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1. はじめに 
	 本稿は，ブリティッシュコロンビア大学（UBC）で行われている超音波映像
を応用した日本語発音指導の教材開発プロジェクトの紹介である。超音波映像を

応用した日本語発音指導の可能性を探ることを目的に，１）音声指導の先行研究

の概観，２）UBCの現状報告などプロジェクトの背景の説明，３）開発中のプ
ロジェクト「eNunciate!」の紹介，４）プロジェクトの評価と今後の方向性の報
告を行う。 
 
2. 日本語教育における発音指導 
2.1 発音指導の重要性 
	 日本語指導，日本語学習において，イントネーション，アクセント，リズム，

単音などの音声の習得が大切であることは，教師，学習者双方に認識されてい

る。柴田・松崎（2012）によると，イントネーションは，文法構造，情緒的情
報，社会言語的情報の伝達を容易にする。また，アクセントは聞き手の理解を促

し，リズムの習得は話者の発話の滑らかさに影響を及ぼす。つまり，よりよいコ

ミュニケーションという面から，これらの能力は重要だと言える。 
	 Derwing & Munro（2009）は，社会言語学的観点から，発音指導の利点を説い
ている。例えば，目標言語でスムーズなコミュニケーションがとれることで，そ

の言語コミュニティの一員と認識され易くなると述べており，この点で学習者の

アイデンティティ，自己実現とも大きな関わりが出てくる（中川・中村, 
2010）。これらの研究で指摘されている発音指導の重要性は，話す練習，とりわ
け発音の学習に対する学習者からの大きな需要（日本語教育学会, 1991; 戸田
2008）にも裏付けされ，さらには，このような状況を背景に，教室内における明
示的な指導の必要性も指摘されている（柴田・松崎, 2012; 戸田, 2009）。我々も
日々の授業において，このような発音指導の重要性を意識しながら指導してはい

るが，多くの壁があることも日々感じざるを得ない。 
 
2.2 発音指導の難しさ 
	 まず，これまでに指摘されている発音指導の壁には，教師の発音指導に対する

消極的意識と指導環境，学習者のニーズとの相性などが挙げられている。例え

ば，教師の意識の問題としては，音声教育の方法がわからない，自分のアクセン

トに自信がない，などの理由で、音声教育のアドバイスができる指導者を求める

傾向があることが報告されている（小河原・河野, 2002）。 
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	 教師の意識の問題以外にも，舌の位置や微妙な動きを言葉で説明し学生に理解

させるのは困難で時間を要することや，授業時間や学習者のニーズに合う教材の

不足も発音指導が十分にできないことと関係しているとされる（松崎, 2012; 峯
松他, 2012）。発音の向上のためには，学習者の自律的学習が理想的だと考えら
れるが，モデルや適切なフィードバックなどを考慮すると，難しい場合も多い。

また，浦上（2004）が指摘しているように，音声指導教材，音声学との指導の違
いが書かれた参考書が少ないことも発音指導，発音学習の難しさを増大させる要

因になっていると考えられる。 
 
3. 教材開発プロジェクトの背景 
3.1 UBCの日本語プログラム 
	 本教材の開発を行っている UBCの日本語プログラムは，２年で初級を終える
など，北米で一般的とされる形の日本語プログラムである。しかし，初級コース

は 30人，中級，上級コースは 25人，遠隔教育コースでは 60人が１クラスの上
限で，教師は各自，各学期に２，３種類の違ったコースを３，４クラス教える必

要がある。そのため，個々の教師が個別指導などの努力はしているものの，共通

の授業進度や TAの時間数削減など，様々な要因が影響し，十分な指導が行えな
いのが現状である。また，近年の遠隔教育コースの拡大により，教室指導がない

学生のための発音学習教材の需要も増してきたと言える。 
	 2014年に行われた背景調査によると，UBCで日本語を履修している学生は
35.3%が留学生であり，自身はバイリンガルであると答えた学生が 47%，３言語
以上話せると答えた学生が 40%に上った。母語を大まかに見てみると，英語以
外に中国語，広東語，韓国語，日本語（継承語）が多かった（図１）。この調査

は任意の調査であったため，例えば，継承語としての日本語を話す学生の割合が

実際よりも高いことなど，調査結果と教室内で観察できる状況との間には多少の

違いが見られる。しかし，このような日本語プログラムの教育状況と学生の母語

は，教材を作る上で重要な要素であると考え，プロジェクトに反映させた。 
 
図１	 学生の母語 
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3.2 従来の発音指導 
	 現状の指導法としては，初級で使用している教科書『げんき』から，学生にと

