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1 

 

 

第 1 章 はじめに 
 

 

 

2012 年度国際交流基金が行った海外の日本語教育機関に対する調査によると、中国本土

の日本語学習者数は、100 万人を突破し、海外で日本語を学習する全学習者数の 26.5 ％を

占め、学習者規模が世界第 1 位となっている（国際交流基金 2013, p. 32）。  

また、2014 年度日本学生支援機構（JASSO）が行った外国人留学生在籍状況調査による

と、日本にいる中国出身の留学生は 94,399 人に達し、全留学生数の 5 割を占め、出身国（地

域）別留学生数の第 1 位となっている（日本学生支援機構 2015, p. 4）。  

日本国内外において中国語を母語とする日本語学習者が多いなか、その特徴として日本

留学、日本企業への就職など実利的なニーズが高まる一方、日本語でコミュニケーション

を行う意欲が低下し、世界の平均をかなり下回っていることが指摘されている（国際交流

基金 2013, pp. 32-33）。  

中国語を母語とする日本語学習者の日本語でコミュニケーションを行う意欲が低い理

由として、学習者が自分の日本語の発音に不安を抱えていることが考えられる。中国の大

学において日本語を専門として学んでいる日本語学習者を対象にした日本語の発音上の不

安についてのアンケート調査によると、学習者の学習レベルが上がるにつれて発音に対す

る不安は減っていくものの、不安と感じる発音の項目として、「アクセント・イントネーシ

ョン」が学習レベルを問わずに高い水準であることが指摘されている（青海 2008）。  

その一方で、日本語母語話者が日本語学習者の日本語の発音の自然度を評価する際、韻

律の影響力が単音を上回り、さらに、韻律のうち、アクセント、イントネーションと関係

する高さが最も大きな影響力を持っていることが指摘されている（佐藤 1995）。  

これらのことから、日本語学習者を対象としたアクセント、イントネーションの習得研

究が急務であると思われる。  

日本語のアクセントとイントネーションは、非競合的な関係、つまり、語のアクセント

型によって定められた語本来の高さ変化が、イントネーションによって破壊されることは

少ない（天沼他 1989, p. 154）1。また、日本語の共通語はアクセントの違いで語の意味が

区別されることから、イントネーションに比べて、アクセントを正確に発音し、聞き取る

ことは、意志疎通を図る上で重要である。  

 

                                                  
1 語彙的アクセントと句を単位とするイントネーションは、非競合的な関係ではなく、競合的な関係で

あるという主張もある（例えば、定延 2013）。  



 

2 

しかし、日本語の共通語ではアクセントのみで対立する語はそれほど多くない（柴田・

柴田 1990）。しかも、これらの語が同じ文脈に現れる可能性が低いことから、アクセント

の誤りで誤解を招くことはそれほど多くないことも事実である。  

さらに、日本語教育の視点からは、語のアクセント型、特に名詞のアクセント型は恣意

的に決まり、1 つ 1 つ個別に覚えなければならず、日本語学習者にかかる負担が大きい一

方、日本各地の方言においてアクセント型は多様であるため、学習者にどこまでアクセン

ト指導を行うべきかは大きな問題である。  

また、日本語のアクセント体系において、「頭高型」と「平板型・尾高型」は語頭から

高さが異なるものの、「尾高型」と「平板型」は後続成分がない限り、知覚上、違いがわか

らないという特徴がある（杉藤 1998, p. 10）。このことから、どのアクセント型をどのアク

セント型に誤るか（以下、誤用パターンという）によって発音の自然度が損なわれる程度

が異なる可能性がある。  

そこで、梁（2015）は日本語母語話者による日本語学習者の発音に対する自然度評価試

験を行い、意味を変えない局所的な語のアクセントの誤り2によって評価が下がるか、下が

るとすれば、その程度がアクセントの誤用パターンの違いによって異なるかについて、6

名の日本語母語話者を対象に、日本語学習者が発音した 540 の日本語フレーズの自然度を

評価させた。  

その結果、アクセントの正用（アクセントの間違いがないフレーズ）とアクセントの誤

用（アクセントの間違いが含まれるフレーズ）において、有意差が検出され、意味を変え

ない局所的なアクセントの誤りでもフレーズ全体の自然度を有意に下げることが示唆され

た。  

さらに、アクセントの誤用パターンによって自然度が損なわれる程度について、「平板

型、尾高型」間の誤用に比べ、「平板型、頭高型」間および「尾高型、頭高型」間の誤用の

方が、自然度をより大きく下げるという結果が得られた。このことから、日本語母語話者

が日本語学習者の発音を評価する際、語におけるアクセント核の有無が正しく生成された

かどうかが重視されることが明らかになった。  

 

 

 

 

 

 

                                                  
2 すなわち、「雨」（頭高型）を「飴」（平板型）に発音したような誤りではなく、「嘘」（頭高型）を「う

そ」（平板型）に発音したような誤りである。  



 

3 

1.1 研究対象 

 

 

梁（2015）によって、日本語学習者を対象に、アクセント核の有無に関するアクセント

の習得研究を行う必要性が確認された。しかし、これまで行われてきた中国語を母語とす

る日本語学習者を対象とした日本語アクセントの習得研究では、主にアクセントの生成が

検討されてきた。  

具体的には、学習者における資料語のアクセント型別の実現傾向について検討した研究

として尤（2002）、楼（2009）、劉（2010）、黄（2014）があり、独学によるアクセントの学

習効果を報告した研究として劉（2014）がある。また、音響分析によって日本語学習者と

日本語母語話者のピッチ実現の異同を観察した研究として、王（2003）、平野他（2006）、

平野他（2008）、許（2009）、郭他（2011）を挙げることができる。  

これに対して、学習者の日本語アクセント知覚については、実験協力者にアクセント核

の有無あるいはその位置を表記させる方法により、学習者のアクセント型別の正答率を検

討するものがほとんどである（4.4.3 節参照）。  

そこで、本研究は日本語学習者の日本語アクセント知覚に焦点を合わせ、とりわけ、日

本語の学習経験がアクセント核の有無で対立する LH アクセントと HL アクセントの知覚

に影響を与えるか、与えるとすればどのような影響を与えるかを検討する。  

 

1.1.1 本研究が対象とする中国語と中国語母語話者  

 

中国語は大きく官話（かんわ、Mandarin）方言、呉（ご、Wu）方言、湘（しょう、Xiang）

方言、贛（かん、Gan）方言、客家（はっか、Hakka）方言、閩（びん、Min）方言、粤（え

つ、Yue）方言の 7 種に分けることができる（李・項 2009, p. 33）3。  

そのなかで、分布範囲が最も広く、使用人口が最も多いのは、官話方言（別名、北方方

言）であり（李・項 2009, p. 37; Li and Thompson 2009, p. 703）、官話方言が現代中国語の標

準語である「普通話」の基本とされている（李・項 2009, p. 112）。  

 

                                                  
3 中国語の方言の分類について、このように 7 種に分けるという主張があるほか、5 種あるいは 10 種に

分けるなどの主張もある。  

5 種に分ける主張によっては、中国語が官話方言、呉方言、閩方言、粤方言、客家方言に分けられる

（李・項 2009, pp. 26-27）。その一方で、10 種に分ける主張は、官話方言から山西省などに分布する晋語

（しんご）と、安徽省などに分布する徽語（きご）を独立させ、この 2 つの方言を官話方言などと並ぶ

大きな方言（major dialect group）として扱うとともに、広西省に分布し、まだその体系が明らかにされ

ていない一部の方言をまとめて「平話（へいわ）」と呼び、1 つ大きな方言として扱う（李・項 2009, pp. 

29）。詳しくは、李・項（2009, pp. 24-35）、または Kurpaska（2010）を参照されたい。  
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図 1-1 に中国語の官話方言の分布を示す。  

 

 

図  1-1. 中国語の官話方言の分布  

（李・項 2009, p. 138 の図 23 を転載、加筆）  

 

図 1-1 の、線で影を付けてある部分は中国語の官話方言の分布地域である。この図が示

すように、中国語の官話方言はさらに大きく 4 つの下位方言（sub-dialect）に分けられ、そ

れぞれ、華北（東北）方言、西北方言、西南方言、江淮（こうわい）方言という4。  

本研究は中国語の普通話を対象とする。以下の論述において、特に断らない限り、「中

国語」は中国語の普通話を指す。  

また、本研究は中国語の官話方言を母方言とする中国語母語話者、とりわけ生育地が吉

林省（図 1-1 における①）、遼寧省（図 1-1 における②）、河北省（図 1-1 における③）、北

京市（図 1-1 における④）、天津市（図 1-1 における⑤）のいずれかである中国語母語話者

                                                  
4 官話方言におけるこの 4 つ下位方言について、その分布地域によって、華北（東北）方言はさらに東

北官話区（Northeastern Mandarin group）、北京官話区（Beijing Mandarin group）、冀魯（きろ）官話区（Jilu 

Mandarin group）、膠遼（こうりょう）官話区（Jiaoliao Mandarin group）に分けられる一方、西北方言は

さらに中原官話区（Central Plains Mandarin group）、蘭銀官話区（Lanyin Mandarin group）に分けること

ができる。詳しくは Kurpaska（2010, pp. 64-68）を参照されたい。  
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を対象とする5。  

以下の論述において、特に断らない限り、「中国語母語話者」は中国語の官話方言を母

方言とする中国語母語話者を指す。  

 

1.1.2 本研究が対象とする日本語と日本語母語話者  

 

日本語は方言によってアクセントの対立様式が変わる（天沼他 1989, pp. 114-119）。その

なかで、日本語の東京方言は日本語の共通語の基礎としての役割を担い、そのアクセント

は日本語教育現場における学習基準となっている。  

本研究は、日本語の共通語を対象とする。以下の論述において、特に断らない限り、「日

本語」は日本語の共通語を指す。  

また、本研究は日本語の東京式アクセントを母方言のアクセントとして持つ日本語母語

話者、とりわけ生育地が東京都、静岡県、神奈川県、埼玉県のいずれかである日本語母語

話者を対象とする6。  

以下の論述において、特に断らない限り、「日本語母語話者」は日本語の東京式アクセ

ントを母方言のアクセントとして持つ日本語母語話者を指す。  

 

 

1.2 本論文の構成 

 

 

本論文は以下のように構成される。  

第 2 章から第 4 章では、本研究を行うにあたっての背景的知識について述べる。  

第 2 章では、日本語のアクセントと中国語の声調について論述し、その異同を示す。  

第 3 章では、本研究と関連が深く、これまで提唱されてきた 2 つの言語知覚モデル、す

なわち、知覚同化モデル（Perceptual Assimilation Model, PAM）と音声学習モデル（Speech 

Learning Model, SLM）について詳説する。  

第 4 章では、まず、これまで欧米で行われてきた声調の知覚研究についてその成果を俯

瞰する。その後、日本で行われてきた日本語アクセントの知覚研究、とりわけ中国語を母

語とする日本語学習者を対象とした日本語アクセントの知覚研究について述べる。  

                                                  
5 図 1-1 が示すように官話方言は、吉林省、遼寧省、河北省、北京市、天津市以外にも分布している。

しかし、本研究の実験協力者の出身地は上記の 5 つの省または市のいずれかであるため、本研究が対象

とする中国語母語話者はこの 5 つの省または市の出身者に限られる。  

6 東京式アクセントは、東京都、静岡県、神奈川県、埼玉県以外にも分布している。しかし、本研究の

実験協力者の出身地は上記の 4 つの都県のいずれかであるため、本研究が対象とする日本語母語話者は

この 4 つの都県の出身者に限られる。  
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第 5 章では、本研究の研究課題を述べ、続く第 6 章から第 9 章では、本研究が行った 3

つの実験について述べる。  

第 6 章では、両耳分離聴検査法を用いた同定実験の詳細を述べる。  

第 7 章では、第 8 章と第 9 章に用いる刺激連続について述べる。  

第 8 章と第 9 章ではそれぞれ、範疇知覚を明らかにするための同定実験と弁別実験の詳

細を述べる。  

第 10 章では、本研究の結論をまとめ、今後の課題について述べる。  
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第 2 章 日本語のアクセントと中国語の声調 
 

 

 

Yip はその著書 Tone（2002）の冒頭で“What is a tone language?”に関して、以下のように記

述している。“A language is a ‘tone language’ if the pitch of the word can change the meaning of the 

word. Not just its nuances, but its core meaning.”(p. 1)（「声調言語とはピッチの変化によって単に

語のニュアンスではなく、その中核的な意味が変わる言語である。」） 

日本語では /ame/ の音素構成で、ピッチが低高であるか、それとも高低であるかによって、

意味が「飴」（低高）と「雨」（高低）に区別される。一方、中国語では /ma/ の音素構成で、

ピッチが上昇するか、それとも下降するかによって、意味が「麻」（上昇）と「叱る」（下降）

に区別される。 

Yip（2002）の定義にしたがえば、日本語と中国語はともに声調言語1に分類される。このよ

うな語の中核的な意味を変える高さのことを、日本語の場合は「アクセント」、中国語の場合

は「声調」と呼ぶ2。 

以下では、まず、2.1 節と 2.2 節においてそれぞれ日本語のアクセントと中国語の声調につい

て述べる。次に、2.3 節で日本語のアクセントと中国語の声調を比較し、両者の異同を明らか

にする。最後に、2.4 節でモーラ間の高さ配置の観点から、日本語のアクセントを中国語の声

調に対応させ、本研究のとる立場について論じる。 

 

 

2.1 日本語のアクセント 

 

 

日本語のアクセントは語におけるモーラ間の相対的な高さ配置である。ピッチの下がり目が

あるかどうか、あればその下がり目の位置によってアクセント型が決められる（松森他 2012, p. 

24）。 

理論的に n モーラの名詞には、n + 1 種のアクセント型が存在する（松森他 2012, pp. 23-24）。 

                                                      
1 Yip（2002）の定義にしたがった声調言語は広義の声調言語である。広義の声調言語と対照に狭義の声調言

語は、中国語、ベトナム語、タイ語のような音節声調言語のみを指す。 

2 意味を弁別する高さのことを、日本語の場合は「アクセント」、中国語の場合は「声調」と別の名称で呼ぶ

のは、それぞれが「ピッチ（高さ）をどのレベルで弁別的に用いるか」（窪園 2014, p. 1）に違いが見られるか

らである。日本語は高さを語レベルで弁別的に用いる一方、中国語は高さを音節レベルで弁別的に用いる（2.1

節、2.2 節、2.3.1 節参照）。 
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ところが、日本語ではアクセントのみで弁別される 2 つの語が多いものの、アクセントのみ

で弁別される 3 つあるいはいそれ以上の語群は多くないとも言われている（Gussenhoven 2004, 

p. 186）。 

ピッチの下がり目は「アクセント核」と呼ばれ、アクセント核の有無で弁別される最も基本

的なアクセント型の対立として、2 モーラ語における Low-High（低高）アクセント（以下、LH）

と High-Low（高低）アクセント（以下、HL）が挙げられる。 

図 2-1 は日本語母語話者（女性）が単独で読み上げた「飴」（左）と「雨」（右）のスペクト

ログラムとピッチ曲線である。 

 

 

図 2-1. 日本語のアクセント 

 

図 2-1 が示すように、2 モーラ語における LH である「飴」は、第１モーラが相対的に低く、

第 2 モーラが相対的に高い。第 1 モーラから第 2 モーラにかけてピッチが緩やかに上昇する。

その一方で、2 モーラ語における HL である「雨」は、第 1 モーラが相対的に高く、第 2 モー

ラが相対的に低い。第 1 モーラの始まりにおいては、ピッチの上昇が見られ、その後、第 1 モ

ーラから第 2 モーラにかけてピッチが急下降する。このピッチの急下降こそが「アクセント核」

を反映するものである。 

日本語のアクセントはこのように、モーラ間の相対的な高さ配置によって決められる。しか

し、第 1 モーラから第 2 モーラにかけて観察されるピッチの上昇は、語レベルの高さ変動では

なく、句レベルの高さ変動であり、すなわち、それは新たな句の始まりを示すものとされ、「句
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頭音調」（杉原 2011, p. 81）と呼ばれている。その一方で、HL にピッチの急下降として現われ

るアクセント核のみは、語におけるモーラ間の有意なピッチ変動とされる（川上 1997, p. 20）。 

 

 

2.2 中国語の声調 

 

 

中国語の声調は、音節内における高さの変化パターンによって区別される。合計 4 つの声調

があり、ピッチが終始高いレベルに維持される「第一声」（high level tone, T1）、ピッチが中レ

ベルから高いレベルまで上昇する「第二声」（high rising tone, T2）、ピッチがやや低いレベルか

ら下がり、反転してやや高いレベルまで上昇する「第三声」（low falling rising/ low dipping tone, 

T3）、ピッチが高いレベルから低いレベルに下がる「第四声」（high falling tone, T4）に分類さ

れる（朱 2010，p. 135；土岐 1990，p. 222）。この 4 つの声調を合わせて、「四声」と呼ぶ。 

中国語の声調体系には、T1 のような高さが一定の水準に維持される段位声調（level tone）と、

T2、T3、T4 のような高さに変化が伴う曲線声調（contour tone）の両方が含まれる。 

図 2-2 は中国語母語話者（女性）が単独で /ma/ をそれぞれ T1、T2、T3、T4 で読み上げた

「妈」（お母さん）、「麻」（麻）、「马」（馬）、「骂」（叱る）のスペクトログラムとピッチ曲線で

ある。 

 

図 2-2. 中国語の声調 

 

図 2-2 が示すように、単独で発音された声調のピッチ曲線の前後には、各声調の全体的なピ

ッチの動きと異なる部分が観察される。例えば、T2 はピッチが全体的に上昇するが、その最

初と最後にピッチの短い下降が観察される。また、T4 はピッチが全体的に下降するが、その
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前後にピッチの短い上昇が見られる。 

これら声調のピッチ曲線の全体的な動きと異なるピッチの短い変化は、「冒頭にある曲り」

（「弯头」tone onset course）と「末尾にある締めくくり」（「收尾」tone offset course）と呼ばれ

ている。 

「冒頭にある曲り」と「末尾にある締めくくり」は発声上の声帯の自然な弛みによるものと

されている。これらの部分を除いた声調の中核的な部分は「声調核（tone nucleus）」と呼ばれ、

声調核におけるピッチの変化パターンが声調の種類の判断の決め手となる（林・王 1992, pp. 

141-143）。 

しかし、発話者によって「冒頭にある曲り」あるいは「末尾にある締めくくり」が長く発音

されることもある。例えば、図 2-2 が示す T2 の「冒頭にある曲り」が長くなることがあり、

すると、T2 は T3 とかなり近似するようになってしまう。その際、T2 と T3 の弁別には声調核

におけるピッチの変化パターンのほか、ピッチの極小点およびピッチの平均的な高さレベルも

重要な手がかりとなる（胡・広瀬 1994, p. 41）。つまり、T2 はピッチが全体的に高いレベルに

あるのに対して、T3 はピッチが全体的に低いレベルにあることから、T2 と T3 が弁別されると

いう。 

 

 

2.3 日本語のアクセントと中国語の声調の比較 

 

 

日本語と中国語は高さで語の意味が弁別される点においては共通しているものの、日本語の

アクセントと中国語の声調とは、付与単位、トーン指定の密度（tonal density）、高さの変動幅、

弁別機能の強さ、統語機能の強さにおいて違いが見られ、同一視できない面がある。このこと

について、以下で説明する。 

 

2.3.1 付与単位 

 

日本語のアクセントは語を単位に付けられ、1 語に 1 つのまとまったアクセント型が付与さ

れる。その一方で、中国語の声調は音節を単位に付けられ、1 語に複数の音節が含まれる場合、

基本的に各音節本来の声調が維持される3。 

図 2-3 は、日本語と中国語のどちらにも存在する「名古屋」という語を、それぞれ日本語母

語話者（女性）が日本語で読み上げた発音のピッチ曲線（左）と、中国語母語話者（女性）が

                                                      
3 中国語において、音節の連続によって声調が変化するという「連続変調」（tone sandhi）が起こる場合もある

（朱 2010, p. 136）。その 1 例として、T3 の連続（T3 + T3）が多くの場合、T2 + T3 に変化することが挙げられ

る。 
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中国語で読み上げた発音のピッチ曲線（右）である。 

 

 

 

図 2-3 が示すように、3 モーラの日本語「名古屋」[naɡoja] のピッチ曲線は、第 1 モーラの

後部から第 2 モーラの終端に向けて急下降する。3 つのモーラがまとまって 1 つの「へ」の字

型のピッチ曲線が観察され、アクセント型は HLL である。 

その一方で、3 音節の中国語「名古屋」[mi (T2) ku (T3) u (T1)] のピッチ曲線は、語頭から

語末まで各音節内に上げ下げがある。その声調は個々の音節が単独で発音する場合と同じで、

T2 + T3 + T1 の組み合わせとなる。 

 

2.3.2 トーン指定の密度 

 

「ピッチが語や文の中にどのぐらい密に（densely）指定されているか」（窪園 2014, p. 4）は、

トーン指定の密度（tonal density）と呼ばれている（Gussenhoven 2004, p. 35; Hyman 2007, p. 655）。 

日本語では、1 語が複数のモーラによって構成される場合、第 1 モーラと第 2 モーラの高さ

が必ず異なり、高さが一旦下がると再び上がらないという特徴がある。つまり、日本語のアク

セントは局所的な弁別特徴（アクセント核のあるかないか、あればどこにあるか）によって、

その他のモーラの高さが予測できる性質を持つ（Kawahara 2015, p. 452）。したがって、日本語

では 1 語におけるすべてのモーラの高さを指定する必要性が低いと言える。 

その一方で、中国語は「軽声」（weak syllable/toneless syllable）以外に、すべての音節に声調

を指定する必要がある（Hyman 2007, p. 656）。 

このことから、日本語に比べて中国語の方がトーン指定の密度が高いと言える。 

図 2-3. 日本語の 3 モーラ語（左）と中国語の 3 音節語（右） 
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2.3.3 高さの変動幅 

 

音の高低を [1] が最も低く、[5] が最も高いという 5 段階に分け、声調核のピッチ曲線の時

間軸に沿った高さ変化で中国語の 4 つの声調を表記すると、T1 は [55]、T2 は [35]、T3 は [214]、

T5 は [51] となる（Chao 2011, p. 53）4。ただし、T3 は単独または文節末に生起しない場合、「半

三声」と呼ばれる前半の [21] のみが現れ、ピッチが全体的に低いレベルにある（植田 1986, pp. 

