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日本語母語話者の英語発話音声の intelligibilityと印象
―五つの国・地域の非英語母語話者を

対象とした聴取実験（1）―

勅使河原　三保子

1．はじめに

　日本企業による英語の公用語としての採用、外国人居住者の増加などにより、

日本人が英語で話さなければならない機会はますます増えているのに、自分の

英語の発音で言いたいことが相手に通じているのかと不安を抱く日本語母語話

者（Native Japanese Speakers；以下 NJS）は少なくない。一方で、教育現場では、

相変わらず伝統的な英語圏（inner circle）の母語話者の発音をモデルとしながら

も、いわゆる「カタカナ発音」が容認され、そこでは学習者が英語の分節音を

同一または類似の日本語の分節音で代用して（カタカナに置き換えて）発音し

ており、英語の発音教育は十分であるとは言えない（手島 2011）。
　このような NJS の英語の発音に関する現状を改善し、不安を解消するため

には、第一に NJS が直面している現状、すなわち英語を母語話者とだけでは

なく、むしろ主に非母語話者との国際共通語として用いる機会が多い現状を踏

まえ、NJS の英語発音が英語母語話者を含む非 NJS に対してどの程度実際に「通

じる」のかを把握しなければならない。そのためには、NJS による英語発音の

実態を音声学的に記述、測定し、どのような音声的特徴が他の言語の母語話者

に対して通じる、あるいは通じない要因になるのかまず調査する必要がある。

第二に、NJS の英語発音に関する不安を解消するためには、NJS の発音に対し

て非 NJS が抱く印象を認識することによって、自分の発音を客観視させるこ

とも重要であろう。第三に、NJS に対する英語の発音教育も改善する必要があ
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る。そこでは英語の発音を英語母語話者に近づけることではなく、国際共通語

として通じるために必要十分な英語の音声的特徴を学習者に身に付けさせるこ

とが重要である。この立場に立って Jenkins（2000）は異なる母語を持つ学習者

間でのやりとりにおける勘違いのデータに基づいて全ての母語の学習者が学ぶ

べき国際共通語としての英語の発音を提唱した。NJS が学ぶべき発音について

も清水（2011）が Jenkins（2000）を含む先行研究に基づき、ガイドラインを提

唱している。しかし、Jenkins（2000）が提案する、全ての学習者が共通に学ぶ

べき国際共通語としての英語の発音には、全ての母語の学習者にあてはまるの

か疑問視されるものも含まれており、また清水（2011）の提案は実証データに

基づいていないという問題もある。したがって、NJS の英語発話音声の実態と

他言語母語話者に対する「通じやすさ」、そして他言語母語話者に与える印象

に基づいたガイドラインの提唱が急務である。

　本研究（JSPS 科研費 24720189）は NJS による英語発音の音声的特徴を正確

に捉えるため、NJS の英語発音を音声学的に記述し、それを他言語母語話者に

対して行う聴取実験から得られる「通じやすさ」のデータと関連付けることに

より、NJS が国際共通語として英語を用いる場合必要不可欠な音声的特徴を抽

出することを目指した。また、同じ音声に対する他言語話者が抱く印象も調

査し、音声的特徴、通じやすさと関連付けることにより、どのような特徴を持

つ音声が他言語母語話者にどのくらい「通じ」、どのような印象を与えるのか

を明らかにし、その知見に基づいて NJS の実態により即した発音指導法を考

案することを目的として行われた。本論文ではそのうち、本研究で行った NJS

の英語音声の intelligibility と聞き手に与える印象を調査する聴取実験の方法の

詳細（3節）と、その予備的な分析結果（4節）を報告する。まず次節で NJS の

英語音声の intelligibility に関する先行研究をまとめた勅使河原（2014）を引用

しながら、本研究で行った NJS 英語音声の intelligibility を調査する聴取実験の

方法の詳細を決定した過程を述べる。



－ 53－

日本語母語話者の英語発話音声の intelligibility と印象

2．日本語母語話者による英語音声の intelligibilityに関する先行研究

　勅使河原（2014）では「通じる」という概念を英語・日本語における関連す

る概念間で比較・整理し、本研究における用語の用い方を検討した。Kachru 

and Smith（2008）は一般に用いられる「通じる」という概念を 1. intelligibility（発

話における語や文レベルの要素の認識）、2. comprehensibility（語や発話に込め

られた意味、すなわち社会文化的背景における言葉の文脈的意味の認識）、3. 

