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上級日本語学習者の文章読み上げにおけるポーズの実現について 	  
AN ANALYSIS ON PAUSES IN AURAL READING JAPANESE OF ADVANCED 

LEARNERS 
	  

王	 伸子、専修大学 	  
Nobuko Wang，Senshu University 

	  
１．はじめに 	  
	 日本の大学の学部、あるいは大学院に留学している学習者である留学生は、か

なり高度なアカデミックジャパニーズを要求される環境にある。本研究は、そう

したアカデミックジャパニーズのうち、専門書等の高度な内容の日本語を読み上

げる「音読」に着目したものである。大学では、学習者は難しい日本語の音読を

する機会がしばしばあり、留学生である学習者は日常生活を日本語で送っている

ため、他者とのやり取りである直接的な会話や、電話を通した会話などについて

は、場面とともに覚えているフレーズを日常的に使用し、かなり流暢に日本語を

コミュニケーションに使っているが、高度な文章の読み上げになるとその流暢さ

が失せるということを観察してきた。石崎（2004,	   2005）でもこの点を問題視し、
読み上げの研究を行っている。専門ゼミなどにおいては、指導する教員は日本語

科目担当教員ではない専門科目の担当教授であるため、留学生の日本語について

指導することもないので、学習者は一人でその場を乗り切らなくてはならない。

そのような学習者の音読状況を観察すると、音読が不自然だということと相関関

係があると思われる種々の要素が観察されたが、その中でも、客観的に計測でき

るものとして、読み上げの時間があげられる。読み間違いや言い直しをしながら、

急いで読もうとしているのだが、母語話者である学生の読み上げと比較すると、

やはり時間がかかっている。しかし、もっとも問題なのは、読み上げたものが聞

きにくいということである。その要因として、本研究では、読み上げ全体の時間

にしめるポーズの割合が母語話者とかなり異なることに着目し、それを観察した

ものを報告する。専門書の読み上げは日常の授業で頻出する行動であり、試験の

ための朗読や、スピーチコンテスト等はまったく異なり、学習者自身が対処して

いかなくてはならないアカデミックジャパニーズである。そのため、本研究は学

習者の到達度を計測するものではなく、読み上げにおいて、日本語教育として対

応すべき箇所を指摘することを出発点としている。	  
	  
２．先行研究 	  
現在では談話音声を分析する研究が多くなっているが、アカデミックジャパニ

ーズとして扱う場合、日本国内の大学では学習者が専門書や論文を輪読する、あ

るいは研究発表をするという状況に直面する。本研究でも読みあげを扱うので、

朗読を扱った先行研究を追ってみた。まず、朗読とポーズを早くから扱っている

ものとして杉藤（1994）では、朗読音声におけるポーズの回数と時間長につい
て細かい観察と分析がなされている。ポーズに一定以上の時間が聞き手の理解に

貢献すると述べる「サケ・マス」ニュースの分析は、音声研究分野では周知の論

文である。また、杉藤・森山（2007）でもポーズそのものの音響的分析だけで
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はなく、聞き手にどう作用するかということが述べられており、どのように聞こ

えるかということと音響的特徴の相関を見ている。さらに郡（1996）は講演音
声を扱い、文中の上昇下降調直後にポーズが出現することを述べている。また、

郡（2014）は 6 種の朗読を分析し、イントネーションとポーズを観察しており、
フォーカスを置く箇所とアクセントの実現度にも注目し物語朗読を分析している。	  
以上は日本語における日本語母語話者の音声についての研究であるが、学習者

の音声を扱ったものとしては、前述の石崎（2004,	  2005）のほか、高村（2009,	  
2014）があり、学習者の音読とポーズ等の韻律的特徴について言及している。
高村（2009,	  2014）は初級学習者を対象として分析しており、分析対象の音読材
料は 5000～7000ミリセカンド（ms）、つまり 1分前後である。本研究では、
対象者としては日本語学習者のうち大学学部の正規生である上級学習者を扱い、

