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背景  

日本語指導の現場において、発音やイントネー
ションの指導の重要性が認識されてきた。 

例---OJADなどのピッチアクセント練習ツール
http://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/ojad/ 

 

しかし、問題もある 
1) 個人指導の時間がとれない 

2) 教材が少ない 

   James (1976)・de Bot(1983)・Hew・大木(2004) 
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問題 

1) 個人指導の時間がとれない 

2) 教材が少ない 口頭試験 
  発音 
  イントネーション 

でも、どうやって練習した
らいいんだろう… 



eNunciate! 
開発  

津田・米本・林（2014年） 

そこで…. 
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ブリティッシュ コロンビア大学 

協同研究  

•Provided technology 
support 

•Provided Technology 
training 

 

• Provided expertise on 
pedagogically sound  
technology integration 

• Coordinated projects across 
multiple collaborators. 

•Provided expertise on 
language teaching 

•Implemented new 
approach in classroom 

• Provided expertise on 
articulatory phonetics 

• Developed ultrasound  
overlays Department 

of 
Linguistics 

Japanese 

 Program 

Arts ISIT 

 

Centre for 
Teaching, 
Learning 

and 
Technology 

(CTLT) 

Funded by Teaching and Learning Enhancement Fund (TLEF)  
in 2014-16 



従来の音声指導 

教師の発音に続けて反復練
習をしたり、教科書のCDを聞
いたりして練習 

 

問題 

1. 学習者の母語の干渉 

2. 独自に覚えた間違った音
が定着してしまう。 

3. 口頭説明に限界がある。 

提案 

 

 

 

• 舌の動きを超音波で可視
化 

• ピッチ線をコンピュータープ
ログラムで可視化 

可視化 

どうしたら効果的な発音指導が可能か 



発音・イントネーション学習の 
反転授業 

教室 /ハイブリッドスペースで   

• 超音波機器を使った発音
練習 

 

 

• コンピュータープログラ
ム”Praat”を使ったイント
ネーション練習 

 

宿題   

eNunciate  

• ビデオ教材を見て音の仕組
みを学習・練習する 

 

•  確認のためのクイズ 

 

• 達成したらバッジがもらえる 



宿題で 



Praatを使ったイントネーション練習  



実践----ビデオ教材の効果と 
Praat使用のイントネーション練習効果を計る 

被験グループ 

 

 

• Praat を使ってイント
ネーションが難しいと
思われる文の練習  
(３０分1日だけ） 

コントロール 

グループ（従来型） 

 

 
• Praatなしで文や単
語の反復練習 

 家でビデオ教材学習（eNunciate）  



評価方法 

実践前後に 

• Intonation Test 

• アンケート調査 







アンケート結果 

①eNunciate ビデオ教材（宿題）について 
 
アンケート調査（日本語初級クラスの学生29人回答中） 
 
使用の難易度--- 「使いやすい」 59% 
 
学生からのコメント： 
 Overall it is good./ The videos made me more 
aware of my intonation./Pronouncing with the video 
will help you to learn about the Japanese Intonation 
faster. /Everything was straightforward.  
 The workload is a little bit high.  など 



結果 

• 実践の前と後とでイントネーションテスト（ピッチ
の変化が聞き分けられるかどうかのテスト）をし
たところ、実践前よりも 

 
被験グループ   

12% 上昇 

コントロールグループ  
10% 上昇 

 

あまり差は出なかった 
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Intonation Pre & Post Test Results 

被験グループ 

コントロールグループ 

正解率100%中 
標準偏差 1.7 



FOLLOW UP  

練習の量を増やせば学生の学習効果がテストの
点数や発音に実際に反映されるのではないか。 

 

Paatを使った練習を五日間行った。 

 （1日12分ぐらい） 

前回と同じく、 

eNunciate ビデオ教材使用 

前回と同じテストの実施 

学生の発音の正確さを知るために前と後で同じ文を
録音をした。 

アンケート調査の実施 



結果 

実践前と後との比較： 

 

• イントネーションテスト----分析中 

• サンプル録音----これから母語話者による聞
き取り評価を行う 

• アンケート 



アンケート調査結果 

言語を習う時に正確なイント
ネーションを習得することが大
切だと思うようになった。 

はい  10人 
いいえ  1人 

イントネーション学習への意識
が変わった。 

はい １１人 
いいえ ０ 

どのような点が？ 

 I thought just being able to speak Japanese is good enough, but 
now I think being able to speak Japanese with the correct 
intonation is important./Now I start to think at which point I 
have to emphasize my intonation./ The videos point out specific 
details which I hadn't learned about yet./ long vowels and 
double consonants, and more…. 



このコースを取ってから、日本
語を話す時自分のイントネー
ションにどれだけ自信がある
か。 

自信がある ３人 
まあまあ自信がある ５人 
わからない ３人 

eNunciate ビデオは役立った はい 11人 ・ いいえ ０ 

Praat を使って 

イントネーションの変化がわ
かった 

とてもそう思う ６人 
まあまあ ４人 
あまりそう思わない １人 

自分の日本語のイントネーショ
ンを直すのに役立った。 

とてもそう思う ５人 
まあまあ ６人 
あまりそう思わない １人 

ピッチ線がどう示しているのか
わかりやすかった。 

とてもそう思う ６人 
まあまあ ５人 



Praat を使った練習の感想 

 I really enjoyed it and found it very useful.  
this is really helpful for me to understand the pitch flow 
and the high/low pitch. 
It was fun and help me to understand why my Japanese 
sound like "foreigner" compared to local Japanese 
speakers when I listened to my own voice using pitch 
 I think it's pretty fun but too much time was spent 
on intonation part. 
It was a useful tool to see what my intonation was like, 
however it was a little hard to read and use considering 
how specific the graph of the intonation is. 



課題 

 クラスの時間を使い過ぎ 

提案---超音波機器・Praatを使って 

発音やイントネーションを練習する場（ハイブリッド
スペース）を作る 

Ultrasound Station Pitch Visualizer (Praat) 

でも、誰が管理する？ 



mailto:misuzu.kazama@ubc.ca

