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中国語における発音指導の方法について
―日本人学生の中国語発音の難点とその指導方法―

寇　  振  鋒
        

１． はじめに

如何なる言語でも、入門段階の発音は最も重要な第一歩である。とくに、多くの学

生に教える場合、適切な発音指導の方法があれば非常に効果的である。

日本人学生の中国語発音の難点については、すでに多くの論考がある。そして、中

国国内の研究者は、日本人母語話者のマイナス面から音声教学上の問題の所在を指摘

することが多く（1）、日本語母語話者の発音を利用する効果的な指導方法にあまり触れ

ていないのが現状である。

筆者はこれまで日本人学生向けの中国語教育において、長年にわたる発音指導の中

で、日本人学生の中国語の発音学習の難点がどこにあるのか、また、具体的にどのよ

うな発音の習得が学生にとって難しいのかを見出すことに、注意を払ってきた。

外国語学習においては、母国語のマイナスの影響が確実に存在すると考えられる。

実際、外国語学習者は、おそらく外国語学習の初期の発音段階において、母国語にあ

る最も近い発音を借りて発音しようと試みる。だからこそ、母国語発音のプラス面を

効率的に利用できる方法を考慮し、日本人学生の中国語発音の難点について、日本語

の発音の導入を視野に入れて、効果的に指導できる方法を（2）を探るのが本稿の目的で

ある。

２． 舌歯音「z、c、s」について

この三つの発音は舌先前音とも言う。いわゆる舌歯音は、日本語の中にも存在する。

ただし、日本語中の舌歯音「ヅ、ツ、ス」は呼気が弱い。しかし中国語の「z、c、s」

の呼気量が多く、するどい音色を持つ。「z」と「c」は閉鎖摩擦音で、「s」は摩擦音で

ある。この三つの発音は、以下のような指導方法を利用することが可能である。

２. １　誇張法

この「z、c、s」は単独で使うことはない。そして、単独で発音することは、初心者
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にとってさらに難しいことである。そのため、日本人学生には、後ろに「i」をつけて

「zi、ci、si」という形で教える。発音の中でこの「i」の発音は聞こえないが、しかし

「i」をつけた後、「zi、ci、si」の発音がより明確になり長く発音するため、発音がしや

すくなり、速くマスターすることができる。なお、唇をやや横に引いて「i」の構えで

発音するのがこつである。

そして、「z」を長引く発音し続けると聞こえるのは、「s」の音と同じであると気が

つくことができる。また、口の中の状態を考えさせることで、日本人学生は、「s」を

発音したときと同じであることを発見する。

２. ２　導入法

舌歯音は日本人学生にとって大きな問題ではないが、「s」と同じ摩擦音である日本

語の「ス」の発音を導入する方法を利用する。ここでは、従来のテキストに並べられ

ている順序を変え「ス→ s→c→z」の順によって指導する。ただし、呼気量と音色に注

意を払う必要があるが、「z、c、s」は日本人学生にとって難しくはない。この点につ

いては以下に述べる、そり舌音の導入と深く関わってくる。

３． そり舌音「zh、ch、sh、ｒ」について

日本語の中に存在しないそり舌音「zh、ch、sh、r」は、日本人学生にとって最大

の難点だと言っても過言ではない。この発音がマスターできないと、「吃饭（chīfàn）」

を「qīfàn」に、「日本（rìběn）」を「lìběn」に発音するという典型的な間違いをおこす。

このそり舌音は教授者にとってかなり頭を痛める問題点である。これに対して多くの

考察も見られるが（3）、いったいどの指導方法を用いると効果があるのか、ほとんど指

摘されていない。

このそり舌音の習得においては、舌の位置が一番重要である。この舌の位置を学生

が如何にスムーズに身につけることができるか、その方法を探ってみた。筆者は、こ

のそり舌音を教える場合に従来指摘されている順序を変える方法を利用しており、最

も有効的であると感じている。指導する順序については、続三義（2000）、池田巧（2003）、

相原茂（2003）、野間晃（2004）、奥山望（2005）等の先行研究があるが、彼等の指摘

にも疑問を持つ点がある（4）。

筆者は長年の発音指導を通して、従来の順序を変更した方法を前提とした以下の方

法を利用することで従来の時間よりも更に短時間で「zh、ch、sh、ｒ」の発音を学生

に身につけさせることができることが分かった。
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３. １　誇張法