って難しいと考えられる発音，ピッチ，イントネーションを抽出して例文を作り

（図２），教師のモデル発話をコースウェブサイトにのせ，学生には各自教室外

で練習するよう指導する形をとっている。学生個人が責任を持ち，各々きちんと

発音できるようになったと思えた時点で教師の確認を受け，学期末までに全ての

例文を正確に発語できなければ成績に入らないというルールを設定した。成績に

反映されるためか，比較的まじめに取り組む学生が多く，自分がどの発音に弱い

のかという自己モニターをするには非常に役に立っているようである。しかし，

発音確認はオフィスアワーなど授業外で行うため，教師にとっては大変時間がか

かる方法であり，１クラスの人数が多くなると非現実的になるという問題点も出

ている。 
 
図２	 従来の発音指導のハンドアウト 

 
 
3.3 どのような指導が望まれるのか	  
	 では，このような状況では一体どのような発音指導が望まれるのだろうか。柏

木（2013）によると，発音指導専門用語や専門知識を教えるのではなく，学習者
のニーズに合わせた指導が重要であるとされる。例えば，母語と目標言語を比較

し音声を意識化させることで，発音の知識を学ばせること，音声を映像でわかり

やすく見せ，学生が模倣できるようにすることなどが理想とされている。具体的
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な発音のモデルを見せ教師が弱点を説明することで自己モニターの力も向上させ

ることができる。また，日本語の初級段階で発音指導と発音に関する知識を学ん

だ学生は長期的学習が可能だと指摘もされている。 
	 現在ある教材では，Audacityや大学のオンラインツールの録音機能から聞く・
話すことによって学べるもの，Online Japanese Accent Dictionary（OJAD）などが
あるが，2013年に UBCで行われた OJADワークショップに参加した上級日本語
学習者からは，「イントネーションの山など，頭ではわかっているが，実際どの

ように声にだせばいいのかよくわからない」というコメントが聞かれた。 
	 そこで，教材開発に際しては，日本語プログラムのあるアジア学科と言語学科

が共同で開発し，教育学，言語学双方の観点を取り入れることにした。従来の発

音指導に欠けていた視覚的情報を効果的に取り入れるためには，日本語教師だけ

ではなく，言語学，特に音声言語学の専門家と共同で研究を進める事が必須であ

る。言語学分野では以前から行われている，超音波を使用した研究を実際の言語

教育で実践的に取り入れてみることにした。 
 
4. 音声学習用教材の概要 
4.1 音声学的な技術の応用 
	 これまでの日本語教育における言語学，とくに音声学の応用は主にイントネー

ションやピッチアクセントの指導において試みられてきた（河野他, 2004; 土井, 
2013）。例えば，OJADのように学習者が任意の文や句を入力し，それをコンピ
ュータプログラムが自動的に分析し，その文や句の正しいイントネーションをピ

ッチ曲線で表示してくれるようなツールや，Prosody Tunerのように学習者が自
分の発話を録音し，それをコンピュータプログラムが分析し，モデル話者の発話

とどの程度マッチしているのかフィードバックを提示してくれるツールもある。 
	 ところが，個別の音，子音や母音の指導においては，そのような音声学的な技

術の応用は今まであまり行われておらず，これまで用いられてきた視覚情報とい

えばせいぜい口内図で舌の位置を説明するくらいで，そうした口内図から得られ

る視覚情報は静的であまり直感的ではないという問題があった。そこで最近にな

り，伝統的に用いられてきた口内図に変わるものとして超音波映像の使用が注目

され始めた。 
 
4.2 超音波映像の使用 
	 超音波映像の大きな特徴は口内の動きが直接的に観察できることにより，指導

者と学習者のコミュニケーションが客観的になり，これまでの指導者の主観的な

コメントに頼らざるをえなかった指導法に比べ，より明確なコミュニケーション

が可能になることである。さらに，超音波映像の技術的な特徴として，たとえば

X線などに比べ遥かに安全な技術であり（国立国語研究所報告書, 1978），MRI
などと比べると，遥かに簡易で経済的な事も挙げられる。 
	 そうした点からも超音波映像の応用言語学，言語学習での使用には将来性が期

