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0 先行研究と現在の状況

筆者は､外国人学習者による日本語発話のうち､母音の長短についていくつかの音響

音声学的分析をおこ奮ったoその過程で､学習者eTj能力とは別に､日奉語白棒にも､外

国人による学習を困難にする要因があることが推測されたo

l 生成面の要因

日本人の発話でも､場合によっては､母書の長短の区別があいまいである｡日本人の

発話では､長母音と短母音の持続時間の比率は､単語を丁寧によみあげた場合､約1.6:1

あたりに知覚の境界があるといわれるが.､実際の日常の発話の中では..がならず卜もそ

うな1てはいか ′＼｡

ち.て 短母菖がながくなる例

E3藩Aによる疑問文発話 ｢あれは角 浄 どき?｣ と ぎqあれは華道 f;卦どうき ず｣碍文

末の母音の持続時間を比較 してみると､ほと九と差がない｡I.九は､頭高アクセン トで

いったん下降 したピッチを.､疑問イントネ-ションのた郎 こもうー一度上昇させるためt:'､

文末の母音の持続時間がながくなってしまうものであるOその場会､意味の弁別は､文

脈によるしかなも､Û-方､タ順 Å学習者によるおなじ発話では､ ｢あれは角 竣 官) ?｣
と ｢あれは華道 (旦_どう) ?｣のようを二㌦ 疑問イントネ-ションによってア.?セント型

がかわっTしまうものが､おお(みられた1°この場合､結果的に母音o)長短の弁別は日

本人の発話以上に維持されている0

1.2 長母音がみじかくなる例

ラジオのアナウンサーが早口で ｢それでは道路交通情報 (ドロコツジョホ) をおった

えしますO｣と､すべての苦節を短母音で発音することはよくあるOしかし､日蕃人は

意味を理解できるoそれは､語の弁別には､母音の長短よりもアクセン トの位置が優先

する場合がおおいことと､きく人が習慣的に話の内容を予想できるからである0

2 知覚面の要因

2.1 日本人を対象とした実験

日本人は ｢その言葉のつづりをしっているから｣｢話の内容を予想できるから｣日本

語の音声を正確に知覚できるのか｡だとすれば､つづりをしらず､話の内容を予想でき

ない場合には､日本人でも日本語のききとりに困難があるか｡それを確認するために､

簡単な実験を実施 した｡

広辞苑の中から､ふつ うの日本人が しらない､とおもわれるような単語をえらんで､

66



適当な文をつくり､日本人を対象に､2回ずつよみあげて､ひらがなでかきとってもら

う｡よみあげる資料は､つぎのとおりである｡日本語の音韻からは逸脱 しておらず､文

法的にも正常に感じられるが､意味には現実性がない｡

(里鳳五郎 (ほうごろう)と､両虎 (りょうこ)の､久修 (くしゆ)をみます｡

(2)納所 (なっしょ)で､掃愁葺 くそうしゆうそう)を､のみます｡

(3)女嬬 (にょじゆ)の､そぞが､屈掩 (くっとう)しましたO

(4)仏十号 (ぶつじゆうごう)の､春光荘厳 に うこうしょうごん)は､書見城 (きけ

んじょう)にあります｡

ディクテーションの結果は､くわしくは分析しなかったが､無声化した母音の復元､

文節頭の子音の知覚､母音の長短の弁別などが､日本人にとっても､むずかしいようで

あるO また､言葉のつづりをしらないと､1回目と2回目のよみあげ方の微妙な相違点

など､音声的な情報に注意がはらわれる傾向があった0

2.2 外画人学習者を対象とした実験

36の単語を日本人女性が2回ずつよみあげたテ-プのディクテーションを､ 8名の

日本語学習者に､1年間に8回 (初級から中上級の過程)､毎回おなじテ-プをつかっ

ておこなったo正解は最終回まで学習者にはしらせなかった｡

36単語×8名×8回-36 (1名 1回欠席)-2268のデータがえられた02268語の解

答を ｢正解｣(よみあげ原稿)と対照して､正誤をつけた｡ある学習者､ある単語につ

いて､初回から最終回まで全回 ｢正解｣の場合を ｢既習｣､ある回を境に誤答から ｢正

解｣に変化 した場合を ｢学習｣､ ｢正解｣をだした回以降に誤答があった場合を ｢不規

則｣､初回から最終回まで全回誤答の場合を ｢末習｣として､その数をかぞえた結果が

表 1である｡

単語リス ト

1きょうじゆ 2ほうちょう 3ばしょ 4だんじょ 5たんば 6しょうせつ

7せきゆ 8そしき 9しゆと 10やくご 11ようきゅう 12しゆうかん

13ほうほう 14れっとう 15しゆりょく 16のうど 17じゅり 18つどう

19けいゆ 20のうじょう 21ふうとう 22だいいち 23がんしょ 24きょり

25せんきょ 26くふう 27ぶんぽう 28こすい 29ゆそう 30いっちょうめ

31ゆういざ 32せいめいはけん 33どくりつどっぽ 34よぼうせっしゆ

35こうしこんどう 36そうごゆうこうじょうやく

上位の者は､全回 ｢正解｣した語がおおく､下位の者は､ ｢不規則｣がおおい｡意味か

らきりはなされた単語のディクテーションをくりかえしても､教育効果はあまりないよ

うである｡
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3 E毒本語の発書を知識としておぼえることのむずかしさ

