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はじめに

日本語教育における音声指導の方策の確立が求められ､近年､種々の漫言 (土岐

1993)､研究(ウェイン1992､小河原1997)､実践報告(鹿島1995､才田1992)がな されてい

る｡指導は単音 レベルから､文節､連文節レベルへ､また音韻 レベルから韻律 レベル-

とより長い単位へ広が り､ その貴賓性が説かれている｡本稿は単音 レベルをこえた音声

指導を初級 日本語教育カ リキュラムの一環 として通年行った実践報告である｡ この試み

は､海外の 日本語教育 とい う言語環境に恵まれない状況 を反対に利用 Lて､讐 ま Lい発

音習慣形成 を助け､自己研修カを高められないものかと考え､プログラムされた もので

あるO自然+a:言語環境が与 える雑多で過剰なインプットの代わ りに､質のコン トロール

され､内容把握済みで､音声的にも安定 した朗読テープを繰 り返 し蘭かせることで集中

的なインプ ットをし､人工的に初級者の音声習得のための言語環境 を作るo そ して､ そ

のコントロールされた言語環境のもと､ 日本語の体系的音声知識 を養い､分析力 を培い

ながら､正確に模倣する捜能を向上させることを目的 としている｡

1 1996/97年SOAS第 1学年 日本語初級教育カリキュラムにおける音声指導

この朗読 テープを使 った音声指導は､1996年10月から翌5月まで24週(1学期 日通､2
学期川週､3学期3週)に渡 り､ロン ドン大学 SOAS(Schoo一ofOrlenTqtqndAfricqn

Studies)東アジア学部 日本語科 1年初級 日本語コ-スの-環 として主教材 『SITUATtONAL

FUNCTtONALJAPANESEvoi1,2&3』(以下SFJ､筑波ランゲージグループ､凡人社)を用

い､実施 したものである､｡カ リキュラムの全容は､本論集の機関報告を参照 されたい｡

音声指導については､特にそれだけのためのグラスが設定されたわけではない｡筆者

が音声指導のせ当とな S)､受け持ちの5コマの授業(漢字語棄力養成 を目的 とす る 『漢字

2』､音声言語運用力養成 を目的 とする 『会話 ドリル 1』 『会話 ドリル2』 『LL』 『ス

ピーキング』)における語棄導入､口頭 ドリル､賂話活動等の中に計画 し､折 り込 んで

いった.朗読テープを使 った音声指導は､上記のそれぞれのクラスでの音声指導の発展

総括となるもので､グラス指導の他､個人学習､個別指導を組み合わせたものである｡

2 朗読テープを使 った音声指導に至るまでの音声指導プログラム

実際の発音指導は以下の とおりであるが､平行 して日本語音声についての体系的な知

識 を養 うため､SFJvol.1NotesFlnlroduc=onloJqpqneSeII.Pronunciqlion1.Morq
2.AccentqndInloMHonBに基づき､20分から30分の小講義を第 1学期に3回行 った.

2-1 単音 レベルの指導

･第 1､2週､五十音の侠名導入､表記定着指導時に重点的に行 う. それ以降適宜O

･第4週まで外東語導入時に､英語音 との対照を示 し､ 日本語音の指導を行 う｡

2-2 語､文節 レベルの指導

･特殊音 を含t;単語の導入時に､特殊音の発音指導を行 う.

｡粕､高低アクセン トについては､まず第 1､2週の外来語導入時に紹介､罷示す

る｡粕感覚を捉 えさせながら､第 1神目と2相目の高低の遣いを意識 させ ることか

ら始める.その後､簡単+A:音調表を示 し､単語 レベルで､平板 ･尾高型､中高型､

頭高型の区別を紹介 し､高低 をコントロ-ルして発音する練習をする｡ その際､姪

音節 ･長音節によるリズムにも注目させる｡第3週からは､それを漢語､和語導入

時にも広げ､新出語最示の際には必ず､アグセ ン トパター ンの認識､それを意識 し

た再生訓練 を行 う｡平板型と尾高型の速いについては､第9週に "鼻"が導入 され

るの を機に既習の "花" と薯ね､その弁別的特徴 を紹介 し､文節 レベルのアクセ ン

トバグ-ンを認識 させる｡ さらに､帯川週からは､将来辞書などのアクセ ン ト表示
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を読み取 ることができるように､各種高低アグセ ン ト表示音声化訓練 も加えて､最

