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筆記、実技、意識調査から検証する音声学習項目の定着：
語強勢とイントネーション・パターンについて

大塚　朝美・上田　洋子

An Analysis of English Pronunciation Acquisition Based on a 
Written Test, Recorded Pronunciation, and a Questionnaire:

Focusing on Word Stress and Intonation Patterns
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抄　　　　録

　本研究は、大学での英語音声学の通年授業で指導される音声学習項目のうち、語強勢と

イントネーション・パターンに焦点を当て、筆記、実技、意識調査の 3点からそれらを検

証し考察したものである。英語音声学を受講する大学 1年生を対象に、4月と 1月の授業

で発音診断テストとして筆記と録音のテスト及び意識調査を行い、理論知識の定着、発音

実技の伸び、意識の変化を計った。その結果、語強勢とイントネーションについては、筆

記、実技ともに平均点は上昇し、ある程度の定着を示した。また、意識調査の結果から、

これらの項目への自信が生まれたことも明らかとなった。さらに 1月の意識調査、筆記、

実技の 3点について相関分析も行った。
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Abstract

Among the pronunciation instruction items in a college English phonetics course, this 

study focused on word stress and intonation patterns, and analyzed Japanese students＇ 

performance on the diagnostic written test, recorded dialogue, and a self-assessment 

questionnaire. A survey of the first year college students taking the phonetics course was 

conducted at the beginning (April) and the end (January) of the course to measure the 

changes in their knowledge of phonetic rules, their actual pronunciation, and their self-

assessment. Results showed the average scores on both the written test and recorded dialogue 

improved, and indicated that students＇ learning of word stress and intonation patterns took 

place in class. Also, the results from the questionnaire showed that students＇ confidence on 

both items increased. The correlation test of the data from the questionnaire, the written test, 

and the recorded dialogue in January was analyzed for further discussion.
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1.    はじめに

　本研究は、大学での英語音声学の通年授業による学習項目の定着を、筆記、実技、意識

調査の 3点から検証し、その結果を考察したものである。この研究の検証にあたっては、

学生の発音学習履歴の研究調査（大塚・上田、2012）、音声学習項目の確認のための教科書

分析（上田・大塚、2011；上田・大塚、2014）が土台となっており、大塚・上田（2012）

で述べた課題部分の「学生の学習履歴と理論の定着、そして彼らの口から発せらせる音を

それぞれ並行して調査する事（p. 16）」を実現しようと試みたものである。筆者らが担当

する音声学の 2014 年度シラバスには通年 30 回の授業で習得を目標とする音声学習項目が

記載されており、春学期 15 週で母音・子音などの音素調音、ポーズ、語強勢や文強勢、音

のつながり、秋学期 15 週でさらに句動詞や合成語の強勢、対比や話者の意図を反映した文

の強勢や数種のイントネーション・パターンなどの超分節を扱う。また、学習目標として

は「音声学理論を理解しながら、（リズムやイントネーションも含めた）英語の音を習得す

る」ことが掲げられている。本研究では、理論のインプットと録音やパフォーマンス録画

を含む発音指導によるアウトプットを等配分で行う通年の授業を受講することで、語強勢

とイントネーションの 2点において学生たちの理論知識の定着と実際の発音がどのように

変化するのかを調査した。

　発音指導の前後について効果を検証している先行研究例として、Yoshida（2005）が大

学通年の音声学受講生を対象に 3つの実験グループ（受講開始直後の学生、講座修了間近

の受講学生、受講経験且つ海外生活経験のある学生）のスクリプト音読による実技を検証

し、受講経験且つ海外生活経験のある学生のグループの発音評価が高いという結果を報告

している。木澤（2013）は中学生を対象に、5日間に渡って口形や発声の仕方などの明示

的な発音指導を受けたグループの伸びを実技と意識調査を用いて確認した。また、中学校

の校内スピーチコンテストに向けての 1ヶ月間の発音指導を通じて、明示的発音指導法の

効果を実技・意識調査から検証した研究（西野・猫田、 2014）もみられる。これらの研究

例も参照し、本研究では 1年間の音声指導を筆記、実技、意識調査の 3方向から検証する

ことで、学生の理論知識の定着と発音の変化を把握し、より効果的な発音指導の可能性を

考察することを今回の研究目的とした。
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2.    調査方法

