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Summary In learning or teaching foreign languages, pronunciation has received less 

attention compared with other linguistic fields. In this study, students 

trained German pronunciation by using a CALL-program ("Tell me more" by 

Auralog) once a week. The speech recognition system gives the learners 

direct feedback on their pronunciation after each utterance. In this 

study, we investigate how this CALL-program effects the improvement of 

German pronunciation of the students. The progress was measured by 10 

native German speakers with knowledge of phonetics, who listened to 

samples of pronunciation of a group of students. Results of this perceptual 

experiment show that after the four-month-training with this 

CALL-program, 59% of utterances of the students have improved. The 

students’ utterances were acoustically analyzed using Praat. Based on 

the results of the perceptual experiment and the acoustic analyses, we 

discuss the effectiveness of using CALL-systems in a classroom to improve 

students’ pronunciation. 

 

１．本研究の目的及び背景 

外国語を学習する際,母語の影響を最も受けやすい分野に音声がある。しかしながら,外

国語教授法の重要性が強調される昨今，様々な分野で授業内の学習活動が研究・改善される

中，音声教育はないがしろにされてきた。本研究の特色は，学生，教員，教材の 3 者の関連

や相互的なフィードバックを通して，特に外国語の発音について，より良い授業方法や教授

法を探ることである。また，日本語母語話者による外国語の発音の音声的な特徴を，音響分

析を行うことで客観的に観察し，その上で発音向上のための方法論を考察することにある。

特に本学では全国でも珍しく，Tell Me More(Auralog 社)という新しいタイプの CALL 教材を

導入していただいている。この教材を使って学習した学生達の発音を，1 年間という時間の

経過と共に調査・分析することで，その習熟度や改善点からこの教材の有効性を精査できる

と共に，より包括的かつ効果的な発音教材の提案につなげていくことが可能となる。本研究

によるデータの収集と音響的分析，結果の考察により，日本における外国語学習者の発音の特徴

をより専門的かつ客観的に把握し，さらに授業で実践した音声教材を精査することで，ドイツ語

延いては外国語全般の発音教育の向上につなげることが本研究の目的である。 
 

２．研究の方法・内容と共同研究員の役割分担 

  本研究は，次のような手順で進められた；①1 年間を通してドイツ語を学習する学生の

発音したドイツ語の文を 3 度に分けて録音し，②ドイツ語の母語話者で音声学の知識を持つ

被験者に聴取実験を行い，学習者のドイツ語の発音に改善が見られるかを観察，③聴取実験

で改善がみられた発音に音響分析を行い，学習者の発音のどのような音声特徴が改善された

のかを分析し，最終的に外国語教育において有効な教授法や教材に関して考察する。 

  具体的には，第 2 外国語としてドイツ語を学習する本学 2 年生（ドイツ語中級履修者；2

クラス，計 41 名）に，週 1 回の授業時間の約半分（約 45 分間）を使い，CALL 教材を使用し

てドイツ語を学習してもらう。CALL 教材には，語彙，文法，作文等の練習問題と並んで，発
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音練習が組みこまれている。この発音教材の画期的な点は，模範となるネイティブの発話を，