5-6）。これに対して、日本語のアクセントは高低の 2 段階の相対的な高さ配置である（Kawahara 

2015, p. 447）。 

城生（1990, p. 73）は、日本語のアクセントに比べて、中国語の声調におけるピッチの最高

値と最低値の落差が大きいことを指摘した。王（2003, p. 16）は、同一話者が発音した中国語

の声調のピッチの変化幅は、日本語のアクセントのそれのほぼ 1.4 倍であると述べた。砂岡・

比企（2005, p. 276）、比企・砂岡（2006, p. 12）は、日本語のアクセントは 2 全音における高さ

変化である一方、中国語の声調は 4 全音にも及ぶ高さ変化であることを指摘した。 

これらのことから、中国語の声調の方が日本語のアクセントに比べて、高さの変動幅が広い

と言える。 

 

2.3.4 弁別機能の強さ 

 

アクセントまたは声調が音素と同じように語の中核的な意味を弁別する機能のことを、アク

セントまたは声調の弁別機能という（鹿島 2002, pp. 104-105）。 

日本語と中国語それぞれにおいて、アクセントあるいは声調によって音素構成を同じくする

語がどの程度弁別されているかについて、日本語は 13.57 ％であるのに対して、中国語は

71.00 ％にまで達するという指摘がある（柴田・柴田 1990）。 

このことから、中国語の声調の方が日本語のアクセントに比べて弁別機能が強いことがわか

る。 

 

2.3.5 統語機能の強さ 

 

アクセントまたは声調が語の境界を示す機能のことを、アクセントまたは声調の統語機能と

いう（鹿島 2002, p. 105）。 

図 2-4 に、日本語母語話者が日本語で読み上げた「名古屋大学」の発音のピッチ曲線（上）

と、中国語母語話者が中国語で読み上げた「名古屋大学」[mi (T2) ku (T3) u (T1) ta (T4) ɕyɛ (T2)] 

の発音のピッチ曲線（下）を示す。 

                                                      
4 声調のこの表記の方法は、「5 度式」といい、表記された数値は「調値（tone value）」と呼ぶ。本研究は他の

値と区別するために調値を [ ] で囲んで表す。 
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図 2-4. 日本語の「名古屋大学」（上）と中国語の「名古屋大学」（下） 
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図 2-4 が示すように、HLL の「名古屋」と LHHH の「大学」から成り立つ日本語の「名古屋

大学」のアクセント型は HLL + LHHH ではなく、LHHHLLL となっている。つまり、複合語で

ある「名古屋大学」のアクセントは、第 1 モーラと第 2 モーラの高さが必ず異なり、高さが一

旦下がれば再び上がらないという 1 語に対する日本語アクセントの付与規則にしたがっている。 

これに対して、中国語の「名古屋大学」は、T2 + T3 + T1 の「名古屋」と T4 + T2 の「大学」

の組み合せであり、規則上、声調が T2 + T3 + T1 + T4 + T2 のまま維持される。しかし、実際の

音声においては連続発話における声調の調音結合（tonal coarticulation）が起こっている。 

声調の調音結合とは、連続発話において声調がその前後の声調に影響を受け、「冒頭にある

曲り」と「末尾にある締めくくり」を含む声調の始まりと終わりの高さレベル、また声調全体

の高さレベルとその向きに変化が現れることである（林 2012, pp. 75-86；Xu 1994）5。 

図 2-4（下）が示すように、中国語の「名古屋大学」の発音のピッチ曲線において、第 3 音

節の「屋」の本来の声調は T1 [55] であるものの、ピッチが高く維持されることはなく、ピッ

チ曲線が全体的に上昇する傾向を示す。このことは、「屋」（T1）に先行する「古」（T3）が半

三声の [21] であり、「屋」（T1）に後続する「大」が T4 の [51] であるため、「屋」が声調の

調音結合によって、本来の [55] ではなく、[1] から [5] に向かって全体的に上昇し、T2 [35] の

ようになっていると考えられる。 

しかし、中国語における声調の調音結合は、複合語のみに現れるのではなく、連続発話にお

ける前後の声調環境（tonal context）によって常に起こることから、中国語の声調は統語機能が

弱いのに対して、日本語のアクセントは統語機能が強いと言われている（朱 1993, p. 181）。 

 

 

2.4 日本語のアクセントと中国語の声調の対照 

 

 

日本語のアクセントと中国語の声調は、付与単位において違いが見られる。また、中国語の

声調体系には T1 の対極をなすような低い段位声調が存在しないため、日本語の LH と HL を中

国語の四声に対応させることは簡単ではない。 

その一方で、中国語の半三声はピッチが概して低いレベルにあるのに対して、T1 はピッチ

が全体的に高いレベルにあることから、半三声と T1 の対立を中国語における低高の対立と見

なすこともできる。したがって、普通拍のみからなる日本語の LH と HL のモーラ間の高さ配

置から、LH は中国語の T3 + T1 に、HL は中国語の T1 + T3 に類似するという主張が見られる

（朱 1993, pp. 180-181; 黄 2004, p. 59）。 

 

                                                      
5 声調の調音結合（tonal coarticulation）と連続変調（tone sandhi）に本質的な違いがあるかどうかについて Chen

（2001, pp. 20-28）を参照されたい。それによれば、両者に本質的な違いはない（p. 27）。 
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しかし、半三声の存在によって、LH は T3 + T1 に類似することには賛同できるが、T3 [214]

が文節末に生起する場合、基本的に後半の上昇 [14] が現れることから、HL が T1 + T3 に類似

するという考えには同意し難い。 

また、日本語のアクセントはモーラ間の相対的な高さ配置であるとはいえ、アクセントの知

覚の決め手は、アクセント核があるモーラの後続モーラのピッチ下降であり（4.4.1 節参照）、

それが中国語の T4 に類似することから、本研究は普通拍のみが含まれる 2 モーラ語の HL は

T1 + T3 ではなく、T1 + T4 に近似するという立場をとる。 

図 2-5 と図 2-6 には、日本語母語話者（女性）が LH である 2 モーラ語の「垢」、「飽き」、「麻」、

「味」、「飴」、「石」、「意地」、「一」と、HL である 2 モーラ語「赤」、「秋」、「朝」、「鯵」、「雨」、

「医師」、「維持」、「位置」をそれぞれ 3 回発音した音声を収録し、各録音語の第 1 モーラと第

2 モーラを分けて、それぞれにおいて母音と思われる部分の始点（Time 1）、1/3 時点（Time 2）、

2/3 時点（Time 3）、終点（Time 4）のピッチを計測し、その平均と標準偏差を算出した結果を

示す。 

また、図 2-7 と図 2-8 には、中国語母語話者（女性）が T3 + T1 である 2 音節の中国語、「感

激」[kan tɕi]、「摆脱」[pæi thuo]、「水杯」[ʂuei pei]、「北方」[pei faŋ]、「贬低」[piɛn ti]、「采摘」

[tshæi tʂæi]、「草包」[tshɑu pɑu]、「厂商」[tʂhɑŋ ʂɑŋ] と、T1 + T4 である 2 音節の中国語、「哀悼」

[æi tɑu]、「安静」[an tɕiŋ]、「帮助」[pɑŋ tʂu]、「波动」[po tuŋ]、「标志」[piɑu tʂi]、「车站」[tʂhɤ tʂan]、

「仓库」[tshɑŋ khu]、「逼迫」[pi pho] を、それぞれ 3 回発音した音声を収録し、各録音語の第 1

音節と第 2 音節を分けて、それぞれにおいて音節初頭の子音を除いた部分（「韻母」6）の始点

（Time 1）、1/3 時点（Time 2）、2/3 時点（Time 3）、終点（Time 4）のピッチを計測し、その平

均と標準偏差を算出した結果を示す。 

図 2-5 と図 2-7、図 2-6 と図 2-8 を比較すると、モーラ間の高さ配置を見れば、普通拍からな

る LH は T3 + T1 に、HL は T1 + T4 に近似することがわかる。 

しかし、LH は T3 + T1 に比べ、モーラ間あるいは音節間のピッチの変動域が小さい。かつ、

LH の L におけるピッチの変動方向は、T3 + T1 の T3 におけるピッチの変動方向と逆になって

いることが示されている。 

その一方で、HL は T1 + T4 に比べて、HL の H の上昇幅は大きいが、T1 + T4 の T1 と変動方

向は一致する。また、HL の L は T1 + T4 の T4 のように急激ではないが、類似したピッチ下降

を遂げる。 

これらのことから、知覚上 HL と T1 + T4 に比べて、LH と T3 + T1 における違いはより明確

に認識される可能性が高いと考えられる。 

 

                                                      
6 伝統的に、中国語の音節は「声母」（せいぼ）と「韻母」（いんぼ）に分けられる。声母は音節の始まりにあ

る子音部で、韻母はそれを除いた部分である（林・王 1992, p. 104）。例えば、「糖」（飴）[thaŋ (T2)] において、

声母が音節初頭の子音 [th] であり、韻母はそれ以外の母音 [a] と音節末子音 [ŋ] の部分である。 
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図 2-5. LH における L（左）と H（右） 

 

 

 

図 2-6. HL における H（左）と L（右） 
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図 2-7. T3 + T1 における T3（左）と T1（右） 

 

 

 

図 2-8. T1 + T4 における T1（左）と T4（右） 
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第 3 章 言語知覚モデル 
 

 

 

成人の未習得言語または第二言語の知覚に影響を与える要因と、その仕組みを体系的に

説明するために、これまで主に 2 つのモデルが提唱されてきた。  

その 2 つのモデルは、Catherine T. Best を中心に提唱されている知覚同化モデル

（Perceptual Assimilation Model, PAM）と、James E. Flege を中心に提唱されている音声学習

モデル（Speech Learning Model, SLM）である。  

本章では、PAM と SLM について述べる。まず、3.1 節と 3.2 節では 2 つのモデルと関係

する「範疇知覚」と「音範疇」について説明する。その後、3.3 節で PAM、3.4 節で SLM

の主張をまとめる。最後に、3.5 節で PAM と SLM を比較し、両者は互いに競い合う関係

ではなく、対象に違いがあり、補い合う関係にあることを示す。  

 

 

3.1 範疇知覚 

 

 

対立する 2 つの音を端点（endpoint）とし、音響的性質を段階的に調整することで、作

成した一連の刺激のことを刺激連続（stimulus continuum）と呼ぶ。図 3-1 はその 1 例とし

て、/da/ と  /ga/ を端点とする 5 つの刺激が含まれる刺激連続を示す。  

 

 
図  3-1. 刺激連続の 1 例  

（Johnson 2012, p. 103 の Figure 5.1 (a) を転載、改変）  
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図 3-1 に示した刺激連続上にある個々の刺激を実験協力者に聞かせ、聞こえてきた刺激

が何かを答えさせる実験は「同定実験」（identification experiment/task/test）と呼ばれる。そ

の一方で、刺激連続上にある 2 つの刺激を順に 1 つのペアとして組み合わせ、実験協力者

にペアとなる 2 つの刺激が同じかどうかを判断させる実験は「弁別実験」（discrimination 

experiment/task/test）と呼ばれる。  

図 3-2 に、図 3-1 が示す刺激連続を用い、/d/ と /g/ を母語の音対立として持つ成人に同

定実験と弁別実験を実施した場合に予測される結果を示す。  

 

 

図  3-2. 同定実験と弁別実験で予測される結果  

（Johnson 2012, p. 106 の Figure 5.2 を転載、改変）  

  

図 3-2 が示すように、成人が母語の音対立から作った刺激連続上にある刺激を知覚する

際、個々の刺激を異なる音として同定せずに、いくつかの刺激（例えば、刺激 1～3）を 1

つの範疇（/da/）にまとめ、範疇ごとに知覚する。  

また、2 つの同定範疇にまたがる弁別ペア（刺激 3－刺激 4）の弁別正答率は高いが、1

つの同定範疇内にある弁別ペア（刺激 1－刺激 2、刺激 2－刺激 3、刺激 4－刺激 5）の弁別

正答率はチャンスレベルに近いほど低いことが指摘されている。  

このように刺激連続を範疇ごとに知覚する知覚様式を範疇知覚（categorical perception）

という1（Liberman et al. 1957）。  

                                                  
1 典型的あるいは狭義の範疇知覚の成立を主張するには、刺激連続上の刺激を範疇に分けて範疇ごとに

知覚すること、また 2 つの同定範疇にまたがる弁別ペアの弁別正答率は高く、1 つの同定範疇内にある
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なお、本研究では、第 6 章で述べる「両耳分離聴検査法による同定実験」（実験 1）と区

別するために、上述のような刺激連続上にある個々の刺激を実験協力者に聞かせて音を判

定させる同定実験のことを「範疇知覚を明らかにするための同定実験」（実験 2）と呼び、

刺激連続上にある 2 つの刺激を組み合わせて 1 つの弁別ペアとし、実験協力者にペアとな

る 2 つの刺激が同じかどうかを判断させる実験を「範疇知覚を明らかにするための弁別実

験」（実験 3）と呼ぶ。  

 

 

3.2 音範疇 

 

 

成人の刺激連続に対する範疇化の様式、すなわち、ある刺激連続を範疇に分けるか、分

けるとすれば、いくつの範疇に分けるか、どの刺激の附近で分けるかは、往々にして聞き

手の言語背景に対応する。  

例えば、Lisker & Abramson（1976）は、発声開始時間（voice onset time, VOT）を段階的

に調整した刺激連続を用い、スペイン語母語話者、英語母語話者、タイ語母語話者を対象

に範疇知覚を明らかにするための同定実験を実施した。図 3-3 にその結果を示す。  

図 3-3 が示すように、両唇破裂音で有声－無声の二項対立を成し、 /b/ － /p/ が対立す

る英語、またはスペイン語を母語とする話者は刺激連続を 2 つの範疇に分けたが、両唇破

裂音が有声－無声－有気無声の三項対立を成し、  /b/ －  /p/ －  /ph/ が対立するタイ語を

母語とする話者は刺激連続を 3 つの範疇に分けた。また、英語母語話者とスペイン語母語

話者において、同定範疇の境界位置と同定範疇間の離散性の高低に違いが観察されている。 

このことから、範疇知覚は人間の与えられた刺激に対する能動的な認知過程を反映し

（Tatham & Morton 2011, p. 159）、その様式には聞き手が持つ言語知識の影響が現れるとさ

れる（ボーデン他 2005, p. 179）。  

                                                                                                                                                            
弁別ペアの弁別正答率は低いこととともに、同定範疇の境界が明瞭であること、すなわち同定範疇間の

離散性が高いことも条件とされている（Johnson 2012, p. 106）。  

狭義の範疇知覚の定義にしたがえば、成人が母語の母音対立から作った刺激連続を知覚する際、範疇

を分けて知覚するが、同定範疇間の離散性が低く、また、弁別ペアが 2 つの同定範疇にまたがるか、そ

れとも 1 つの同定範疇内にあるかを問わず、弁別正答率が高いことから、成人は母音に対して範疇知覚

ではなく、連続知覚（continuous perception）を行うと言われている（Fry et al. 1962）。  

しかし、刺激連続に対する範疇化の様式は、刺激連続の作成時に設定した個々の刺激における音響的

性質の差に影響を受けることから、範疇知覚と連続知覚に根本的な違いがあるかどうかが問われている

（藤崎・川島 1971, p. 456）。  

よって、本研究は、狭義の範疇知覚の定義ではなく、広義の範疇知覚の定義にしたがう。つまり刺激

連続を範疇に分けて範疇ごとに知覚する知覚様式のことを範疇知覚とし、範疇知覚と連続知覚を、同定

範疇間の離散性、または弁別ペアの弁別正答率の変動に違いが見られる範疇知覚の異なる様式と考える。 
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図  3-3. 聞き手の母語と刺激連続に対する範疇化の様式  

（Lisker & Abramson 1976, pp. 349-351 の Figure 1～3 の一部を転載、改変）  
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また、範疇知覚は母語獲得による人間の言語音に対する弁別能力の退化と捉えられるこ

ともあるが、範疇知覚があるからこそ、異なる話者、異なる話速、異なる音環境などによ

って発音された性質のやや異なる言語音であっても同じ音素として認識され、音素の多様

な音響的実現が可能となっていることも事実である。  

この観点から見ると、音素は音響的性質に一定の変動幅を持つ、当該音として知覚され

る音の集合であるといえる。本研究では、このような音響的性質に一定の変動幅を持つ、

当該音として知覚される音の集合を「音範疇」（phonetic category）と呼ぶ。また、日本語

のアクセントや中国語の声調などの音調を含む一定の変動幅を容認する概念化された高さ

変化の集合のことを「高さ範疇」と呼ぶ。  

 

 

3.3 知覚同化モデル 

 

 

成人が未習得言語において対立する 2 つの音を知覚する際に、対立する音の違いによっ

て、弁別の難易に差が生じる。この差を解釈するために、聞き手は母語にない音対立が弁

別しにくく、母語にある音対立が弁別しやすいという仮説が唱えられてきた。しかし、未

習得言語の対立する音の弁別の難易は母語にあるか否かだけで解釈できない例もある。  

例えば、日本語にない英語の 2 つの音対立として、 /r/ － /l/ と /s/ －  /ʃ/ が挙げられ

る。しかし、日本語母語話者に read－lead、see－she を聞かせ、ペアとなる 2 つの語が同

様であるかどうかを判断させる場合、see－she に比べて read－lead の方が難しいと思われ

る。  

このように、単なる母語にその音対立があるか否かでは解釈し難い、未習得言語の音対

立における弁別の難易の差がある。このことをきっかけに、知覚同化モデル（Perceptual 

Assimilation Model, PAM）が提唱されるようになった。  

PAM は提唱された当初から現在までに主に 3 つの発展段階を経ている。  

 

3.3.1 第 1 段階、4 タイプの PAM 

 

第 1 段階の PAM（Best et al. 1988; Best 1991）は、目標言語の学習経験がない成人を対象

とする。成人が未習得言語の音対立を知覚するために、母語と未習得言語の間の調音動作

特性（articulatory-gestural property）に基づく類似性（similarity）や差異（discrepancy）（城

2009, pp. 149-150）に基づき、未習得言語の音を母語の音範疇に同化しようとする。同化の

結果が 4 つのタイプに分けられ、タイプによって弁別の難易度が決まると主張される。  
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4 つのタイプはそれぞれ SC（single category assimilation）、TC（two categories assimilation）、

CG（category-goodness difference assimilation）、NA（nonassimilation）と名付けられている。

これらのタイプは次のように記述される。  

 

【SC】  

未習得言語の 2 つの音が母語の 1 つの同じ音範疇に同化される。かつ聞き手は

2 つの音の間で、母語の音範疇との適合度に差を感じない。  

SC を成す未習得言語の 2 つの音の弁別は難しい。  

 

【TC】  

未習得言語の 2 つの音が母語の 2 つの異なる音範疇に同化される。  

TC を成す未習得言語の 2 つの音の弁別は容易である。  

 

【CG】  

未習得言語の 2 つの音が母語の 1 つの同じ音範疇に同化されるが、聞き手は 2

つの音の間で、母語の音範疇との適合度に差を感じる。  

CG を成す未習得言語の 2 つの音に対する弁別の難易度は、聞き手が感じ取っ

た 2 つの音の、母語の音範疇との適合度の差によって決まる。適合度の差が大き

いものは、強い CG といい、弁別は容易である一方、適合度の差が小さいものは、

弱い CG といい、弁別は困難である。  

 

【NA】  

未習得言語の 2 つの音が母語の音範疇に同化できない。  

NA を成す未習得言語の 2 つの音に対する弁別の難易度は、聞き手が感じ取っ

た 2 つの音の間にある音声的または音響的な違いによって決まる。  

 

上の 4 つのタイプは、聞き手が未習得言語を知覚する際に母語の音韻情報を利用するか

どうかという点で違いがある。  

SC、TC、CG は、未習得言語の対立する 2 つの音が母語の 1 つの音範疇に同化され、か

つそれらの音の間で母語の音範疇との適合度に差が感じられるか（CG）、それとも感じら

れないか（SC）、または母語の別々の音範疇に同化されるか（TC）という点で違いがある

が、2 つの音を弁別する際に、いずれも母語の音韻情報が利用される。  

これに対して、未習得言語の音を母語の音範疇に同化しようとしても同化できない場合

（NA）、2 つの音を弁別する際に母語の音韻情報は利用されず、未習得言語の音対立にあ

る音声的あるいは音響的な違いによって弁別がなされる。  
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なお、第 1 段階の PAM を用い、日本語母語話者の see－she と read－lead における弁別

難易の差を解釈すると、read と lead の頭子音  /r/ と  /l/ は、等しく日本語の /r/ に同化さ

れ、かつこれらの間で日本語の /r/ との適合度に差が感じられないため、SC を成し、弁別

が難しい。  

これに対して、see と she の頭子音  /s/ と  /ʃ/ は、どちらも日本語の /s/ に同化されるが、

日本語における  [s] と  [ɕ] の分布から、[i:] に先行する位置における  [s]（see）の適合度

は低く、[ʃ]（she）の適合度は高いというように、適合度に明確な差が感じられるため、強

い CG を成し、弁別は容易であるはずである。したがって、see－she よりも read－lead の

弁別が難しいと考えられる。  

 

3.3.2 第 2 段階、6 タイプの PAM 

 

第 2 段階の PAM（Best 1995）は、未習得言語の 2 つの音が言語音として認められるかど

うかという観点を導入して第 1 段階の PAM の NA を 2 つのタイプに分けるとともに、2 つ

の音のうちの一方が母語の音範疇に同化できないタイプを新たに立てている。  

具体的には、未習得言語の対立する 2 つの音がともに言語音として認められるものの、

母語の音範疇に同化できないタイプを UU（both uncategorizable）とし、同じく 2 つの音の

いずれも母語の音範疇に同化できず、しかも言語音としても認められないタイプを NA と

している。加えて、2 つ音がともに言語音として認められるが、1 つのみが母語の音範疇に

同化できるタイプを UC（uncategorized versus categorized）としている。  

第 2 段階の PAM によると、UU、NA、UC の弁別の難易度について、UC は容易である

が、UU と NA は聞き手が感じ取った未習得言語の 2 つの音における音声的（UU）または

音響的（NA）な違いの大きさによって決められるという。  

図 3-4 は、第 2 段階の 6 タイプおよび各タイプにおける未習得言語の 2 つの音の同化の

様相を模式的に表したものである。  
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図  3-4. 6 タイプの PAM 

 

図 3-4 において、楕円の中の○と□は母語の 2 つの音範疇を表し、その中心に位置する

黒く塗りつぶした●と■はそれぞれのプロトタイプを表す。これに対して、▲と◆は対立

する未習得言語の 2 つの音を表し、●と■に近ければ近いほど、母語の音範疇への同化の

適合度が高いことを表す。  

聞き手の音韻空間には○と□のような音範疇が多数あり、その集まりは聞き手が言語音

として認める範囲である。この空間を超えれば、言語音として認められなくなり、非言語

音として知覚される。  

図 3-4 の上段は第 1 段階の PAM と同様に、SC は▲と◆が母語の 1 つの同じ音範疇に同

化され、かつほとんど適合度に差が感じられないタイプ、CG は▲と◆が母語の 1 つの同

じ音範疇に同化されるが、適合度に差が感じられるタイプ、TC は▲と◆が母語の別々の

音範疇に同化されるタイプである。UC は▲と◆の一方が母語の音範疇に同化され、他方

が言語音として認識されるが、母語の音範疇に同化できないタイプを表す。UU は▲と◆

を言語音として認められるが、両方とも母語の音範疇に同化できないタイプを表す。NA

は▲と◆のいずれも言語音とさえ認められないタイプを表す。  
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3.3.3 第 3 段階、PAM-L2 

 

PAM-L2 と呼ばれる第 3 段階の PAM（Best & Tyler 2007）は、第 1、第 2 段階の PAM と

異なり、目標言語の学習経験がない成人ではなく、目標言語の学習経験がある言語学習者

を対象とする。ただし、PAM-L2 は第 1、第 2 段階の PAM と同様に、学習者は第二言語の

音を母語の音範疇に同化することによって、第二言語の音を知覚すると主張する。  

PAM-L2 は、第 1、第 2 段階の PAM に提唱される 4 タイプと 6 タイプに基づき、同化の

結果を C1～C4 の 4 つのケースに分ける。C1～C4 を記述すると次のようになる。  

 

【C1】  

対立する 2 つの第二言語の音のうち、1 つが母語の音範疇に同化される。もう 1

つの音も母語の音範疇に同化される場合は、当該する 2 つの音が 6 タイプの PAM

に述べられた TC を成す一方、もう 1 つの音が母語の音範疇に同化されない場合

は、当該する 2 つの音が 6 タイプの PAM に述べられた UC を成す。  

 

【C2】  

対立する 2 つの第二言語の音が母語の 1 つの同じ音範疇に同化されるが、適合

度に差が感じられる。当該する 2 つの音が 6 タイプの PAM に述べられた CG を成

す。  

 

【C3】  

対立する 2 つの第二言語の音が母語の 1 つの同じ音範疇に同化され、かつ適合

度に差が感じられない。当該する 2 つの音が 6 タイプの PAM に述べられた SC を

成す。  

 

【C4】  

対立する 2 つの第二言語の音のいずれも母語の音範疇に同化できない。当該す

る 2 つの音が 6 タイプの PAM に述べられた UU を成す。  

 

PAM-L2 は第 1、第 2 段階の PAM で行われた対立する音の弁別難易度の予測と解釈のほ

かに、第二言語の音対立の知覚学習（second language perceptual learning）において、当該

言語の熟達度により、学習者の音韻空間がどのように変化するかという点も視野に入れて

いる。それによれば、母語の音範疇に同化された適合度が低い音について、第二言語の学

習が進むにつれ、新たな音範疇が構築される可能性がある。ただし、その可能性の高低は、

学習者が知覚した第二言語の音が母語の音範疇に同化されるときの適合度と、第二言語に
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おけるその音範疇の使用頻度に関連しており、母語の音範疇への同化の適合度が低いほど、

また第二言語における使用頻度が高いほど、新範疇が構築されやすいという。  

ところが、PAM-L2 については、課題も残されている。  

まず、PAM-L2 は 6 タイプの PAM に述べられた NA を成す 2 つの第二言語の音の、知覚

学習による学習者の音韻空間における変化の様態については明言していない。Best & Tyler

（2007）によると、NA を成す 2 つの第二言語の音は、第二言語の学習によって、言語音

と認められるようになり、新しい音範疇が構築される可能性がある一方、非言語音のまま

にされてしまう可能性もある（p. 31）。いずれにしても検証される必要があり、その結論

が得られるまでは、PAM-L2 が完全なモデルとは言い難い。  

また、【C1】について、Best & Tyler（2007）は「対立する 2 つの第二言語の音のうち、1

つのみが母語の音範疇の典型（exemplar）と知覚される場合、この音のためにさらなる知

覚学習は起こらない。この音が他の第二言語の音とは、TC あるいは UC を成す」（p. 28、

筆者訳）と述べている。このことから、【C1】は、第 1 段階の PAM の 4 タイプ、第 2 段階

の PAM の 6 タイプ、そして PAM-L2 におけるその他のケースと異なり、当該する 2 つの

音を越えて、母語の音範疇に同化される音と、それ以外のすべての音との関係について述

べられ、6 タイプの PAM における TC と UC が 1 つのケースにまとめられていると理解で

きる。しかし、講義資料である Best（2014）においては、TC と UC がそれぞれ独立した

PAM-L2 のケースとして提示されており、今後 PAM-L2 において特に【C1】の位置づけに

関する説明が必要である。  

 