2.  1    参加者と実施時期
　調査参加者は 2014 年度に英語音声学を受講した大学 1年生（英語専攻）2クラスの女子

学生である。学期途中からの長期欠席者や録音不備、留学生を除くと、事前・事後の筆記、

実技、意識調査をすべて受けてデータの揃った学生は 35 名となった。学生の英語力を示す

ものとして、参加者の春学期終了後の TOEIC-IPテストでは、スコアが 220 点から 545 点

の範囲（平均 348 点）であった。授業は CALL教室で行い、4月の初回授業および 1月の最

終授業の計 2回、筆記テスト、実技テストとして英文ダイアログの録音、そして意識調査

を行った。実技と筆記テストの内容が関連しており、それらの実施が連続することによる

影響を最小限にするため、1）実技、2）意識調査、3）筆記テストの順に実施した。

2.  2    手続き
2.  2.  1    実技テスト

　実技テストでは、筆記テストで問われる単語やイントネーション・パターンを含む約 120

語の平易な英文ダイアログ（Appendix 1）を録音させ、音声ファイルを回収した。ダイア

ログの難易度については授業の初回時に慣れない環境（CALL教室）で録音をすること、ま

た初見のスクリプトを音読することなどの負担を考慮し、学生が滞りなく最後までスクリ

プトを読み終えることができるように、英文に使用する語彙を調整した。JACET8000 の基

本語のレベルを参考に、数語（人名 Bob, Level 6; airplane, excited, Level 3; concert, ticket, 

band, toured, Level 2）以外はすべて Level 1 に相当するもので構成した。

　筆記テストと連携する項目として、スクリプト中には筆記テストの語強勢問題で問われ

る 6単語（window, between,  communication, eleven, interesting, tomorrow）を含めた。こ

れらの単語については、ダイアログの中に入れた場合でも強勢の移動が起きないことを英

語母語話者が確認した。また筆記で問う 5種類のイントネーション・パターンについては、

スクリプト中にも同じパターンをとる 6文（平叙文、Yes-No疑問文、選択疑問文、列挙

の文、HowとWhoから始まる 2種類の疑問詞疑問文）を配置し、＂I know that rock band, 

too.＂（平叙文）、＂Did you find the concert ticket?＂（Yes-No 疑問文）、＂Is the concert on Saturday 

or Sunday?＂（選択疑問文）、 ＂I＇m going with Lisa, Emi, and Bob＂（列挙の文）、＂But how did you 

find it?＂ （How疑問文）、＂Who are you going with?＂（Who疑問文）を実技の採点対象とした。

　学生は 2分間スクリプトを黙読後、一斉に録音をスタートし、正常に録音された音声ファ

イルが出来たことを確認後にファイルを提出した。採点は日本語母語話者である音声学担

当者 2名（筆者ら）で行った。採点者らについては、吉田他（2006）において日本語母語

話者による採点者間信頼性も確認されており、日頃から同一のルーブリック（大塚・上田、

2013）を用いて音声採点作業を行っている。採点部分は、筆記テストと関連する 6単語の

語強勢の正誤、また 5種類のイントネーションの変調部分の正誤である。採点方法につい

ては、4月はまず採点者が各自で採点をした後、採点結果を持ち寄ったうえで 2人で慎重
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に聞き合わせをした。1月の採点では、評価の判断に迷うもののみ聞き合わせをした。特