さらに読み上げ時間が長くなると変化が現れるという仮説から、学習者の読み上

げ時間が 18000ms前後、つまり３分前後という長い材料を読み上げたものを使
用する。長い文章の読み上げでは、外国語の場合、種々の要因が現れるとする竹

田、赤井（2012）の分析もあり、難度が高い文章では、声を出して読むことで
ワーキングメモリが消費され、学習者にとってはとくに困難となるということが

述べられている。要因の一つとしてバイリンガルストループなどがあげられてい

る。これは、学習者が長いものを読み上げるときに、調子がアップしていくので

はなく、読み上げの後半に読み間違いが多く出てくるということについての理論

的根拠ともなり興味深い。	  
	  
３．実験 	  
3-‐1．実験の手順	  
	 学習者の音声を録音し、分析を行った。録音は雑音のない静かな教室で行い、

ICレコーダーPanasonic	  RR-‐XS450	  を使用した。対象とした被験者は中国語（中
国）、韓国語（韓国）、英語（カナダ）、クメール語（カンボジア）、ラオ語

（ラオス）を母語とする学習者である。そのうち、本発表には中国語を母語とす

る学習者 3名の録音を分析の対象とした。なお、母語話者と比較するため、日
本語母語話者について、大学院生 3名を被験者として同様に録音を行った。	  

3-‐2．音読材料	  
	 事前の実験として、朝日新聞 2014年の記事を使用したが、その後、毎日新聞
「くらしナビ―新聞で学ぼう：村上春樹さんの発言を要約	  明治大	  インタビュー
記事活用、プレゼンも」（平成 27年 5月 19日）の記事を使用し、再度、録音
を行った。記事全部の音読を録音したが、本発表で分析したのはそのうち前半の

部分である。使用した記事の文章は以下のようである。/	  の箇所はポーズを示す。	  

新聞記事本文前半	  

	 この記事は 4月 19日の毎日新聞朝刊に掲載された。/	  新聞１ページをほぼ埋
める約 4500字の長文で、/	  国際情勢に沿ったテロに対する分析や、緊張が高ま
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る中国、韓国に関する歴史認識、原発再稼働への批判など、村上さんの考えが強

くうかがえる内容だ。/	  

	 まず講師（記者）から学生に「記事を読んで要旨を原稿用紙 1枚（400字）に
まとめるように」と指示した。/その際に、村上さんが言及した「テロ」「歴史
認識」「原発」の言葉に触れるよう求めた。/	  

	 学生は、主観的な思いをつづる作文に比べ、記事の要約に不慣れな様子で、/
「社説はまだしも、インタビューをまとめる作業は難しい」と感想を口にした。

/最近の学生について、日常的な日本語の読解力不足を懸念する声が聞かれるが、
平易な文章が多い新聞記事の活用は効果が期待できそうだ。/	  

	 続いて記事への自分の感想・意見を原稿用紙半分のスペース（200字）に書か
せたところ、次のような記述（全体の一部）があった。/	  

	 「村上春樹さんの本は、現実離れして時代や歴史と全くつながりがないと思っ

ていたが印象が変わった」/	  

	 「常に世界で起こっていることについて目を向け、『小説』という形で読者へ

メッセージを伝える村上さんの思考力、行動力に驚かされた」/	  

	 「意識上の世界よりも意識下の世界を重視しているという言葉が印象的」/	  

	 「とても誠実で真摯（しんし）な人間だと思う。平和という大きなものではな

く一人一人の人生という物語を思う気持ちは真摯に仕事をしていなければ生まれ

ないものであろう」/	  

	 「歴史認識と原発問題に関して村上さんと意見が異なる。/	  謝るだけでは進展
がなく、その事実の双方の歴史背景を知ろうとすべきだ。/	  より安全な原発は造
れないのかなど研究もすべきだ」/	  

	 「心の羅針盤をつくる支えになる物語を村上さんに書いてほしい」	 	  

	 以上、拍数は 932拍である。また、これについて以下のように計測した。 

3-3．時間長の計測 
	 まず、録音した音声を音声分析ソフト Praatを用いて音声波形とピッチ曲線
を書き出し、波形と F0曲線を見ながら音声を聞き、ポーズの位置を特定し、
時間長を計測した。音声波形等は以下のようである。 
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図 1	 中国語母語話者による読み上げ音調 

 
	 	 この記事は 4 月 19 日の毎日新聞朝刊に掲載された。	 	 新聞１ページをほぼ埋める・・・   中国語母語話者 C１ 

 