interpretability（聞き手や読み手による発話の意図や目的の認識）という三つの

概念に分けて説明しており、勅使河原（2014）でもその定義を踏襲している 1。

　次に勅使河原（2014）では結果から音声的特徴が類推できる NJS による英語

発話音声の intelligibility に関する先行研究（Kashiwagi and Snyder 2008, 2010; 柏

木・スナイダー 2013; Suenobu, Kanzaki and Yamane 1992; Tsuzuki and Nakamura 

2009）を検討し、以下のような問題点を指摘している。Intelligibility という用

語の定義や測定方法が一貫していないこと、聴取実験の対象となる音声資料

が音読音声に偏っていること（Suenobu et al.［1992］を除き音読音声）、音声分

析がなされていないこと、intelligibility に与えた影響が大きいと推定される発

音誤りの順序（子音か母音のどちらの影響がより大きいか、超分節的特徴は関

係あるか）に食い違いがあること、評定者の英語母語話者（職業は Suenobu et 

al.［1992］と柏木・スナイダー［2013］を除き英語教員）への偏りである。

　以下に、上記の問題点を踏まえて NJS の英語発話音声の「通じやすさ」を測

定する際に勅使河原（2014）が推奨する方法を示し、本研究で実験方法を決定

した過程を述べる。まず、勅使河原（2014）では Kachru and Smith（2008）の枠

組みにおける intelligibility と comprehensibility を測定するため、intelligibility の

測定のために書き取り（ディクテーション）もしくはクローズ・テスト、そし

1 なお、勅使河原（2014）でも述べているように、intelligibility に関する実験を扱っ

た多くの研究ではしばしば Munro らの intelligibility や comprehensibility という用語の

定義が用いられるが（e.g., Munro and Derwing［1995］）、Kachru and Smith（2008）に

おける定義とは異なることを明記しておく。
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て comprehensibility の測定のために内容把握問題を含める必要があるとしてい

る。本研究では、日本以外に住む他言語母語話者を被検者として聴取実験を行

うため、どこからでもウェブ上で利用が可能なオープン e ラーニングプラット

フォームである Moodle を利用することとした。そのため、intelligibility の測

定のため数文の書き取りを行わせると、被験者のコンピュータ操作技術によっ

ては NJS の英語発話が聞き取れても十分に解答できない可能性が高まる。そ

こで、より記入が少なくて済むクローズ・テストの方が、コンピュータ操作技

術による intelligibilityスコアへの影響が軽減できるのではないかと考え、クロー

ズ・テストを採用することとした。一方、comprehensibility の測定のための内

容把握問題は多肢選択問題として出題するため、コンピュータ操作技術はさほ

ど問題にならないと判断した。

　次に聞き取りの対象となる音声資料の種類であるが、勅使河原（2014）では

原稿を読み上げる時の NJS による英語発音の通じやすさか、普段自然に即興

で話す時の通じやすさのどちらを扱いたいのかによって、決めるべきであると

し、実際の NJS による英語でのやりとりの場面を考えてみると、原稿を読む

国際会議のような場面よりも職場や学校、プライベートで非 NJS と英語でや

り取りする機会の方が多いことが想定されるため、即興で話した音声を扱う

方が良いのではないかとしている。ただし、即興で話した音声を扱う場合、実

験条件の均一化が困難になるのは避けられない他（たとえば Coetzee-Van Rooy

［2009］参照）、実験の前に予め発話を書き起こしておく作業も必要となること、

そして話者が意図した発話との食い違いを避けるために、第三者ではなく話者

自身が発話を書き起こす必要性を指摘している。本研究でもこの考え方を踏襲

し、話者ができるだけ普段に近い話し方で即興で英語を話す音声を収録するこ

とを目指し、話者がより現実的なタスクを行う音声を収録した後、書き起こし

まで行ってもらうこととした（3.1.1節参照）。

　また、勅使河原（2014）では、NJS のどのような英語発音が非 NJS に「通じる」

のか調査するためには、音声資料の音声的特徴の記述と分析を行い、必要性に

応じてフォルマント周波数や基本周波数等の定量化が可能な音響的特徴量を測
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定してそれらと照らし合わせ、評定者による聞き間違いを説明する必要性も指