に 4月の録音は語強勢、イントネーション共に明瞭な発音でないものが多く見られ、採点

が困難であった。評価の判断を迷う例としては、単語のどの音節も強くないもの、またイ

ントネーションの上昇や下降がはっきりしない、いわゆる「棒読み」のものなどであるが、

これらは「誤り」としてカウントした。

　1月に行った実技テスト後、学生には各自に 4月の音声ファイルを配布し、4月と 1月

の 2つの音声を聞き比べるように指示した。その後、2回の録音音声についてどのような

変化があったのか気づいたことを自由に記述するよう求めた。

2.  2.  2    意識調査

　今回行った意識調査（Appendix 2）は、大塚・上田（2012）の発音学習履歴研究で使わ

れた質問紙の改訂版である。4月と 1月のそれぞれの時点での参加者の「現状の意識」と

して、発音記号の理解度、発音の正確さ、語強勢、イントネーション、リズム、音のつな

がり、意味のまとまりによる区切り、表現読み（感情をこめた英文の読み）の 8項目につ

いて 5件法で回答を求めるものであるが、本研究ではそのうちの語強勢に関する質問「2-3 

単語の強勢（アクセント）が分かり、発音できる」とイントネーションに関する質問「2-4 

イントネーションの上昇・下降が分かり、発音できる」の 2項目のみの回答部分を分析し

た。

　4月の時点で、「強勢」「アクセント」「イントネーション」などの用語に関する調査参加

者からの質問は特になく、意識調査を実施した。回答時間については 4月と 1月共に特に

設定せず、全員が回答を終えたと判断してから回収した。

2.  2.  3    筆記テスト

　筆記テストは、発音学習履歴調査で用いた筆記テスト（大塚・上田、 2012）を、中学校の

旧版と現行版の教科書分析結果（上田・大塚、 2011；上田・大塚、 2014）により教科書内の

音声学習項目が継続して存在していることを確認した後、改訂したものである（Appendix 

3）。筆記テストの構成は、発音記号、語強勢、イントネーション、文における意味グルー

プの区切りの 4つの音声学習項目から成る。この筆記テストの目的は英語力を計るもので

はなく、あくまで音声学習項目の知識を問うものであることから、平易な語彙や英文を使

用し、設問数も内容を精選したうえで多すぎないように配慮をした。その上で、4つの設

問項目中、今回は語強勢とイントネーションの解答のみを分析した。採点はそれぞれの項

目ごとに行い、合計点を各 6点満点で算出した。

　強勢の設問については 2. 2. 1 実技テストで述べたように音読用英文スクリプトに含んだ

6個の多音節語（window, between, communication, eleven, interesting, tomorrow）につい

て正しく強勢記号のついたものを選ぶ形式とした。語強勢に関しては、授業では音節数の

確認や強勢記号の種類、記号を書き込む位置などの指導を行っており、この筆記テストで

は、基本的な単語の強勢位置が分かり、その理解にそって正しい位置に強勢記号がついた
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解答を選択しているかが評価の観点となる。よって 4月時にどう解答するかを見るために

は、対象とする単語は大学入学時点で学生たちが必ず知っており、今までに発音したこと

のある単語の必要がある。大塚・上田（2012）の筆記テストでは、語強勢に関しては英単

語に強勢記号を記入することを求めたが、無解答や混乱（様々な解答パターン）が見られ

たために、改訂版では選択肢形式に変更した。また改訂前では問題数が 2つのみであった

が、改訂版では 2音節語を 2語、3 音節語を 2語、4 音節語を 1語、5 音節語を 1語とし

た。さらにそれらの単語の強勢の位置に偏りが無いように、語強勢の位置が 1音節目（2

語）、2音節目（3語）、4音節目（1語）とした。これらの単語は、2. 2. 1 で既に述べたよ

うに JACET8000 においては Level 1 に相当し、中学校の英語教科書にみられる基本的な単

語である。また同時に、音声学で使用するテキストの中では発音記号を併記した新出単語

として取り上げられていないことも選択の条件とした。その理由は強勢付き IPAを使った

発音練習や語強勢の理論説明を通して、学習者の中で強勢拍リズムの認知が育ち、初見の

単語や文章について語強勢や文強勢が自然に書け、発音できるようになることの確認を目

的としたためである。

　イントネーションの設問については、授業内で学習する 5種類（肯定文、Yes-No疑問文、

2種類の疑問詞疑問文、選択疑問文、列挙文）のイントネーション・パターンを含む 6文

について調査した。疑問詞疑問文については、大塚・上田（2012）と同様に How とWho

の 2種類を含め、計 6文の 9カ所の変調部分に（↑↓）を置き、解答を丸で囲むように求

めた。

　解答時間については、意識調査と同様に制限時間を設けることはせず、未解答が出ない

ようにクラスのペースを確認し終了させた。

3.    結果と考察

3.  1    筆記と実技テスト
　通年の学習前後で比較した筆記と実技テスト結果は、語強勢とイントネーションともに

平均点は上昇し、ある程度の定着が見られた。各 6点満点で採点した筆記と実技のそれぞ

れの平均値と t検定の結果は以下のとおりである（表 1）。4月と 1月の平均値を比較する

と、筆記では語強勢が 0.45 点上昇（t = -2.35, df = 34, p = .02）、イントネーションが 1.22 点

上昇（t = -4.92, df = 34, p = .00）した。実技ではイントネーションが 1.11 点の有意な上昇を

示した（t = -4.36, df = 34, p < .01）が、語強勢は 0.28 点の差しかなく有意な差異を示さな

かった（t = -1.82, df = 34, p = .07, ns）。この結果、語強勢よりもイントネーションのほうが

筆記にも実技にも伸びがあることがわかった。

　次に、語強勢、イントネーションの問題別の結果は、それぞれ図 1-1、1-2 と図 2-1、2-2

に示す通りである（実際の正答者数については表 2-1、2-2 を参照）。語強勢の結果を見る

と、筆記の communication （B6）以外の単語（B1 ～ 5）については 4月から 1月の正答者

数の増加は僅かであり、interesting（B2）は減少した。筆記、実技共にもっとも得点の伸
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図 1-1　問題別の語強勢正答者数（筆記）