 

3.4 音声学習モデル 

 

 

20 世紀半ばから、20 世紀後半にかけて、第二言語習得の領域において、臨界期仮説

（Critical Period Hypothesis, CPH）と、対照分析仮説（Contrastive Analysis Hypothesis, CAH）

が主張されるようになった。  

臨界期仮説は、「母語の場合に顕著なヒトの言語獲得能力は、発達過程の脳に備わった

機能的柔軟性を反映しており、2 歳から発達の完了する 12 歳頃までが能力を行使できる期

限である」（木下 2009, p. 154）とする。つまり言語の獲得には臨界期があり、それを過ぎ

た成人が第二言語をかなり高いレベルまで習得したとしても、外国語なまりの発音が残り、

第二言語の完全習得は不可能であるという。  

対照分析仮説は、「任意の 2 言語を対照することによって、その相違点と類似点とその

程度を明らかにし、言語学習上の類似性が強い場合は学習しやすく、相違性が強い場合は

学習の困難度が高くなり、誤りの大きな原因になる」（小池 2009, p. 147）と主張する。対
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照分析仮説を音声面に適用する場合、母語の音に類似する第二言語の音は習得しやすいの

に対して、母語の音に類似しない第二言語の音は習得しにくいという。  

しかし、Flege を始め、複数の研究者によって行われた研究の結果から、第二言語の習得

に、臨界期前の子供なら全員が成功し、臨界期を過ぎた成人なら全員が失敗するわけでは

なく（例えば、Bongaerts 1999）、しかも、母語の音に類似する第二言語の音が必ずしも母

語の音に類似しない音より自然に発音されるわけではない（例えば、Flege 1987）ことが

明らかになった。  

これらのことを踏まえ、音声学習モデル（Speech Learning Model, SLM）は、第二言語学

習における音声面の成功や失敗を左右する要因を探るために提唱されるようになった。  

 

3.4.1 SLM の理論的基盤と仮説  

 

SLM は第二言語の熟達度がかなり高い言語学習者を対象とする。4 つの理論的基盤（P1

～P4）を前提として 7 つの仮説（H1～H7）が提唱されている（Flege 1995; 2007）。  

SLM の理論的基盤は、以下のようにまとめることができる。  

ヒトが母語を獲得する際に様々な音範疇を築き、その後、これらの音範疇を長期記憶に

貯蓄する機構が存在する（P2）。この機構は第二言語を学習する際にも使用できる（P1）。

ヒトが生涯にわたって、母語または第二言語の経験によって、音範疇の実現に対する認識

が豊かになり、音範疇が発展していく（P3）。また、母語の音範疇と第二言語の音範疇が、

1 つの共通する音韻空間に存在し、学習者は音範疇間の対立関係を保つことに努める（P4）。 

以上の理論的基盤に基づいて、SLM はまず、対照分析仮説を批判する立場から、母語と

第二言語の関係は音韻論における抽象的な対照関係ではなく、調音位置における具体的な

対応である（H1）と主張する。  

また、第二言語の学習開始年齢の影響については、学習開始年齢が遅くなるにつれ、学

習者は母語と第二言語の音における相違点や、母語においては対立しないが、第二言語で

は対立する音の間にある相違点に気づきにくくなる（H4）。しかし、それは思春期などの

一定の年齢（臨界期）を過ぎてから新たな音範疇を構築する能力が失われることに起因す

るのではなく、年齢の増加につれ、母語が上達し、母語の音範疇の音声的実現に対する認

識が豊かになり、第二言語の音をそれに近い母語の音範疇の 1 つの異音として捉える可能

性が高くなるなどのことが影響しているからであると指摘している（Flege 1999）。  

さらに、学習者が第二言語の音を習得できるかどうかについて、学習者は第二言語の音

のために新しい音範疇を築くことができる。ただし、その前提として学習者が第二言語の

音とそれに最も近い母語の音範疇との音声的な違いを検出する必要がある（H2）。音声的

な違いを検出できるかどうかは、学習者が第二言語の音と母語の音範疇との違いを知覚的

にどれほど認識できているかによる（H3）。すなわち、第二言語の音と母語の音範疇の違

いを知覚的に明確に認識できるかどうかが、新範疇が構築されるかどうかを決めるという。 
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しかしながら、学習者が第二言語の音のために新しい音範疇を築いたとしても、それは

第二言語の母語話者が持つ音範疇と異なる可能性がある。その理由は、まず、学習者の音

韻空間に母語の音範疇と第二言語の音範疇が共存し、これらの音範疇の対立を保つために、

学習者は第二言語の音範疇と母語の音範疇との距離を必要以上にとる可能性がある。それ

から、学習者が知覚に用いる手掛かりや、知覚の手掛かりに対する重みづけは第二言語の

母語話者と異なる可能性がある（H6）からであると指摘している。  

学習者が第二言語のために新しい音範疇を構築しなかった場合、第二言語の音は母語の

音と 1 つの音範疇を共用することなる。それらは互いに類音（diaphone）として知覚され、

生成上も代用し合う可能性がある（H5）。その結果、当該範疇は母語の音範疇と第二言語

の音範疇が併合されたものとなり、母語の音範疇と第二言語の音範疇に本来存在する違い

が無視されてしまう（Flege 2005, p. 88）。  

また、生成と知覚の関係について、両者の関係を肯定的に捉える立場から、生成は最終

的に話し手が持つ知覚的音範疇の実現（representation）であり（H7）、第二言語の学習によ

って構築された音範疇が、第二言語の母語話者が持つ音範疇と一致する場合、第二言語の

音が正確に発音される（Flege 1995, pp. 239-240）と述べている。  

 

3.4.2 第二言語の学習による学習者の音韻空間における変化  

 

第二言語の学習によって学習者の音韻空間における母語と第二言語の音範疇がどのよ

うに変化していくかは、本研究と最も深く関係する問題であるため、これについて、Flege

（2005）の挙げた母音の音範疇の例を用いて説明していく。  

図 3-5 が示すように、Flege（2005）は、学習者の母語に黒い楕円で表す 7 つの母音範疇

が存在し（a）、第二言語に白い楕円で表す 10 個の母音範疇がある（b）と仮定する。そし

て、両者が学習者の同一の音韻空間（a common phonological space）に共存する（b）。  

第二言語の学習が進むにつれ、学習者が第二言語のある母音と、それに最も近い母語の

母音との違いがはっきり認識できた場合、その第二言語の母音のために新しい音範疇が構

築される（c）。ただし、母語の音範疇（旧範疇）とその第二言語の母音の音範疇（新範疇）

の対立を保つため、新旧範疇の距離を実際より大きくさせるプロセス（（c）における白い

幅広の矢印）、すなわち新旧範疇の異化（dissimilation）が生じる。  

その一方で、第二言語のある母音とそれに最も近い母語の母音の違いが認識されなかっ

た場合、その第二言語の母音のためには新しい音範疇が構築されない（c）。学習者はその

第二言語の母音の音範疇を母語の音範疇と同等視し、両者の距離を実際より小さくさせる

プロセス（（c）における細い矢印）、すなわち第二言語の音範疇と母語の音範疇における同

化（assimilation）が起こる。  
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図  3-5. SLM における同化と異化（Flege 2005, p. 94-96 より転載、改変）  

 

 

 

3.5 PAM、PAM-L2、SLM の比較 

 

 

3.3 節と 3.4 節をまとめると、PAM は目標言語の学習経験がない成人を対象に、未習得

言語における対立する音の弁別難易度を中心に検討するのに対して、SLM は言語学習者、

とりわけ第二言語の熟達度が高い言語学習者を対象に、学習開始年齢などの要因がどのよ

うに継時的に言語学習に影響を与えるか、さらに、長期的な言語学習によって、学習者の

音韻空間がどのように変化するかを検討するものであった。  

PAM と SLM は、互いに競い合う関係ではなく、それぞれの対象者に違いが見られ、補

い合う関係にあり、両者の接点は PAM-L2 である。ただし、PAM-L2 はまだ解明されるべ

き課題が残されているため、本研究は第二言語学習者の言語知覚を論じる際に SLM を参

照する。  

最後に、PAM、PAM-L2、SLM を比較し、その特徴を表 3-1 としてまとめておく。  
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表  3-1. PAM、PAM-L2、SLM の比較  

 
PAM PAM-L2 SLM 

対象者群  非学習者  学習者  熟達度が高い学習者  

対象とする

言語  
未習得言語  第二言語  

焦点  
対立する音の

弁別の難易  

対立する音の弁別の難易

と、第二言語学習による

学習者の音韻空間の変化

音範疇の継時的な構築状況と学

習者の音韻空間の変化  

手掛かり  母語の音範疇への同化タイプと適合度  母語の音範疇との相違点  

目標  

対立する音の

弁別に生じた

難易の差を予

測あるいは解

釈する。  

第二言語の対立する音の

弁別の難易の差、学習者

の音韻空間に起こる変化

を予測あるいは解釈す

る。  

（1）母語以外の諸要因、例えば、

学習開始年齢、移住歴などがど

のように学習者の知覚と生成に

影響を与えるかを探る。  

（2）言語学習によって学習者の

音韻空間に起こる変化を予測あ

るいは解釈する。  
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第 4 章 先行研究 
 

 

 

本章では、本研究の先行研究について述べる。特に、範疇知覚を明らかにするための同

定実験または範疇知覚を明らかにするための弁別実験を用いた研究を多く取り上げる。  

まず、4.1 節では、声調の同定と弁別について、欧米を中心に行われてきたいくつかの

研究の成果をまとめる。知覚同化モデル（PAM）と音声学習モデル（SLM）を声調の知覚

研究に応用する必要性について述べる。  

次に、4.2 節では、実際に PAM と SLM を声調の知覚に応用した研究を取り上げ、それ

ぞれの論考をまとめる。  

その後、4.3 節では、声調の知覚に用いる知覚手掛かりを検討し、日本語母語話者と中

国語母語話者も 2 つの実験協力者群として取り入れた Guion & Pederson（2007）について

述べ、その成果をまとめる。  

最後に、4.4 節では、日本語アクセントの知覚研究を取り上げる。4.4.1 節では、アクセ

ント核の知覚手掛かりを明らかにすることを研究課題とし、範疇知覚を明らかにするため

の同定実験を用いた研究について述べる。4.4.2 節では、範疇知覚を明らかにするための同

定実験を用い、日本語母語話者と日本語の学習経験がない英語母語話者における日本語ア

クセント知覚を検討した片山（2008）と、日本語母語話者と韓国語を母語する日本語学習

者における日本語アクセント知覚を検討した稲田（2013）を取り上げる。4.4.3 節では、こ

れまで中国語を母語とする日本語学習者を対象とした日本語アクセントの知覚研究をまと

めて概観する。  

 

 

4.1 声調の同定と弁別 

 

 

欧米を中心に行われてきた声調の知覚研究において、聞き手が声調を同定（identify）ま

たは弁別（discriminate）できるか、できるとすればその精度が聞き手の母語によって影響

を受けるかが多く議論されている。そのなかで、範疇知覚を明らかにするための同定実験

と、範疇知覚を明らかにするための弁別実験を用いた研究として、Hallé et al.（2004）を挙

げることができる。  
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Hallé et al.（2004）は中国語の 3 つの音節 /pa/、/pi/、/kwo/ を用いて、3 対の対立する声

調（T1－T2、T2－T4、T31－T4）を端点とする刺激連続をそれぞれ 9 つ再合成した。これ

らの刺激連続を用い、中国語（声調言語）母語話者とフランス語（無声調言語）母語話者

を対象に実験を行った。  

実験の結果、範疇知覚を明らかにするための同定実験においては、フランス語母語話者

は中国語において対立する 2 つの声調から作った刺激連続を範疇に分けて知覚するが、中

国語母語話者ほど同定範疇間の離散性は高くなかった。その一方で、範疇知覚を明らかに

するための弁別実験においては、フランス語母語話者は全体的に成績が悪くなかったもの

の、中国語母語話者が知覚する際に観察された 2 つの同定範疇にまたがる弁別ペアにおけ

る弁別正答率の顕著な上昇は見られなかった。  

これらことから、Hallé et al.（2004）は、無声調言語話者であっても声調を完全に同定ま

たは弁別できないわけではないが、無声調言語話者には 2 つの同定範疇にまたがる弁別ペ

アにおける弁別正答率の顕著な上昇が見られなかったことから、無声調言語話者は声調を

言語的に（linguistically）知覚しているのではなく、物理心理学的に（psychophysically）知

覚していると指摘している。  

Hallé et al.（2004）によって、無声調言語話者でも声調をある程度聞き取れることが示さ

れたが、この研究が対象とした声調言語話者と無声調言語話者はそれぞれ目標声調の母語

話者と、その学習経験がない非母語話者であるため、目標声調に対する経験量の違いが大

きい。したがって、その結果からは、声調言語話者と無声調言語話者の未習得言語の声調

に対する同定または弁別の精度を比較することはできない。  

声調言語話者と無声調言語話者の声調に対する同定または弁別の精度、そして訓練によ

る学習効果について調べた研究として Wayland & Guion（2004）がある。  

Wayland & Guion（2004）は、タイ語2（声調言語）母語話者、中国語（声調言語）母語

話者、英語（無声調言語）母語話者を対象に、タイ語の 2 種の段位声調（中平調－低平調）

を目標声調として同定実験と弁別実験を行った。  

Wayland & Guion（2004）は 3 つの刺激が含まれる試行を 2 種作成し、1 種目は no-change

試行で、もう 1 種は change 試行である。no-change 試行においては、1 試行に提示される

3 つの刺激の声調がすべて同じである。これに対して、change 試行においては、1 試行に

提示される 3 つの刺激のうち 1 つの声調が他の 2 つと異なる。  

また、Wayland & Guion（2004）は、実験協力者に 1 試行に声調が異なる刺激が含まれる

かどうかを判断させることを「弁別」といい、含まれるとすればそれは何番目の刺激であ

るかを答えさせることを「同定」としている。  
                                                        
1 ここの T3 は半三声である。  

2 タイ語は中国語と類似し、音節声調言語である。タイ語には 5 つの声調がある。そのうち 3 つは段位

声調であり、高平調（high level）－中平調（mid level）－低平調（ low level）に分けられる。残り 2 つ

は曲線声調であり、上昇調（ low to high）―下降調（high to low）に分けられる（Hudak 2009, p. 664）。  
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実験の結果、中国語母語話者と英語母語話者の間に、同定正答率の有意差は検出されな

かった一方、弁別正答率の有意差は検出され、中国語母語話者は英語母語話者を上回った。

さらに、5 日間の訓練を経て再実験した結果、中国語母語話者は英語母語話者に比べ、同

定正答率が大きく伸びた。  

Wayland & Guion（2004）の結果から、声調言語話者と無声調言語話者が未習得言語の声

調を知覚する際に、同定においては両者にはっきりとした差はないが、弁別においては声

調言語話者が無声調言語話者より優位である可能性が高いことが示唆されている。また、

声調言語話者は訓練を通じて、同定の精度が無声調言語話者に比べて大きく伸びることも

示されている。  

Wayland & Guion（2004）によって上述の結果が得られているものの、声調言語話者が必

ず無声調言語話者より、未習得言語の声調を高精度で弁別できることに異義を唱える研究

もある。  

Lee et al.（1996）は英語（無声調言語）母語話者、広東語3（声調言語）母語話者と中国

語（声調言語）母語話者を対象に、中国語の声調と広東語の声調を目標声調として AX 形

式4による弁別実験を行った。  

実験の結果、中国語の声調の弁別においては、中国語母語話者の成績が最もよく、広東

語母語話者の成績が英語母語話者の成績を上回った。しかし、広東語の声調の弁別におい

ては、広東語母語話者の成績が最もよかったものの、中国語母語話者と英語母語話者にお

ける有意差が検出されなかった。  

広東語母語話者は中国語の声調を高い精度で弁別できたものの、中国語母語話者は広東

語の声調をそれほど高い精度で弁別できなかったことについて、Lee et al.（1996）はそれ

が広東語の声調体系の方が中国語の声調体系より複雑であることに起因すると述べている。 

Lee et al.（1996）の結果から、声調言語話者は必ずしも無声調言語話者より、未習得言

語の声調を高い精度で弁別できるわけではないことが示唆された。しかし、Lee et al.（1996）

の解釈とは異なり、聞き手の母語の声調体系が複雑であることが必ずしも目標声調の弁別

にプラスの影響を与えないという研究結果もある。  

Chiao et al.（2011）は台湾語5（声調言語）母語話者、ベトナム語6（声調言語）母語話者、

                                                        
3 広東語（中国語の粤方言）は中国語と類似し、音節声調言語である。広東語には 9 つの声調がある。

それぞれは  [55]、[35]、[33]、[21]、[23]、[22]、[5]、[3]、[2] である（Li & Thompson 2009, p. 706）。た

だし、後 3 者は声調が付与できる音節が限られているため、広東語の声調が前 6 者のみとされることも

ある（例えば、飯田 2009, p. 12）。  

4 AX 形式とは、実験協力者にペアとして提示された 2 つの刺激が同じであるかどうかを判断させる弁別

課題の形式である。  

5 台湾語（中国語の閩方言）は中国語と類似し、音節声調言語である。台湾語には 7 つの声調がある。

そのうち 2 つは  /p, t, k, h/ で終わる音節にしか付与できない短い声調（short tone）であり、残り 5 つは

長い声調（ long tone）である。5 つの長い声調は、2 つの段位声調、高平調（high level）－中平調（mid level）
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ドイツ語（無声調言語）母語話者を対象に、コートジボワールで使われている Toura 語に

ある 4 つの段位声調（T1, 180Hz、T2, 200Hz、T3, 220Hz、T4, 240Hz）を目標声調として、

ABX 形式7による弁別実験を行った。  

実験の結果、目標声調に対して、段位声調を 2 つ持つ台湾語（高平調と中平調）を母語

とする実験協力者の弁別正答率が最も低かった。これに対して、母語に声調のないドイツ

語母語話者は、弁別正答率が最も高かった。また、台湾語母語話者とベトナム語母語話者

については、弁別正答率の有意差が検出されなかったが、数値上は段位声調が 1 つしかな

いベトナム語を母語とする実験協力者の弁別正答率の方が高かった。  

これらのことから、Chiao et al.（2011）は声調言語話者が必ずしも無声調言語話者に比

べ、声調を好成績で弁別できるわけではなく、さらに、聞き手の母語の声調体系が複雑で

あるほど、または目標言語の声調体系に近いほど、目標声調の知覚に必ずしもプラスの影

響を与えるとは言えないと述べている。ただし、台湾語には 2 つの段位声調があるのに対

して、Toura 語には 4 つの段位声調があり、Toura 語の方がより複雑であることから、Chiao 

et al.（2011）の結果から、Lee et al.（1996）の解釈を否定することはできない。  

4.1 節をまとめると、欧米を中心に行われてきた声調の知覚研究によって、声調の同定

と弁別について、声調言語話者が必ずしも無声調言語話者より声調を高い精度で同定ある

いは弁別できるわけではないことが示唆されている。  

聞き手が目標声調をどのぐらい同定あるいは弁別できるかについては、聞き手の母語の

声調体系と、目標言語の声調体系との対応関係が影響を与えるように思われる。しかし、

この関係は単に聞き手の母語の声調体系が複雑であればあるほど、あるいは目標言語の声

調体系と類似すればするほど、目標声調を高い精度で知覚できるようなものではないと結

論づけられる。  

この問題の解決には、声調の知覚研究に知覚同化モデル（PAM）と音声学習モデル（SLM）

を応用し、2 つのモデルの示唆に基づいた分析が必要であると考えられる。  

 

 
                                                                                                                                                                             

と、3 つの曲線声調、低上昇調（ low rising）－高下降調（high falling）－中下降調（mid falling）に分け

られる。（Chiang 1967, p. 101; Lin & Repp 1989, pp. 26-27; 村上 2002, p. 10）、  

6 ベトナム語は中国語と類似し、音節声調言語である。ベトナム語には 6 つの声調があり、それぞれは

「水平な声調」、「懸かる声調」、「鋭い声調」、「問う声調」、「倒れる声調」、「重い声調」と呼ばれている

（欧米・アジア語学センター2002, pp. 25-27）。そのうち、「水平な声調」が段位声調であり、方言によっ

てその高さは  [33]（NV 方言、SV 方言）または  [55]（CV 方言）と異なる（Vũ, 1982, p. 56）。  

7 ABX 形式とは、1 つの問題に 3 つの刺激が提示され、「最初の 2 つの刺激はつねに異なる刺激（被験者

が聞き分けられるかどうかではなく、物理的な特徴が異なる）で、3 番目の刺激にはつねに 1 番目か 2

番目の刺激と同じもの」（ライアルズ 2003, p. 47）である。「被験者は 3 番目に聞いた刺激（X）が 1 番目

（A）と 2 番目（B）のどちらの刺激と同じかを答える」（ライアルズ 2003, p. 47）弁別課題の形式であ

る。  
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4.2 PAM と SLM の声調の知覚研究における応用 

 

 

4.2.1 PAM の例  

 

PAM は、提唱された当初、成人が未習得言語の対立する 2 つの分節音を知覚する際に、

個々の音を母語の音範疇に同化し、同化の結果によって弁別の難易度を予測し、解釈する

モデルであった。しかし、近年、PAM を超分節素である声調の知覚研究に応用する試みが

始まっている。その 1 例として、中国語の声調を目標声調として、日本語母語話者も 1 つ

の実験協力者群として取り入れた So & Best（2010）を挙げることができる。  

So & Best（2010）は中国語の声調を目標声調とし、中国語の学習経験がない広東語母語

話者、日本語母語話者、英語母語話者を対象に、聞こえてくる刺激の声調が中国語の T1 [55]、

T2 [35]、T3 [214]、T4 [51] のどれであるかを判定させる方法を用いて同定実験を行った。 

So & Best（2010）は、この研究において、声調ごとの同定正答率を分析するだけでなく、

実験協力者に提示した声調と実験協力者が解答した声調を集計し、対立する 2 つの声調に

おける弁別の難易についても考察した。例えば、実験協力者に T1 を提示したものの、そ

の解答の多くが T2 である場合、So & Best（2010）は実験協力者が T1－T2 の弁別が難しい

としている。  

その結果、広東語母語話者は英語母語話者、日本語母語話者に類似して T1 [55]－T4 [51]、

T2 [35]－T3 [214] の弁別が難しかった一方、英語母語話者、日本語母語話者と異なり、T1 

[55]－T2 [35] の弁別は難しくなかった。  

このことについて So & Best（2010）は 6 タイプの PAM を用いて考察し、PAM は声調の

知覚においても有用であると主張している。具体的には、So & Best（2010）によると、広

東語の声調体系において、ピッチレベルが比較的に高い声調 [55] は、中国語の T1 [55] と

異なり、ピッチが終始高いレベルに維持される必要がなく、[55] と  [53] のいずれも容認

される。このことから、広東語母語話者は中国語の T1 [55]－T4 [51] を知覚する際に、こ

の 2 つの声調を広東語の 1 つの同じ高さ範疇  [55 / 53] に同化する。したがって、PAM の

SC が成立し、T1－T4 の弁別が困難であったという。  

また、中国語の T2 [35]－T3 [214] については、この 2 つの声調が広東語の 1 つの同じ高

さ範疇  [25] に同化されるが、T2 [35]－T3 [214] の間で  [25] との適合度に差が感じられ

るため、SC ではなく CG が成立する。ただし、CG とはいえ、感じられた適合度の差が大

きくないことから、弱い CG であり、弁別は難しかったという。  

それに対して、中国語の T1 [55]－T2 [35] は、広東語の 2 つの異なる高さ範疇 [55]、[35] 

に同化されるため、TC が成立し、弁別は容易である。したがって、広東語母語話者の T1 [55]

－T2 [35] の弁別は、英語母語話者や日本語母語話者より好成績であったという。  
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4.2.2 SLM の例  

 