待されている。実際，超音波映像の有効性は第二言語としての英語教育の分野で

報告されている。例えば，Gick他（2008）では日本語母語話者に英語の正確な
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［r］と［l］の発音を指導するのに，超音波映像を用いて，学習者自身の発音と
モデル話者の発音を比べながら，正しい発音の仕方を説明することが有効である

ことが報告されている。さらに，Pillot-Louiseau他（2003）は，日本語母語話者
にフランス語の正確な母音の発音を指導するのに，超音波映像を取り入れること

が効用的だと主張した。言語療法の分野でも発音に問題のある話者の指導に超音

波映像を用いることにより，発音の改善を促すことができたと報告されている

（Bernhardt他, 2005）。このような他言語での効果や有用性が，日本語学習者で
も見られるのかどうかを検証するため，教材を開発するにあたり，パイロットス

タディを行った。 
 
4.3 パイロットスタディ 
	 調査協力者は，初級前半のコースに登録中の韓国語母語話者の学生，男女１名

ずつである。これは，韓国語話者にとって区別が難しいとされている音「ザ」と

「ジャ」や「ツ」と「チュ」の音の区別に，超音波映像が有効であると考える音

声言語学的観点からの選択である。これらの識別困難な音の対立をみるため，

｢ピザ｣，「じゃがいも」，「エンピツ」，「中学」などの語彙を抽出し，以下の

３段階で検証した。 
	 まず，１）語彙リストを学生に読み上げさせ，その間超音波映像を録画した。

２）その録画した超音波映像を学生に見せながら，簡単に映像の説明をした。例

えば，「ザ」を「ジャ」と言ってしまう場合，「ジャ」の発音の部分で映像を停

止し，OHP用のシートを映像にかぶせ，学生に舌の形状をマーカーでなぞるよ
う指示した。次に，別の OHP用シートを用意し，日本語母語話者の「ザ」と
「ジャ」の映像を見せ，それぞれの舌の形状をマーカーでなぞらせた（図３）。

そして，自分の舌の形状が，「ザ」と「ジャ」のどちらに似ているか尋ね，日本

語母語話者の「ジャ」の形状に似ていることに気づかせた。そこでその画像を元

に，どのようにしたら「ザ」と「ジャ」を区別できるかを，インストラクターが

説明し，訓練した。この間の説明と訓練は計約 30分である。 
 
図３	 実際に使用した OHP用シート 
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	 最後に，３）訓練前と同じ語彙リストを再度読み上げさせ，超音波映像を録画

した（図４）。その結果，協力者２名とも，「ピジャ」から「ピザ」へ，「エン

ピチュ」から「エンピツ」へと正確に発音ができるようになった。 
 
図４	 超音波映像で見る発音の変化 
・ピザ 

 
・エンピツ 

 
※画像は下線部の発音を映像から切り取ったものである。 
 
4.4 発音練習プログラムの構築  
	 パイロットスタディの結果，日本語学習者にも先行研究と同様の効果が確認さ

れたため，本格的にプログラムの構築を開始した。正しい発音ができるようにと

いう願いを込めた「eNunciate!」という名前の発音練習プログラムである。 
	 教室外での自律的学習を学生に促すという目的で，動機付け，使いやすさ，わ

かりやすさを念頭に置きながら，このプログラムを設計した。まず，動機付けに

は，音声学イントロ，日本語イントロ，音声知覚テストを設け，知的に面白く，

また日本語音声を学ぶ意義を強調した。具体的には，超音波映像で，日本語母語

話者と学習者の舌の位置や動きを比較したものや，視覚と聴覚の両方からアプロ

ーチする発音練習クリップを作成した。また，学習者にとって苦手な音が探し出

せるよう，音声知覚テストの結果や母語の体系から予測される発音が困難な音を

参照できるように工夫した。基本的な構造としては，発音が困難であると考えら

れる音ごとに，説明用とトレーニング用の２種類のビデオを作り，学生が説明を

理解した後にはトレーニングビデオを見て，何度も練習できるように使いやすさ

を考えた。 
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	 わかりやすさにおいては，学習者が視覚で学習できるよう，日本語の基本の音