図 1-2　問題別の語強勢正答者数（実技）

表 1　筆記テスト、実技テストの平均値、標準偏差、t検定結果

4 月 1 月 対応サンプルの差
M SD M SD M SD t p

筆記（語強勢） 4.71 1.30 5.17 1.18 0.45 1.14 -2.35 .02
筆記（イントネーション） 3.97 1.32 5.20 1.18 1.22 1.47 -4.92 .00
実技（語強勢） 5.29 0.79 5.57 0.61 0.28 0.92 -1.82 .07
実技（イントネーション） 3.51 1.22 4.63 1.14 1.11 1.51 -4.36 .00

（N=35）
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びがみられたのは、音節数の一番多い communicationであり、特に筆記での正答人数増

加がみられる。イントネーションについては、筆記、実技共に肯定文と Yes-No疑問文以

外の 4文（疑問詞疑問文 2種類、列挙、選択疑問文）について、顕著な差がみられた。特

に＂Would you like tea or coffee?＂（筆記） ＂Is the concert on Saturday or Sunday?＂（実技）の様

に二択を問う選択疑問文の正答人数が増えており、選択疑問文が学習したイントネーショ

ン・パターンとして定着していることがうかがえる。

　語強勢に関する筆記と実技の結果から考察すると、筆記では、1問（communication）に

おいて明確な有意差が見られたものの、実技の正答者数にそれほど大きな変化は見られな

かったことがわかる。その原因の 1つに、単語の難易度が挙げられるだろう。語強勢を問

われた単語はいずれも JACET8000 において Level 1 の単語であり、大学生にとっては平易

であると予想できる。4月の時点で誰もが強勢を知っていて読めることを前提に、語強勢

の認識とその強勢に合った音読の可否を調べることを目的として単語を選別した結果、4

月時点から既に正答者数が多かったと考えられる。しかし、筆記と実技テストの正答者数

（表 2-1、2-2）からはさらに詳細な情報が読み取れる。4月と 1月を比較すると、筆記では

前述の通り interestingの正答者数は 32 人から 28 人に減少し、反面 communicationは 18

人から 28 人に大きく変化した。音節数の多い単語は、筆記テストでは語強勢の位置を示

す選択肢も多くなるため、誤答の確率も高くなる。今回のように、実技（発音）はできる

表 2-1　語強勢（正答者数）
筆記 実技

4月 1月 4月 1月
B1 （eléven） 26 30 32 33
B2 （ínteresting） 32 28 26 29
B3 （betwéen） 28 30 33 34
B4 （tomórrow） 28 31 35 35
B5 （wíndow） 33 34 35 35
B6 （communicátion） 18 28 25 29

（N=35）

表 2-2　イントネーション（正答者数）

筆記 実技
4月 1月 4月 1月

C1 （肯定文） 32 34 33 35
C2 （Yes-No疑問文） 34 33 30 34
C3 （How?） 20 30 17 24
C4 （選択） 12 31  4 17
C5 （列挙） 17 26 19 25
C6 （Who?） 21 28 19 27

（N=35）
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図 2-1　問題別のイントネーション正答者数（筆記）