SLM は提唱された当初、言語学習者の第二言語の分節音の習得を検討するモデルであっ

た。しかし、近年、SLM を声調を含む超分節素の習得に応用する試みが始まっている。そ

の 1 例として Wu et al.（2014）がある。  

Wu et al.（2014）は、実測値からタイ語の声調を T-R [45]（本章の注 2 の高平調に相当す

る）、T-ML [32]（本章の注 2 の中平調に相当する）、T-LF [21]（本章の注 2 の低平調に相当

する）、T-HF [51]（本章の注 2 の下降調に相当する）、T-FR [214]（本章の注 2 の上昇調に

相当する）に分けて、改めて記述している。本論ではこれまでの記述と統一するため、本

章の注 2 の呼び方を使う。その一方で、各声調の調値は Wu et al.（2014）の測定結果にし

たがう。  

図 4-1 は、中国語の声調とタイ語の声調の調値に基づいた様相を模式的に表したもので

ある。  

 

 

図  4-1. 中国語の声調（左）とタイ語の声調（右）  

 

Wu et al.（2014）は中国語を母語とするタイ語の学習者と非学習者、およびタイ語を母

語とする中国語の学習者と非学習者を対象として、中国語母語話者にタイ語の声調、タイ

語母語話者に中国語の声調を目標声調として聞かせ、実験協力者に聞こえた声調が母語の

どの声調と最も類似するかを答えさせ、さらに、それは母語のその声調とどのぐらい類似

するかを 5 段階で評価させた。  

実験の結果、タイ語母語話者は中国語の学習者であるかどうかを問わず、中国語の T1 

[55]、T4 [51] をそれぞれタイ語の中平調 [32]、下降調 [51] に類似すると答えた割合が高

かった。また、中国語母語話者はタイ語の学習者であるかどうかを問わず、タイ語の中平

調 [32]、下降調 [51]、高平調 [45] をそれぞれ中国語の T1 [55]、T4 [51]、T2 [35] に類似

すると答えた割合が高かった。  
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その一方で、学習者と非学習者の間に次のような違いがあった。タイ語を母語とする中

国語の非学習者は、中国語の T2 [35]、T3 [214] をそれぞれタイ語の高平調 [45]、上昇調 

[214] に類似すると答えた割合が高かったのに対して、学習者はそれらをそれぞれタイ語

の上昇調 [214]、低平調  [21] に類似すると答えた割合が高かった。また、中国語を母語と

するタイ語の非学習者は、タイ語の低平調 [21]、上昇調 [214] をそれぞれ中国語の T4 [51]、

T3 [214] に類似すると答えた割合が高かったのに対して、学習者はそれらをそれぞれ中国

語の T3 [214]、T2 [35] に類似すると答えた割合が高かった。  

学習者と非学習者の間に見られた違いについて、Wu et al.（2014）は SLM を用いて考察

した。それによると、非学習者は音韻空間に母語の高さ範疇のみが存在するため、未習得

言語の声調と母語の声調における音声的な類似性（phonetic similarity）、すなわち、ピッチ

変動の類似性に基づき、両者の異同を知覚する（p. 97）。ピッチ変動を反映する調値から

見ると、中国語の T2 [35]、T3 [214] とタイ語の高平調 [45] 、上昇調  [214] が互いに類似

することから、非学習者の判定はこれにしたがう。  

これに対して、学習者の音韻空間には母語の高さ範疇と第二言語の高さ範疇が共存して

いるため、学習者は両者における音声的な類似性だけでなく、高さ範疇間の対立性と対等

性も重視する。中国語とタイ語の声調体系においては、上昇調がそれぞれ T2 [35] と [214] 

である一方、中国語の声調体系においては T3 [214] が概して低いレベルにあるのに対して、

タイ語の声調体系においては低平調が  [21] である。すなわち、中国語の T2 [35] と T3 

[214]、タイ語の [214] と [21] は、それぞれの言語の声調体系における上昇調と低い声調

であるため、高さ範疇間の対立性と対等性から見ると、互いに類似している。学習者はこ

のことに影響を受け、中国語の T2 [35]、T3 [214] とタイ語の上昇調 [214]、低平調  [21] が

互いに類似すると判定している。  

前節で言及した So & Best（2010）と、Wu et al.（2014）により、PAM と SLM を声調の

知覚研究に応用することが可能であることが示唆されている。  

 

 

4.3 声調の知覚手掛かり 

 

 

欧米を中心に行われてきた声調の知覚研究において、聞き手の声調の同定と弁別のほか

に、声調の知覚に用いる知覚手掛かりについても検討されてきた。そのなかで、本研究と

関連があるものとして、Guion & Pederson（2007）を挙げることができる。  

Guion & Pederson（2007）は、中国語母語話者、日本語母語話者と中国語の学習経験があ

るか否かで対立する 2 群の英語母語話者を対象に、英語母語話者が発音した音節 /wa/ に 

[11]、[13]、[15]、[31]、[33]、[35]、[51]、[53]、[55] の 9 種のピッチ変化を付与し、これ

らのピッチ変化を目標声調として知覚実験を行った。  
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実験では、上の 9 種のピッチ変化を任意に組み合わせてペアを作り、実験協力者にペア

となるピッチ変化がどのくらい異なるかを「1」（ “no difference”）から「9」（ “extreme 

difference”）の 9 段階で評価させた。得られた点数から、Guion & Pederson（2007）は聞き

手がこれらのピッチ変化を知覚する際に用いる知覚手掛かりを分析した8。  

その結果、知覚手掛かりとして、中国語母語話者と中国語の学習経験がある英語母語話

者は、ピッチの平均的な高さとその変動方向（平坦か、上昇か、それとも下降か）を用い

た。その一方で、中国語の学習経験がない英語母語話者と日本語母語話者は、主にピッチ

の平均的な高さを用いた。しかし、日本語母語話者は中国語の学習経験がない英語母語話

者と異なり、[55] に対して特別な注意を払った。Guion & Pederson（2007）はこのことが

日本語においては高いピッチが通常、アクセント核が後続する印であることに起因すると

述べている（p. 64）。  

 

 

4.4 日本語アクセントの知覚研究 

 

 

4.4.1 アクセント核の知覚手掛かりについての検討  

 

本節は、日本語アクセントの知覚研究において、アクセント核の知覚手掛かりを明らか

にすることを研究課題とし、範疇知覚を明らかにするための同定実験を用いて実験を行っ

た杉藤（1973）、およびこれを加筆修正した杉藤（1997）について述べ、その成果をまとめ

る。  

2.1 節で述べたように、日本語のアクセントはモーラ間の相対的な高さ変化である。後

続成分がない 2 モーラ語において、アクセント核がある HL は、普通、第 1 モーラが高く、

第 2 モーラが低い。第 1 モーラと第 2モーラの境界で高さが下がり始める（杉藤 1997, p. 160）。 

しかし、実際の日本語の発音においては、語のアクセント型が HL であるにも関わらず、

アクセント核がある第 1 モーラよりも、それに後続する第 2 モーラの方が高い例がある（杉

藤 1997, p. 157）。このようなアクセント核があるモーラの次のモーラ内、または以後にピ

ッチが下がり始める現象を「おそ下がり」という。  

杉藤（1973）は「おそ下がり」のピッチ変化を持つ語について、アクセント核が知覚さ

れるか、知覚されるとすれば、その知覚手掛かりとして、モーラ間の相対的な高低変化の

ほかに何があるかを解明するために、東京方言と大阪方言にあるアクセント型のピッチ曲

線を端点とし、刺激連続を再合成し、範疇知覚を明らかにするための同定実験を行った。 

 

                                                        
8 分析にあたって、多次元尺度構成法（Multi-Dimensional Scaling, MSD）を利用している。  
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これからは、杉藤（1973）の詳細を述べるが、その前に、2 モーラ語における大阪方言

のアクセント型について、東京方言のアクセント型と比較しながら述べておく。  

図 4-2 は東京方言と大阪方言における「雨」と「飴」のピッチ曲線である。  

 

 

図  4-2. 東京方言と大阪方言における「雨」と「飴」のピッチ曲線  

（藤崎 1983, p. 30 の図 13 を転載、改変）  

 

この図に示すように、A 型と C 型が東京方言の、B 型と D 型が大阪方言の「雨」と「飴」

である。B 型と D 型が東京方言にないアクセント型であり、B 型は第 1 モーラが低く、第

2 モーラの途中でピッチが急下降する一方、D 型は第 1 モーラと第 2 モーラともに高い9。 

第 2 モーラにピッチの急下降が生じる点は A 型と B 型に共通するが、A 型は第 1 モーラ

が高いのに対して、B 型は第 1 モーラが低い。そこで、ピッチ曲線を A 型から B 型に調整

していくことにより、第 2 モーラにおけるピッチ下降が維持されながら、第 1 モーラと第

2 モーラの高さ（正確には、ピッチ下降開始時点より前の高さ）が逆転していく刺激連続

が得られ、「おそ下がり」のピッチ変化を持つ刺激語が実現される。  

 

                                                        
9 大阪方言において  /ame/ の音素構成では A 型と C 型の語は実在しないが（藤崎 1983, pp. 28-29）、/iki/ 

の音素構成ではこれら 4 つのアクセント型がそろい、それらは「遺棄」（A 型）、「粋」（B 型）、「息」（C

型）、「往き」（D 型）である（杉藤 1973, p. 110）。  
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杉藤（1973）は、A 型である東京方言の「朝」と、B 型である大阪方言の「朝」、そして

A 型である大阪方言の「垢」と B 型である大阪方言の「赤」を端点に、2 つの刺激連続を

再合成した。  

図 4-3 と図 4-4 がそれぞれの刺激連続における各刺激語のピッチ曲線である。  

 

 

図  4-3. /asa/の A 型－B 型の刺激連続  

（杉藤 1973, p. 104 の図 2, 2, 1 を転載）  

 

 

図  4-4. /aka/の A 型－B 型の刺激連続  

（杉藤 1973, p. 106 の図 2, 3, 1 を転載）  
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杉藤（1973）はこの 2 つの刺激連続を用い、東京方言話者と大阪方言話者を対象に、範

疇知覚を明らかにするための同定実験を行った。実験の結果、ピッチ変化が「おそ下がり」

である刺激語でも、アクセント核が知覚されることが示された。  

このことから、杉藤（1997）は「日本語アクセントの認識には、音程のほかに、音調動

態つまりピッチの変化が重要な役割を持って」（p. 46）いると述べている。すなわち、「お

そ下がり」の語における高くない第 1 モーラにアクセント核が聞こえる理由は、第 2 モー

ラの母音に見られるピッチの急激な下降（下降の音調動態）があるからであるという（p. 

91）。  

「おそ下がり」のほかに、杉藤（1997）は「はや下がり」や無声モーラにアクセント核

が聞こえる理由についても、実験を用いて検討し、これらの研究の結果に基づき、日本語

アクセントの知覚上の決め手は、アクセント核があるモーラに後続するモーラのピッチ下

降であると指摘し、広く支持を得ている。  

 

4.4.2 範疇知覚を明らかにするための同定実験を用いた他の日本語アクセントの

知覚研究  

 

杉藤（1973）のほかに、範疇知覚を明らかにするための同定実験を用いた日本語アクセ

ントの知覚研究として、片山（2008）と稲田（2013）を挙げることができる。  

片山（2008）は「飴」（LH）と「雨」（HL）のピッチ曲線を端点とし、「雨」（S1）から

「飴」（S9）へとピッチが段階的に変化していく 9 個の刺激語が含まれる刺激連続を再合

成した10。再合成した刺激連続を用い、片山（2008）は日本語母語話者と、日本語の学習

経験がない英語母語話者を対象に、範疇知覚を明らかにするための同定実験を行った。そ

の結果、英語母語話者は日本語アクセントを知覚する際に、刺激連続を範疇に分けて知覚

するが、同定範疇間の離散性は日本語母語話者ほど高くなかった。  

図 4-5 に、筆者が片山（2008）のデータに基づき作成した、英語母語話者と日本語母語

話者によって各刺激語が「飴」（LH）に同定された割合のグラフを示す11。  

図 4-5 から、日本語母語話者、英語母語話者それぞれが各刺激語を LH（「飴」）に同定し

た割合の曲線を観察すると、日本語母語話者は S6 を、英語母語話者は S7 を境に LH への

同定率が大きく下がり始める。同定率が 50 ％を切るまで、英語母語話者は日本語母語話

者に比べて同定曲線が LH（S9）側に偏っていることがわかる。  

                                                        
10 第 7 章で述べる本研究が再合成した刺激連続とは、刺激語の順番が逆となっていることに注意された

い。すなわち、本研究では LH から HL へと刺激語に番号を振っているのに対して、片山（2008）は逆

に、HL から LH へと刺激語に番号を振っている。  

11 本研究が行った範疇知覚を明らかにするための同定実験（第 8 章参照）と、範疇知覚を明らかにする

ための弁別実験（第 9 章参照）の結果と比較するために、図 4-5 の横軸を S9～S1 の順としている。  
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図  4-5. 片山（2008）の結果（筆者作成）  

NES は英語母語話者、NJS は日本語母語話者である。  

 

片山（2008）と異なり、日本語の学習経験がない実験協力者ではなく、日本語の学習経

験がある日本語学習者を対象に、範疇知覚を明らかにするための同定実験を行った研究と

して稲田（2013）が挙げられる。  

稲田（2013）は無意味語「なななな」がそれぞれ 1 型と 2 型に発音された語のピッチ曲

線を端点とし、アクセントの下がり目の位置が段階的に変わる刺激連続を再合成した。再

合成した刺激連続を用い、日本語母語話者、韓国語有アクセント方言、韓国語無アクセン

ト方言を母語（母方言）とする日本語学習者を対象に、範疇知覚を明らかにするための同

定実験を実施した。実験の結果、日本語母語話者、韓国語有アクセント方言話者は、韓国

語無アクセント方言話者に比べ、同定範疇間の離散性が高いことが示されている。  

片山（2008）と稲田（2013）をまとめると、範疇知覚を明らかにするための同定実験が

日本語アクセント知覚における聞き手の細かな知覚様式を解明することに有用であること

が示されている。  

 

4.4.3 中国語を母語とする日本語学習者を対象とした日本語アクセントの知覚研究  

 

本節は、これまで行われてきた中国語母語話者を対象とした日本語アクセントの知覚研

究を概観する。ただし、筆者の見た限りでは、日本語の学習経験がない中国語母語話者を

対象とした日本語アクセントの知覚研究はまだないため、以下では日本語の学習経験があ

る中国語を母語とする日本語学習者を対象とした日本語アクセントの知覚研究について述

べる。  
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中国語を母語とする日本語学習者を対象とした日本語アクセントの知覚研究として、

「東京語アクセントの聞き取りテスト」を用いた一連の研究（鮎澤 1995；鮎澤他 1996；鮎

澤他 199712；鮎澤 1998）が広く知られている。  

「東京語アクセントの聞き取りテスト」は、3～5 モーラ語が含まれる 24 の資料語を用

いて、実験協力者に資料語の録音を聞かせ、語ごとにピッチの下がり目があるか、あれば

その位置を解答用紙に記入させるものである（鮎澤他 1997, p. 71）。  

鮎澤（1995）は中国語、韓国語、英語、フランス語それぞれを母語とする日本語学習者

を対象に「東京語アクセントの聞き取りテスト」を実施した。その結果、中国語を母語と

する日本語学習者は 0 型と－2 型に対する正答率が高く、1 型と 2 型に対する正答率が低か

った。とりわけ、中国語を母語とする日本語学習者の－2 型に対する高い正答率は、その

他の言語を母語とする日本語学習者とは対照的であり、これは中国語を母語とする日本語

学習者の特徴であると述べられている。  

鮎澤他（1997）は実験協力者数を増やし、日本在住者を中心とした中国語を母語とする

日本語学習者を対象に「東京語アクセントの聞き取りテスト」を実施した。その結果、実

験協力者のアクセント型別の正答率は、鮎澤（1995）に述べられた結果と一致し、ただし、

総合得点によって分けられた 3 つの成績群の間に 1 型の成績のばらつきが大きかった。  

鮎澤（1998）は、中国語の呉方言、閩方言、粤方言それぞれを母方言とする日本語学習

者を対象に「東京語アクセントの聞き取りテスト」を行った。その結果、母方言が異なる

中国語母語話者の間にはアクセント型別の正答率の異なる傾向が見られた13。  

鮎澤らの「東京語アクセントの聞き取りテスト」のほかに、中国語を母語とする日本語

学習者を対象とした日本語アクセントの知覚研究として、磯村（1996）と陳（2015）を挙

げることができる。  

磯村（1996）は、資料語のアクセント型に関する実験協力者の知識の有無と、資料語の

アクセント型別の聞き取りの正答率の間に関連があるかどうかに焦点を合わせ、中国語を

母語とする日本語教師を対象に実験を実施した。  

磯村（1996）の資料語は「東京語アクセントの聞き取りテスト」に使用された語と同一

であり、実験は実験協力者に単語リストを配布し、内省で個々の語のアクセント型を記入

させる「意識調査」と、実験協力者にこれらの語の録音を聞かせ、アクセント型を判断し

て記入させる「聞き取りテスト」の 2 部に分けられている。  

実験の結果、「意識調査」から得られたアクセント型別の正答率と、「聞き取りテスト」

から得られたアクセント型別の正答率との間に正の相関が認められ、両テストともに正答

率は高い方から順に頭高型、平板型、中高型であった。  
                                                        
12 鮎澤他（1997）は鮎澤他（1996）を加筆修正したものである。  

13 鮎澤（1998）が対象とする呉方言話者は東京周辺在住の上海語話者、閩方言話者はシンガポール在住

の「家庭内では北京語、学校では英語を話す多言語話者」（p. 74）、粤方言話者は香港の広東語話者であ

る。  
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さらに、「意識調査」で不正解だった語は、アクセント型の違いによって「聞き取りテ

スト」における正答率が異なった。具体的には、「意識調査」で不正解だった頭高型、平板

型の語は、「聞き取りテスト」においては正解となる割合が高かったものの、「意識調査」

で不正解だった中高型の語は、「聞き取りテスト」でも不正解である割合が高かった。  

これらのことから、磯村（1996）は中国語を母語とする日本語学習者が「頭高型と平板

型は語のアクセント型を記憶していなくても聞き取れるが、中高型の場合は正確に核の位

置を聞き取るのは極めて困難であり、［中略］アクセントを聞いて自然に覚えるのを期待す

るだけでは限界がある」（p. 62）と指摘している。  

陳（2015）は資料語のアクセント型に関する知識の有無14、資料語のアクセント型別の

聞き取りの正誤、そして資料語のアクセント型別の発音の正誤について、台湾出身の中国

語を母語とする初級、中級、上級の日本語学習者を対象に、1 モーラの助詞が後続する 2

モーラ語を資料語として実験を行った。  

実験の結果、実験協力者の資料語のアクセント型に関する知識については、日本語学習

者のレベルを問わず、正答率は高い方から順に頭高型、平板型、尾高型であった。その一

方で、聞き取りについては、日本語学習者のレベル、資料語のアクセント型を問わず、正

答率が高かった。また、発音については、日本語学習者のレベルを問わず、頭高型が最も

高く、平板型と尾高型の間に正答率の有意差が検出されなかった。  

以上述べてきたように、これまでの中国語母語話者を対象とした日本語アクセントの知

覚研究においては、日本語の学習経験がある中国語母語話者のみが研究対象とされており、

また、その多くは実験協力者のアクセント型別の正答率について検討したものである。  

                                                        
14 陳（2015）では「記憶」と呼ばれている。  
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第 5 章 研究課題 
 

 

 

4.4.3 節では、これまで中国語を母語とする日本語学習者を対象とした日本語アクセントの知

覚研究を概観した。これらの研究のほとんどは、実験協力者のアクセント型別の正答率につい

て検討したものであった。これらの研究によって、いくつかの成果が得られているものの、主

に次の 2 点の課題が残されている。 

1. 日本語のアクセントはモーラ間の相対的な高さ変化であり、アクセント型の違いによって

音素構成を同じくする語の意味が弁別される。したがって、語のアクセント型を正確に聞き取

ることは、意志疎通を図る上で重要である。しかし、日常生活において語のアクセント型を聞

き取ることはそれ自体が目的ではなく、聞き手が聞き取った高さ変化を、自分が持つ概念化さ

れた高さ範疇に照らしてアクセント型を認識し、意味が異なる語を正しく同定できるかどうか

が重要である。 

しかし、これまで中国語を母語とする日本語学習者を対象とした日本語アクセントの知覚研

究においては、アクセント知覚に基づくこのような「語の同定処理」が検討されていない。 

2. 音声学習モデル（SLM）では、第二言語の学習が深まるにつれ、音範疇が新たに構築され、

学習者の音韻空間に変化をもたらし、第二言語の知覚様式に影響を与える可能性があると指摘

されている。中国語を母語とする日本語学習者の日本語アクセントの知覚についても、日本語

学習者は中国語にある高さ範疇（声調）を利用し、日本語アクセントを知覚する一方、日本語

の学習によって日本語アクセントの新たな高さ範疇が構築され、その範疇を用いて日本語アク

セントを知覚するようにもなると考えられる。 

しかし、これまで中国語を母語とする日本語学習者を対象とした日本語アクセントの知覚研

究では、日本語の学習経験によって日本語学習者の音韻空間が変化するか、変化するとすれば、

これらの変化が日本語アクセント知覚に影響を与えるか、与えるとすればどのような影響を与

えるかは議論されていない。 

そこで、本研究は中国語を母語とする日本語学習者の日本語アクセント知覚に基づく語の同

定処理を検討し、日本語の学習経験が日本語アクセント知覚に影響を与えるか、与えるとすれ

ばどのような影響を与えるかを明らかにすることを研究課題とする。 

これらの問題を解明するために、本研究では 3 つの実験を行った。以下、第 6 章～第 9 章に

おいてこれらの実験について述べる。その際に、日本語母語話者を「日本語話者」、中国語を

母語とする日本語学習者を「日本語学習者」、日本語の学習経験がない中国語母語話者を「中

国語話者」と略す。 
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第 6 章 実験 1 
 

― 両耳分離聴検査法による同定実験 ― 
 

 

 

第 5 章で述べたように、日常生活において語のアクセント型を聞き取ることは、それ自体が

目的ではなく、聞き手が聞き取った高さ変化を、自分が持つ概念化された高さ範疇に照らして

アクセント型を認識し、意味が異なる語を正しく同定できるかどうかが重要である。 

しかし、これまで日本語学習者を対象とした日本語アクセントの知覚研究においては、アク

セント知覚に基づくこのような「語の同定処理」が検討されておらず、また、日本語の学習経

験がこのような語の同定処理に影響を与えるか、与えるとすればどのような影響を与えるかも

検討されていない。 

この問題を解明するための 1 つの方法として、本研究では日本語話者、日本語学習者、中国

語話者を対象に、両耳分離聴検査法による同定実験を行った。本章ではその詳細について述べ

る。 

 

 

6.1 実験方法 

 

 

日本語アクセント知覚に基づく語の同定処理を検討するためには、実験協力者にアクセント

型が異なる語を多く聞かせ、語を同定させるというのも 1 つの方法である。しかし、語を同定

できるかどうかは、聞き手にとってその語とアクセント型が既知であるかどうかに左右される。

多くの語を用いれば、そこに未知語が含まれる可能性が生じる。そのため、仮に日本語話者、

日本語学習者、中国語話者の間に正答率の差が検出され、日本語学習者と中国語話者が日本語

話者ほど語を正確に同定できなかったとしても、それが日本語学習者、中国語話者における日

本語アクセントの知覚処理の問題によるのか、それとも聞かせた語とそのアクセント型に関す

る知識の欠如によるのかを明らかにすることはできない。 

よって、この実験では、実験協力者に聞かせる資料語を親密度が高く、かつ日本語学習者の

既知語と思われる 2 モーラの 4 つの語、「垢」（LH）1、「赤」（HL）、「麻」（LH）、「朝」（HL）

                                                        
1 「垢」は助詞等が後続する場合、第 2 モーラにアクセント核が現れ、アクセント型は LH（L）である。しか

し、本研究は後続成分を除いた語のみのアクセント型を対象とするため、「垢」のアクセント型を LH と記す。 
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に限定する。 

「垢」と「赤」（以下、aka）、「麻」と「朝」（以下、asa）は、それぞれアクセント型のみによ

って対立するミニマルペア（以下、対立ペアと呼ぶ）である。また、4 語の漢字表記は中国語

においてもよく使用され、日本語の学習経験がない中国語話者でも漢字表記から語の意味を推

測できる。したがって、実験前の説明で中国語話者に 4 語の日本語の発音を記憶させることで、

これらの中国語話者を実験に組み入れることができる。 

しかし、資料語が 4 語に限られるため、通常の二者択一の同定タスクのように、例えば、聞

いた語が「垢」であるか、それとも「赤」であるかを判断させるのであれば、日本語話者と日

本語学習者にとってタスク遂行は容易で、同定正答率が 100 ％近くとなり、両群における本来

あるべき違いが検出されなくなるおそれがある。したがって、この実験には語の同定処理を引

き出すことが可能で、より遂行難度が高い両耳分離聴検査法（dichotic listening task）を用いる。 

両耳分離聴検査法とは、実験協力者の左耳と右耳に異なる刺激を同時に提示し、聞こえた刺

激を報告させる実験方法である（南 2008, p. 1）。両耳分離聴検査法は、知覚処理における大脳

半球機能差（例えば、Kimura 1961a; 1961b）、または選択的注意（例えば、Takaoka & Riquimaroux 

2012）を観察する実験方法として用いられているほか、同定処理を引き出す実験方法としても

使われている（例えば、菊池他 2012）。 

 