摘している。さらに、音声資料の選択に際しても無作為に選んだ音声資料に偶

然に NJS の代表的な音声的特徴が含まれることを期待するのではなく、実際

に聴取実験に用いる音声以外に様々な話者を収録し、音声分析を行った上で注

目したい音声的特徴が現れる音声を予め特定し、刺激音として用いることを推

奨している。本研究では収録した音声から刺激音を選定する前に予備的な受聴

分析を行い、注目すべき音声的特徴を特定した上で、音声的特徴を変数として

刺激音を制御するまでには至らなかったが、NJS による英語発話音声の幅を

大限とらえるよう努力した（3.1.2節参照）。

　 後に、話者と評定者については、勅使河原（2014）では World Englishes の

一変種である NJS 英語が、国際共通語として用いられる際の英語音声の通じ

やすさを測定する目的ならば、現実的に日常生活において英語を非 NJS との

コミュニケーションに用いる可能性が高い NJS 英語話者の英語力（たとえば

CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）の B2以上）を備えた話者が現実的なタス

クを与えられて話す音声を、同等以上の英語力を持つ様々な母語の聞き手に評

定させるのが理想的であると述べている。本研究では基本的にこの考え方を踏

襲し、CEFR B2以上の英語力を持つ音声収録被験者と聴取実験被験者を募っ

ている（3.1.1節および 3.3節参照）。

3．方　法

3.1  刺激音

3.1.1  NJSによる英語発話音声の収録

　本研究では初中級の英語学習者ではなく実用レベルでの英語運用能力を持

つ NJS の話す英語音声がどのくらい非 NJS に通じ、どのような印象を与える

のかということに興味があった。そこで音声収録被験者として、留学経験が

あったり日常的に職場等で英語を使ったりする、CEFR B2相当（英検準 1級、

TOEIC800点、TOEFL-iBT80点、TOEFL-PBT550点等と同等）以上の英語運用
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能力を保有すると自己申告した計 53名の 10代から 60代の NJS に協力を依

頼した。音声収録被験者には、全部で 8、9個のテーマを 1分程度ずつ一人で

話してもらうことを予め知らせ、テーマの例も以下のように示した：英語資格

試験の面接で問われそうなテーマ（自己紹介・人物の紹介、英語学習の目的や

学習方法、平日・週末の日課、「 近 も～だったこと」等）と日常的なタスク

の遂行（地図を見て道順を説明する、商品の返却理由を電話で説明する、留守

番電話にメッセージを吹き込む等）。音声収録被験者は録音の当日に都内の録

音に適した環境に来所し、提示されたテーマについて即興で英語で話した音声

を、研究補助員 1名が収録した。音声収録は説明を含めて 1時間以内で行われ、

後日改めて自宅等で自分の話した英語音声を聞いて発話内容を書き起こし、提

出するまでを一連の協力内容と定め、協力に対して謝礼を支払った。

3.1.2  刺激音の選定条件

　本聴取実験では、英語発音の違いによってもたらされる通じやすさや印象の

違いに関心があるため、統一の言語内容で音声的特徴のみが異なる自然発話音

声を刺激音として用いるのが も理想的であるが、そのような条件を純粋な自

然発話音声を用いて満たすのは不可能である。（現実的には合成音声を用いる

か、同一内容を音読もしくは暗唱しなければならなくなり、自然発話音声では

なくなる。）そこで、上記のように実際には年齢、性別、体格、発声器官、英

語運用能力も異なる別々の話者のモノローグ音声を刺激音として利用すること

とした。そのように提供された音声には話者の身体的特徴等様々な特徴が反映

されていると想定される（［勅使河原 2015］参照）。そこで、できるだけ本研究

の意図に沿った刺激音を選択するため、以下の条件を設定し、全 53名の被験

者各々が 8、9個のタスクを行った全音声ファイルについて、聴取実験での使

用に耐えうるか検討した。

3.1.2.1  発話内容

　もし被験者が予め NJS の英語発話音声を聞くと知っていると、実験中に刺
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激音自体に対してではなく日本人に関するステレオタイプに基づいて印象評定