ここで言う誇張法とは、舌歯音「z、c、s」と同じように、後ろに「i」をつけて「zhi、

chi、shi、ri」という形によって長引く発音をすることである。唇も同じく横に引いて、

「i」の発音の構えで発音することがこつである。

３. ２　導入法

ここでは、日本人学生にとって簡単な日本語の発音を効果的に利用する導入法を用

いる。つまり、前述したように「zh、ch、sh、ｒ」は非常に難しい発音であるので、

類似の日本語の発音から着手する。このそり舌音については、以下の三段階に分けて

教授する方法が効果的である。

３. ２. １
第一段階においては、「ス→ s → sh」の順序で指導する。前述したように、「ス」の

導入でマスターできた「s」の発音を続けながら、舌先を持ち上げて歯茎（5）に接触、

または接近させ、わずかの隙間から息を出すのが「sh」の発音である。

３. ２. ２
第二段階においては、「sh → r」の順序に従って教授する。つまりこれは、第一段階

ですでにマスターした「sh」から導入することである。「sh」をわざと長引く発音する

ことで、声帯の振動が伴うため「r」の発音が上手にできる。舌先の移動から見ても、

この方法が最も自然であろう。

３. ２. ３
第三段階においては、同じく「sh」から「ch、zh」を導く。ここでは、「sh → ch →

zh」の順序で指導する。日本人学生にとって簡単な「sh」をマスターさせ、かなり難

しい「ch」「zh」が発音できるようにする。つまり、「sh」の発音を長引きながら、息

を舌先と歯茎とのすき間から一気に出し、摩擦を伴わせて作り出された閉鎖摩擦音が、

すなわち「ch」であるからである。この有気音「ch」ができたら、無気音「zh」も簡

単にできるようになる。つまり、「ch」の発音の構えで舌を緊張させるのと同時に、舌

先を歯茎につけ声帯を若干振動させて、息を抑えると「zh」の発音となる。

以上の三段階に分ける導入法を利用すると、易しい音から難しい音をスムーズに導

くことができる。同じそり舌音なのに、なぜ「sh」から発音し始めるのかと訴えるのには、

それなりの理由がある。「sh」 は日本語の「ス」及び「s」の発音に近い。そして、「ス」、

「s」と「sh」はともに摩擦音である。

中国語における発音指導の方法について

中国語における発音指導の方法について.indd   423 2008/03/21   17:40:11



424

言語文化論集　第XXIX巻　第 2 号

424

以上のことから、従来の順序を変える、「sh」からそり舌音を習い始める方法が最も

身につけやすく有効的な方法である。これは筆者が長年にわたって実践してきた方法

であり、非常に効果的である。この方法を用いて指導した結果、そり舌音ができなか

った人はほとんど見当たらなくなった。

３. ３　調整・模索法

このそり舌音とは、文字通り舌をそり上げるものである。しかし、どこまでそり上

げるか、初心者にとってとらえにくい。適当な位置にそり上げるまでは、調整・模索

を繰り返す必要がある。具体的に言えば、舌先を、舌歯音「z、c、s」を発音する舌の

位置より徐々に持ち上げて、歯茎の上下の部分に当ててみながら、調整・模索して、

正確な発音を探ってみるのである。その繰り返しから、そり上げ不足か、そり上げす

ぎか、舌先の位置はどこにすれば正しく発音できるか、探りあてることができる。こ

の調整模索の方法は、とくにそり舌音の習得にとって最も役に立つ指導方法の一つで

あるとも言える。

４． 円唇音「u」と「ü」
　

「u」と「ü」は、円唇音である。日本語には、円唇化した母音もある。「オ」のよう

に唇を丸めて発音する母音はその一例である。ただし、日本語中の円唇化した母音は、

中国語の「u」と「ü」ほど突き出すことがない。この「u」と「ü」を、ほとんどの日

本人学生は、日本語の平唇母音「ウ」のように唇を突き出さないで発音する。中国語