終週第24週 までには語 レベルの高低アクセ ン トを､音声モデルからも､アクセ ン ト

表示からも再生コン トロ-ルできるようにすることを百標 とす るC

3 萌読 テープを使 った音声指導-連文節 4文 ･談話 レベルの音声指導

SFJ各課 鮎引BELCCほLgERS鼻首相日記EPO記すの部分のテキス トとその弼濠 チ-i-プを使用｡

チ-プほ各課約 1分前後で､学習者に負租の少ない長 さであるo課題 とLて､会話文で

はな く､文章の弼濠 とLたの軌 主に次の三つの理由からであるO まず第-に､文章明

渡 は食藷 と速い､音声が妾宅 LていることD文章明鏡はプロミネンス､ イン トネー ショ

ンな どに影響 されることがタTS:いため､アクセ ン ト三E]ズム ぅホー-ズに集中できるn第

二 に､食詰のように､鞄の等時性が著 しく崩れた り､男妾差､個人差が大きく現われた

りす ることが少な く､初級学習者の模倣の対象とLでの普遍性があること ｡第三に､閣

ことo この課題における文字の役割は､-舷の朗読 と異な を)､読 むための ものではな

い ｡聴取 Lた音声モデル草生の手がか さ‖ニ週ぎないo音があ 上 文字があるのであっ

て､文字があ さ上 音があるのではない｡

鯛読対象 となるSFJ各課朗OBELCO悶腔RSAT柑弼REPLlRTのテキス ト､モデルとなる鞘読

デー-一一プの質の轟 きがこの課題 を可能にしたと言 えよう｡初級であ菖)ながら､ 自然な無理

61)ない Ei本譜であ を上 書 き言葉の-一応の完成度 を有 Lながら､その東には音読 を経書 L

も､､い桑 らか さがあるo Lか もも内容がその課の学習 を反映 Lたもので､内容配線後の

テー--プ反復観取は学習強化にもなるrjモ=/FルヒLた閣議テ-プの酷声 も不自然 さがな

く､開藷者 も大草の学習者 と年齢的に遭い男女で.｡声 も男妾 とも轟すぎず,%低すぎず ､

模倣 Lやすい ｡ スピ- ドも自然で-卜舷の 田本人の リズムを反映 し,+=ものであるLl この点

は当初､学習者 を当惑 させt=が､文字 をキがか t･‖ニ聞 くことで､ あ週 日 くらいで音声認

識 カが高ま右上 スピー-̀､-ドに慣身-Lて,苛の鞄抗は軽減 された｡

3-頂 奉課魔の田的

奉課題 は､ その前亀の単音 レベル､単語 も文節 レベルの音のコン トロ-ルを､連文

節 ･文 .談話 レベルに発展､定着させるために考えられた課題である｡小 さい単位の練

習 も不可欠ではあるが､ それだけでは､落語の イメ- ジに飴び付かず､コ ミュニケ ･- ---

ションを選ぶ段階での音声言語のまとまi‖ニ欠けるO そこで､韻律 をコン トロ-ルでき

る正確 さ､文の流れ を意識 した流暢 さを追求する訓練 も必要 となる｡ 二の学習活動は､

正確 さ､流暢 きのこつ を視野に入れ､次の音声言語能力 を養成することを目的 とす るO

① 『正確 さB を決定付ける日本語音声の認識力､観察力､分析力､自己評価カ

② 『流暢 さ』 を決定付ける音のまとまりを意識 したスピ- ドのある模倣再生力

さらに､軍にする日本語 をE3奉語音声特徴 を踏まえ正確 に再生するとい う言語捜能 を通

して､ 自学自習 を可能にす る自己研修カをっけることが最終的な目標 となる｡

共通語の習得は直接の目的ではないoモデルテープが共通語アクセ ン トに基づいたも

のであ り､ その規範 としての安定性､汎用性から共通語習得は初級者に有効であること

は確 かである. しか L､本課確は音声言語環境 を最大限に利用 して､共通語であれ､何

であれ､生きた音声言語 とLての日本語 を耳で学び取 る扱能の養成が第- と考える｡

目標到達 レベル も､発音上の各自の弱点の客観的把握は不可欠であるが､ネイテ ィブ