を行う可能性がある。そこでそのようなことを防ぐため、本聴取実験では被験

者には発話者が NJS であるとは予め伝えず、話者の出身地も含めて想像させ

られるよう、刺激音には話者の出身地として日本をはじめ、特に英語圏以外の

特定の国を想起させる内容を含まないことが必須であった。また、理解のため

に特定の背景知識を必要としない内容であることも正確に「通じやすさ」を測

るために重要であった。さらに、話者の性格印象等の評定に影響を与えないよ

う、被験者が発話を聞いて特定の感情（悲しみ、驚き、不快感等）を抱く可能

性のある内容は除外した。話者、あるいはタスクのテーマによっては収録され

た音声に非現実的な内容や不自然な演技が含まれる場合もあり、印象評定への

影響を考慮してそのような音声も除外した。

3.1.2.2  英語表現と流暢性

　本聴取実験では実用レベルでの英語運用能力を持つ NJS が日常的なタスク

を遂行する英語発話音声を刺激音として用いることとしたため、文法や語彙の

レベルが求められるレベルと異なる発話音声は除外した。（しかしながら、今

回刺激音として採用した音声の間でも用いる文法・語彙のレベルには依然とし

て差があるため、今後文法や語彙の特徴も定量化し、分析に盛り込みたい。）

同様に、言いよどみや不自然な休止が多い音声も除外した。

3.1.2.3  発音

　本聴取実験では今回収録した NJS による英語音声に観察される英語発音の

幅を 大限に反映するため、まず研究代表者が各話者の発音の特徴について

受聴分析を行った。具体的には、日本語の母音や子音による置き換えの有無

や、リズム（英語母語話者の特徴として一般的に言われる強勢拍リズムに近い

か、日本語のモーラ拍リズムに近いか）である。カナダ在住で NJS の英語発音

にも精通している英語母語話者である音声学者 1名も同様の受聴分析を行い、

両分析の結果を刺激音の選択の際に参照した。その結果、子音 /l, r/ の発音に
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ついては、流暢性にかかわらず幅広く多くの話者の音声に何らかの非標準的な

特徴が見られた。両者を混同する話者（たとえば English を [ɪŋɡlɪʃ] ではなく、

Engrish [ɪŋɡɹɪʃ] として発音する話者や wrong を long と発音する話者）に加え、

/l, r/ の両音素を単一の日本語ラ行子音 [ɾ] と置き換え、それに伴い子音連続の

環境では母音挿入を行う話者（たとえば English を [ɪŋɡɯɾɪʃ] のように発音する）

が多く観察された。加えて、北米英語に見られる母音の r 音化（rhotacization）

を本来母音の後に r が続かないところで行う（たとえば father [fɑːðɚ] の発音が

farther [fɑɚðɚ] と同じになるような）発音も数人に認められ、その傾向が語末

や句末のみに局所的に現れる話者と発話全体に一貫して現れる話者が確認され

た。このうち、NJS による /l, r/ の混同は特に英語母語話者の間では日本人英

語のステレオタイプとして有名であるため、他言語母語話者の間でも常識であ

るとするならば、そのような刺激音を多く提示すると、被験者はすぐに話者が

NJS であると気づき、日本人に関するステレオタイプに基づいて印象評定を行

うのではないかと懸念された。しかし一方で、この特徴こそが NJS の英語発

話音声の大きな特徴であるため、排除することはできない。該当する音声につ

いては総合的なバランスを考慮して選定した。

3.1.2.4  その他

　被験者が刺激音の英語発音以外の要因の影響を受けて印象評定を行うのをで

きるだけ避けるため、刺激音の間でその他の条件ができるだけ均一になるよう、

話者の身体的特徴等を反映する音声の成分（声質）に関わる部分で他と著しく

異なるものは除外した。すなわち除外の対象となったのは、音声収録被験者全

体の年齢層とかけ離れている（ように聞こえる）被験者や、特徴的な声質の被

験者の音声である。また、録音時の不注意で雑音が含まれている音声も除外し

た。

3.1.3  刺激音の数

　音声収録では一人の話者につき 8、9個のテーマについて話した英語音声を
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収録しているものの、話者間で収録した内容はもちろんのこと、テーマも完全

