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研究成果の概要（和文）：言語リズムの音響・調音的特徴を三次元磁気計測装置・ビデオデータを用いて調べ、英語学
習者に効果的なフィードバックを与えるためのより深い理解を得られた。日本人・中国人話者と英語話者の違いを精査
し、顎の開閉度がリズム構造を作っていることを報告した。日本語と中国語では顎の開きによる音節ストレスが、特に
句末や発話末で（おそらく句頭も）、大きくなる傾向が見られるが、英語のストレスは階層構成となっており、各音節
は特定のストレスを持っている。本研究の結果から、第二言語習得においては、母語と異なるリズムパターンを作り出
すため、調音メカニズムを「再教育」（再訓練）することが重要である。

研究成果の概要（英文）：We explored acoustic/articulatory characteristics of language rhythm, to better 
understand how to give effective feedback to learners of English as a second language. We examined 
articulatory jaw displacement patterns of Japanese and Chinese utterances, and how these differ from 
those of English. We reported that the rhythmical organization of each of these languages is such that 
speakers use the jaw (mouth) to provide a basic underlying rhythmic structure of their language, as they 
produce each syllable in the utterance. Japanese and Chinese, for instance, tend to have increased 
syllable stress (implemented by increased jaw opening), at the end of phrases/ utterances, and maybe also 
at the beginning of phrases, while English has a hierarchical organization such that each syllable has a 
specific value of stress. For learning a second language, it is important to “retrain” articulatory 
mechanisms to produce the rhythmic pattern of the second language.

研究分野： 言語学（音声学）

キーワード： language rhythm　Teaching　English　Japanese　Chinese　articulation　jaw　F1
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１．研究開始当初の背景  

国際語である英語をコミュニケーション手

段として使う上で発音は重要であるが日本

人話者（日話者）の発音には日本語の音韻・

音声的特徴の影響が見られ、円滑なコミュニ

ケーションの妨げになっている。それにはリ

ズムと文強勢が大きな影響を与えており、顎

と舌の動きが関与している。しかし英語の子

音や母音の発音やイントネーションの指導

法についての研究は多いが、句強勢やリズム

パタンに関する研究は少ない。 

 

２．研究の目的  

本研究では、音響・調音音声学及びビデオ・

超音波の実験と分析を行い、(1)英語のリズム

生成メカニズム及び英語特有のリズムの調

音（顎と舌の動き）と文強勢パタンの関係を

明確にし、(2)非英語母語話者へのリズムトレ

ーニングのための新しいバイオフィードバ

ックシステムを構築し、(3)それを用いた英語

リズムトレーニングを行い、英語母語話者

（英話者）による知覚評価を行うことによっ

て、その有効性の実証を目指した。英語では

各音節に数量的ストレスがあり、これは階層

的な韻律の層によって割り当てられる韻律

格子の数で決まる。また音節のストレスの強

さは顎開閉度と一致する。そこで英語音節の

ストレスパタンをより深く理解し教授法に

活かすため、非英話者（日本人、中国人、ス

ペイン人）の発話について詳しく調べた。 

 

３．研究の方法 

本研究では、磁気センサシステム(Electro- 

magnetic-Articulography: EMA)及びビデ

オ・超音波を用いた。EMA 実験は北陸先端

科学技術大学院大学で実施しデータは顎（下

の中央切歯）、唇、及び舌のセンサーで採録

した。より簡易に多数のデータ収集するため

の技術を模索し、ビデオ・超音波を用いた実

験を会津大学で行った。EMA 実験では被験

者 25 名（英話者 5、日話者 11、中国人話者

（中話者）9）、ビデオ（超音波含）実験では

10 名（英話者 2、日話者 5、スペイン人話者

（ス話者）3）のデータを収集・分析した。 

 

４．研究成果  

(1)リズムと顎開閉運動について 

英話者 5 名の EMA 実験の結果、音節中の母

音が同じでも、各音節は異なる顎の開閉度に

よって調音されることがわかった。顎の開閉

の強弱サイクルの変動があり、それが F1 の

強弱パタンの変動につながっているが、音の

長さや強さの変動にはつながらないことが

確認された。顎開閉の度合いは、発話中の語

の位置の機能として変化する。つまり発話中

の特定の音節のストレスの強さとの整合性

が見られた。日話者、中話者の EMA 実験分

析結果及びス話者のビデオ録画の分析結果

から、英語同様たとえ音節中の母音が同じで

も異なる顎の開閉度で発話されることがわ

かった。しかし顎開閉度のパタンは、英語と

は異なっていた。英語はストレス言語と言わ

れるが、中国語はトーン、日本語はモーラ、

スペイン語はシラブル言語と言われ、異なる

階層的な層を持っている。英語では韻律で決

まったストレスのある音節で顎のより大き

な動きが起こるのに対し、日、中、スペイン

語では句で強さが決まるため、句末の音節に

顎の大きな動きが起こる。また、発話の最後

の句頭の音節に起こることもある。音響的に

付随したのは英語同様 F1 であったが、中国

語と日本語においては、音の伸長も見られた。

一方、F0（ピッチアクセントあるいはトーン）

は、英語同様いずれの言語でも見られなかっ

た。以下の図 1 の箸、橋、端の顎運動パタン

はこの喉頭の調音が喉頭の上の部分の調音

と独立したものであることを示す。これは日

本語、中国語、スペイン語、英語すべてで見

られた傾向である。 
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に比べて

容易かつ安価である。しかし、音声（特に両

唇音）を発する際には皮膚の伸長を伴うこと

があるため、顎先のマーカーのビデオ追跡で

は、顎自体の運動ではなく皮膚の動きを捉え

2 名の

で採録し、

子音が顎の皮膚の

音節で母音が

で、音節頭と音節末の子

音が破裂音である場合について調べた。結果、

名において音節頭の子音で下の切歯と顎先

のコイルが、音節核の調音の際に、大きな差

ことがわかった。音節末の子音の影響



はなかった。ビデオ録画で連続会話における

顎開閉度パタンの確認方法を開発する際に

はこの点を考慮する必要がある。さらにビデ

オ・超音波同時実験における超音波プローブ

の顎の開閉への影響を調べた。3 名のス話者

での実験によればプローブの影響は多少あ

ったものの、有意差は見られなかった。 

 

(5)調音フィードバック研究について 

英学習者のための、日本語にない母音/ae/の

発音の向上を目指した EMA による調音フィ

ードバックシステムを開発した。これは個々

の学習者の頭の動きを調整した複数のセン

サー及び目標となる調音位置を使ったリア

ルタイムの視覚フィードバックを提供する

ものである。学習者は、49 名の北米英話者か

ら採取した動的データをもとにトレーニン

グを受けた。トレーニング前後のフォルマン

トを比較した結果、発音が有意に向上したこ

とが明らかになった。さらに別の舌運動の研

究では、英語発話の舌形状について、調音結

合による影響を分析した。その結果、側音/l/

の調音で、日話者と英話者では舌の形状が異

なっていた。これは調音フィードバックメソ

ッドの開発において、考慮する必要がある。 

 

(6)考察  

第二言語学習の際は、その言語のリズムパタ

ンを作るために、母語の調音メカニズムパタ

ンをリセットし再トレーニングする必要が

ある。人が成長の過程で身につける第一言語

の基調的調音パタンは、成人後には既に言語

能力の一部として無意識に身についており

変えることは容易ではないが、それをリセッ

ト・再トレーニングし第二言語のパタンに置

き換えることで、学習者の英語コミュニケー

ション能力を高められる。これは他の言語学

習にも応用できると考えられる。 
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