6.1.1 実験協力者 

 

実験には左右の聴覚が健常な成人 51 名が参加した。 

実験協力者全員に対して、エディンバラ利き手テスト（Oldfield 1971）を実施し、その結果、

全員が利き手指数 75 以上の強い右利きであることが確認された。 

実験協力者の内訳は下記の通りである。 

日本語話者は 15 名（男性 8 名、女性 7 名）、平均年齢 26.67 歳（SD = 6.68）である。全員、

日本語教師を務めた経験がなく、かつ日本語音声学に関する専門知識を持たない。生育地は東

京都、静岡県、神奈川県、埼玉県のいずれかである。 

日本語学習者は 16 名（男性 7 名、女性 9 名）、平均年齢 25.94 歳（SD = 2.28）である。全員、

中国で日本語を学習し始め、実験当時、日本に留学しており、平均在日期間は 39 ヶ月（SD = 

16.57）であり、平均日本語学習歴は 75 ヶ月（SD = 26.26）である。また、日本語学習者全員が

日本語能力試験 N1 あるいは旧 1 級の合格者で、上級の日本語学習者である。16 名のうち、2

名は言語学の授業を受けた経験があり、日本語アクセントに関する専門知識がある。生育地は

遼寧省、吉林省、河北省、天津市、北京市のいずれかである。 

中国語話者は 20 名（男性 10 名、女性 10 名）、平均年齢 23.05 歳（SD = 3.94）である。全員、

中国の大学の学部生または大学院生であり、いずれも日本を訪問した経験はなく、また、母語

の中国語と第一外国語の英語以外に他の言語を学んだことはない。生育地は遼寧省、吉林省、

河北省、天津市、北京市のいずれかである。 
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6.1.2 音声の収録と刺激語の抽出 

 

実験の音声刺激としては、放送局のアナウンサーを務めたことがあり、音声学の知識があり、

また日本語教師としての経験がある、日本語を母語とする成人女性が単独に読み上げた「垢」、

「赤」、「麻」、「朝」の録音音声を使用した。 

録音は、防音室（名古屋大学文系総合館音声実習室）においてコンデンサーマイク（AKG, 

C4000B）とリニア PCM レコーダー（OLYMPUS, LS-100）を用い、wav 形式（サンプリング周

波数 44.1 kHz、量子化ビット数 16 bit）で収録した。 

自然発話では、同一語でも発話のたびにピッチ曲線が若干変化することから、資料語の他に

2 モーラの語を多数用意し、資料語と、それと同じアクセント型を持つ他の語をそれぞれ 3 回

含む語群を合計 3 回読み上げさせ、録音した2。 

収録した 37 の録音語（「垢」10 個3、「赤」9 個、「麻」9 個、「朝」9 個）をノートパソコン

（NEC, PC-LZ550LS）上で音声処理ソフトウェア Praat4に読み込み、音圧の正規化を行った。

その後、各録音語の総持続時間を測定し、aka の録音語と asa の録音語それぞれにおいて、持続

時間が近い録音語を 2 ペアずつ、合計 8 つの語を抽出した5。これら 8 つの語を刺激語6とした。 

図 6-1 と図 6-2 にそのスペクトログラムを示す。図 6-1 には aka の 2 つの対立ペアを左右に

分けて示す。それぞれ上段が LH（「垢」）、下段が HL（「赤」）である。図 6-2 には asa の 2 つの

対立ペアを同様に示す。 

 

 

                                                        
2 資料語以外に、LH の有意味語としては「飽き」、「味」、「飴」、「あら」、「石」、「意地」、「一」、「勝ち」、「髪」、

「雉」（きじ）、「酒」、「城」、「咳」、「綱」、「梅雨」、「年」、「鳴る」、「虹」、「橋」、「果て」、「バラ」、「罅」（ひび）、

「降り」、「道」、「虫」、「盛る」、「止む」、「寄る」、「割る」があり、無意味語としては「まぬ」がある。HL の

有意味語としては「秋」、「鯵」（あじ）、「雨」、「あら」、「医師」、「維持」、「位置」、「価値」、「神」、「記事」、「鮭」、

「白」、「席」、「ツナ」、「液」（つゆ）、「都市」、「成る」、「二次」、「箸」、「はて」、「ばら」、「日々」、「不利」、「未

知」、「無視」、「漏る」、「病む」、「夜」、「悪」（わる）があり、無意味語としては「まぬ」がある。 

3 この音声提供者は 2 回目の録音において、「垢」を 1 回多く読み上げたため、「垢」のみは 10 個の録音語が

ある。 

4 Praat: Doing Phonetics by Computer (Version 5.3.77). http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ (accessed 2015/11/15). 

5 収録した 37 の録音語と、第 7 章で述べる再合成した語を対象に、実験に参加していない 2 名の日本語話者

による自然度評価試験を行った（7.5 節参照）。自然度評価試験は「日本語としての自然度」と「言語音として

の自然度」という 2 つの尺度に分けられ、それぞれにおいて「1」は自然度が最も低く、「4」は自然度が最も

高いという 4 段階で評価させたものであった。その結果、抽出した 8 つの語の自然度の平均得点は、いずれも

3.49 以上であった。 

6 本章は、「刺激語」と「音声刺激」を異なる意味で用いる。「刺激語」は図 6-1 と図 6-2 にスペクトログラム

を示した 8 つの語に限るが、「音声刺激」は実験において実験協力者に提示したすべての語である。したがっ

て、同定練習（6.1.3 節参照）に音声刺激として用いた録音語は刺激語とは呼ばない。 
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図 6-1. 実験 1 の aka の刺激語のスペクトログラム 

 

 

 

 
図 6-2. 実験 1 の asa の刺激語のスぺクトログラム 
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各対立ペアにおける刺激語間のピッチ曲線の違いを明らかにするため、図 6-3 に aka、図 6-4

に asa におけるそれぞれ 2 つの対立ペア、計 4 つの刺激語のピッチ曲線を示す。実線はそれぞ

れ 1 つ目の対立ペアの刺激語のピッチ曲線であり、点線はそれぞれもう 1 つの対立ペアの刺激

語のピッチ曲線である。 
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図 6-3. 実験 1 の aka の刺激語のピッチ曲線 
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図 6-4. 実験 1 の asa の刺激語のピッチ曲線 
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6.1.3 実験プログラムの構成 

 

すべての実験協力者に対して統一した規格で実験を行うために、心理学的測定ソフトウェア

Inquisit 4 Lab（米国、Millisecond Software 社製）を用い、aka と asa に分けて実験プログラムを

作成した。実験プログラムは同定練習、両耳分離聴による同定練習、本テストの 3 つの部分に

よって構成される。 

同定練習の音声刺激は、図 6-1 と図 6-2 にスペクトログラムを示した 8 つの刺激語以外の録

音語を使用した。4 つの問題を 1 セットとし、図 6-5 に示す方法と時間配分により、各問題に

おける刺激を提示した。 

 

      
図 6-5. 実験 1 の同定練習における刺激の提示方式と時間配分 

 

図 6-5 が示すように、各問題が始まってから 100 ms の時点で「聞こえてくるのは、何です

か。」という指示が出され、3,100 ms の時点でこれらの文字が消える。6,100 ms の時点で両耳に

同じ語が流され、それと同時に解答指示が現れる。解答指示は「垢（Z）、赤（/）」または「垢

（/）、赤（Z）」のように、使用するキーは「Z」と「/」であるが、利き手の効果を相殺するた

めに、語に対応する解答キーは問題ごとに変わる。実験協力者が同定判断を行った（キーを押

した）時点で 1 問題が終わり、その 3,000 ms 後に次の問題が始まる。 
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1 セットに含まれるすべての問題に正答すれば、両耳分離聴による同定練習に移るが、1 問

でも間違えば、この部分が繰り返される。誤答のたびにパソコンの画面に赤い「×」印が出る

ようにし、判断を修正しなければならないことがわかるよう設定した。 

両耳分離聴の同定練習の音声刺激は、図 6-1 と図 6-2 にスペクトログラムを示したペアとな

る刺激語である。先の同定練習と同様に、4 つの問題を 1 セットとした。図 6-6 は各問題にお

ける刺激の提示方式と時間配分である。 

 

       
図 6-6. 実験 1 の両耳分離聴の同定練習における刺激の提示方式と時間配分 

 

図 6-6 が示すように、各問題の開始後 100 ms の時点で、標的耳に関する指示、すなわち「左

耳に聞こえてくるのは、何ですか。」または「右耳に聞こえてくるのは、何ですか。」が提示さ

れる。3,100 ms の時点でこれらの文字が消える。6,100 ms の時点で刺激語がペアとなる語とと

もにそれぞれ左耳または右耳に提示され、それと同時に解答指示が現れる。解答指示は同定練

習の時と同様の方式で、「垢（Z）、赤（/）」または「垢（/）、赤（Z）」のように、使用するキー

は「Z」と「/」であるが、利き手の効果を相殺するために、語に対応する解答キーは問題ごと

に変わる。実験協力者が同定判断を行った（キーを押した）時点で 1 問題が終わり、その 3,000 

ms 後に次の問題が始まる。 

両耳分離聴の同定練習も 1 セットに含まれるすべての問題に正答すれば、本テストに入るが、

１問でも間違えば、この部分が繰り返される。誤答のたびにパソコンの画面に赤い「×」印が

出るようにし、判断を修正すべきことがわかるよう設定した。 



 

54 

本テストの音声刺激、そして各問題の提示方式と時間配分は、両耳分離聴の同定練習と同様

である。ただし、解答の正誤に関わらず、赤い「×」印は出されない。 

対立ペアの種別（aka・asa）ごとに、標的耳（2 種類、左耳・右耳）×1 つの刺激語が提示さ

れる耳（2 種類、左耳・右耳）×解答指示（2 種類、Z・/）×対立ペア内の刺激語対（2 種、1

つ目の対立ペア・もう 1 つの対立ペア）の合計の 16 種の異なる問題が存在する。各問題を 2 回

提示した 32 の問題を 1 実験ブロックとする。32 の問題は、実験ブロック内で無作為に配列し

提示する。 

 

6.1.4 実験手順 

 

日本語話者と日本語学習者を対象とした実験は、防音室（名古屋大学文系総合館音声実習室）

で行った。実験開始前に実験協力者に「垢」、「赤」、「麻」、「朝」を読み上げさせ、アクセント

を含め、発音が正しいかどうかを確認した。その後、上述の実験プログラムによって実験を実

施し、密閉型ヘッドフォン（audio-technica, ATH-A500）を通じて音声刺激を呈示し、ノートパ

ソコン（NEC, PC-LZ550LS）のキーボードのキーを押すことで判定を入力させた。また、音声

刺激の初期の音量はすべての実験協力者において同一であるが、同定練習の際に実験協力者が

音量を調整することを許した。 

同様の内容の実験を 2 回実施し、aka と asa をそれぞれ 1 実験ブロックずつ実施して 1 回目

の実験を終了した。1 回目の実験が終わってから、少なくとも 3 日を置いて、2 回目の実験を

実施した。2 回目の実験の前に謝礼を渡し、実験が終了した後、実験協力者に対するアンケー

ト調査を行い、実験データ使用の同意書への署名を求めた。実験プログラムによる 1 実験ブロ

ックのみの所要時間は約 10 分であった。実験ブロックの実施順序は実験協力者間でカウンタ

ーバランスを取った7。 

中国語話者に対する実験は中国の大学内の静かな教室で実施した。実験開始前に、実験協力

者が音声に注意を向けるように「垢」、「赤」、「麻」、「朝」の日本語の発音を聞かせ8、「垢」と

「赤」そして「麻」と「朝」に違いはあるか、違いがあればどのように違うかを説明するよう

求めた。実験協力者の説明が音声学的に適切であるかどうかを問わず、調査者による解説はし

なかった。その後、実験プログラムによる実験を始めた。実験プログラムは実験指示を中国語

                                                        
7 それぞれの実験日に第 8 章で述べる実験 2 の 1 つの実験ブロック（aka あるいは asa）、第 9 章で述べる実験

3 の 2 つの実験ブロック（aka の 1 つと asa の 1 つ）も実施した。実験 1 の 2 つの実験ブロック（aka の 1 つと

asa の 1 つ）を合わせて、1 回の実験には合計 5 つの実験ブロックを実施した。 

これら 5 つの実験ブロックの実施順序は、実験協力者間でカウンターバランスを取り、実験ブロックの間に

短い休憩を入れた。実験前の確認と準備、実験後のアンケート調査等、そして 5 つの実験ブロックの所用時間

を合わせると、1 回の実験は 1 時間以内であった。 

8 「垢」、「赤」、「麻」、「朝」の 4 文字は中国語においてもよく使用され、かつその意味は日本語における意味

とほぼ変わらないため、文字に関する説明は行わなかった。 
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で表示したが、その他の実験手順および実験機器は日本語話者と日本語学習者の場合と同様で

ある。 

 

 

6.2 結果 

 

 

6.2.1 標的耳別の正答率と反応時間 

 

この実験では、両耳分離聴検査法を日本語アクセント知覚に基づく語の同定処理を引き出す

実験方法として使用した。その際、選択的注意を統制するために、先に標的耳を明示し、実験

協力者にその耳に注意を向けさせ、その後、標的耳に提示された刺激語を同定させた（6.1.3 節

参照）。 

標的耳の違いが正答率と反応時間に影響を与えるかを検証するために、aka と asa を分けて、

実験協力者群ごとに標的耳別の得点と反応時間を集計し、正答率を算出した。表 6-1 と表 6-2

にその結果を示す。 

 

表 6-1. aka の標的耳別の正答率と反応時間 

aka 
左耳 右耳 

正答率（%） 反応時間（ms） 正答率（%） 反応時間（ms） 

日本語話者 85.00 2628.92 85.83 2586.78 

日本語学習者 90.23 2900.22 90.43 2891.58 

中国語話者 76.86 4117.56 73.75 4105.65 

 

表 6-2. asa の標的耳別の正答率と反応時間 

asa 
左耳 右耳 

正答率（%） 反応時間（ms） 正答率（%） 反応時間（ms）

日本語話者 90.42 2385.36 89.58 2454.94 

日本語学習者 84.77 2464.12 84.96 2595.34 

中国語話者 87.46 3691.69 87.17 3788.77 

 

aka と asa を分けて、標的耳（左耳・右耳）、実験協力者群（日本語話者・日本語学習者・中

国語話者）を独立変数とし、正答率または反応時間を従属変数とする 2 要因分散分析を行った。
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その結果、aka と asa、そして正答率と反応時間のいずれにおいても、標的耳の主効果は有意で

はなかった（正答率：aka では F (1, 48) = .305, n.s.、asa では F (1, 48) = .094, n.s.、反応時間：

aka では F (1, 48) = .213, n.s.、asa では F (1, 48) = 2.941, n.s.）。また、標的耳と実験協力者群の交

互作用も有意ではなかった（正答率：aka では F (2, 48) = 1.022, n.s.、asa では F (2, 48) = .081, 

n.s.、反応時間：aka では F (2, 48) = .052, n.s.、asa では F (2, 48) = .088, n.s.）。 

このことから、aka と asa のいずれにおいても、標的耳の違いが、日本語話者、日本語学習

者、中国語話者のいずれの正答率または反応時間にも有意な影響を与えないことが示された。 

 

6.2.2 正答率 

 

aka と asa のいずれにおいても、標的耳の違いが実験協力者の正答率または反応時間に有意

な影響を与えないことから、標的耳を問わず、すべての同定問題を 4 種類に分けることができ

る。aka の LH（「垢」）の同定問題、aka の HL（「赤」）の同定問題、asa の LH（「麻」）の同定問

題、および asa の HL（「朝」）の同定問題である。実験協力者群別に問題種類ごとの得点を集計

し、正答率を算出した。 

図 6-7 は、左から日本語話者、日本語学習者、中国語話者の順に、それぞれ aka（左）と asa

（右）の HL（上）と LH（下）における正答率を示す。 

 

 

図 6-7. 実験協力者群ごとの正答率 

 

aka asa aka asa aka asa

日本語話者 日本語学習者 中国語話者

HL（上） 86.04 89.58 88.67 86.33 73.59 86.56

LH（下） 84.79 90.42 91.99 83.40 76.41 87.19
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図 6-7 から、まず、対立ペアの種別（aka・asa）ごとに見ると、日本語話者は aka の正答率が

asa より低く、日本語学習者はその逆で aka の正答率が asa より高い。一方、中国語話者は日本

語話者に類似し、aka の正答率が asa より低いが、その差は日本語話者より大きい。 

次に、aka と asa を分けて、アクセント型ごと（LH・HL）に見ると、日本語話者は aka にお

いては HL の正答率が LH より高く、asa においてはその逆で HL の正答率が LH より低い。日

本語学習者は日本語話者と逆で、aka においては HL の正答率が LH より低く、asa においては

HL の正答率が LH より高い。中国語話者は aka と asa に共通して HL の正答率が LH より低い。 

最後に、3 つの実験協力者群（日本語話者・日本語学習者・中国語話者）を比較すると、aka

においては、日本語学習者、日本語話者、中国語話者の順に正答率が低くなり、中国語話者と

日本語学習者の差、そして中国語話者と日本語話者の差が明確であるが、asa においては、3 群

の間に大きな差は見られない。 

対立ペアの種別（aka・asa）、アクセント型（LH・HL）、実験協力者群（日本語学習者・日本

語話者・中国語話者）の違いが正答率に統計的な有意差をもたらすかどうかを検証するために、

対立ペアの種別、アクセント型、実験協力者群を独立変数とし、正答率を従属変数とする 3 要

因分散分析を行った。その結果、実験協力者群の主効果（F (2, 192) = 3.692, p <.05）、実験協力

者群と対立ペアの種別の交互作用（F (2, 192) = 4.507, p <.05）が有意であった。 

さらに、実験協力者群の各水準における対立ペアの種別の単純主効果の検定を行ったところ、

中国語話者のみが対立ペアの種別の単純主効果が有意であった（F (1, 192) = 9.5, p <.01）。すな

わち、中国語話者においてのみ aka の対立ペアの方が asa に比べて正答率が有意に低い。一方、

対立ペアの種別の各水準における実験協力者群の単純主効果の検定を行ったところ、aka の対

立ペアは実験協力者群の単純主効果が有意であった（F (2, 192) = 7.502, p <.01）。つまり、aka

の対立ペアにおいては、中国語話者が日本語話者、日本語学習者に比べて正答率が有意に低い

ことが示された。 

 

6.2.3 反応時間 

 

正答率と同様に、aka の LH（「垢」）の同定問題、aka の HL（「赤」）の同定問題、asa の LH

（「麻」）の同定問題、および asa の HL（「朝」）の同定問題に分けて、実験協力者群別に問題種

類ごとの反応時間を集計した。 

図 6-8 は、左から日本語話者、日本語学習者、中国語話者の順に、それぞれ aka（左）と asa

（右）の HL（上）と LH（下）における反応時間を示す。 

図 6-8 から、まず、対立ペアの種別（aka・asa）ごとに見ると、日本語話者、日本語学習

者、中国語話者はともに aka に対する反応時間が asa より長い。次に、アクセント型（LH・

HL）ごとに見ると、日本語話者と中国語話者は aka と asa ともに HL の反応時間が LH より長

いのに対して、日本語学習者は aka と asa ともに HL の反応時間が LH より短い。最後に、3

つの実験協力者群を比較すると、中国語話者は日本語話者と日本語学習者に比べて全体的に
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反応時間が長い。 

 

 

図 6-8. 実験協力者群ごとの反応時間 

 

対立ペアの種別（aka・asa）、アクセント型（LH・HL）、実験協力者群（日本語話者・日本語

学習者・中国語話者）の違いが反応時間に統計的な有意差をもたらすかどうかを検証するため

に、対立ペアの種別、アクセント型、実験協力者群を独立変数とし、反応時間を従属変数とす

る 3 要因分散分析を行った。その結果、実験協力者群の主効果（F (2, 192) = 45.708, p <.001）

と対立ペアの種別の主効果（F (1, 192) = 5.585, p <.05）は有意であった。 

さらに、実験協力者群の各水準における対立ペアの種別の単純主効果の検定を行ったところ、

中国語話者のみが対立ペアの種別の単純主効果が有意傾向を示した（F (1, 192) = 3.278, p <.1）。

すなわち、中国語話者は、aka の対立ペアにおける反応時間が asa における反応時間に比べて

やや長い。一方、対立ペアの種別の各水準における実験協力者群の単純主効果の検定を行った

ところ、aka（F (2, 192) = 24.996, p <.001）と asa（F (2, 192) = 20.920, p <.001）の両方において、

実験協力者群の単純主効果が有意であった。すなわち、中国語話者は全体的に日本語話者と日

本語学習者に比べて反応時間が長いことが示された。 

 

 

 

aka asa aka asa aka asa

日本語話者 日本語学習者 中国語話者

HL（上） 2612.79 2453.83 2890.34 2474.76 4127.63 3773.59

LH（下） 2602.91 2386.46 2901.46 2584.14 4014.22 3614.76
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6.3 考察 

 

 

以上、述べてきたように、日本語の学習経験が日本語アクセント知覚に基づく語の同定処理

に影響を与えるか、与えるとすればどのような影響を与えるかを明らかにするために、日本語

話者、日本語学習者、中国語話者を対象に両耳分離聴検査法を用いて実験を行った。 

結果として、日本語話者と日本語学習者の間では、対立ペアの種別とアクセント型の違いに

よって正答率および反応時間に有意差が検出されることはなく、これらは日本語話者と日本語

学習者の日本語アクセント知覚に基づく語の同定処理に有意な影響を与えないといえる。それ

に対して、中国語話者は aka に比べて asa をより正確かつ速く同定しており、対立ペアの種別

が中国語話者の日本語アクセント知覚に基づく語の同定処理に有意な影響を与えるといえる。 

また、日本語話者と日本語学習者の間では、正答率または反応時間における有意差は検出さ

れなかったが、中国語話者は日本語話者、日本語学習者に比べ、全体的に反応時間が長かった。

さらに、aka の対立ペアにおいては中国語話者と日本語話者、中国語話者と日本語学習者との

間に正答率の有意差が検出された。 

これらの結果は、中国語話者が日本語アクセント知覚に基づく語の同定処理において利用し

た高さ範疇が日本語話者、日本語学習者と異なることに起因すると考えられる。 

中国語話者は実験当日に資料語の日本語の発音を聞いただけで、日本語の「アクセント型」

という長期記憶に蓄積される概念化された高さ範疇を即座に築き上げ、かつそれを利用して日

本語アクセント知覚に基づく語の同定処理を行ったとは考えにくい。しかし、中国語は「声調」

という高さ範疇を有することから、知覚同化モデル（PAM）に依拠するならば、中国語話者は

実験前の説明や、実験プログラムにおける同定練習の音声刺激を通じて、日本語の「垢」、「赤」、

「麻」、「朝」の高さ変化を、中国語の「声調」に同化（assimilate）して記憶した可能性が考え

られる。すなわち、中国語話者は、日本語のアクセント知覚に基づく語の同定処理が求められ

る場合、日本語の高さ範疇である「アクセント型」ではなく、中国語の高さ範疇である「声調」

を活性化させ、利用するものと思われる。 

ところが、声調とアクセント型は言語的な高さ範疇であることにおいては共通しているもの

の、2.3 節で述べたように、日本語のアクセントは語という単位に付与される一方、中国語の

声調は音節を単位として付与される。また、中国語は日本語に比べ、声の上げ下げの幅が広く、

その高低差が大きいことから、日本語の高さ変化を中国語の声調に同化して、語の同定処理を

行う場合、入力された高さ情報と、聞き手が持つ高さ範疇の間にずれが生じる。その際、聞き

手が入力された高さ情報を明確に聞き取れているかどうかによって、同定処理の精度（正答率）

と速度（反応時間）が影響を受けると考えられる。 

図 6-3 と図 6-4 が示すように、aka に比べて asa の方が対立ペアにおける刺激語間のピッチ曲

線の隔たりが大きい。また、先行母音 /a/ の後半のピッチ曲線、とりわけ子音部に渡る部分の

ピッチ曲線を観察すると、aka では「垢」と「赤」の間にピッチ曲線の形における大きな差が
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見られないものの、asa では（特に 1 つ目の対立ペアの）「朝」の方に明確なピッチの下降が見