に統一はせず、話者によって話しやすいテーマを選んで話してもらっている。

聴取実験で一人の話者につき一つの刺激音のみを聞かせるのでは、得られる「通

じやすさ」や性格等の印象・言語態度の評定値が果たしてその話者の英語発音

の特徴に起因するのか、たまたま刺激音として選んだ音声に特有の、内容も含

めた特徴に起因するのか確認できないため、できれば一人の話者につき複数個

の刺激音を聞かせたデータを収集するのが望ましいと考えられる。

　翻って、このような実験では被験者にかかる負担が大きすぎると正確なデー

タが得られないため、できるだけ被験者の負担は減らすべきである。しかし一

方で、本研究では海外の研究協力者を介して被験者を集めるため、協力者が被

験者を募る負担を減らすため、できるだけ少ない被験者数で多くのデータが得

られるのが望ましい。しかしながら、全被験者に全ての刺激音を聞かせるのは

協力に必要な時間や負担を考慮すると非現実的である。

　そこで、話者一人につきより多くの刺激音を聞かせて聴取実験を行うのが望

ましいものの、本実験では各話者二つの刺激音を用いることとし、まず 3.1.2
節で述べた条件を満たす発話音声が二つ以上そろう話者を選別した。さらにそ

の中から特に NJS の英語発話音声に観察される音声的特徴をできるだけ幅広

く扱うという点を優先しながら、総合的に判断して も望ましい二つの音声が

そろう男女各 10名の音声を本実験の音声として選定した。よって、総刺激音

数は計 20名の各々につき二つの音声があるため 40個となった。

3.2  タスク

　本聴取実験では NJS の英語発話音声が他言語母語話者に「通じる」程度を定

量化するために、クローズ・テストによって intelligibility を、内容理解の質問

を尋ねることにより comprehensibility を測定することとした。また、NJS の英

語発話音声に対して被験者が抱く態度や印象を定量化するため、各評定項目を

7段階尺度を用いて評定することとした。全てのタスクが終わったら、 後に

被験者自身や実験に関するアンケートへの回答をもって実験協力の全過程が終
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了する。

　3種類のタスクの各々では計 40の音声を 1ブロック 5個からなる計 8ブロッ

クに分け、Moodle の小テストモジュールを用いて構成した。各タスク（すなわ

ち Moodle の小テスト）には制限時間を設け、制限時間が来ると回答中であっ

てもタスクの画面が自動的に閉じて回答を送信するように設定してあった。各

タスクの制限時間は intelligibility と comprehensibility のタスクで実際のファイ

ル長（下記参照）より各々 15秒程度、20秒程度長く設定し、印象評定のタス

クでは全てファイル長が約 6分であったため、一律 7分間に設定した 2。被験

者には説明を施し、タスクを開始したらできるだけ速やかに音声ファイルを再

生し、回答し始め、途中で止めたり前の音声に戻って再生しなおしたりしない

よう指示した。各タスクを行う前には練習問題でタイミングがつかめるまで何

度練習してもよいこととしてあった。

　まず intelligibility を測定するクローズ・テストを作成するため、意味のまと

まりを考慮して各音声を出だしの 50語前後から成る 20～ 30秒程度までに短

く編集し、その区間を書き起こした文章中に空所を 7か所設けた。空所には

英単語 1語のみが入るようにし、一部の頻度が高い固有名詞を除き、空所に

入るのはほとんどが普通名詞や動詞、形容詞や副詞で、一つの音声につき可

能な限り 3.1.2.3節で指摘した l/r の音が入る単語を含むようにした（たとえば

explain, love, reason, right）。一部の隣同士の 2語（たとえば hot water）を除き、

空所と空所の間は発話速度に応じて数語から 10語前後を空けた。また、前置

2 本実験の前に CEFR B2レベル相当以上の英語力を持つ日本語母語話者数名を対

象に予備実験を行い、各タスクの音声間の空白時間やタスク全体の制限時間が適切

か確かめた。被験者からは空白時間や制限時間が短いとの指摘を受けたため、当初

の時間より延長してタスクを構成したものの、あまりに空白時間が長すぎると被験

者が集中力を失ってしまうことも懸念されたため、やみくもに延長するのではなく

コンピュータ操作技術や英語力に問題のない被験者が調子よくタスクをこなすのに

ちょうど良いぐらいの空白時間とすることとした。そのため特にコンピュータ操作

技術に問題のある被験者や、英語力が実際には CEFR B2ほどは高くなかった被験者

にはタスクの進行が速すぎ、データをゆがめる原因になった可能性があることを指

摘しておく。
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詞や冠詞等の機能語は対象とはしなかった。さらに見つかる場合は、NJS が不