の「u」と「ü」を発音するには、唇を突き出さないと正しい発音がどうしてもできない。

逆に、中国人には日本語の「ウ行」を発音するときに、つい唇を突き出してしまう「癖」

がある。

「u」と「ü」の指導方法、および注意すべき点については、以下のとおりである。

４. １　導入法

中国語の「u」は、日本語の「ウ」の発音を続けながら、唇をさらに突き出して簡単

に作り出される音である。

そのほか、「ü」の発音は「i」から導入しても有効である。中国語の「i」は、日本語の「イ」

より唇を横に引く音である。この「i」の長引く発音をしながら、唇を丸めにすると、「ü」

の発音が自然に出てくる。
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４. ２　手本を示す法

この「u」と「ü」をマスターするこつは、唇を突き出すことである。指導方法としては、

手本を示す法も効果的である。つまり、教授者が唇を突き出している口の形を学生に

見せ、手本を示すとともに模倣させる方法である。

４. ３　自我確認法

鏡に写して、日本語の「オ・イ、オ・イ」をゆっくり繰り返し、唇の形が丸くなっ

たり、平らになったりするのが見える。このようにして、唇の形の変化に注意させな

がら、円唇になったかどうかは自分自身で確認することができる。同じように、唇を

より突き出して、「u・i、u・i」、「ü・i、ü・i」という形で練習すると、「u」と「ü」の

円唇がチェックできる。

以上の指導方法のほかに、「ü」の上の点の省略に関して、注意を喚起する必要がある。

たくさんの学生が、「jù（句）」を「jiù（就）」に、「qǔ（曲）」を「qiǔ（糗）」に、「xǔ

（许）」を「xiǔ（宿）」に、「yú（魚）」を「yóu（油）」に発音してしまう。その原因は、

「ü」を、つい「u」と思い込んで発音してしまうからである。

唇を突き出すというポイントを常に提起することが大事である。実際は、発音習得

の段階でほとんどマスターできるが、その後再び、この発音ができなくなってしまっ

たら、「ü」と「u」の違いを認識させ、唇を突き出すことに注意を払うように学生を指

導しなければならない。

５． 単母音「e」と「er」

この二つの発音は同時に教えるのが効果的である。

「e」は日本人学生にとって単母音の中では、かなり難しい発音である。まず「u」と「o」

を教える。「u」と「o」がそれぞれできるようになったら、この二つを続けて発音させ

るのと同時に、口の形を円形から「i」を発音する際の扁形に変える必要がある。つまり、

丸い唇を横に引き、舌の動きを「uo」の発音よりやや控えめにすることで、「e」の発

音が作り出される。舌の位置は「o」とほぼ同じようにしなければならない。これは一

つの教授法である。

もう一つは直接、「e」の発音を指導する方法である。うがいをする際に舌を引っ張

るようなつもりで、声を出してみる。この場合に、舌を緊張させて奥寄りにおいて発

声する音こそ、「e」の発音である。

「e」の発音をマスターすれば、「er」の発音は難しくない。単母音「ｅ」を長引く発

音をしながら、そのまま舌先を軽く上に反り上げ、上あご ( 硬口蓋 ) に近いところに
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軽く接近することができたら、「er」の発音となる。ポイントは「e」を長引く発音をし、

舌をゆっくり持ち上げることである。そり舌音「er」の習得において、「e」から導入

する方法が最も有効である。

そして、同じそり舌音でも、そり舌音の「er」の舌の位置とそり舌音「zh、ch、sh、

ｒ」との違いに注意を払わなければならない。「er」の場合は舌先を上あご、いわゆる

硬口蓋に接近する。しかし、「zh、ch、sh、ｒ」の場合は、舌先は「er」より下寄りにし、

基本的に歯茎に当たる。同じそり舌音であっても、両者の舌の位置はかなり離れるの

である。

６．有気音と無気音

　