られる一方、「麻」にはこのような下降が見られないことがわかる。 

このことから、aka と asa という対立ペアの種別の間は、各対立ペアにおける刺激語間のピ

ッチ曲線の違いが均等ではなく、aka の対立ペアよりも asa の対立ペアの方が刺激語間の違い

が大きいといえる。 

両耳分離聴検査法によって引き出された日本語アクセント知覚に基づく語の同定処理にお

いて、標的耳の反対側の耳に聞こえた刺激語は、標的耳に聞こえた刺激語に対する同定処理の

妨げとなる。したがって、標的耳に提示された刺激語は、標的耳の反対側の耳に提示された刺

激語との間の差が大きいほど、すなわち対立ペアにおける刺激語間の差が大きいほど、標的耳

に提示された刺激語に含まれる高さ情報が明確に聞き取られると思われる。 

前述のように、aka に比べて、asa の対立ペアにおける刺激語間の違いが大きい。したがって、

asa の対立ペアにおける刺激語がそれぞれ両耳に提示される場合、標的耳に提示された刺激語

の高さ情報がより明確に聞き取られると思われる。 

中国語話者は、入力された高さ情報と自らが持つ高さ範疇の間にずれがあるため、この影響

を受けやすく、その結果、asa よりも aka の同定の方が困難で時間も多くかかることとなると

考えられる。また、このずれにより、中国語話者は日本語話者、日本語学習者に比べて、反応

時間が全体的に長くなり、aka において日本語話者、日本語学習者との間に正答率の差が検出

されたと考えられる。 

中国語話者とは異なり、同じ刺激語を日本語話者と日本語学習者に提示した場合、aka と asa

における正答率と反応時間の有意差または有意傾向は見られなかった。その理由は、日本語話

者は日本語の母語話者であり、自覚しているかどうかを問わず、これまでさらされてきた大量

の日本語音声から「アクセント型」という概念化された高さ範疇を築き上げている。したがっ

て、日本語話者は日本語アクセント知覚に基づく語の同定処理を行う場合、標的耳に提示され

た刺激語の高さ変化をこのアクセント型に照らし合わせる。 

日本語話者においては高さ情報と高さ範疇の間にずれがなく、かつこのプロセスは様々な相

手に対し、多様な環境において頻繁に行われることから、高さ情報におけるわずかな差が聞き

取れたかどうかによって大きく影響されず、処理が高速かつ安定したものになると考えられる。

したがって、日本語話者には aka と asa における正答率および反応時間の有意差が検出されな

かったということであろう。 

日本語学習者は日本語話者と中国語話者の中間にあり、中国語の「声調」をすでに母語の高

さ範疇として獲得しており、また、音声学習モデル（SLM）にしたがえば、日本語の「アクセ

ント型」という高さ範疇も学習を通じて習得していると想定できる。したがって、日本語学習

者は日本語アクセント知覚に基づく語の同定処理を行う場合、声調かアクセント型かのいずれ

かを利用することが考えられる。 

本実験の結果から見ると、日本語学習者と日本語話者とでは、正答率および反応時間に有意

差が検出されなかったことから、日本語学習者は中国語の声調を用いて日本語アクセント知覚



 

61 

に基づく語の同定処理を行っているというより、むしろ、日本語のアクセント型を習得し、習

得した日本語のアクセント型を用いて日本語アクセント知覚に基づく語の同定処理を行って

いる可能性が大きい。 

したがって、日本語学習者は日本語話者と同様に、日本語アクセント知覚に基づく語の同定

処理において聞き取れた高さ情報と概念化された高さ範疇の間にずれがない。その結果、aka の

対立ペアと asa の対立ペアで刺激語間の音声的な違いに大小があっても、それに大きく影響さ

れず、より日本語話者に近い、安定した同定処理が見られると考えられる。 

ただし、日本語学習者が習得した日本語のアクセント型という言語的な高さ範疇が、日本語

話者が母語として獲得しているものとまったく同じであるかについては検証が必要である。そ

のため、本研究は実験 1 に次ぎ、同様の実験協力者における範疇知覚を明らかにするための同

定実験と、範疇知覚を明らかにするための弁別実験を行う。以下、第 8 章と第 9 章においてこ

れらの実験について述べるが、その前に、第 7 章で、この 2 つの実験に用いる刺激連続の詳細

について述べることにする。 
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第 7 章 刺激連続 
 

 

 

第 6 章では、日本語アクセント知覚に基づく語の同定処理に焦点を合わせ、日本語の学

習経験がこのような語の同定処理に影響を与えるか、与えるとすればどのような影響を与

えるかを明らかにするために日本語話者、日本語学習者、中国語話者を対象に行った両耳

分離聴検査法による同定実験（実験 1）について述べた。この実験の結果、日本語アクセ

ント知覚に基づく語の同定処理を行う際、概念化された高さ範疇として、中国語話者は中

国語の声調、日本語話者と日本語学習者は日本語のアクセント型を利用することが示唆さ

れた。しかし、日本語学習者が習得した高さ範疇が、日本語話者が母語として獲得してい

るものとまったく同じであるかどうかはまだ明らかでない。  

また、日本語アクセント知覚に基づく語の同定処理において、利用する高さ範疇に違い

があると思われる日本語学習者と中国語話者の間に、日本語アクセントの知覚様式におい

ても違いがあるか、すなわち、日本語の学習経験が日本語アクセントの知覚様式に影響を

与えるか、与えるとすればどのような影響を与えるかについてもさらなる検討が必要であ

る。  

これらの問題を解明するために、本研究は実験 1 に次ぎ、実験 1 と同様の実験協力者を

対象に、範疇知覚を明らかにするための同定実験と、範疇知覚を明らかにするための弁別

実験を行う。この 2 つの実験については、第 8 章と第 9 章において述べる。その前に、本

章ではこの 2 つの実験に用いる刺激連続の詳細について述べる。  

まず、7.1 節で、再合成した音声を用いて範疇知覚を明らかにするための同定実験または

弁別実験を実施する際に生じる「端点の正規化問題」について述べた後、この問題を解決

するために、本研究が策定した端点の選定方法について述べていく。7.2 節では端点の選定

にあたって基準とする音響特徴とその測定について、7.3 節では端点となる録音語の選定

について、7.4 節では端点のピッチ曲線に対する正規化修正について述べ、最後に、7.5 節

で正規化修正を経たピッチ曲線に基づき、作成した刺激連続とそれに対する自然度評価試

験の結果について述べる。  
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7.1 端点の正規化問題 

 

 

範疇知覚を明らかにするための同定実験または弁別実験を実施する際、基となるのは刺

激端点（endpoint）を両端とする刺激連続（stimulus continuum）である。実験の信頼性を確

保するために、刺激連続の端点となる刺激はその音範疇または高さ範疇を代表できる一般

性を持つものでなければならない。  

下に 3.1 節で提示した  /da/ と  /ga/ を端点とする 5 つの刺激が含まれる刺激連続を再掲

する。  

 

 

図  3-1. 刺激連続の 1 例（再掲）  

（Johnson 2012, p. 103 の Figure 5.1 (a) を転載）  

 

図 3-1 に示すように、母音の第 1、第 4 フォルマントを一定とし、第 2、第 3 フォルマン

トを変化させることによって1、 /da/ と /ga/ を端点とする刺激連続が合成される。刺激連

続の端点をすべて合成によって作成する場合、このように一定の基準を設けることで理想

的な刺激を作ることができるが、音声刺激の自然度を保つためにヒトが発話した録音を端

点として刺激連続を再合成（resynthesize）する際に必ず生じるのは、端点となる録音がど

れほどの一般性を持つかという問題である。本研究ではこれを「端点の正規化問題」と称

することにする。  

端点の正規化問題を解決するため、本研究は、これまでの先行研究における指摘を踏ま

え、同一の発話者が複数回発話した同一の語のアクセント知覚に関わる音響特徴を計測し、

一般性を持つ端点を選定する方法を策定し、選定した端点に対する正規化修正を行う。こ

れらについて、以下で説明する。  

                                                        
1 個々の刺激の第 2 と第 3 フォルマントの値は Johnson（2012, p. 105）の Table 5.1 を参照されたい。  
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7.2 端点の選定にあたって基準とする音響特徴とその測定 

 

 

4.4.1 節で述べたように、日本語アクセントの知覚手掛かりは、モーラ間の相対的な高さ

変化と、アクセント核があるモーラに後続するモーラのピッチ下降である。中でも後者が

その決め手となる。したがって、2 モーラ語のアクセント知覚には、その知覚手掛かりと

して、第 1 モーラの平均ピッチ（V1_P）、第 2 モーラの平均ピッチ（V2_P）、および第 2 モ

ーラのピッチの下降角度（V2_SLOPE）が用いられると考えられる。  

そこで、実験 1 で録音した 37 の録音語（「垢」10 個、「赤」9 個、「麻」9 個、「朝」9 個）

をノートパソコン（NEC, PC-LZ550LS）上で音声処理ソフトウェア Praat に読み込み、7.5 

ms ごとにピッチの測定点（以下、ピッチポイント）を設定し、すべての録音語における、

V1_P、V2_P、V2_SLOPE を測定した。  

aka と asa は、前後に母音を、中央にピッチ曲線が空白となる無声破裂音または摩擦音を

配置する。ここから V1_P と V2_P を算出する方法は単純であるが、V2_SLOPE の測定と算

出の方法については説明が必要である。  

図 7-1 に録音語 aka_1n_1 の V2 を例として V2_SLOPE の測定と算出の方法を示す。  

 

 

図  7-1. V2_SLOPE の算出方法の例  

 

図 7-1 において、H はピッチの最高値、L はピッチの最低値、TH はピッチの最高値の出

現の時点、TL はピッチの最低値の出現の時点を示す。縦軸上の H と L の差を Pitch Range

（単位、Hz）、横軸上の TH と TL の差を Time Range（単位、ms）とする。  
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V2 の実際のピッチ曲線は曲線であるが、直線に近似し、V2_SLOPE（単位、度）は以下

の式（1）によって算出する。  

 

 

V2_SLOPE	 	arc	tan	|
Pitch	Range
Time	Range

		| 

 

 

 

7.3 端点となる録音語の選定 

 

 

端点となる録音語は、それぞれ aka と asa において、LH と HL のピッチ変化を代表する

ものが望ましい。aka と asa を分けて、7.2 節の測定結果に基づき、次の 3 つの指標を算出

する。  

 

【指標 1】LH における V1_P と V2_P の差の平均  

【指標 2】HL における V1_P と V2_P の差の平均  

【指標 3】HL における V2_SLOPE の平均  

 

【指標 3】の V2_SLOPE は、HL における第 2 モーラのピッチの傾斜度を示し、アクセン

ト核の知覚において最も重要な役割を果たす。また、V2_SLOPE はピッチの継時的な変化

であるため調整が最も困難である。よって、【指標 3】を【指標 1】と【指標 2】に優先し

て、端点に用いる録音語の選定の第 1 の基準とする。  

aka と asa の HL の録音語において、【指標 3】に最も近い 2 つの録音語（「赤」1 つ、「朝」

1 つ）をそれぞれ aka の刺激連続と asa の刺激連続の HL の端点とする。HL の端点を選定

した後、次に【指標 1】により、LH の端点を選定するのが合理的ではあるが、ここで現実

的な問題を解決しなければならない。  

刺激連続を作成する際に、端点となる刺激に一般性がなければならないのは確かである

が、端点となる１対の語のピッチ曲線におけるピッチポイントの数が近いことが望ましい。

それは両端点のピッチ曲線におけるピッチポイント（7.5 ms 間隔）の数が大きく異なれば、

ピッチポイントの対応をとることができなくなり、中間段階の刺激語を再合成することが

困難になるからである。  

したがって、【指標 3】によって選定された HL の端点となる録音語のピッチ曲線におけ

るピッチポイントの数に最も近いピッチポイントを持つことを第 2 の基準として、aka と

asa それぞれにおいて LH の端点を選定する。  

（1） 
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7.4 端点のピッチ曲線に対する正規化修正 

 

 

7.3 節で選定した HL の端点は、第 2 モーラのピッチ下降が【指標 3】に最も近いもので

あるため、平均的な HL のピッチ下降を反映するが、【指標 1】と【指標 2】は端点の選定

において基準としなかったため、選定した端点のモーラ間の高さの差は【指標 1】と【指

標 2】の値とは一致しない。したがって、7.3 節で選定した録音語のピッチ曲線をそのまま

端点としては、端点に一般性が確保されたとはいえない。そこで、【指標 1】と【指標 2】

に基づき、選定された録音語のピッチ曲線に対する調整を行うことが必要となる。本研究

ではこの調整のことを「正規化修正」と呼ぶことにする。  

図 7-2 と図 7-3 にそれぞれ aka、asa の 2 つの端点（LH と HL）に対する正規化修正前

（pre）と正規化修正後（post）のピッチ曲線を示す。  

図 7-2 と図 7-3 に示すように、正規化修正は【指標 1】と【指標 2】に適合させるための、

端点の第 1 モーラと第 2 モーラそれぞれにおけるピッチ曲線の全体的な移動である。  

 

 

図  7-2. aka の端点に対する正規化修正  
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図  7-3. asa の端点に対する正規化修正  

 

 

 

7.5 刺激連続の再合成とその自然度 

 

正規化修正を経たピッチ曲線を基に、端点の「垢」から「赤」の間、「麻」から「朝」の

間に等間隔で変化する 8 種のピッチ曲線を作り、元の「垢」（S1）と「赤」（S10）、「麻」

（S1）と「朝」（S10）を含め、aka と asa それぞれ 10 種のピッチ曲線を用意した。  

図 7-4 と図 7-5 にそれらのピッチ曲線を示す。  

図 7-4 と図 7-5 では中央の無声音（/k/，/s/）により、ピッチ曲線に空白が生じている。

各図の空白の左側のピッチ曲線は、上から下に向かって、「赤」（S10）から「垢」（S1）、「朝」

（S10）から「麻」（S1）に変わる一方、空白の右側のピッチ曲線は、同じく上から下に向

かって、「垢」（S1）から「赤」（S10）、「麻」（S1）から「朝」（S10）に変わる。  
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図  7-4. aka の刺激連続のピッチ曲線  

 

図  7-5. asa の刺激連続のピッチ曲線  
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音声処理ソフトウェア Praat を用いて、それぞれ元の LH と HL の音声を基に、刺激連続

上にあるピッチ曲線を PSOLA（Pitch Synchronous Overlap and Add）法により付与し、4 つ

の刺激連続を再合成した。それぞれは、aka の LH の音声を基とした aka の刺激連続、aka

の HL の音声を基とした aka の刺激連続、asa の LH の音声を基とした asa の刺激連続、お

よび asa の HL の音声を基とした asa の刺激連続である。  

再合成された上記の 4 つの刺激連続上にある合計 40 の語の自然度を把握するために、

これらの語とピッチが調整されていない 37 の録音語を対象に、実験に参加していない 2 名

の日本語話者による自然度評価試験を行った。自然度評価試験は「日本語としての自然度」

と「言語音としての自然度」という 2 つの尺度に分かれ、それぞれにおいて「1」は自然度

が最も低く、「4」は自然度が最も高いという 4 段階で評価させたものである。表 7-1 と表

7-2 はその結果である。  

 

表  7-1. aka の再合成された語の自然度  

aka  日本語としての自然度  言語音としての自然度  

LH の音声を基に  
平均値  2.70 3.20 

SD 1.19 0.93 

HL の音声を基に  
平均値  2.10 2.90 

SD 1.14 1.18 

 

表  7-2 asa の再合成された語の自然度  

asa  日本語としての自然度  言語音としての自然度  

LH の音声を基に  
平均値  2.80 3.40 

SD 1.17 0.92 

HL の音声を基に  
平均値  1.75 1.75 

SD 0.94 1.04 

 

表 7-1 と表 7-2 より、aka と asa に共通して、LH の音声を基とした語の方が日本語とし

ての自然度と言語音としての自然度が高い。したがって、本研究は LH の音声を基とした

刺激連続を実験材料とする。  

刺激連続上にある個々の刺激語のピッチ特性とその自然度を明らかにするために、表 7-

3 と表 7-4 に、各刺激語（S1～S10）の第 1 モーラの平均ピッチ（M1）、第 2 モーラの平均

ピッチ（M2）、第 1 モーラ（M1）と第 2 モーラ（M2）の平均ピッチの差（DIFF）2、第 2

                                                        
2 計算式は Praat Manual の Formulas 4. Mathematical Functions を参照している。

（http://www.fon.hum.uva.nl/praat/manual/Formulas_4__Mathematical_functions.html, accessed 2015/11/16）  
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モーラのピッチの下降角度（SLOPE）3、および 2 名の評価者の採点の平均から算出した日

本語としての自然度と言語音としての自然度を示す。モーラ間の平均ピッチの差（DIFF）

を求める計算式は次の（2）のとおりである（単位はセミトーン , ST）。  

 

 

DIFF	 	12 ∗
ln	

M1
M2

ln	 2
	 

 

 

表 7-3 と表 7-4 から、S1 から S10 にかけて第 1 モーラは平均ピッチが次第に高くなるの

に対して、第 2 モーラは平均ピッチが次第に低くなり、ピッチ曲線の下降角度が次第に大

きくなることがわかる。また、モーラ間の平均ピッチの差は刺激連続の両端に近ければ近

いほど大きくなり、中央付近で小さくなることも示されている。このように S1 から S10 に

かけて LH から HL に変化していく刺激連続が実現される。  

一方、いずれの刺激連続のいずれの評価尺度においても、自然度の得点が刺激連続の両

端で高く、刺激連続の中央附近で低くなる傾向が示された。  

 

                                                        
3 SLOPE の算出方法は V2_SLOPE と同様である。  

（2） 
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表 7-3. aka の刺激連続のピッチ特性と自然度 

aka S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

M1 (Hz) 208 212.4 216.7 221 225.4 229.7 234.1 238.4 242.8 247.1 

M2 (Hz) 250.1 243 235.9 228.8 221.7 214.6 207.5 200.4 193.3 186.2 

DIFF (ST) －3.19 －2.33 －1.47 －0.6 0.29 1.18 2.09 3.01 3.94 4.9 

SLOPE 9.53 12.56 15.52 18.4 21.19 23.87 26.45 30.54 33.06 35.45 

日本語としての自然度 4.00 3.50 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.50 4.00 4.00  

言語音としての自然度 4.00 3.50 4.00 2.50 2.50 2.00 2.00 3.50 4.00 4.00 

 
 

表 7-4. asa の刺激連続のピッチ特性と自然度 

asa S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

M1 (Hz) 191.2 197.4 203.6 209.8 216 222.2 228.5 234.7 240.9 247.1 

M2 (Hz) 255.3 245.2 235 224.9 214.7 204.6 194.5 184.3 174.2 164 

DIFF (ST) －5.01 －3.75 －2.48 －1.2 0.1 1.43 2.79 4.18 5.61 7.09 

SLOPE 6.21 9.44 12.61 15.7 18.7 21.6 24.44 29.22 32.18 37.17 

日本語としての自然度 4.00 3.50 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.50 4.00 4.00 

言語音としての自然度 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50 1.50 2.00 4.00 3.50 3.50 
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第 8 章 実験 2 
 

― 範疇知覚を明らかにするための同定実験 ― 
 

 

 

本研究の課題は、日本語の学習経験が日本語アクセントの知覚様式に影響を与えるか、

与えるとすればどのような影響を与えるかを明らかにすることであり、そのための第 2 の

実験として、第 7 章で再合成した刺激連続を用い、日本語話者、日本語学習者、中国語話

者を対象に、範疇知覚を明らかにするための同定実験を行う。本章では、その詳細につい

て述べる。  

 

 

8.1 実験方法 

 

 

8.1.1 実験協力者  

 

実験 2 の実験協力者は実験 1 と同じである（6.1.1 節参照）。  

 

8.1.2 実験プログラムの構成  

 

すべての実験協力者に対して統一した規格で実験を行うために、心理学的測定ソフトウ

ェア Inquisit 4 Lab（米国、Millisecond Software 社製）を用い、aka と asa に分けて実験プロ

グラムを作成した。実験プログラムは、事前練習と本テストの 2 つの部分によって構成さ

れる。  

事前練習の音声刺激1には、ピッチ曲線が調整されていない録音語を用いる。実験協力者

に聞こえた語が「垢」あるいは「麻」の場合は「0」を、「赤」あるいは「朝」の場合は「1」

を押すように指示した。各問題における刺激の提示方式と時間配分は図 8-1 のとおりであ

る。  

                                                        
1 第 6 章と同様に本章でも、「音声刺激」と「刺激語」を異なる意味で用いる。「音声刺激」は実験にお

いて実験協力者に提示したすべての語であるが、「刺激語」は aka と asa の刺激連続上にある合計 20 の

語に限る。したがって、事前練習に音声刺激として用いた録音語は刺激語とは呼ばない。  
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図  8-1. 実験 2 における刺激の提示方式と時間配分  

 

図 8-1 が示すように、画面の右上には「垢（0）」または「麻（0）」、左上には「赤（1）」

または「朝（1）」が白抜きの文字で提示される。実験協力者の注意を喚起するために、各

問題が始まってから 100 ms の時点で画面の中央に白い「＋」印が提示され、1,000 ms の時

点でそれが消える。2,000 ms の時点で音声刺激が流される。実験協力者が同定判断を行っ

た（キーを押した）時点で 1 問題が終わる。1 問題が終わってから 3,000 ms の間隔を置い

て次の問題が始まる。問題開始から音声刺激が流されるまでの 2,000 ms を合わせると、2

つの音声刺激の間隔は少なくとも 5,000 ms ある。  

事前練習では 4 つの問題を 1 セットとして、1 セットに含まれるすべての問題に正答す

れば、本テストに入るが、1 問でも間違えば、事前練習が繰り返される。誤答のたびにパ

ソコンの画面に赤い「×」印が出るようにして判断を修正しなければならないことがわか

るよう設定した。  

本テストの音声刺激は aka と asa の刺激連続上にある刺激語を使用した。各問題におけ

る刺激の提示方式と時間配分、そして解答方法は事前練習と同じである。ただし、いずれ

を選択しても赤い「×」印は出ない。各刺激語を 4 回提示した 40 の問題を 1 実験ブロック

とする。40 の問題は実験ブロック内で無作為に配列し提示する。  
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8.1.3 実験手順  

 

日本語話者と日本語学習者に対する実験は防音室（名古屋大学文系総合館音声実習室）

で行った。実験開始前に実験協力者に「垢」、「赤」、「麻」、「朝」を読み上げさせ、アクセ

ントを含め、発音が正しいかどうかを確認した。その後、上述の実験プログラムによって

実験を実施し、密閉型ヘッドフォン（audio-technica, ATH-A500）を通じて音声刺激を提示

し、ノートパソコン（NEC, PC-LZ550LS）のキーボードのキーを押すことで判定を入力さ

せた。また、音声刺激の初期の音量はすべての実験協力者において同一であるが、事前練

習の際に実験協力者が音量を調整することを許した。  

実験は aka と asa に分けて、少なくとも 3 日を置いて異なる実験日に行った。aka と asa

の実施順序は実験協力者間でカウンターバランスを取った。各実験日において実験 2 の実

験プログラムによる実験のみの所要時間は約 7 分であった2。  

中国語話者に対する実験は中国の大学施設における静かな教室で行った。実験開始前に、

実験協力者が音声に注意を向けるように「垢」、「赤」、「麻」、「朝」の日本語の発音を聞か

せ3、「垢」と「赤」そして「麻」と「朝」に違いはあるか、違いがあればどのように違う

かを答えさせた。実験協力者の回答は音声学的に適切であるかどうかを問わず、調査者か

らの説明は一切行わなかった。その後、実験プログラムによる実験を始めた。実験プログ

ラムは実験指示を中国語で表示したが、その他の実験手順および実験機器は日本語話者、

日本語学習者の場合と同様である。  

 

 

8.2 結果 

 

 

刺激語は S1 から S10 にかけて LH から HL に変わっていくため、LH 端点（S1）に近い

刺激語は「垢」あるいは「麻」に同定され、HL 端点（S10）に近い刺激語は「赤」あるい

は「朝」に同定されることが予想される。  

 