得意とする /f, v, θ, ð/ が日本語の子音で代替された発音が含まれる音声（たとえ

ば three を [sɯɾiː]、free を [ɸɾiː] など）や日本語の音韻規則を持ち込んで発音さ

れた音声（たとえば city [sɪti] の狭母音 /ɪ/ を無声化させ、[sɪ̥ti] として発音）も

空所の対象として含めた。なお、このタスクについては一人の話者の音声が再

生し終わってから次の話者の番号がアナウンスされるまで 35秒の空白を設け、

後の話者の音声の再生後、45秒の空白をもってブロック全体の音声ファイ

ルが終了するようにした。（上述のようにタスク自体の制限時間はさらに 15秒
程度長く設定してあった。）

　Comprehensibility を測定するためには、音声一つにつき四つの選択肢から成

る多肢選択問題の形式で内容把握問題を 2問尋ねた。音声によって内容が異な

るため均質な問題を作成するのは困難だったが、可能な限り 1問目は音声全体

に関する内容（主題、目的等）を尋ね、2問目でより詳細について尋ねるように

した。しかし、テーマによっては音声の内容が比較的簡単であったため、問題

を難しくしようとして出題形式が不適切になってしまった可能性もある（4節
参照）。また、このタスクでは被験者の発話内容の理解度が英語音声を聞いて

抱く話者に対する態度や印象と関連があるか調べたかったため、Smith（1992）
や Munro & Derwing（1995）を参考にして以下の五つの印象評定項目も設け、7
段階尺度（1. absolutely false「全く当てはまらない」から 7. absolutely true「非常

によくあてはまる」）を用いて評定させた。1. The speaker sounded like a native 

English speaker.「話者は英語母語話者のようだった。」; 2. The speaker’s English 

pronunciation was easy to understand.「話者の英語の発音はわかりやすかった。」; 3. 

The speaker’s use of grammar and vocabulary was easy to understand.「話者の文法と

語彙はわかりやすかった。」; 4. The topic of the excerpt was familiar to me.「音声の

話題には馴染みがあった。」; 5. The speaker was a fluent English speaker.「話者は流

暢な英語話者だった。」40の音声ファイルの長さは短くて 40秒、 も長いも

ので 119秒で（平均 57.9秒）、音声間の空白を 50秒取り、 後の音声が再生

し終わって 1分後に空白時間を含めた音声ファイルが終了するように編集し
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た。（上述のように、タスク全体の制限時間はさらに20秒程度長く設定してあっ

た。）

　印象評定のタスクでは、音声ファイルは一つの音声につき冒頭から約 20秒
になるよう編集し（区切りの良いところで切るかフェイドアウトした）、音声

間の空白を 50秒取り、 後の音声が再生し終わって 1分後に空白時間を含め

た音声ファイルが終了するように編集した。（上述のように、タスク全体の制

限時間はさらに約 1分長い 7分に設定してあった。）被験者には音声を聞いた

ら深く考えずに、言語内容ではなく発音と声の調子を頼りに印象評定を行う

よう指示した 3。なお、評定項目の選定に際しては勅使河原（2007）、McAleer, 

Todorov and Belin（2014）を参考にしている。一つの音声につき、 初に声の印

象を頼りにした話者の推定年齢を尋ね（2桁の数字で回答）、以下の 22の話者

や声に対する印象や話者に抱く態度を 7段階尺度を用いて尋ねた。まず、身

体的な特徴に関する印象として、Tall「背が高い」、Good-looking「ハンサム・美

人だ」、Strong「強い」の 3項目、次に性格の印象として Friendly「親しみやすい」、

Kind「親切な」、Competent「有能な」、Confident「自信に満ちた」、 Intelligent「知

的な」、Honest「正直な」、Reliable「信頼できる」、Active「活動的な」の 8項目、

話者の表している感情については Positive emotion「快の感情」の 1項目、声の

特徴について 5項目（High-pitched「高い」、Loud「大きい」、Relaxed「リラック

スした」、Pleasant「心地よい」、Attractive「魅力的な」）、 後に話者に対して抱

く態度について尋ねる 5項目（うち 後の 2項目は comprehensibility のタスク

で尋ねたものと重なる）“I would like the speaker as a coworker/classmate.”「話者と

同僚・クラスメートになりたい」、“I would like to be friends with the speaker.”「話

3 しかしながら、予備実験の被験者からもどうしても印象評定が言語内容に引きず

られたと直接フィードバックがあった。被験者に言語内容ではなく発音や声の調子

のみに基づいて印象評定を行わせる方法として random splicing という音声を細切れ

にして並べ替えることによって、言語内容をマスクする音声加工手法を用いること

が可能であるが（Scherer et al. 1985）、本研究ではそのような加工によって韻律情報

を壊してしまうのを避けるため用いなかった。（random splicing を用いた印象評定に

関しては勅使河原［2007］参照。）
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者と友達になりたい」、“I liked the way the speaker spoke English.”「話者の英語の