音声と共に波形として，学習者に分かりやすく可視化して提示する点と，モデルとなる音声

を聞いた後に続けて学習者が発話をすると，すぐにその発話の波形と 7 段階の評価が PC の画

面上に現れることである。また,特に発音改善が必要な単語は赤く反転する。自分の発音の評

価が即座にフィードバックされることによって，学習者は自分の発音の良し悪しや改善すべ

き部分を視覚的にも内省できる。聴覚によるインプットを自分の発音につなげることが苦手

な学習者には，新たに視覚化された情報が加わることで，学習がより容易になることが予想

される。学生には必須課題の 1 つとして，文，単語，母音・子音などの個々の音の発音練習

をしてもらった。学生達の発音の変化を観察するため，CALL 教材を使用する前（4 月）と使

用した後（7 月と翌年 1 月）に同じ文(28 文)を発音してもらい，録音した上で，どのような

音声的変化が認められるかを観察した。その際，ドイツ語母語話者で音声学の知識がある被

験者 10名に聴取実験を行い，学生達の 4月と 7月の発音の変化について評価をしてもらった。

（聴取実験は 9月に行ったため，学年末の 1月の発音については評価の対象になっていない。）

更にその結果を受けて，本 CALL 教材を使用した結果，学習者の音声面にどのような改善が見

られたかについて，音響分析を行った。 

  本研究に携わった教員は，いずれも音声学・音韻論を専門領域としている。それぞれの

授業科目における実践的データの収集で協力し，その分析法，さらに分析結果の解釈におい

て共同で議論を行った。役割分担としては，主に一方がドイツ語学習者によるドイツ語の音

声特徴が学習の経過においてどのように変化するかを観察し，もう一方は学習者の外国語学

習のストラテジーと発音上達との関係性を分析する。（後者に関しては，2009 年 8 月に行わ

れたドイツのJena-WeimarにおけるXIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und 

Deutschlehrer で発表済み。） 

 

３．研究の結果 

  ここでは，音声学の専門知識を持つドイツ語母語話者に行った聴取実験の結果を基に，

学習者の発音のどのような側面が改善されたかについて，音響分析を行った。4 月と 7 月の

発音で，7 月の方が「より自然に（理解しやすく）」聞こえたと判断したドイツ語母語話者は，

59％であった。 

  CALL 教材を使用した学習後である 7 月の方の評価が良かったドイツ語文について，学習

前の 4 月の発話と比較して音響分析をした結果，以下の 3 点が観察された。本教材を使用し

て学習した結果，①文全体の発話長が短くなる傾向がある。（文全体の発話長で 5％～最大

28％の短縮が観察された。）これは，開音節を持つ日本語の母語話者によく見られる子音の後

の母音挿入や，不必要なポーズ（文中の無音区間）が無くなっていることと関連付けられる。

②疑問文のイントネーションが，文末に正しく上昇調で発話できるようになった。聴取実験

の際のアンケートでも，疑問文に限らずイントネーションの改善を挙げる母語話者が多数見

られた。③ドイツ語特有の変母音(ä, ö, ü)等の発音が正確にできるようになった。 

 

４．考察と今後の課題 

  30 名以上の規模のクラスで外国語の授業を行う場合，90 分という授業時間内に一人の学

生がドイツ語を話す時間は，大変限られている。仮にネイティブ教員がいたとしても，個々

の学習者の発音面できめ細かな指導をする時間的余裕は通常無いに等しく，コミュニケーシ

ョン意欲を高めることを考慮して意図的に発音の注意をしない教員もいる。一方で，発音な
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どに全く注意を払わず勉強してきた学習者に教科書付属の CD を使用して，モデルの音声と自

分の声を比べておかしいところを直せと言っても，改善される可能性はあまり見込めない。

語学学習のある段階で定期的に，聴覚情報を視覚化できる CALL 教材を導入し，自分の発音の

どこがモデルのそれと違っているのかを，自ら観察し試行錯誤しながら矯正していく練習法

の有効性は，本研究である程度明かになった。ただ，聴取実験の結果，発音に改善が全く見

られなかった学習者も見受けられたことから，学習者の学習傾向と教材が合わない場合があ

る可能性も考えられる。 

 今後の課題は，CALL 教材を使った場合の発音面において改善されやすい音声特徴と改善さ

れにくい音声特徴を明確にし，従来の教室での授業との相補的な指導により，様々なタイプ

の学習者に対応できる教材及び教授法を探ることである。また，音声学の知識をもたない外

国語教員が圧倒的に多い中で，学習者の自律的学習を可能にする，より理想的な CALL 教材の

開発に将来的には繋げていきたいと考える。 