中国語の中には有気音と無気音の下記の６つの対立がある。

① ｂ : p 　② d : t 　③ g : k  ④ j : q 　⑤ zh : ch  ⑥ z : c

ただし、この有気音と無気音は相対的な概念である。有気音と無気音との違いは、

ただ気流の強弱によるにすぎない。気流が弱く短く自然に発音するのが無気音であり、

一気に気流を出すのが有気音である。但し、気流を程よく出すことがコツである。

この有気音と無気音の区別は、日本人学生にあまり意識されないため、かなり難し

い発音の一つだと言える。その違いを把握させるために、日本語の有声子音と無声子

音を導入する必要がある。日本語の有声子音・無声子音と中国語の有気音・有気音と

の比較については、すでに詳しく考察されている（6）。例えば、日本語の「ぷりぷり」

は中国語の有気音に近く、「ぶりぶり」は中国語の無気音に近い。

そして、日本語の「パパ」という発音にも有気と無気の区別がある。口の前に手の

平を当てるか、薄い紙を垂らして、「パパ」と発音してみると、最初の「パ」には「息」

があり、後の「パ」の「息」は少ない、或いは、「息」が無いこともある。つまり、日

本語では、「パン」を [paN]、[phaN] のように無気と有気のどちらで発音しても構わな

い（7）。日本語母語話者であれば、有気音と無気音とを自由に入れ替えることができる

のである。このように指摘される両者の違いは、中国語の有気音と無気音を区別する

方法とほぼ同様である。そのため、日本語中の「ぷりぷり」「ぶりぶり」「パパ」のよ

うな有気音と無気音との強弱さを若干大げさに発音し、とくに有気の場合の強さにポ

イントをおけば、中国語の有気音と無気音の習得に役立てるができる。

ただし、有気音の呼気においては、摩擦を作り出す必要があることを、学生に指摘

しなければならない。なお、周知のような、発音の際に薄い紙きれや手のひらを口の

前に当てて感じさせることもよく利用される方法である。
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　　前鼻音「-n」 　　奥鼻音「-ng」