話し方が気に入った」、“The speaker sounded like a native English speaker.”「話者

は英語母語話者のようだった」、“The speaker spoke English fluently.”「話者は英

語を流暢に話した」

　 後に Moodle のフィードバックモジュールを利用して作成された被験者自

身や実験に関するアンケートがあり、被験者は答えられる範囲内で自分の年齢、

性別、母語、英語力、日常生活で実際に英語を用いる頻度、実験で聞いた話者

の出身地に関する質問、NJS と英語でやりとりする頻度について回答し、実験

の全過程が終了する。

　1人の被験者は 3種類の各タスクで 2ブロック計 10音声を聞くこととなっ

たが、intelligibility と comprehensibility の各々で同一の話者のセット 10名の話

者の 2種類のうちどちらかを聞き、印象評定タスクで別の 10名の話者の 1種
類の音声を聞いた。全部で八つの実験条件（表 1参照）を設け、各条件に 4名
ずつの被験者を割り当てると同じ音声の intelligibility、comprehensibility、印象

評定値が被験者 8名分ずつ集められるように設計した。全部で 40の音声を 10
音声ごとのグループに分け（表 1における X1、X2、Y1、Y2）、その中で 2種
類の提示順序を設け（表 1における O1～ O4に相当）、タスクによって採用す

る順序を変え、同一タスク内でも実験条件間で二つのグループの提示順を入れ

替えた（詳細は表1の注を参照のこと）。これら八つの実験条件はMoodleの別々

のコースとして構築された（図 1）。図 2～ 4に各タスクの画面を示す。
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表 1：実験条件の内訳

実験条件
タスク

Intelligibility Comprehensibility 印象評定

1 X1-O1 X2-O3 Y1-O3
2 X1-O2 X2-O4 Y2-O1
3 Y1-O1 Y2-O3 X1-O3
4 Y1-O2 Y2-O4 X2-O1
5 X2-O1 X1-O3 Y1-O4
6 X2-O2 X1-O4 Y2-O2
7 Y2-O1 Y1-O3 X1-O4
8 Y2-O2 Y1-O4 X2-O2

注 : X1、X2、Y1、Y2は10音声から成る音声のグループ名で、その中を2ブロッ

クに分割し、5音声ごとに提示順序を定めた。音声の提示順序である O1
～ O4のうち、O1と O2が、そして O3と O4が対になる関係で、これ

らの組み合わせは 5音声のブロック中の提示順序が同一で二つのブロッ

クの提示順が逆の関係であった。すなわち、たとえば O1においてブロッ

ク A・B の提示順序が① A、② B、O2では① B、② A であったことを示す。

 

図 1：Moodle を用いて作成した実験条件 1のウェブサイト
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図 2：Intelligibility タスクの画面

 

図 3：Comprehensibility タスクの画面
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3.3  被験者