が、筆記の結果が伴わないというデータの場合、さらなる調査が必要となるだろう。

　単語 interestingが示したような語強勢に対する学生の意識の曖昧さは、学生が Japánと

正しく発音しながらも、筆記テストなどで Jápanを選ぶという、実際の授業でよく見られ

る例からも説明できる。つまり、音節拍リズムをもつ日本語母語話者にとって、いずれか

の音節に強勢を置かなければならない（＝強勢拍リズム）という意識を持つことは難しく、

自らがどこを強く読んでいるかということに特に注意を払わない、または意識しにくい側

面を持つことをあらためて示す。この筆記テストが求めたように強勢記号と音声の強さを

関連付けるためには、長期の訓練が必要であると言えるだろう。また、同様に学習の定着

の差が実技と筆記間で生じやすいものは、音節数の多い単語にその傾向がある事も本デー

タより示されたと考える。いずれにしても、通じること（= intelligibility）を重視する発音

指導は実技習得に偏りがちであるが、筆記においても並行して強勢に関する意識を高める

必要があるだろう。

　またイントネーションの結果（図 2-1, 2-2）から考察すると、4月および 1月にも実技と

筆記の両方で高い得点が得られた肯定文（C1）と Yes-No疑問文（C2）については、中学

高校までの学習でほぼ定着していることがわかる。通常、肯定文と Yes-No疑問文はさほど

ピッチの上下を教える必要はないように思われるかもしれないが、実技として文の終わり

を示すにふさわしいピッチで発音し終えることは別問題であり、実際に 4月の Yes-No疑問

文については 5名の学生のピッチが上がっておらず、1月にも 1名が充分にピッチを上げ

ることが出来なかったほど、コントロールが難しい場合がある。Howから始まる疑問詞疑

問文（C3）については、筆記より実技の正答者数が低めである。筆記、実技ともに正答者

数の差が大きかった選択疑問文（C4）については、音声学理論としてイントネーション・

パターンを習った後の 1月に筆記では 31 人（88.5％）が正解している反面、実技では 17
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人（48.5％）しか正しく読むことが出来ていない。列挙（C5）とWhoから始まる疑問詞疑

問文（C6）については、筆記と実技ではほぼ正答者数が一致している。イントネーション

に関する以上の結果から、学習者にとって選択疑問文と Howから始まる疑問詞疑問文は、

理論と実技が一致しにくい項目といえる。

3.  2    意識調査
　意識調査については、語強勢とイントネーションに関する回答が共に似通った結果と

なった（回答別の人数は表 3、t検定の結果は表 4を参照）。いずれの結果からも、通年の

学習後には「できない」という回答は無くなり、「できる」または「どちらかといえばで

きる」と肯定的に実感している割合が多くなった（語強勢で t = -6.20, df = 34, p < .01; イン

トネーションで t = -5.86, df = 34, p < .01）。図 3-1 で示すように語強勢についての質問（「単

語の強勢（アクセント）が分かり、発音できる」）に対しては、4月の時点で否定的な回答

（1. できない、2. どちらかといえばできない）を選んだ学生は全体の 57.1％（20 人）、肯定

的な回答（4. どちらかといえばできる）を選んだ学生は 25.7％（9人）であり、「できる」

と回答した学生は一人もいなかった。1月には「できない」と回答した学生はおらず、肯

定的な回答（4. どちらかといえばできる、5. できる）が 65.7％（23 人）となった。また図

3-2 で示すように、イントネーションに関する質問（「イントネーションの上昇・下降が

分かり、発音できる」）に対しては、4月に否定的な回答をした学生の割合は、42.8％（15

人）、「どちらかといえばできる」を選んだ学生は 25.7％（9人）だった。1月には、語強勢

と同じく「できない」と回答した学生はいなくなり、肯定的な回答をした割合は、65.7％

（23 人）であった。実際の筆記や実技テストでは、語強勢とイントネーションを比較する

図 2-2　問題別のイントネーション正答者数（実技）
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と、前述したとおりイントネーションのほうが 4月と 1月の平均値の差も大きく、よりよ

く定着していることがわかるが、学習者の意識としてはどちらの学習項目も同等に理解し、

できるようになったと認識していることがわかる。

表 3　意識調査（回答別人数）

語強勢 イントネーション
4月 1月 4月 1月

1 できない  8  0  7  0
2 どちらかとういうとできない 12  1  8  1
3 どちらともいえない  6 11 11 11
4 どちらかというとできる  9 16  9 14
5 できる  0  7  0  9

 （N=35）

表 4　意識調査の平均値、標準偏差、t検定結果

4 月 1 月 対応サンプルの差
M SD M SD M SD t p

語強勢 2.46 1.12 3.83 0.78 -1.37 1.30 -6.20 .00
イントネーション 2.63 1.08 3.89 0.83 -1.25 1.26 -5.86 .00

 （N=35）

図 3-1　意識調査結果（語強勢）：「単語の強勢（アクセント）が分かり、発音できる」
 （N=35）
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3.  3    筆記、実技、意識調査の相関
　筆記、実技、意識調査のそれぞれがどのように関係しているのか、相関をみた結果は表