レベルではな く､聞き手の理解に負担 をかけずにコミュニケーションが続けられるレベ

ル とする｡

3-2 朗読テープを使 った音声指導のプロセス

プロセス 1:クラス授業での弼涜指導

毎週 月曜 日の川名前後のスピーキングクラスで10分から15分､モデルテープを使い､

20



前週学習課の レポー ト部分の明濠指導を行 う｡音声観察力 ･分析力 を養 うため､ 日本語

らしさを決定付ける語音的､韻律的音声特徴､特に高低アクセ ン ト､ リズム､ ポー ズ､

息継 ぎを捉 え､正確 な再生のためのポイン トを示 し､次のような段階 を経 て訓練す る｡

① 文単位のポーズの観察 ② 文節単位の高低アクセ ン トの観察

③ 文辞単位の模倣練習 ④ 自然なポーズの連文節単位 の模倣練 習

⑤ ビル トアップによる文単位の模倣練習 ⑥ 困難な単音連続の取 り出 L練 習

プロセス2:<学習者による>クラスタトでのテープ聴取､音読練習､録音､提 出

各自､ 自分の時間に､テキス トの文字を追いながら､音が流れとなって出て く

いまで(20回以上 と指示)､テープを反復聴取する｡ これは音声認識カの強化 を目

ている.十分な聴取の後､テープと唱和する形で､ 日本語 らLい音声特徴 を意織

ら

し

音

く

と

た

る

的

し

濠練習を納得できるまで繰 り壊す｡ これによ()音声模倣再生力 を養 うo また､ テープ と

唱和 し､同 じスピー ドで読 むことを心がけることで､たどたどしさを耕 し､ コ ミュニ

ケーションの リズムを妨げ+a:い流暢 さを身に付けさせ るo最初の 2週間はこのプロセ ス

2､及び以下のプロセス4をクラスで最示 し､動機付けを明確 に した上で､体験 させ､

目的にかなった正確 fJ:自習活動ができるように十二分に指導する｡第 3週 よ り､隔週金

曜 日に自分-の明濠 を収録 Lたテ-プを明読テープ提出記録用紙(資料参)とともに亀 虫す

るように指示｡隔週 としたのは､双方の負担 を考えての ことで､希学者は毎週 も可 とす

るo l学期 5回､2学期4回､3学 期 1回､計18回の現出を義務付ける｡

プロセス3:<教師による>フ イ- ドバ ッグ

『正確 さ』 と 『流暢 さ』 を日本語母国語話者の聴取理解 を基準に筆者が次の 5段 階で

評価 し､記録用紙に記載する｡

5- 日本語母国語話者に近似

4-少 しタト国人なまりがあった i)､スピー ドに多少難があるが､無理+A:く理解で きる

3-時マtJ:まリが強かった り､たどたどLかった りして､理解に多少の努力 を要す る

2-なまりが強かった り､たどたどしさが著しく､時々理解できち:い

1-かな り集中 しない と理解が難 しく､時に日本語に聞こえない

さらに､問題の発音､アクセ ン トを含む文節を､記録用紙のア ドバ イス ･コメ ン ト欄

にどこが どう間護 っているか､簡単に視覚化 して示す (資料参)｡ その間題の文節 を､

学習者の朗読のあとに､筆者が正 しく賂音 して､テープ録音 し､月曜 日に記録用紙 とと

もにテープを逐却す る｡教師側のテープ評価 にかかる時間は､記録用級-の記載 を含め

一人一課で10分から15分であったO

プロセス4 :<学習者による>問題発音の練習 ･テープ録音

3で録音 された間鬼文節の教師モデルを､ 自分の発音 と比較聴取 し､言己録用紙の訂正

表示を見ながら､間違い を自己再認 した上で､練習､訂正 を録音 して､希提出す る｡

プロセス5:く教師による>定着チェック

希捉出 されたテープを聞き､正 しく直ったかチェックする｡

プロセス6 :1対 1のクラスタト個別指導

2週間から4週間に 1回呼 び出 し､朗読テープ､及びi訂正録音 を学習者 とともに聞
き､上達 を評価する｡ 問題点は自己再認 を促 し､矯正指導する｡一人約川分か ら20分･0