                                                        
2 それぞれの実験日に第 6 章で述べた実験 1 の 2 つの実験ブロック（aka の 1 つと asa の 1 つ）、第 9 章

で述べる実験 3 の 2 つの実験ブロック（aka の 1 つと asa の 1 つ）も実施した。実験 2 の 1 つの実験ブロ

ック（aka あるいは asa）を合わせて、1 回の実験には合計 5 つの実験ブロックを実施した。  

これら 5 つの実験ブロックの実施順序は、実験協力者間でカウンターバランスを取り、実験ブロック

の間に短い休憩を入れた。実験前の確認と準備、実験後のアンケート調査等、そして 5 つの実験ブロッ

クの所用時間を合わせると、1 回の実験は 1 時間以内であった。謝礼は 2 回目の実験の前に渡した。  

3 「垢」、「赤」、「麻」、「朝」の 4 文字は中国語においてもよく使用され、かつその意味は日本語におけ

る意味とほぼ変わらないため、文字に関する説明は行わなかった。  
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各刺激語が各実験協力者に 4 回ずつ提示されることによって、実験協力者ごとに各刺激

語が LH または HL に同定された割合が得られる。すべての S1 が LH に同定された場合、

S1 の LH に同定された割合は 100 ％となるが、HL に同定された割合は 0 ％となる。  

図 8-2 に、日本語話者（左）、日本語学習者（中）、中国語話者（右）において各刺激語

が LH または HL に同定された割合を示す。  

図 8-2 からわかるように、3 つの実験協力者群に共通して、LH 端点（S1）に近い刺激語

が高い割合で「垢」または「麻」に同定され、S1 から離れるにつれ、各刺激語が LH に同

定される割合は下がるのに対して、HL 端点（S10）に近い刺激語が高い割合で「赤」また

は「朝」に同定され、S10 から離れるにつれ、各刺激語が HL に同定される割合は下がる。

また、ほぼ中央で LH と HL の同定判断が切り替わる。  

解答方式は強制的な二者択一であるため、1 つの刺激語が LH に同定される割合と HL に

同定される割合を合わせると、つねに 100 ％となる。よって、そのいずれかに基づいて実

験協力者の刺激連続に対する知覚様式を捉えることができる。本研究は、各刺激が LH に

同定される割合を「同定率」と呼ぶことにして、この同定率に基づいて実験協力者の知覚

様式を考察していく。  
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図 8-2. 各刺激語が LH（「垢」、「麻」）または HL（「赤」、「朝」）に同定された割合 
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8.2.1 同定率  

 

図 8-3 と図 8-4 に、それぞれ aka と asa における各刺激語の同定率を実験協力者群別に集

計した結果を示す。  

図 8-3 と図 8-4 で、同定率の下がり始める位置を見ると、中国語話者は日本語話者と日

本語学習者に比べ、刺激番号がより若い刺激語（S3）から目に見える下降が始まり4、刺激

連続においてより多くの刺激語を HL に同定する。一方、日本語学習者は中国語話者と日

本語話者に比べ、刺激番号がより大きい刺激語（aka では S5、asa では S4）から目に見え

る下降が始まり、刺激連続においてより多くの刺激語を LH に同定する。  

実験協力者群によって各刺激語の同定率に差があるかどうかを検証するために、aka、asa

それぞれについて実験協力者群と刺激語を独立変数、同定率を従属変数とする 2 要因分散

分析を行った。  

その結果、aka では、実験協力者群の主効果（F (2, 48) = 3.888, p <.05）、刺激語の主効果

（F (4.694, 225.332) = 205.640, p < .001）、および交互作用（F (9.389, 225.332) = 3.326, p < .01）

が有意であった5。また、刺激語の各水準（S1～S10）における実験協力者群の単純主効果

の検定とボンフェローニの方法による多重比較を行ったところ、日本語話者と日本語学習

者ではいずれの刺激語においても有意差は認められなかったが、日本語話者と中国語話者

では S2（p < .05）、S4（p < .001）、S8（p < .05）に、日本語学習者と中国語話者では S4（p 

< .01）、S5（p < .01）、S9（p < .05）に有意差が認められた。  

asa では、刺激語の主効果（F (3.898, 187.127) = 130.201, p < .001）、および交互作用（F 

(7.797, 187.127) = 3.236, p < .01）が有意であった6。また、刺激語の各水準（S1～S10）にお

ける実験協力者群の単純主効果の検定とボンフェローニの方法による多重比較を行ったと

ころ、日本語話者と日本語学習者ではいずれの刺激語においても有意差は認められなかっ

たが、日本語話者と中国語話者では S1（p < .05）、S2（p < .01）、S3（p < .05）、S10（p < .05）

に、日本語学習者と中国語話者では S1（p < .05）、S2（p < .01）、S3（p < .05）、S4（p < .05）、

S10（p < .05）に有意差が認められた。  

 

                                                        
4 図 8-4 では日本語話者も S3 から目に見える下降を見せている。ただし、下降幅は中国語話者の 13 ポ

イントに対して 8 ポイントと小さい。  

5 Mauchly の球面性検定において、球面性が仮定されなかったため、Huynh-Feldt の方法による自由度と

有意確率に対する修正後の結果を参照している。  

6 Mauchly の球面性検定において、球面性が仮定されなかったため、Huynh-Feldt の方法による自由度と

有意確率に対する修正後の結果を参照している。  
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図  8-3. aka における各刺激語の同定率  

（図中、JN は日本語話者、CJ は日本語学習者、CN は中国語話者を表す。）  

 

 

図  8-4. asa における各刺激語の同定率  

（図中、JN は日本語話者、CJ は日本語学習者、CN は中国語話者を表す。）  
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8.2.2 音韻境界値  

 

実験協力者群の間に観察された同定率の下降開始位置における違いが、音韻境界値に反

映されるかどうかを確かめるために、各実験協力者から得られた同定率の曲線をロジステ

ィック関数に近似した。これによって得られた曲線を「音韻同定曲線」と名付け、音韻同

定曲線が 50 ％のラインを通過する位置に対応する刺激番号の値を「音韻境界値」とする。 

音韻同定曲線が 50 ％のラインを通過しない実験協力者のデータを除外し、日本語話者

15 名分（100 ％）、日本語学習者 16 名分（100 ％）、中国語話者 19 名分（95 ％）のデー

タを分析対象とした。  

図 8-5 と図 8-6 に、それぞれ aka と asa における実験協力者群別の結果を示す。図中、黒

い点とその左右にあるエラーバーは実験協力者群ごとの音韻境界値とそこから±1 SD の

範囲である。  

図 8-5 と図 8-6 により、実験協力者群ごとの音韻境界値を観察すると、aka と asa に共通

して、中国語話者は も LH 端点（S1）寄りであり、日本語学習者は も HL 端点（S10）

寄りである。  

aka、asa それぞれについて実験協力者群を独立変数、音韻境界値を従属変数とする 1 要

因分散分析を行ったところ、aka においてのみ、実験協力者群の主効果が認められ（F (2, 47) 

= 4.688, p < .05）、ボンフェローニの方法による多重比較の結果、中国語話者と日本語学習

者の間に有意差が検出された（p < .05）。  

 

 

図  8-5. aka における実験協力者群ごとの音韻境界値  

（図中、JN は日本語話者、CJ は日本語学習者、CN は中国語話者を表す。）  
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図  8-6. asa における実験協力者群ごとの音韻境界値  

（図中、JN は日本語話者、CJ は日本語学習者、CN は中国語話者を表す。）  

 

 

 

8.3 考察 

 

 

実験協力者群の間に有意差が検出された刺激語は、刺激連続における位置によって、2

種に分けることができる。刺激連続の両端に近い aka の S2、S8、S9 および asa の S1、S2、

S3、S10 と、刺激連続の中央に近い aka の S4、S5 および asa の S4 である。  

刺激連続の両端に近い刺激語に検出された有意差は、中国語話者の同定判断が日本語話

者や日本語学習者ほど安定していないことを示しており、それは日本語の学習経験がない

ことに起因すると考えられる。つまり、日本語話者と日本語学習者は、日本語アクセント

の高さ範疇を持っており、それを参照することができるため、S1（LH 端点）に近い S2、

S3 を「垢」あるいは「麻」に、S10（HL 端点）に近い S8、S9 を「赤」あるいは「朝」に

同定することは困難ではない。したがって、日本語話者と日本語学習者は S1、S2、S3 と

S8、S9、S10 をそれぞれほぼ 100 ％、LH あるいは HL に同定している。これに対して、

実験当日にのみ資料語の発音を聞いた以外に日本語の学習経験がない中国語話者は、その

ような参照すべき日本語の高さ範疇をまだ持たないために同定率が 90 ％前後にとどまり、

日本語話者や日本語学習者と有意差が検出されたと考えられる。  
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一方、刺激連続の中央に近い刺激語に検出された有意差は、中国語話者では刺激番号が

より若い刺激語から同定率が下がり始め、音韻境界値が も LH 寄りである一方、日本語

学習者では刺激番号がより大きい刺激語から同定率が下がり始め、音韻境界値が も HL

寄りであることによるものであると考えられる。  

具体的に、図 8-3 を見ると、中国語話者では aka の S3 から、同定判断の切り替えが始ま

りつつあることを反映するとみられる同定率の顕著な下降が始まる。その結果、S4 におい

て日本語話者や日本語学習者と有意差が検出されたものと考えられる。aka の S4 を超える

と日本語話者にも同定率の大きな下降が現れ、同定判断の切り替えが始まることが示され

る。日本語話者の同定率の下降は中国語話者よりも急激であり、両者の同定率が接近する

ため、S4 で検出された日本語話者と中国語話者との有意差は S5 において認められなくな

る。ところが、日本語学習者は依然として S5 を高い率で LH に同定するため、中国語話者

との有意差が検出されたと推察できる。asa においても類似の傾向が観察される。  

中国語話者と日本語学習者の音韻境界値および同定率に有意差が検出されたことは、日

本語の学習経験の有無が同一言語（中国語）を母語とする聞き手の日本語アクセントの知

覚様式に影響を与えることを示している。  

中国語話者は刺激語におけるモーラ間の平均ピッチの上昇幅の縮小、またはわずかずつ

ではあるが次第に大きくなる第 2 モーラのピッチ下降を捉えて判断しているように思われ

る。このような知覚様式は中国語話者が声調を知覚する際に、ピッチの平均的な高さとそ

の変動方向を手掛かりとして用いるという報告（Guion & Pederson 2007, p. 61）と一致する。 

ただし、日本語の学習経験がない英語母語話者についても、類似する知覚様式が報告さ

れていることから（片山 2008）、日本語アクセントに対するこのような知覚様式は、中国

語話者に特有なものというより、むしろ日本語未習得者に共通するものである可能性もあ

る。  

しかし、同様に中国語を母語とする日本語学習者にはこのような知覚様式は観察されな

かった。その理由としては、日本語学習者は、日本語ではアクセントの下がり目と知覚さ

れるためにはピッチ下降に一定の下降角度を要することを言語知識として習得している。

このことによって、本来有効な手がかりになるモーラ間における平均ピッチの上昇幅が縮

小したり、第 2 モーラのピッチ下降が大きくなっても、それが境界領域に達するまでは同

定判断を揺るがすことはなく、結果的に日本語話者の知覚様式に近い知覚様式となったと

言える。  

ところで、日本語学習者は日本語の学習によって知覚様式が日本語話者に近づき、音韻

境界値が中国語話者と日本語話者の間に現れることが当初は予想されていた。しかし、実

際は、有意差こそ検出されなかったものの、aka、asa ともに日本語学習者は日本語話者よ

りも音韻境界値がやや HL 側に偏り、HL と同定するにはより大きなピッチ下降を必要とす

る傾向が現れている点は興味深い。  

日本語学習者はどのようなメカニズムによって現在の知覚様式を習得したか、また学習
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の各段階においてどのような変化が起こっているかを明らかにするには、今後さらなる実

証的研究が必要であるが、言語学習モデル（SLM）から、次のような仮説を立てることが

できる。  

3.4 節で述べたように、SLM によると、学習者が目標言語の音とそれに も近い母語の

音の違いを明確に認識できるかどうかによって、目標言語の音のために新たな音範疇が構

築されるかどうかが決まる。新範疇が構築された場合、学習者は同一の音韻空間（a common 

phonological space）に存在する新旧範疇の対立を保つことに努めるため、学習による新旧

範疇の異化（dissimilation）が生じる。一方、新範疇が構築されなかった場合、学習者は目

標言語の音を母語の音と同等視し、両者が同化（assimilation）される。  

モーラ間の高さ配置を見れば、普通拍からなる LH は T3 + T1 に、HL は T1 + T4 に類似

する。しかも、後者に比べて前者における違いはより大きい（2.4 節参照）。このことから、

学習者の音韻空間では、LH のために新範疇が構築されているが、HL のために新範疇が構

築されていない可能性が大きい。すると、日本語の学習が進むにつれ、LH は T3 + T1 から

異化され、HL は T1 + T4 と同化されることが考えられる。その結果、LH についてはピッ

チの変動域をより小さい値まで容認する一方、HL については T1 + T4 との違いが無視され、

HL と知覚するには T4 と同等の大きなピッチ下降が必要となる。日本語学習者はこのよう

な異化と同化によって、音韻境界値が HL 寄りになったと考えられる。  
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第 9 章 実験 3 
 

― 範疇知覚を明らかにするための弁別実験 ― 
 

 

 

第 8 章では、日本語話者、日本語学習者、中国語話者を対象に行った範疇知覚を明らか

にするための同定実験（実験 2）について述べた。この実験の結果、日本語学習者と中国

語話者の間で音韻境界値と同定率に有意差が検出され、日本語の学習経験は同一言語（中

国語）を母語とする聞き手の日本語アクセントの知覚様式に影響を与えることが明らかに

なった。また、日本語学習者が習得した日本語の高さ範疇は、日本語話者が母語として獲

得しているものに比べ、LH については第 1 モーラと第 2 モーラにおけるピッチの変動域

がより小さい値まで容認される一方、HL については第 2 モーラのピッチ下降がより大き

い値が必要であることが示唆された。  

しかし、実験 2 に見られた日本語話者、日本語学習者、中国語話者における違いが、範

疇知覚を明らかにするための弁別実験にも反映されるか、反映されるとすれば、それはど

のような違いかはまだ明らかでない。そのため、本研究は、実験 2 に次ぎ、第 7 章で再合

成した aka と asa の刺激連続上にあるそれぞれ 10 個の刺激語（S1～S10）を 1 つおきに組

み合わせて作った S1－S3（以下、PR113）、S2－S4（以下、PR24）、S3－S5（以下、PR35）、

S4－S6（以下、PR46）、S5－S7（以下、PR57）、S6－S8（以下、PR68）、S7－S9（以下、

PR79）、S8－S10（以下、PR810）という 8 つの弁別ペアを用い、日本語話者、日本語学習

者、中国語話者を対象に ABX 形式2による範疇知覚を明らかにするための弁別実験（実験

3）を行う。本章では、その詳細について述べる。  

 

 

 

 

 

                                                        
1 PR は pair の意である。  

2 ABX 形式とは、1 つの問題に 3 つの刺激が提示され、「最初の 2 つの刺激はつねに異なる刺激（被験者

が聞き分けられるかどうかではなく、物理的な特徴が異なる）で、3 番目の刺激にはつねに 1 番目か 2

番目の刺激と同じもの」（ライアルズ 2003, p. 47）であり、「被験者は 3 番目に聞いた刺激（X）が 1 番目

（A）と 2 番目（B）のどちらの刺激と同じか」（ライアルズ 2003, p. 47）を答えさせる弁別課題の形式

である。  
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9.1 実験方法 

 

 

9.1.1 実験協力者  

 

実験 3 の実験協力者は実験 1、実験 2 と同じである（6.1.1 節参照）。  

 

9.1.2 実験プログラムの構成  

 

すべての実験協力者に対して統一した規格で実験を行うために、心理学的測定ソフトウ

ェア Inquisit 4 Lab（米国、Millisecond Software 社製）を用い、aka と asa に分けて実験プロ

グラムを作成した。実験プログラムは、事前練習と本テストの 2 つの部分によって構成さ

れる。  

事前練習の音声刺激3には、ピッチ曲線が調整されていない録音語を用いる。1 つの問題

に 3 つの音声刺激を提示し、最初の 2 つの音声刺激はつねにアクセント型が異なる録音語

で、3 番目の音声刺激にはつねに 1 番目か 2 番目の録音語と同じものである。実験協力者

に 3 番目に聞こえた語が 1 番目に聞こえた語と同じ場合は「A」を、2 番目に聞こえた語と

同じ場合は「L」を押すように指示した。各問題における刺激の提示方式と時間配分は図

9-1 のとおりである。  

図 9-1 が示すように、実験協力者の注意を喚起するために、各問題が始まると同時に、

画面の中央に白い「＋」印が提示され、2,000 ms の時点でそれが消える。4,000 ms の時点

で 1 番目の音声刺激が流される。1 番目の音声刺激が終わってから 3,000 ms の間隔を置い

て 2 番目の音声刺激が流される4。2 番目の音声刺激が終わってから 3,000 ms の間隔を置い

て 3 番目の音声刺激が流される5。実験協力者が弁別判断を行った（キーを押した）時点で

1 問題が終わる。1 問題が終わってから 2,000 ms の間隔を置いて次の問題が始まる。  

                                                        
3 第 6 章、第 8 章と同様に本章でも、「音声刺激」と「刺激語」を異なる意味で用いる。「音声刺激」は

実験において実験協力者に提示したすべての語であるが、「刺激語」は aka と asa の刺激連続上にある語

に限る。したがって、事前練習に音声刺激として用いた録音語は刺激語とは呼ばない。  

4 録音語の持続時間とその前後にある無音の時間を合わせて 896 ms であるため、2 番目の音声刺激は

4,000 ms + 896 ms（録音語の持続時間と無音区間）+ 3,000 ms（間隔）の 7,896 ms の時点で流される（図

9-1 参照）。  

5 録音語の持続時間とその前後にある無音の時間を合わせて 896 ms であるため、3 番目の音声刺激は

7,896 ms + 896 ms（録音語の持続時間と無音区間）+ 3,000 ms（間隔）の 11,792 ms の時点で流される（図

9-1 参照）。  



 

85 

 

図  9-1. 実験 3 における刺激の提示方式と時間配分  

 

事前練習では ABX 形式の 4 つの提示順序（ABA、ABB、BAB、BAA）をすべて適用し

た 4 つの問題を 1 セットとし、1 セットに含まれるすべての問題に正答すれば、本テスト

に入るが、1 問でも間違えば、事前練習が繰り返される。誤答のたびにパソコンの画面に

赤い「×」印が出るようにして判断を修正しなければならないことがわかるよう設定した。 

本テストの音声刺激は aka と asa の刺激連続上にある刺激語を使用した。本テストの各

問題の提示方式と時間配分、そして解答方法は事前練習と同様である。ただし、解答の正

誤に関わらず、赤い「×」印は出さない。弁別ペア（PR13～PR810）ごとに、ABX 形式の

4 つの提示順序を適用したため、合計 32 種の異なる問題がある。各種の問題を 1 回提示し

た 32 の問題を 1 実験ブロックとする。32 の問題は、実験ブロック内で無作為に配列し提

示する。  

 

9.1.3 実験手順  

 

日本語話者と日本語学習者を対象とした実験は、防音室（名古屋大学文系総合館音声実

習室）で行った。実験開始前に実験協力者に「垢」、「赤」、「麻」、「朝」を読み上げさせ、
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アクセントを含め、発音が正しいかどうかを確認した。その後、上述の実験プログラムに

よって実験を実施し、密閉型ヘッドフォン（audio-technica, ATH-A500）を通じて音声刺激

を呈示し、ノートパソコン（NEC, PC-LZ550LS）のキーボードのキーを押すことで判定を

入力させた。また、音声刺激の初期の音量はすべての実験協力者において同一であるが、

事前練習の際に実験協力者が音量を調整することを許した。  

同様の内容の実験を 2 回実施し、aka と asa をそれぞれ 1 実験ブロックずつ実施して 1

回目の実験を終了した。1 回目の実験が終わってから、少なくとも 3 日を置いて、2 回目の

実験を実施した。2 回目の実験の前に謝礼を渡し、実験が終了した後、実験協力者に対す

るアンケート調査を行い、実験データ使用の同意書への署名を求めた。実験プログラムに

よる 1 実験ブロックのみの所要時間は約 10 分であった。実験ブロックの実施順序は実験協

力者間でカウンターバランスを取った6。  

中国語話者に対する実験は中国の大学施設における静かな教室で行った。実験開始前に、

実験協力者が音声に注意を向けるように「垢」、「赤」、「麻」、「朝」の日本語の発音を聞か

せ7、「垢」と「赤」そして「麻」と「朝」に違いはあるか、違いがあればどのように違う

かを説明するよう求めた。実験協力者の説明が音声学的に適切であるかどうかを問わず、

調査者による解説はしなかった。その後、実験プログラムによる実験を始めた。実験プロ

グラムは実験指示を中国語で表示したが、その他の実験手順および実験機器は日本語話者

と日本語学習者の場合と同様である。  

 

 

9.2 結果 

 

 

9.2.1 弁別正答率  

 

aka と asa に分けて、実験協力者群（日本語話者・日本語学習者・中国語話者）ごとに各

弁別ペアの得点を集計し、弁別正答率を算出した。図 9-2 と図 9-3 にその結果を示す。  

 

                                                        
6 それぞれの実験日に第 6 章で述べた実験 1 の 2 つの実験ブロック（aka の 1 つと asa の 1 つ）、第 8 章

で述べた実験 2 の 1 つの実験ブロック（aka あるいは asa）も実施した。実験 3 の 2 つの実験ブロック（aka

の 1 つと asa の 1 つ）を合わせて、1 回の実験には合計 5 つの実験ブロックを実施した。  

これら 5 つの実験ブロックの実施順序は、実験協力者間でカウンターバランスを取り、実験ブロック

の間に短い休憩を入れた。実験前の確認と準備、実験後のアンケート調査等、そして 5 つの実験ブロッ

クの所用時間を合わせると、1 回の実験は 1 時間以内であった。  

7 「垢」、「赤」、「麻」、「朝」の 4 文字は中国語においてもよく使用され、かつその意味は日本語におけ

る意味とほぼ変わらないため、文字に関する説明は行わなかった。  
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図  9-2. aka における実験協力者群ごとの弁別正答率  

（図中、JN は日本語話者、CJ は日本語学習者、CN は中国語話者を表す。）  

 

 

図  9-3. asa における実験協力者群ごとの弁別正答率  

（図中、JN は日本語話者、CJ は日本語学習者、CN は中国語話者を表す。）  
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図 9-2 より、aka における各弁別ペアの弁別正答率を実験協力者群（日本語話者・日本語

学習者・中国語話者）ごとに見ると、日本語話者は PR13～PR46 において弁別正答率が大

きく変動せず、PR46 から弁別正答率が上がり始め、PR57 と PR68 がその他の弁別ペアに

比べて弁別正答率が高い一方、PR68 から弁別正答率が大きく下がり始め、PR79 と PR810

がその他の弁別ペアに比べて弁別正答率が低い。中国語話者は PR13～PR68 において弁別

正答率が小幅に変動し、PR68 から弁別正答率が下がり始め、PR79 と PR810 がその他の弁

別ペアに比べて弁別正答率が低い。日本語学習者は日本語話者と中国語話者と異なり、

PR46 をピークにほぼ左右対称に、PR13 と PR810 に向かって弁別正答率が下がっていき、

全体的に逆 U 字型の弁別正答率の変化を見せる。  

図 9-3 より、asa における各弁別ペアの弁別正答率を実験協力者群（日本語話者・日本語

学習者・中国語話者）ごとに見ると、日本語話者は PR13～PR79 において弁別正答率が上

がったり下がったりするものの、PR79 から弁別正答率が大きく下降し始め、PR810 がその

他の弁別ペアに比べて弁別正答率がとりわけ低い。中国語話者は PR13～PR46 において弁

別正答率が大きく変動せず、PR46 から PR810 に向かって弁別正答率が下降していく。日

本語学習者は PR57 をピークに、ほぼ左右対称に、PR13 と PR810 に向かって弁別正答率が

下がっていき、全体的に逆 U 字型の弁別正答率の変化を示す。  

実験協力者群（日本語話者・日本語学習者・中国語話者）の違いと弁別ペア（PR13～PR810）

の違いが弁別正答率に有意な影響を与えるかどうかを検証するために、aka と asa に分けて

実験協力者群と弁別ペアを独立変数、弁別正答率を従属変数とする 2 要因分散分析を行っ

た。  

その結果、aka では、弁別ペアの主効果のみが有意であった（F (6.535, 313.674) = 7.451, p 

< .001）8。その後、実験協力者群の各水準（日本語話者・日本語学習者・中国語話者）に

おける弁別ペアの単純主効果の検定を行ったところ、すべての水準において弁別ペアの有

意な単純主効果が認められた（日本語話者 F (7, 336) = 2.10, p < .05、日本語学習者 F (7, 336) 