5のとおりである。語強勢では、1月の筆記と意識調査に（r = .44, df = 34, p < .01）、イント

ネーションでは 4月の筆記と実技（r = .39, df = 34, p < .05）、1月の筆記と実技（r = .34, df = 

34, p < .05）、実技と意識調査（r = .35, df = 34, p < .05）に有意な相関がみられた。

　前述の項目別の点数比較で、イントネーションについては、選択疑問文と疑問詞疑問文

（How）において筆記より実技の正答者数が低めであることが分ったが、イントネーション

の 6問全体としては、1月の筆記と実技、および実技と意識調査の組み合わせで相関が確

認できる。一方、語強勢では 1月の「筆記と意識調査」のみ相関がみられることから、通

年の授業を通して記号と音を関連付けて強勢の位置を意識でき、筆記テストでは効果を出

しやすかったと言える。しかしながら同時に即興的なスクリプトの音読となると、その知

識を活かすことが難しいという課題が残った結果である。

図 3-2　意識調査結果（イントネーション）：「イントネーションの上昇・下降が分かり、発音できる」
 （N=35）

表 5　筆記、実技、意識調査の相関係数

筆記−実技 筆記−意識調査 実技−意識調査
4月（語強勢） .08 .17 .11
1 月（語強勢） .10     .44** .27
4 月（イントネーション）   .39* .15 .00
1 月（イントネーション）   .34* .20   .35*

Note. * p < .05   ** p < .01
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3.  4    自由記述
　1月の意識調査後に、学生には4月と1月の音声ファイルを聞き比べた感想を自由記述で

求めた。4月と比べてどのような変化があったのかを具体的に記述するように指示し、回

答させた（Appendix 4）。

　回答から、多くの学生が 2度の自分の録音を聞き、違いを実感していることがわかる。イ

ントネーションのピッチの上下については、「（1月でも）↑↓などが出来ていないなと思い

ました」（Student A）「（4月には）上げ下げするところを気にできてなかった」（Student C）

などイントネーションに関する記述が多く見られる（ただし、（　）内は筆者が追記）。中に

は具体的にスクリプト中の単語を示して自分の発音の間違いを指摘しているもの（Student 

D「communication のアクセント」）、以前の自分の疑問詞疑問文の発音に驚いているコメ

ント（Student B「疑問文を（→は）すべて最後あがっていた」）まで見られる。通年の学

習後では、習った学習項目を自分の言葉に盛り込んで分析することができ（Student E「列

挙を意識できている」、Student F「アクセントとか↑↓とかがついていて」）、発音時のポイ

ントとして意識して聞いていることが分かる。3.2 の意識調査で明らかになったように、語

強勢やイントネーションの理解と発音について、「わからない」「できない」の回答が、通

年の音声学の授業後は 0人であったことの理由が、学生の自分の発音に対する詳しい記述

に見られる。

4.    今後の課題

　語強勢の調査結果では、前述の通り、平易な語彙の選択により 1部の単語を除いては 4

月と 1月では目立った差が出ないという天井効果を示す結果となった。語彙レベルを平易

なものに設定したことが一因と考えられるが、今後、語彙レベルを変更することで、どの

ような変化があるかを調査する必要がある。ただ、語彙レベルを上げる場合、学生が知ら

ない語を読む可能性も踏まえ、何らかの読み方のサポートについても考慮しなければなら

ないだろう。一例として Kashiwagi & Snyder （2014） は、intelligibilityの計測のために、4

月時の大学新入生に英文（JACET8000 の Level 6 以下の語彙で作成）を音読させているが、

録音前に教員について音読させて「発音できない」要素を排除している。彼らの指摘に基

づいて、今後の研究の中でモデル発音を調査参加者に提示した場合、語強勢やイントネー

ションを参加者がまねることが問題点となるが、実験調査の可能性を広げる手法としては

興味深いものといえる。

　イントネーション・パターンについては、既習の学習項目を反映して様々な文に応用す

ることが可能である。今回は 6文という限られた数の調査であったが、問題数を増やすな

どして再調査をするとより定着度が確認できると考えられる。

　研究の目指すところは、学習者に学習前の各自のスタート地点を示し、学習後の進歩を

より具体的な形で示すことができる指標を作成することにある。それらが明らかになるこ

とで、学習者には学習動機を与え、教員には指導法や焦点を当てるべき項目を示すきっか
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けとなるだろう。今後の調査が、学習者各々に結果を還元できるようなシステムへの第一

歩につながることを願う。

注

　本稿は、外国語教育メディア学会（LET）第 55 回全国研究大会（2015 年 8 月 6 日　於千

里ライフサイエンスセンター）における口頭発表をもとに加筆修正したものである。
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