4 指導結果

『正確 さBの評価 は､最終回では漫出 した全員が4以上 を得､5評価 も 1名いたo

『正確 さ』 を得 るための第-歩である音声認識カの向上は､ 自然なスピ- ドへの慣 れ と

い う形であらわれたoSFJはもちろん､それ以タトの初級の どのテ-プを聞いて も､ ス ピー

ドが通いがために理解できない とい う反応は13週 目くらいからな くなったn この ことか
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ら､ 内容把握 した上でのナチュラルスピー ドe)テープの反復聴取による大量の インプッ

トは､スピー ドへの慣れを促 L､初めて聞 くものにも有効に働 くのではないか と思われ

る｡音声観察 ･分析力に関 しては､ポーズ認識は観点 を与 え/た時点から､また､高低ア

クセ ン ト聾87:;認識は､早い学生で8週 rE3､遅い学生でも2E3週 目で可能にもつ/JL= ｡尊頭語

話者の筆者 も見過 ごLて Lまうアクセン トの揺れも聞き取れる学生が2名出たO正確 さ

に対する自己評価カ も2学期に人 i)高まる,)､間遠い を自己訂正できるようになったO

『流暢 さBで も全員が4以上の レベルに連 L､5の評価 も2名いたO音声模倣落盤カ

は､ 出席率の悪い学生は除 きt.息継 ぎを意識すれば､テキス トの小文 を文字を手がか さ,)