図 2	 日本語母語話者による読み上げ音調 

 
図２	 この記事は 4 月 19 日の毎日新聞朝刊に掲載された。	 	  新聞１ページをほぼ埋める・・・	 	 	 	 	 	 日本語母語話者 J１ 

 
表 1	 読み上げ時間とポーズの時間長 
  読み上げ時間（ms） ポーズ時間長（ms） ポーズの割合   
中国語母語話者 

C1 
174655 8528 4.88%   

            C2 176667 9173 5.19%   

                        C3 212825 10616 4.99%   
日本語母語話者 

J1 
122610 12970 10.58%   

                        J2 123410 12867 10.43%   

                        J3 131240 16159 12.31%   

平均値       C 188049 9439 5.02% ≦.05 

            J 125753 13999 11.13% ≦.05 
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杉藤（1997）によると、音声分析ソフトを用いた音響的ポーズとして、音声
が連続していないすべての箇所をポーズとして計測すると、その時間数は全体

の時間長の 30％超になるとしているが、今回は読み手が意図的にポーズを置
いていると判断した、いわゆる句読点を中心とした大きなポーズのみを聴覚印

象で画定した知覚的ポーズをポーズとし、そこにカーソルを立てて時間長を計

測した。その結果、読み上げ時間全体に対するポーズの割合は表 1のようにな
った。 
 
４．分析と考察  
4-1．時間長について 
	 総拍数は 932拍であるが、原稿の文字数にすると 738文字となり、原稿用
紙 2 枚分近くの長文である。表 1 のように、中国語を母語とする学習者の場合、
それぞれ 1755655、176667、212825msで、３分前後かかっているが、日本
語母語話者の場合、122610、123410、131240msと２分前後で読んでいる。
一方、ポーズは中国語を母語とする学習者は 8528、9173、10616ms であるが、
日本語母語話者は、12970、12867、16159msであり、全文を読む時間数と逆
転していることがわかる。ポーズの時間長が全文を音読する時間長に占める割

合を求めると、中国語を母語とする学習者は、それぞれ 4.88％、5.19％、
4.99％で、平均が 5.02％となり、日本語母語話者は 10.58％、10.43％、
12.31％で、平均が 11.13％となった。つまり、中国語を母語とする学習者の
ポーズの割合は 5.02％、日本語母語話者のポーズの割合は 11.13％と、やく倍
の時間長をとっていることが観察できる。 
4-2．ポーズについての考察 
	 先行研究では、高村（2009）が述べているように、初級学習者ではポーズが
長くなることが観察されており、ポーズを長く取る指導をしたところ、聞き手

による評価が上がったということであるが、上級学習者の場合、ポーズは短く、

先を急ごうとする行動がしばしば見られる。ポーズが短いというのは、実測時

間が短いだけでなく、聞き手にとって短く感じるポーズだということで、それ

は、全体の時間長に対するポーズの割合が短いということだと考えられる。今

回の実測と分析により、それは明らかになった。 
	 また、野原、高村（2011）では、ポーズと画定したものに言い直しも含んで
おり、言い直しについての分析も詳しくなされている。本研究では言い直しは

含んでおらず、意図的な読み手のポーズのみを扱っている。しかし、読み上げ

の全体の時間長には言い直しも含んでおり、それが、全体の読み上げ時間長に

も関わっている。つまり、言い直しの頻度が上がると、全体の読み上げ時間も

長くなっているということである。今回は、事前に練習を行っており、さらに

録音まで 1週間という時間もあったので、明確な読み間違いは観察されなかっ
た。しかし、今回発表には用いなかった後半部分に以下のような言い直しの部

分があったので、それについて記述しておく。 
4-3． 
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	 今回の学習者の後半の読み上げについて、言い直しが観察された箇所は以下

のようなものである。 
表 2	 学習者の読み間違い 
	 	 原文	 読み間違い	 言い直し	 

a	 四つの班を作り	 四つのクラスを作り	 ナシ	 

b	 西欧的なロジック	 西欧の・・・な・・・	 西欧てきな、	 

 
	 aは、「班」を「クラス」と読み上げている。これは、中国語の「班」がグ
ループではなく、学校のクラスを意味するので、認識した母語の意味で読み上

げたということが考えられる。またｂについてだが、「的」は中国語の「の」

を意味するので、日本語でも「の」と読んだが、後続する「な」とあわせて

「西欧のな」と読みあげた段階で間違いに気付き、「せいおうてきな」と読み

直したものである。 
	 これに関しては、苧阪（1990）に記述されているように、言語情報処理の過
程において、二つの事柄が干渉し合うストループ効果（Stroop effect）だと言
える。一言語内だけで起こるもの（intra-language）のほか、二言語間で起こ
るもの（inter-language）にも認められ、例えば書かれている言語と読み上げ
る言語が例としてあげられている。また、その度合いは言語間の類似性による