発音頻度 　　短く発音する 　　長く発音する

音色 　　はっきりする 　　はっきりしない

発音の位置 　　硬口蓋 　　軟口蓋

気流の範囲 　　舌面と硬口蓋の間 　　舌根と軟口蓋の間

気流の起し手 　　喉からの呼気 　　肺臓からの呼気

７． 前鼻音「-n」と奥鼻音「-ng」
前鼻音（-n）「an、en 、in」 と後鼻音（-ng）「ang、eng、ing、ong」の習得は、日本

人学生にとってもう一つの難点であろう。

いわれる鼻音とは、口の中の閉鎖によって口から外に出ることの出来なくなった気

流が鼻の方へ抜けて行き、鼻腔内で共鳴することによって作り出される音である。

実は日本語の中にも鼻音が同じく存在する。例えば、「ン」、および「マ行」、「ナ行」

の子音がその例である。中国語と日本語の鼻音については、先行研究もあるが（8）、

前鼻音と奥鼻音の指導方法については、具体的に指摘されていない。筆者は、以下の

ような自分なりの指導方法を長年にわたって教授してきた。

まず、教授者は発音の手本をして前鼻音と奥鼻音との違いをできるだけ学生に聞き

分けさせられるようにする。それから、前鼻音と奥鼻音の共通の明らかな区別を以下

のように説明しておく。

上述のような前鼻音と奥鼻音における共通の発音要領を大体認識させたうえで、教

授者はまず、日本人学生に発音練習をさせる。その後に、「an」と「ang」、「en」と「eng」、「in」

と「ing」三つの組に分けてそれぞれの違いを以下の方法を用いて補完して説明する。

７. １　「an」と「ang」との違いについて

７. １. １　導入法

やはり、日本語における似ている鼻音から導く。これはよく利用される方法である。

例えば、「案内」の「アン」は「an」に近い。「an」の発音方法はまた、短く発音する「兄」

という発音に近い。「案外」の「アン」は「ang」に近い。以上のように、日本語と中

国語の両者の鼻音がまったく同じではないが、しかし両者の違いに対する認識には役

に立つのである。
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７. １. ２　対比法

両者の違いをさらに認識させるため、「an」と「ang」との対比を通して次のように

補充をすべきである。開口度から見れば、「an」の場合は口を半分ほど開く。「ang」の

場合は、口を「an」より大きくし、最大限ほどまで開く。舌の位置から言えば、「an」

の場合は、舌先が下の門歯の裏側に当たる。逆に、「ang」は完全に離れる必要がある。

７. ２　「en」と「eng」との違いについて

７. ２. １　導入法

先に「e」を通して「eng」を導く。「e」を長引く発音をしながら、口の形と舌の位

置はそのままにして気流を肺臓から一気に呼気するのが、「eng」の発音である。「eng」

ができたら、この発音を続けながら、舌先を下の門歯の裏側から上の門歯の裏側に滑

らし接近させると、「en」の発音が作り出される。

７. ２. ２　対比法

両者の口の形の違いを見よう。「en」の場合は、唇がやや横に引く。「eng」の場合は

口をやや開く。ただし、両者はともに、口を大きく開けてはならない。舌の位置を見れば、

「en」の場合は主に上の門歯の裏側に、「eng」は下の門歯の裏側から奥の舌根に引っ張る。

７. ３　「in」と「ing」との違いについて

７. ３. １　導入法

「in」の場合は、多くの日本人学生に日本語の「イン」や英語の「in」のように発音

されてしまう。そのため、まず中国語の「i」の発音をしっかりマスターしてから「in」

と「ing」を導くほうが良い。

７. ３. ２　対比法

両者の唇はともに、強く横に引く。口は大きく開けてはならない。舌の位置につい

ては、両者の違いも明確である。「in」の場合は、下の門歯につけたまま発音する。一方、

「ing」は、舌を急に奥の舌根に引っ張る。もう一つの区別方法は、指で両耳の穴を塞

いで押さえながら発音させることである。「in」の場合は声が耳に響かない。逆に、「ing」

は声が耳にかなり響く。この方法を用いれば、学生に両者の違いを明らかに実感させ

ることができる。
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７. ３. ３　「ong」について

なお、奥鼻音「ong」の場合は、上記の表に示されている奥鼻音の特徴を有するほか

に、唇を小さく丸め、突き出す必要がある。つまり、「ong」には、単母音「o」の果た

した役割が大きい。そのため、「o」から「ong」を導くことが効果的である。

最後に、この鼻音に関しては、注意すべき点がもう一つある。日本語の「ン」のマ

イナス影響で多くの学生が、とくに奥鼻音を発音する場合、最後に唇を閉じた状態に

してしまう。実際、中国語の鼻音は、最後の口の形が完全に閉じた状態ではなく、自

然のままである。

筆者は学生に、以上のような違いを認識させたうえで、前鼻音と奥鼻音を交代で繰

り返し練習させる。例えば、「an → ang → an → ang」のような練習を繰り返し、学生

たちは自分の舌の位置と唇の形状をよりはっきりと意識することができる。

８． おわりに

以上は、主として筆者の経験に基づいた、日本人学生にとって中国語の発音の難点

を克服するためのいくつかの指導方法である。　

日本語と中国語との発音体系は大きく異なっていることが事実であるが、類似的音

素が明らかに存在する。そのため、入門の段階において、日本人学生が日本語の音素

の音声的類似を持つ音素で、代用することが必然であると考えた。そして、発音の習

得において最も大切なことはまねることである。しかし、教授者の発音をまねる能力

もまた、学生によってかなり違う。だからこそ、母語話者の発音から導き、類似の発

音を利用して中国語の音素を導入する方法を用いることで、中国語発音の習得の難関

を克服することができるのではないだろうか。そして、これまで前述してきた導入法、

対比法を用い、舌の位置、口の状態、音色、気流の強弱さなどを調整することで、徐々

に正確な発音に近づき、正しい発音を身につけることが可能となる。

以上、中国語における発音指導においては、日本語母語話者のマイナス面の影響を

避けて、プラス面の影響を生かすことができれば、大きな効果が期待できる。それには、

何よりも日本人学生は、教授者に最適な指導方法を教授されることが必然となる。

　　　　　　　　　　　     注
（１）例えば、何暁毅（1987）、王志芳（1999）などがある。

（２ ）日本語の発音を利用しようと主張する先行研究としては、黄名時（1997）が挙げ

られる。黄論文は、中国語におけるすべての子音と母音を日本語の発音と対照させ

た、参考に値する考察である。
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（３）例えば、蘇林 (1994)、梅麗（2005）などがある。