にスムーズに､ 口車語 とLて不自然でない寛度の-応のスピ- ドで革生できるように

な っ,+=｡最終試験で･-1)音声モデルのない手紙文音読 テス トでは､ 漢字でのつまを‖まあ-,

たが､本課題の評価 とほぼ比例する結果が由､流暢 さが習慣化 されたことを思わせたO

最終日標 とした自己研修カにも良い兆 しが見られた｡用週 削 二1.グラスでの網涜指導

な Lで､テープをいつ もの鰭聞いて自力で模倣尊皇する課題 を出 した｡ その結果､ほぼ

全 農､朗読指導でアグセ ン トバグ- ンを学習 Lf=ときと同程度の正確 さ､流暢 さの評価

を受 けた｡ E3奉語話者 と近似するとい う5の評額が初めて出たの も､ この時であった｡

二g)5の評樋 を由すについて勘 該 当テ-プを5人の 日本人に聞かせ､言語背景を問 う

た ところ､音声学の専門訓練 を受けた-人は母音のかぜかな､革轟然 さを楯璃し/たが､臆

の 4人は多少迷いながらではあるが､ 柑 本人 ?j と問 い返 してきたC 二の ことから､

緯線的馬油 ∃練 を行 えば､28i濁 措く射 り二は､nモデは/輿望の 発車語音声特徴 を捉 え､模倣

革 盤するカが内面化 も/Eくると考えられる.hJ

Lか しながら､間発意 とLで､週が進むとともf二顕在化 L雫きたことが三つあーJ,た｡

最 も大 きかった1T:rrjは､入学時既に日本語経験3,l}ある学習者 畠名の不適切 ･rjJ騒音 劉翼であ

る｡,弱点 とLlごB'Ci認識 は進んだのであるが､コン トロー-ルが及ばず､評価がなかなかi

げ られなかっf=,V初期の段階で､日本語乗経験者 と迅速 っf=指導が必要であ-A:C第二

漁 とLてほ､英語音母語干渉対範は､それな さ/hv73効果が現われたが､他のスペ イン語､

イダ 蔓プア語､ ドイツ語 などを母語とする学習者3名の母語干渉朝除は不十分だ -,た､} 衷

覇の組織的な個別指導が関われるところである｡第三点は､弼濠 とい う文字竃語 と音声

言語の接点から乗る間寒である.文字に現われ73:い､費音 好んBの条件異音､無声化母

音等の落骨については,､問題 を長 く残す者がいたcAこれは文字による視覚学習が､モ デ

ルテ-プによる聴覚学習に優先 したと考えられる｡教官についても｡無声化母音につい

て も､新Jq注意 を促 していたが､よさ]重点的な指導が必要であったと考 えられる｡観点

の強化 をLない隈 を上 音の遠目 ま軍に響いてこず､ 自己研修カに羅展 Lない と言 える｡

5 学習者の反応

本プログラムを実施するにあた卓上 懸念 Lf=ことが二つあった｡一つ目は､発音､特

に高低アクセ ン トにこだわ さiすぎ､劣等感を抱かせて Lま うことである｡ これを牽ける

ため､評価の基準を上手 ･下手ではな く､ 日本人が理解できるか どうかに置き､3の評

価 に逢すれば､必要 を満た LているとLて､ それを第- 目標 とした｡実際､モデルがあ

り､納得のい くまで繰 り逐 L練習できたせいか､2以下の評価 を出す必要はなかった｡

その結果､帝点は客観的に把握 Lながらも､劣等感 を抱 き､ロ を閉 ざす といった反応は

な く､反対に弱点の克服に意欲 を燃や し､個人指導 を依頼 して くる者が多かった｡ 日本

人 に 『通 じる』 とい う評価 を受けた自信は大きかったようである｡二つ目は､共通語ア

クセ ン トを意識するあまり､地方言語に対する偏見 を抱かせて しまうことである｡2年

次の 1年留学の受け入れ大学の半数が東京タトであることから､模倣枝能の習得が目的で

あ り､ その扱能 さえあれば､共通語はもとより､地方の ことばも習得できることを折に

触 れ言及 Lた｡また､高低アクセン トが各地でどのように現われるか､一覧(SH相ATANi

M90pM0)を見せ､共通語 との遣いを示 したO この試みは非常に興味 を引き､地方に
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行 ったら､共通語に加 え､ その土地の 日本語 も身につけたい とい う声が多 く聞かれ た｡

テープ提出率は､第 1学期は川0%に近かったが､2学期にな り､3分の 2の学生 は､

全川回の疎轟 を全て こな し､ またその半分は課題でない課 まで収録畏出 し､ 意欲 的 に取

り組んでいたのに対 し､残 IJ3分の 1の学生は､出席率 自体が低下 したこともあ って､

テープ浸 出率 も低下 した｡特続 させ るためのサポー トを工夫す る心事があると言 える0

24週終 了 した段階でのア ンケー ト調査によると､音声指導について､85%は 艮か った

としてい る｡残 り15%はコメン トな しであったが､否定的fJ:反応 はなかった.

6 まとめ と今後の課題

音声の指導にテープ を使 うことのメ リッ トとして､学習者が納得のい くまで時間 をか

け､練習 し､完成度 を高め られるため､達成感が得 られる二と､ また､ クラス指 導､個

人学習､個別指導をテープ を仲立ちに有効に組み合わせ､継続的に行 うことで､個 人指

導の要素が強 く､時間がかか り､ しかも､一過性に陥 りやすい発音指導を､ よ り効 率的

に行 うことができること等が挙げられる｡テープ評価､ その後の個別指導の為 に指 導す

る側に時間的負租があったが､その効果を考えれば､十二分に報われるもの であ っf=.

今回の実践で､本課題 を継続 した学習者は､仝 鼻､模倣朗読 に関 しては日本語母 国語

話者が無理 な く理解できる評価 4に逢 した｡ したが って､グラス指導､個人練 習､個別

指導 を組み合わせたこの通年プログラム 『テープを使 った音声指導B は-応 の成果が見

られたと言 っても良いであろ う｡学タトの-般 日本人 を招いての インタビューの タスク活

動のあと､ インタビュー を受けた日本人が､発音がわか りやす く､好感が持 てた とコメ

ン トしたの もーつの評価 と言 えよう.賂音がわか りやすい ことはコ ミュニケー シ ョンの

好循環 を生み､学習者に自信 を与 え､チャンスを増やす｡今後 は さらに､問題点 とな っ

た務音､無声化 された母音等の重点的指導､英語以タトの母語干渉排除の個別指 導､ ま

た､ 日本語経験者の化石化 しっっある不適切な賂音習慣の矯正指導などもカ リキ ュラム

化 し､よ り体系的な シラバス､カ リキュラムを開発 してい くことを課題 とした い ｡
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