には超音波映像を応用した映像を使用した。パイロットスタディで使われた超音

波映像そのもの（図４）は，白黒であり，どこが舌先なのか専門家でないとわか

りにくい。また，硬口蓋が見えないため舌が実際どこについているのかわからな

いという欠点がある。そこで，UBCの言語学科がこれまで作成してきた超音波
映像を応用した素材を活用することを検討している。図５は，超音波映像を基に

したアニメーションで，肺からの呼気の流れを明確に見ることが可能である。ま

た，超音波映像では確認することのできない，有声音と無声音の違いも可視化す

ることができるという利点もある。 
 
図５	 超音波映像を応用したアニメーション 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vfPnHOukxC4 
 
そして，図６は横顔と超音波映像の両方を同時録画し，合成した映像である。こ

の映像は/ma, mi, mu/の発音で，母音によって舌の高さや舌の位置が変わること
が示されている。このような映像を用いることで，例えば，唇を調音点とする

「フ」の音の説明など，発音の際の口内，口外の動きを包括的に見せることが可

能となる。 
 
図６	 横顔と超音波映像を合成した映像 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ShDbLEEABPA&feature=youtu.be 
 
	 このような映像を効果的に用い，舌の動きの部分をズームインしたりスローモ

ーションにした説明をすることで，学習者の理解を促進させるようなビデオを制

作中である。また今後の予定として，高低のピッチアクセントを示すためにピッ
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チビジュアライザーを使用したビデオの作製も検討中である。このように，教師

が学習者と１対１で行う指導が必要とされた発音指導であるが，「eNunciate!」
を用いることにより，学習者が積極的に，また容易に自律的学習が行えるように

なり，また，将来的には遠隔教育などでも活用できる教材の開発を目指したいと

考えている。 
 
4.5 プロジェクトの評価 
	 この発音学習プロジェクトの評価は，期待される効果から，大きく以下の２点

に分け行う予定である。第一に期待される効果は，学生の達成度と学習結果の向

上，つまり，日本語発音の向上である。向上の度合いを測定するためには，発音

の知識およびスキルをチェックできるようなリスニングテストとスピーキングテ

ストを教師が行う計画である。またビデオを見る前と後に，学生に自分の日本語

を録音したものを提出してもらい，複数の日本語母語話者に聴覚による明瞭度

（intelligibility）の判断をしてもらうということも検討中である。適切な評価者
は誰かという議論は常に問題になっているが（小河原, 2001; 河野他, 1999; 佐藤, 
1994, 1995），現段階では，評価者は一般の日本語話者，例えば，日本人留学
生，または無作為に日本語母語話者を募ることを検討している。これは，日本語

教育の訓練を受けていない日本語母語話者であれば，自然な日本語かどうかを直

感的に判断できる上，UBCの学習者が教室外で接するであろう日本語使用者を
想定しているためである。 
	 第二に期待される結果は，学生の従事度と学習態度の向上である。これは，学

生が実際にどれくらいプログラムを使用しているか検証することで学生の学習従

事度を観察し，また授業中に教師が学生の発音が向上しているか簡単に確認する

ことで，学生の態度を直接的に観察する予定である。また，学期末に行われるコ

ース評価に，プログラムの効果を問うような項目を追加することも検討中であ

る。プログラム自体の評価に関しては，アクセス解析ツールを使用し，プログラ

ム内の人気ページやアクセス回数を集計することが可能である。 
 
5. 今後の方向性 
	 今後，まずはプログラムをよりユーザーフレンドリーに構築すること，練習用

ビデオやクイズなどを含め，内容を充実させることを目指すことが重要である。

実際に学生に使用してもらいながら使用感を確認し，さらに多くの学習者，また

日本語教師に使ってもらえるようできるだけ早い段階でプログラムを一般公開す

る。特に，説明用のビデオから，パイロットスタディで行った教師と１対１の学

習と同等の効果が得られるか，また練習用のビデオと合わせ，その効果が直後だ

けではなく，どの程度持続するのか検証をし，改善を続けていく必要がある。 
	 また，今後はフランス語，スペイン語など，本プログラムには含まれていない

言語を母語とする学習者のためのコンテンツを増やしていく可能性もある。現在

は，一般には非公開の「eNunciate!」だが，一般公開をした時点で，ユーザーか
らのご意見，ご感想，ご提案などを受け付け，プログラム向上に邁進していきた

い。 
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注 
本プロジェクトは University of British Columbia 2014-2015 Teaching and Learning 
Enhancement Fundによるものである。Project title: Multimodal approaches to the 
empowerment of pronunciation teaching and learning: Creating online interactive tutorial 
videos（PI: Dr. Bryan Gick） 
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