= 5.22, p < .001、中国語話者 F (7, 336) = 3.64, p < .01）。さらに、実験協力者群の各水準（日

本語話者・日本語学習者・中国語話者）において、弁別ペアに対するボンフェローニの方

法による多重比較を行ったところ、日本語話者では、どの 2 つの弁別ペアの間においても

有意差が検出されなかった（表 9-1 参照）。日本語学習者では、PR13－PR35（p < .001）、

PR13－PR46（p < .001）、PR13－PR57（p < .001）、PR13－PR68（p < .001）、PR46－PR810

（p < .001）、PR68－PR810（p < .05）の間に有意差が検出された（表 9-3 参照）。中国語話

者では、PR24－PR810（p < .001）、PR35－PR810（p < .001）、PR46－PR810（p < .001）、PR68

－PR810（p < .001）の間に有意差が検出された（表 9-5 参照）。  

                                                        
8 Mauchly の球面性検定において、球面性が仮定されなかったため、Huynh-Feldt の方法による自由度と

有意確率に対する修正後の結果を参照している。  
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asa では、弁別ペアの主効果のみが有意であった（F (6.438, 309.024) = 9.849, p < .001）9。

その後、実験協力者群の各水準（日本語話者・日本語学習者・中国語話者）における弁別

ペアの単純主効果の検定を行ったところ、すべての水準において弁別ペアの有意な単純主

効果が認められた（日本語話者 F (7, 336) = 3.56, p < .01、日本語学習者 F (7, 336) = 3.02, p 

< .01、中国語話者 F (7, 336) = 6.69, p < .001）。さらに、実験協力者群の各水準（日本語話

者・日本語学習者・中国語話者）において、弁別ペアに対してボンフェローニの方法によ

る多重比較を行ったところ、日本語話者では、PR13－PR810（p < .05）、PR24－PR810（p < .05）、

PR57－PR810（p < .001）の間に有意差が検出された（表 9-2 参照）。日本語学習者では、

どの 2 つの弁別ペアの間においても有意差が検出されなかった（表 9-4 参照）。中国語話者

では、PR24－PR79（p < .05）、PR24－PR810（p < .001）、PR35－PR79（p < .05）、PR35－

PR810（p < .001）、PR46－PR79（p < .001）、PR46－PR810（p < .001）の間に有意差が検出

された（表 9-6 参照）。  

これらのことから、弁別ペアの弁別正答率の間に有意差が検出される実験協力者群と有

意差が検出されない実験協力者群があること、また、有意差が検出される場合、実験協力

者群によって、有意差が検出される弁別ペアの組み合わせが異なっていることが示された。 

 

9.2.2 弁別正答率と同定範疇の比較  

 

2 つの弁別ペアの弁別正答率の間に有意差が検出された理由を明らかにするために、実

験協力者群ごとに aka と asa に分けて、各弁別ペアの弁別正答率のグラフに、実験 2 で得

られた同定割合のグラフ（図 8-2 参照）を重ねる。  

図 9-4 と図 9-5 にそれぞれ日本語話者の aka と asa、図 9-6 と図 9-7 にそれぞれ日本語学

習者の aka と asa、図 9-8 と図 9-9 にそれぞれ中国語話者の aka と asa の結果を示す。図 9-4

～図 9-9 において、上の横軸には刺激語（S1～S10）を、下の横軸には弁別ペア（PR13～

PR810）を、左の縦軸には弁別正答率を、右の縦軸には各刺激語が LH または HL に同定さ

れた割合を示す。  

図 9-4～図 9-9 に並行して、表 9-1 と表 9-2 にはそれぞれ日本語話者の aka と asa、表 9-3

と表 9-4 にはそれぞれ日本語学習者の aka と asa、表 9-5 と表 9-6 にはそれぞれ中国語話者

の aka と asa の弁別ペアの間における多重比較の結果を示す。  

 

 

 

 

                                                        
9 Mauchly の球面性検定において、球面性が仮定されなかったため、Huynh-Feldt の方法による自由度と

有意確率に対する修正後の結果を参照している。  
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表  9-1. 日本語話者の aka の弁別ペアの間における多重比較の結果  

弁別ペア PR24 PR35 PR46 PR57 PR68 PR79 PR810 

PR13 

PR24 

PR35  

PR46    

PR57      

PR68       

PR79       

*, p <.05; **, p <.01; ***, p <.001 

 

 

 

図  9-4. 日本語話者の aka の弁別正答率と同定範疇  
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表  9-2. 日本語話者の asa の弁別ペアの間における多重比較の結果  

弁別ペア PR24 PR35 PR46 PR57 PR68 PR79 PR810 

PR13       * 

PR24       * 

PR35       

PR46       

PR57       *** 

PR68       

PR79       

*, p <.05; **, p <.01; ***, p <.001 

 

 

 

図  9-5. 日本語話者の asa の弁別正答率と同定範疇  
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表  9-3. 日本語学習者の aka の弁別ペアの間における多重比較の結果  

弁別ペア  PR24 PR35 PR46 PR57 PR68 PR79 PR810 

PR13 *** *** *** *** 

PR24       

PR35       

PR46       *** 

PR57       

PR68       * 

PR79       

*, p <.05; **, p <.01; ***, p <.001 

 

 

 

図  9-6. 日本語学習者の aka の弁別正答率と同定範疇  
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表  9-4. 日本語学習者の asa の弁別ペアの間における多重比較の結果  

弁別ペア PR24 PR35 PR46 PR57 PR68 PR79 PR810 

PR13    

PR24        

PR35        

PR46        

PR57        

PR68        

PR79        

*, p <.05; **, p <.01; ***, p <.001 

 

 

 

図  9-7. 日本語学習者の asa の弁別正答率と同定範疇  
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表  9-5. 中国語話者の aka の弁別ペアの間における多重比較の結果  

弁別ペア PR24 PR35 PR46 PR57 PR68 PR79 PR810 

PR13       

PR24       *** 

PR35       *** 

PR46       *** 

PR57       

PR68       *** 

PR79       

*, p <.05; **, p <.01; ***, p <.001 

 

 

 

図  9-8. 中国語話者の aka の弁別正答率と同定範疇  
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表  9-6. 中国語話者の asa の弁別ペアの間における多重比較の結果  

弁別ペア PR24 PR35 PR46 PR57 PR68 PR79 PR810 

PR13 

PR24      * *** 

PR35      * *** 

PR46      *** *** 

PR57       

PR68        

PR79       

*, p <.05; **, p <.01; ***, p <.001 

 

 

 

図  9-9. 中国語話者の asa の弁別正答率と同定範疇  
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9.3 考察 

 

 

この実験では、日本語の学習経験が日本語アクセントの知覚様式にどのような影響を与

えるかをさらに検討するために、日本語話者、日本語学習者、中国語話者を対象に ABX

形式による範疇知覚を明らかにするための弁別実験を行った。結果として、弁別ペアの弁

別正答率の間に有意差が検出される実験協力者群と有意差が検出されない実験協力者群が

あった。また、有意差が検出される場合、実験協力者群によって、有意差が検出される弁

別ペアの組み合わせが異なっていた。  

3.1 節で述べたように、分節音を対象とする範疇知覚を明らかにするための同定実験と

弁別実験では、刺激連続の端点を対立する 2 つの音範疇として持つ成人が刺激連続上にあ

る刺激語から作った弁別ペアを知覚する際、2 つの同定範疇にまたがる弁別ペアの弁別正

答率は高いのに対して、1 つの同定範疇内にある弁別ペアの弁別正答率は低いことが知ら

れている。  

日本語話者、日本語学習者、中国語話者を比較すると、日本語学習者においてのみ、aka

と asa に共通して逆 U 字型の弁別正答率の変動が見られ、分節音を対象とする範疇知覚を

明らかにするための弁別実験の結果に最も近似する。このことから、日本語学習者の音韻

空間においては、LH と HL が対等の 2 つの高さ範疇として存在していることが示唆される。

ただし、実験 2 の結果から、LH は日本語の学習によって新たに構築されている高さ範疇

であるのに対して、HL は日本語学習者の母語にある T1 + T4 と合併された高さ範疇である

と考えられる。  

次に、日本語話者においては、各弁別ペアを同定範疇との関係によって、大きく 3 種に

分けることができる。aka の PR13、PR24、PR35、PR46 および asa の PR13、PR24、PR35

は LH の範疇内にある弁別ペアであり、これが 1 つの種類を成す。aka の PR68、PR79、PR810

と同じく asa の PR68、PR79、PR810 は HL の範疇内にある弁別ペアであり、これが 2 つ目

の種類となる。残る aka の PR57 および asa の PR46、PR57 は LH と HL の同定範疇にまた

がる弁別ペアであり、これが 3 つ目の種類である。  

日本語話者において、aka では弁別ペアの間に弁別正答率の有意差が検出されなかった

が、数値上は LH と HL の同定範疇にまたがる PR57 が、LH または HL の範疇内にある弁

別ペアより弁別正答率が高い。また、asa では LH と HL の同定範疇にまたがる PR57 が HL

の範疇内にある PR810 に比べて弁別正答率が有意に高く、その他の HL または LH の範疇

内にある弁別ペアとは有意差が検出されなかったものの、数値上は PR57 の方が高い。こ

れらのことから、日本語話者の音韻空間においては、LH と HL が 2 つの高さ範疇として存

在することが示される。  
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しかし、日本語話者において、数値を見る限り、aka では LH の範疇内にある PR13、PR24、

PR35、PR46 の方が、HL の範疇内にある PR79、PR810 に比べて弁別正答率が高い。また、

asa では LH と HL の同定範疇にまたがる PR57 が、HL の範疇内にある PR810 とは弁別正

答率に有意差が検出されたものの、LH の範疇内にある PR13 とは弁別正答率に有意差が検

出されなかった。加えて、LH の範疇内にある PR13、PR24 と、HL の範疇内にある PR810

との間で弁別正答率に有意差が検出され、PR13、PR24 が PR810 より弁別正答率が有意に

高い。これらのことから、日本語話者は特徴的に、LH の範疇内にある弁別ペアが、HL の

範疇内にある弁別ペアより弁別正答率が高いといえる。このことは、日本語アクセントに

おける LH と HL の対等でない関係に起因すると考えられる。  

日本語のアクセントは、語におけるモーラ間の相対的な高さ変化であるが、「高さその

ものではなく、高さの動きにこそ意味がある」（川上 1997, p. 20）。また、アクセントの知

覚上の決め手は、アクセント核があるモーラに後続するモーラのピッチ下降であるため、

LH におけるピッチの上昇は、「無標」（川上 1997, p. 20）のアクセントを示すに過ぎず、

HL におけるピッチの下降のみがアクセント型の有標のマーカーであると思われる。  

したがって、日本語話者はアクセント知覚において、アクセント核の探索と識別に特別

な注意を払う。このような知覚様式は、Guion & Pederson（2007）においても報告されてい

る。つまり、アクセント核を探索するために、日本語話者は LH の範疇内にある刺激語の

第 1 モーラの次第に高くなるピッチ、または第 2 モーラにおける次第に大きくなるピッチ

の下降角度に注意して知覚し、その結果、弁別ペアは LH の範疇内にあるにも関わらず、

弁別正答率が高くなっている。これに対して、一旦アクセント核ありと知覚したならば、

この種の特別な注意が要らなくなり、その結果、HL の範疇内にある弁別ペアにおける弁

別正答率が低くなっていると推測される。  

このような知覚様式は、また、aka では PR68 が HL の範疇内にある弁別ペアであるにも

関わらず、その弁別正答率が LH と HL の同定範疇にまたがる PR57 に匹敵するほど高いこ

とや、asa では同じく LH と HL の同定範疇にまたがる弁別ペアであるものの、PR46 に比

べて PR57 の方が弁別正答率が高いことにも影響している。  

日本語話者は asa に比べて aka の音韻境界値が HL 端点（S10）寄りであり（8.2.2 節参照）、

aka では S8 から刺激語が HL に同定される割合が 100 ％となるのに対して、asa では S7 か

ら刺激語が HL に同定される割合が高い水準（90 ％）となる。このことから、aka では PR68、

asa では PR57 が、アクセント核として認められるかどうかで最も激しく対立する弁別ペア

であるといえる。aka の PR68、asa の PR57 を超えると、この種の対立が弱まり、弁別ペア

に含まれる 2 つの刺激語に対する同定判断が HL 端点方向に移行するにつれて、弁別ペア

が HL の範疇内にある弁別ペアとしての典型性が高まる。日本語話者は、アクセント核の

探索と識別に特別な注意を払う結果、アクセント核として認められるかどうかで最も激し

く対立する aka の PR68、asa の PR57 の弁別正答率が高くなる一方、この種の特別な注意

が要らなくなることに伴い、弁別ペアの弁別正答率が低くなる。  
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中国語話者は全体的に日本語話者に類似し、LH の範疇内にある弁別ペアの方が HL の範

疇内にある弁別ペアより弁別正答率が高い。しかし、中国語話者は実験当日に資料語の日

本語の発音を聞いた以外に日本語の学習経験がないため、日本語アクセントにおける LH

と HL の対等でない関係が中国語話者の知覚様式に影響を与えているとは言い難い。  

中国語話者における弁別ペアの間に検出された弁別正答率の有意差が何に起因するか

を明らかにするため、個々の弁別ペアとその他の弁別ペアとの間に弁別正答率に関して有

意差が検出されたかどうかによって、すべての弁別ペアを弁別正答率の高、中、低の 3 つ

のグループに分ける。  

弁別正答率が高のグループには、他の弁別ペア（aka の PR810、asa の PR79、PR810）の

いずれかとの間で弁別正答率に有意差が検出され、弁別正答率が有意に高い aka の PR24、

PR35、PR46、PR68 および asa の PR24、PR35、PRR46 が属し、弁別正答率が中のグループ

には、いずれの弁別ペアとの間にも弁別正答率の有意差が検出されなかった aka の PR13、

PR57、PR79 および asa の PR13、PR57、PR68 が属し、弁別正答率が低のグループには、

他の弁別ペア（aka の PR24、PR35、PR46、PR68、asa の PR24、PR35、PRR46）のいずれ

かとの間で弁別正答率に有意差が検出され、弁別正答率が有意に低い aka の PR810 および

asa の PR79、PR810 が属する。asa が aka に類似する傾向を示しているため、以下では aka

を中心に考察していく。  

まず、弁別正答率が高のグループにある PR24、PR35、PR68 について、これら 3 つの弁

別ペアに含まれる 2 つの刺激語の同定状況を見ると、2 つの刺激語が比較的高い割合で LH

あるいは HL に同定されている。ただし、その間には同定の割合の大きな差がある。知覚

同化モデル（PAM）に依拠すれば（3.3 節参照）、日本語の学習経験がない中国語話者は、

未習得言語である日本語の高さ変化を中国語の高さ範疇に同化して知覚する。日本語の LH

は中国語の T3 + T1 に、HL は中国語の T1 + T4 に近似するため、刺激語の LH または HL

への同定の割合は、聞き手が感じ取った当該刺激語の T3 + T1 あるいは T1 + T4 への同化

の適合度を反映すると考えられる。PR24、PR35 における 2 つの刺激語は T3 + T1 に、PR68

における 2 つの刺激語は T1 + T4 に同化されるが、同定の割合に差があることから、同化

の適合度に差があると考えられる。したがって、PR24、PR35、PR68 は強い CG、すなわち、

未習得言語の 2 つの音が母語の 1 つの音範疇に同化されるが、聞き手は 2 つの音の間で母

語の音範疇との適合度に大きな差を感じるタイプとなる。このような 2 音の弁別が難しく

ないことは PAM の予測のとおりである。  

また、弁別正答率が高のグループにある PR46 について、これに含まれる 2 つの刺激語

S4 と S6 の同定状況を見ると、それぞれ比較的高い割合で LH と HL に同定されることから、

ともに高い適合度で T3 + T1、T1 + T4 に同化されていると考えられる。PAM によれば、PR46

は TC、すなわち、未習得言語の 2 つの音が母語の 2 つの異なる音範疇に同化されるタイ

プとなる。このような 2 音の弁別が容易であることは PAM の予測に沿うものである。  
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次に、弁別正答率が低のグループにある PR810 について、これに含まれる 2 つの刺激語

S8 と S10 の同定状況を見ると、ともに高い割合で HL に同定され、しかも、これらの間に

は、HL に同定される割合における大きな差がないことから、S8 と S10 はともに高い適合

度で T1 + T4 に同化されていることが示される。PAM によれば、PR810 は SC、すなわち、

未習得言語の 2 つの音が母語の 1 つの同じ音範疇に同化され、かつ聞き手は 2 つの音の間

で、母語の音範疇との適合度に差を感じないタイプとなる。このような 2 音の弁別が難し

いことは PAM の予測のとおりである。  

続いて、弁別正答率が中のグループにある PR57 について、これに含まれる 2 つの刺激

語 S5 と S7 の同定状況を見ると、S7 は高い割合で HL に同定されている一方、S5 は LH に

同定される割合と HL に同定される割合の間に大きな差がない。このことから、S7 は高い

適合度で T1 + T4 に同化されるが、S5 は T3 + T1 あるいは T1 + T4 のいずれにも同化され

ていないと推定される。PAM に依拠すれば、PR57 は UC、すなわち、未習得言語の 2 つの

音の一方が母語の音範疇に同化され、他方が言語音としては知覚されるが、母語の音範疇

に同化できないタイプとなる。このような 2 音の弁別が容易であることは PAM の予測に

合致するものである。  

さらに、弁別正答率が中のグループにある PR79 について、これに含まれる 2 つの刺激

語 S7 と S9 の同定状況を見ると、ともに高い割合で HL に同定され、しかも、それぞれが

HL に同定される割合には大きな差がない。このことから、S7 と S9 がともに高い適合度で

T1 + T4 に同化されていることが考えられる。PAM によれば、PR79 は SC、すなわち、未

習得言語の 2 つの音が母語の 1 つの同じ音範疇に同化され、かつ聞き手は 2 つの音の間で、

母語の音範疇との適合度に差を感じないタイプとなり、弁別が難しいと予測されている。

実際に、PR79 は弁別正答率が中のグループにあるとはいうものの、数値的に見て PR810

以外の弁別ペアに比べて弁別正答率が低い。これも PAM の予測とおりの結果となってい

る。  

最後に、弁別正答率の中グループにある PR13 について、これに含まれる 2 つの刺激語

S1 と S3 の同定状況を見ると、ともに高い割合で LH に同定され、しかも、これらの間に

は LH に同化される割合における大きな差がない。このことから、S1 と S3 がともに高い

適合度で T3 + T1 に同化されていることが示される。PAM に依拠すれば、PR13 は SC、す

なわち、未習得言語の 2 つの音が母語の 1 つの同じ音範疇に同化され、かつ聞き手は 2 つ

の音の間で、母語の音範疇との適合度に差を感じないタイプとなり、弁別が難しいと予測

されている。しかし、実際には、PR13 の弁別正答率はその他の弁別ペアに比べてそれほど

低くない。しかも、同じく SC と思われる PR810 に比べると、PR13 の方は弁別正答率が明

らかに高い。このことは LH と HL がそれぞれ中国語の高さ範疇に同化される場合に生じ

る同化の適合度の差に起因すると考えられる。  
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2.4 節で述べたように、モーラ間の高さ配置から見れば、普通拍からなる LH は T3 + T1、

HL は T1 + T4 に類似する。しかし、後者に比べて、前者における違いが大きい。このこと

から、LH と HL がそれぞれ T3 + T1、T1 + T4 に同化される際、HL に比べて LH の方が同

化の適合度が低い。母語の高さ範疇への同化の適合度が低いことから、聞き手が LH の範

疇内にある弁別ペアにおける刺激語間の音声的な違いをより検知しやすくなり、その結果、

PR13 と PR810 はともに PAM が指摘する SC となっているものの、弁別正答率に差が生じ

たと考えられる。  
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第 10 章 結論と今後の課題 
 

 

 

10.1 結論 

 

 

本研究は、日本語の学習経験が中国語を母語とする日本語学習者の日本語アクセント知覚に

影響を与えるか、与えるとすれば、どのような影響を与えるかを研究課題とした。これらの課

題を明らかにするために、本研究では、日本語母語話者、中国語を母語とする上級の日本語学

習者、そして実験当日に資料語の日本語の発音を聞いた以外に日本語の学習経験がない中国語

母語話者を対象に、両耳分離聴検査法による同定実験（実験 1）、範疇知覚を明らかにするため

の同定実験（実験 2）、範疇知覚を明らかにするための弁別実験（実験 3）を行った。 

3 つの実験の結果、日本語の学習経験が中国語を母語とする日本語学習者の日本語アクセン

ト知覚に影響を与えることが明らかになった。また、日本語の学習経験が日本語学習者の日本

語アクセント知覚にどのような影響を与えるかについては、大きく分けて次の 2 点の知見が得

られた。 

1. 実験 1 の結果、日本語学習者と日本語母語話者との間では、正答率と反応時間に有意差が

検出されなかったのに対して、日本語の学習経験がない中国語母語話者との間では、正答率と

反応時間に有意差が検出されたことから、日本語学習者は日本語の学習を通じて、日本語の概

念化された高さ範疇を習得しており、日本語アクセント知覚に基づく語の同定処理が求められ

る場合、母語の高さ範疇（声調）ではなく、習得した日本語の高さ範疇を用いて語の同定処理

を行う。その結果、同定の精度と速度が刺激語間の音声的な違いの大小に大きく影響されるこ

とはなく、同定処理が日本語非学習者に比べ、より日本語母語話者に近い、安定したものとな

っている。 

2. 実験 3 の結果、日本語学習者においてのみ、逆 U 字型の弁別正答率の変動が見られるこ

とから、日本語学習者の音韻空間においては、LH と HL が対等の 2 つの高さ範疇として存在

しており、日本語母語話者のアクセント核の探索に重点を置く知覚様式とは異なる。 

また、実験 2 の結果、日本語学習者は日本語非学習者だけでなく、日本語母語話者よりも音

韻境界値がやや HL 側に偏り、HL と同定するにはより大きなピッチ下降を必要とすることか

ら、日本語学習者が習得した日本語の高さ範疇は、日本語母語話者が母語として獲得している

ものに比べて、LH についてはモーラ間のピッチの変動域がより小さい値まで容認される一方、

HL については第 2 モーラのピッチ下降により大きな傾斜が必要であることが示された。 
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さらに、音声学習モデル（SLM）にしたがえば、このことは、LH は日本語の学習によって

新たに構築された高さ範疇であり、母語の T3 + T1 からは異化されるのに対して、HL は母語

の T1 + T4 に近いために、それに同化された高さ範疇であることに起因すると推察される。 

 

 

10.2 今後の課題 

 

 

本研究では、上述の知見が得られたのと同時に、大きく分けて下記の 3 つの課題が残されて

いる。 

まず、第 6 章で述べた実験 1 の結果から、日本語の学習経験がない中国語母語話者は、刺激

語間の音声的な違いが小さい aka の対立ペアに比べ、刺激語間の音声的な違いが大きい asa の

対立ペアをより正確かつ速く同定していることが示された。しかし、それは aka と asa という

異なる対立ペアの種別の間に観察されているため、今後、aka あるいは asa のいずれか一方を

用い、刺激語間の音声的な違いを段階的に調整した複数の対立ペアを作成し、刺激語間の音声

的な違いがこれらの中国語母語話者の知覚に影響を与えるか、与えるとすればどこまで影響す

るかについて、さらに検討することが必要である。 

また、今回の実験 1 は、1 名のみの音声提供者の発音を刺激語として採用したため、aka と

asa に観察された刺激語間の音声的な違いの大小の差が一般性を持つものであるかは不明であ

る。今後、複数の音声提供者の発音から、LH と HL のピッチ曲線を計測し、比較する必要が

ある。 

次に、本研究が実施した実験 2 は、日本語学習過程の両極端に相当する 2 群の中国語母語話

者を対象としているため、日本語の学習経験が確かに中国語を母語とする日本語学習者のアク

セント知覚に影響を与えることを実証し、その影響の様態を明らかにしたにすぎない。音声学

習モデル（SLM）によって示唆される日本語学習者の知覚メカニズムが実際にどのように発達

してきたかについては、日本語の熟達度の変化に沿った日本語学習者の音韻空間に関する通時

的な記録検証が必要である。 

最後に、本研究では、日本語学習者を対象とした生成研究を行っていないため、知覚と生成

の関係を論ずることはできない。しかし、これまで報告されてきた日本語学習者のアクセント

の生成における問題点、例えば、非頭高型の語の発話における語頭の LH におけるピッチの上

昇幅の不足（郭他 2011）や、アクセントの下がり目における急激なピッチ下降（平野他 2006）

などを考えると、それらの特徴が、本研究によって明らかになった日本語学習者の知覚様式と

どのように関係しているかも今後検討されてしかるべきである。 
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