した。 

 

4. 結果と考察 

 

4.1 読書速度に関する結果 

 直後テスト及び3時間後テストにおいて，速読トレ

ーニングの効果があるかを調べるためにまずﾎﾞﾝﾌｪﾛｰﾆ

の多重比較を行った。その結果，両テストにおいてい

ずれの回数間でも有意差は見られなかった。また，一

元配置分散分析を行った結果，直後テストは 5%水準

で有意であり（F(4,55)=2.54,p<0.05），３時間後テス

トも5%水準で有意であった(F(4,55)=2.70,p<0.05)。 

以上のことから，速読トレーニングは読書速度向上

に有効であり，トレーニングの効果は時間が経過して

も持続するものであるといえる。 

 3 読書速度の変化 

 

4.2. 理解度に関する結果図 

 両テストの多重比較はいずれも有意ではなく，また

一元配置分散分析で調べた結果でも有意差は見られな

かった。以上のことから，トレーニングを重ねても理

解度は変化しないといえる。 
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図4 文章理解力の変化 

 

4.3. トレーニングに関するアンケートの結果 

 アンケートはそれぞれ「表示，読書速度向上，理解

力向上，集中力，訓練意欲，読書意欲，読書全体，訓

練方法」に関する８分野からなる。さらに１分野を３

つの具体的な項目に分け（訓練意欲：意欲的に取り組

めた，トレーニングは楽しかった，これからも続けた

いと思う など）合計24項目とした。「とてもそう思

う」を４点満点として点数化した結果，全項目平均で

3.48(SD=0.69)と，児童はトレーニング全体に関して

比較的肯定的に捉えられていることが分かった。 

一方，読書速度及び文章の理解力（いずれも3時間

後テストの10回目）と，8分野それぞれとの相関（単

相関係数）を求めた結果，読書速度と集中力に関して

0.69（p<0.05）と高い相関があった。このことから，

速い読書速度を得ることと，トレーニングや読書に没

頭する実感性が，深く関わっていることがいえる。ま

た，理解力と速度向上に関しても0.60（p<0.05）の相

関があったことから，文章を理解力できることとリズ

ムよく文字を読めるように実感できることとは密接に

関係しあっていることが分かった。 

 

5．結   論 

 

 ｗebを用いた速読トレーニングは，児童に対して文

章の理解度を落とすことなく読書時間を短縮させるこ

とが可能であるということが分かった。これは，トレ

ーニングによって眼球運動能力や文字認識能力が高ま

った他，児童の集中力や文字をリズムよく見る感覚が

増したことも関係すると考えられる。なお，3 時間を

経てもトレーニングの効果は持続していることからも，

訓練プログラムの効果が持続していることが示唆され

た。その一方で，回数間に有意な差がないことや，読

書速度のグラフの変化から7回目以降の伸びが鈍って

見えることなどから， 適切な訓練回数の上限の存在も

否定できない。 

 トレーニング方法や web ページの構成については

児童の肯定感も高く，興味を持って実践できると考え

られる。また，本研究の結果は速読トレーニングが児

童の思考力を活性化させ，集中力を養うことにも応用

できる可能性があるということや，読書速度と理解力

が関係していたという点においても興味深い。集中力

を養い，読書自体にストレスと感じることなくスムー

ズに文章を理解できるようになることは，今後の読書

指導のあり方にも影響を与えることも考えられる。 

 一方，今回は読書速度や理解力に関わらず同じトレ

ーニング方法で行ったが，個人の能力に応じた診断的

なトレーニングの方が効果的である可能性も考えられ

る。今回の実験ではコントロール群の設定がなかった

ためにテストの積み重ねによって理解力が変化しなか

ったという可能性も否定できない。このために，今後

webページの改良も含め，学校現場において発展的に

研究を進めていきたい。 
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