（４ ）例えば、続三義（2000）は、「この四つの発音の中で、まず、ch から練習すると良い。」

という「ch」からの導入を指摘している。しかし、この「ch」は、有気音でもあるし、

また舌をそり上げなければならないため、日本人学生にとってそり舌音の中で最も

難しい発音であるため、最も難しい発音から導入する方法となるので、再検討する

余地があると考えられる。「ch」と「zh」はともに、閉鎖摩擦音であり、一方、「sh」

と「r」は摩擦音である。そして、「ch」は気流の流れが強く感じるものであるため、

単に気流の流れの強さから見ても、「sh」からの導入が自然であろう。以上の点から、

筆者は続三義に指摘されている指導順序が適当ではないと考える。

そして、池田巧（2003）は、「zh、ch、sh、ｒ」の「発音の要領」については、 

 従来の順序通りで指導する方法を主張している。

相原茂（2003）には、「li → ri → shi → zhi → chi の順でもやってみよう」との 

指摘がある。実際、舌先音「li」は舌端を上の門歯に密着させるのではなく、上の

門歯の裏側から下の門歯に移動させなければならない。つまり、そり舌音「ri」と

の共通点があまり明確ではないため、「li」から指導するという主張には、無理が

あると考察する。

野間晃（2004）は、「er → shi（シ）→ zhi（チ、無気無声音）→ chi（チ、有気音）

→ ri（リ又はジ）」の順序を主張している。つまり、「er」の発音によって、摩擦音「shi」

を導入するということである。しかし、本稿第５節に述べているように、同じそり

舌音なのに、母音「er」と子音「sh」等との舌先の位置は違う。舌先の動きから生

理的に考えても、舌を上から下まで移動させるのは、スムーズではない。だから、「er」

からの導入という指摘は、不当であると思われる。

なお、奥山望（2005）の、「/r/ の練習には /sh/ から導くのが比較的容易である。」

との指摘は筆者の一部の指導方法と同じである。ただし、その他のそり舌音の指導

方法、および導入順序には言及していない。

（５ ）一体、どこまでそり上げるべきか、個人差もあるので、若干前へ、或いは後ろへ

と定義するよりも、せいぜい硬口蓋の先端まで接近すると考えるのが最適であろう。

なお、孟晖（2000）によると、舌の位置はまた「開口呼母音」と「合口呼母音」に

よって若干違うそうである。この点に注目すべきだと思う。

（６）朱春躍（1994）参照。

（７）小泉保（2003）p72参照。

（８）例えば、金若静（1990）がある。

言語文化論集　第 XXIX 巻　第 2号

中国語における発音指導の方法について.indd   430 2008/03/21   17:40:12



431

中国語における発音指導の方法について

431

参考文献

何暁 毅（1987）「漢日発音比較及日本人漢語発音錯誤之分析」『外語教学』第 2期。底本は、

王福祥編（1992）『対比語言学論文集』外語教学与研究出版社。

王志芳（1999）「日本学生漢語学習中的語音問題」『漢語学習』第 2期。

黄名 時（1997）「日本語音声を用いた中国語発音習得法試案」『名古屋学院大学外国語

学部論集』第 8巻第 2号。

蘇林  (1994)「中国語の捲舌音 zh,ch,sh,r 発音の教授方法に関する一考察」『北見大論叢』

第 31号。

梅麗（2005）「日本学習者習得普通話巻舌声母的語音変異研究」『世界漢語教学』第１期。

続三 義（2000）『対日漢語語音教程 : 中日対照 = 日本人ための中国語発音課程』北京語

言文化大学出版社。

池田巧（2003）『中国語でコミュニケーション発音・学習編』アルク。

相原茂（2003）『発音の基礎から学ぶ中国語』朝日出版社。

野間晃（2004）「中国語発音 12講」『北海道文教大学論集』第 5号。

奥山 望（2005）「日本語母語話者に対する中国語の発音教育」『論叢：玉川大学文学部

紀要』第 46号。

孟晖（2000）「从普通话水平测试谈新时期普通话的语言规范」『语言文字应用』第 1 期。

朱春 躍（1994）「中国語の有気・無気子音と日本語の無声・有声子音の生理的・音響的・

知覚的特徴と教育」『音声学会会報』205。

小泉保（2003）『音声学入門』改定版、大学書林。

金若 静（1990）「日本人学習漢語中的幾個問題 -1- 就漢語的「n」「ng」和日語的「ン」

的異同談一点浅見」『桜美林論集』一般教育篇第 17号。

中国語における発音指導の方法について

中国語における発音指導の方法について.indd   431 2008/03/21   17:40:12