3;7 E3本語の表記自体の問題点

日本語の表記は..覚書 を知識としておぼえる(,,?仁適 していない､二ア~:･7-i;_:∴､に~｢いLて

みると､たとえば､ポ-ランド語のアクセントは､厚別的にうしろから2書節臥 卜.]し

コ語のアク七ン 再ま､原則的に-番うL-ろtfj菖節にある､と､きま-)ている t画定ア･.7

セン ト),スペイン語のアクセントは､語尾の子吉の種精によって､_うしろから2音節

目か､-番うしろの音節か､きまっており､例外の場合は､.つ-つりにア クセント詳号を

つける.日本語にアクセント規則はあるが､ある語がとのアクセン ト型に属するか ま､

表記されず､ひとつひとつおぼえるしかない0-万､_母音の長短についてみると_.ひら

がなでかけば､長短の弁別はできるOところが､漢字は､表語文字であるから､音素も

アクセン トも何 もしめされない上に､ ｢増由｣の ｢由｣は ｢ユ･-一･｣だ軒 ｢由来_.H7)

｢由｣は ｢ユ｣だとか､ ｢登山｣の ｢登｣は ｢卜｣だが､ r登校｣の ｢登_Eは r卜--i
だとか､ほかの文字とのくみあわせによって､長母書であるか短母書であるかがきまる､

というような､わかりにくさをもっている｡

3.2 教育上の間羅点

日本人の子どもは､小学校6年間で教育漢字 1006文字を学習するが､外国人学習

者は､場合によっては1年でそれ以上を学習する｡文字とよみと意味が同時に導入され

るので､導入のスピ- ドがはやければ､読解力は飛躍的にのびるO-方で､文字をひら

がなでかく期間がみじかいので､ひらがなのつづりをおぼえにくい｡たとえば､ ｢留学

生｣の ｢留｣は5年生､ ｢学｣と ｢生｣は1年生で学習する漢字なので､日本の子ども

たちは､1年生から4年生までは ｢リゆう学生｣とつづり､5年生で ｢留学生｣とつづ

れるようになる｡ ｢教授｣についてみると､ ｢教｣は2年生､ ｢授｣は5年生で学習す

る漢字なので､1年生の時は ｢きょうじゅ｣..2年生から4年生までは ｢教じゅ｣で､

5年生で ｢教授｣とつづれるようになるβおそらく自分がふだんみなれている表記とち
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がうという理由で､子どもたちにこのようなまぜがきをさせることに批判的な人もいる

が､音声教育上の効果はあげているのではないだろうか｡

4 日本語学習者によるコンビュ-タ入力上の問題

ひらがなのつづりをしらないと､どうなるか｡

(領) 辞書 (電子辞書)をひけない.

(2) コンビュ-夕入力できない.

ある単語をききとることができて､発奮して日本人にわからせることができて､漢字

でよみかきすることができるにもかかわらず､学生としての基本的な作業ができない｡

では､ ｢ひらがなのつづりを知識としておぼえる｣ために､どうするか｡特別の授業

や教材を用意する余裕はない｡

5 外国人学習者のための漢字変換辞書

5.1 変換辞書の概念

外国人日本語学習者がキ-求-ド入力する機会を利用 して､あやまったひらがなの文

字列から､ただしいひらがなの文字列に誘導するための ｢外国人学習者用漢字変換辞書｣
を試作するO

たとえば､学習者が ｢棄京｣と表示 しようとして ｢ときょう｣ と入力した場合､従来

の変換辞書では ｢渡橋｣｢都響｣のどちらかにしか変換されず､学習者はまちがえたこ

とは自覚できても､どこをどうまちがえたのか自覚できないので､それより完にすすむ

ことができない｡そこで､あらかじめ学習者が誤入力すると予想される文字列 をえらん

で漢字変換辞書に登録 しておけば､学習者をただしい文字列に誘導することができる｡

従来の変換 外国人学習者用漢字変換辞書による変換

入力 ｢ときょう｣ 入力 ｢ときょう｣
変換候補 変換候補

1.渡橋 1.渡橋

2.都響 2.都響

3.東京とうきょう?

5.2 開発計画の実際

5.2.1 登録する語嚢とあやまった文字列の選定

語嚢 ｢日本語能力試験出題基準｣ (1級7800語)などの先行研究の結果か ら対象 と

する語嚢をリス トアップ

文字列 誤入力が予想される文字をリス トアップ
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5. 2.2 語章と文字列の登録 (日本語変換システムATOK8のユーザー辞書)

登銀の際､長母書の短母音イヒ 短母音の長母書化､催告の脱落､促音の挿入､破裂音

の有声無声の区別など､誤用項目ごとに別のユ-ザ-辞書を倖成 し､実際に使用すると

きには､学習者の母語によって､必要な誤用項目のユーザ-辞書を標準辞書に合簡 mer

geけ るようにするOこ泉によ=･て変換効率 i:学習効率-)のたカ鴇､､母語別 個 大男郎

個別化(customize)をめざす0

6ま葦采の展望

さまざまな母語や学習歴をもつ外国人学習者が昌泰語Å夷をする過程の画面表示をビ

デオテープに記録 して､使用頻度のたかい語曇と､.誤用頻度のたかいす辛列のくみあわ

せを分析することにも着手しているLl
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