とする研究と、言語の修得度（proficiency）が大きいとする研究、さらに、双
方がともに影響するという研究があるとしている。なお、二言語間で起こるス

トループ効果をバイリンガル・ストループとも称している。 
	 今回、被験者とした学習者は大学１年次の留学生であり、日本語能力として

はＮ1に合格しているが、まだ日本語の学習を開始してから２～３年の学習者
であるため、能力は低くなくとも習熟度についてはそう高くなく、しかし、漢

字を使用するという言語の類似性もあるため、普段行っているように音読した

ものと考えられる。つまり、通常、日本語を音読する際、読み方が不明な漢字

についてはとりあえず中国語で読んでやり過ごす、という学習態度が見られる。

そのようなことから、授業等においても、同様のストラテジーを用いてしまう

と考えられる。 
4-4．その他の音響特性 
	 今回、ポーズの時間長に焦点を当てたが、その他の音響特性にも目を向けな

ければならない。例えば、図 1，2からもわかるように、F０曲線を見ると、
図 1の中国語を母語とする学習者のものは全般的に平坦であり、上昇や押さえ
込みなどがなく、したがってフォーカスがどこにおかれているか等もわかりに

くいといえよう。日本語母語話者のものは高低がつけられていることが見て取

れ、曲線だけを見ても、イントネーションをコントロールしていることが推測

できる。実際に音声を聞くと、学習者の方は抑揚がほとんどなく、母語話者の

方は立体的に抑揚がつけられ、自然な東京方言による読み上げとして聞くこと

ができる。とくにポーズの前後を見ると、学習者の方はほとんど高さに変化が

ないが、母語話者の方は、ポーズの直前、つまり一文の終わりで下降して収束
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を迎え、ポーズの直後には高く始まり、ポーズが次の文への助走となっている

ことは、杉藤（1994）に述べられているとおりである。つまり、ポーズがある
ことによってフォーカスや、文の境界が明確になっているといえよう。 
4-5．聞き手にとってのポーズ 
	 この点がむしろもっとも重要な考察となるのだが、ポーズが短いと聞き手に

負担がかかるということは、すでに杉藤（1994）他でも述べられている。その
要因は、まず、ポーズの時間長を確保することによって、聞き手にとってはそ

れがワーキングメモリの作用する時間となるので、それまでのことを理解する

時間となるということがあげられる。ポーズが少なければワーキングメモリが

十分に作用せず、理解の時間が減ってしまう。つまり、学習者のようなポーズ

の割合が少ない発話は、聞き手にとって聞きにくいということになろう。 
	 また、その他の音響特性について前述したように、ポーズの割合が少ないと、

フォーカスをどこにおくのかという判断や、イントネーションを適切につける

こともままならないため、文の境界も明確にならないという表現になってしま

うので、聞き手にとっては、やはり聞きにくい音読になってしまう。 
 
５．おわりに 
 
	 上級学習者が文を読み上げるとき、習熟度が低いと文全体の読み上げに時間

がかかり、その時間長の割りにポーズが短くなることが観察できた。文全体に

時間がかかるのは、単なる話速の問題だけではなく、文字を見て、声に出して

読み上げるという言語情報処理の過程においてバイリンガル・ストループもそ

の一因だと考えられる。 
	 言い間違い等もあり、文の読み上げに時間がかかってしまった状況を補正す

るべくポーズを十分に取らずに読み急いだとも考えられる。 
	 日本語母語話者のものと分析結果を比べると、そうしたことが明確になった

と思われる。それらが、日本語学習者の発表や専門書の輪読が聞きにくいとい

う評価になってしまう。 
	 今後の研究としては、今回、録音したその他の学習者の読み上げ材料、およ

び、今回使用した被験者の読み上げ材料後半の録音についても分析し、ポーズ

の時間長の割合のほか、複合境界音調等にも着目して研究を続け、それを上級

学習者の指導に還元して行きたい。さらに、学習者が母語による読み上げでは

どのような韻律的特徴を実現するのかということを調査し、ポーズについても

その時間長と割合を分析する予定である。 
	 また、今回は前半部分だけを使用した発表となったために、長文の音読の場

合、後半部分になると言い間違いや不適切なポーズがさらに多くなる、という

ことについて言及できなかったため、引き続きこれについても分析を行いたい。 
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