　被験者はインド、サウジアラビア、タイ、中国、香港の各国・地域で研究協

力者を介して集められた、CEFR B2相当以上の英語力を保有するとみなされ

る大学生 20数名から 32名であった。このうち、インドと香港は公用語とし

て英語を用いる国・地域、残りは外国語として英語を学ぶ国である。3.2節で

述べたように各実験条件に 4名ずつの被験者を配置できると 1音声につき八

つの intelligibility スコア、comprehensibility スコア、印象評定値を得ることが

できる計画だったが、実際には各国・地域で条件ごとの被験者数は多少のばら

つきができた。

図 4：印象評定タスクの画面
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4．結　果

　ここではまず具体的な分析結果の報告に入る前に、本研究で得られたデータ

の分析方法や活用の可能性について考えてみたい。今回聴取実験で得られた

データは英語を公用語または外国語として話す五つの国・地域全体で被験者を

まとめて分析することも可能であるし、その他にも研究の関心によって被験者

の国・地域ごと、性別ごと、話者の性別ごと、あるいは話者ごとの分析など様々

な分析方法が可能である。また、聴取実験で得られたタスク間の相関分析に加

えて、音声的特徴量を加えることにより、どのような音声的特徴を持つ音声が

英語を母語としないこれらの国・地域の被験者に通じやすく、どのような印象

を与えたのか、音声と通じやすさ、印象の三者を結びつけることが可能となる。

加えて、intelligibility タスクの結果を記述的に分析することにより、NJS によ

る英語発話音声の「通じやすさ」の傾向を被験者の母語ごとに調べることも可

能である。同様に comprehensibility タスクも正答率だけでなく質問ごとに解答

の傾向を細かく分析することにより、非英語母語話者による NJS 英語発話の

理解度について洞察を深めることが可能である。

　さらに、intelligibility を測るため今回はクローズ・テストを行ったが、一般

的には被験者に聞き取った内容を全部書き取らせることも行われており（2節
参照）、両者の結果に違いはないのか今後追加で実験を行って確かめることに

より、方法論に関する考察を深めることも可能である。また、筆者が知る限り、

「通じやすさ」に関するデータと話者の印象評定値を同一音声に対して体系的

に収集した研究はなく、このような方法論の妥当性についても考察を深めるこ

とが可能となろう。

　本論文の執筆時点ではまだ予備的分析しか終えていない段階であるため、

今回収集した五つの国・地域全体で被験者をまとめて分析した結果を以下に

簡単に報告する。まず、分析に入る前に、各ブロック話者 5名のうち 3名分

以上の音声のタスクに対して回答の試みがない（空白である）被験者のデー

タは分析の対象から外した 4。そして、話者全 20名の 2音声の各々につき、
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intelligibility タスクの 7か所の空所補充、comprehensibility タスクの内容把握 2
問の問題ごとの正答率を算出した後、音声ごとに全 7か所の空所補充の正答率

の平均値と 2問の内容把握問題の平均値を算出した。また、comprehensibility

タスクといっしょに行われた五つの項目の印象評定と、印象評定タスクにおけ

る 23の項目についても各々音声ごとに平均値を算出した。次に、話者ごとに

2音声間の平均値を算出し、intelligibility タスク、内容把握問題正答率につい

ては各々一つの値（以降、各々 I スコア、C スコアと呼ぶ）、comprehensibility

タスクといっしょに行われたものと印象評定タスクについては項目ごとに一つ

の値を算出し、I スコア、C スコア、印象評定項目間の相関係数を求めた。

　まず、20名の話者の Iスコアの平均値は73%で 低47%から 高86%であっ

た。一方 C スコアの 20名の話者の平均値が 65%、 低 43% から 高 87% で

あった。なお、I スコアと C スコアが上位 5位以内に入る話者を調べてみると、

I スコアが 3位、C スコアが 5位だった女性話者 1名を除き、どちらか一方し

か上位 5位以内に入っておらず、両スコアが上位を占めた話者はいなかった。

（それ以外の上位 5位以内の話者の C スコアは 1名を除き上位半分に入ってい

た。）反対に I スコア・C スコアの下位 5位以内の話者を調べると、男性 3名が

両スコアとも下位 5位以内に入っていた。また、I スコアが下位 5位以内だっ

た他の 2名の話者の C スコアも下位半分に入っていた。以上の結果は、語や

文レベルの要素の認識（intelligibility）が良いことは必ずしも言葉の文脈的意味

の認識（comprehensibility）の良さにはつながらなかったが、語や文レベルの要

素が正しく認識できていないと言葉の文脈的意味の認識も良くならなかったこ

とを示すと解釈できそうである。

　上記の解釈を念頭に置いてみてみると、I スコアと C スコアの間に中程度の

正の相関（r = .59, p < .01）しかなかったことにも納得がいく。しかし、改めて

内容把握問題を検討してみると、たとえば「～でないものを選べ」の問題は紛

4 この処理はブロックごとに行ったため、同一実験条件でもブロック間で被験者数

が異なる場合がある。
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らわしかったようで、正答率が著しく低かったものもあった。（この出題形式

の問題で 低の正答率は 16% だった。）よって、不適切な出題形式の問題が I

スコアとの相関を弱めるのに関与した可能性も否定できない。Intelligibility と

comprehensibility の関係についてはさらに問題ごとの正答率を詳しく見てみる

必要がある。

　次にこれらの「通じやすさ」のスコアと印象評定項目との相関を見てみると、

中程度の相関しかなかったが、I スコアと「話題には馴染みがあった」の間に中

程度の正の相関（r = .48, p < .05）があったことは理解できる。しかし、「知的な」

と I スコア、C スコアの両方が中程度の負の相関があった（I スコアは r = -.43, 

p <.10, C スコアは r = -.49, p < .05）のは解釈に苦しむ。単純に難しい（聞き取

れない）ことを話した方が知的であると評定されたととらえられなくもないが、

話者ごとの印象評定値を見てみるともう一つの可能性が浮かび上がる。「英語

母語話者のようだった」、「発音がわかりやすかった」、「文法・語彙がわかりや

すかった」、「流暢だった」の値が一貫して良かった話者 3名の中には上記の I

スコアと C スコアの両方が上位 5位以内だった話者 1名も含まれるものの、1
名は上位半分、もう 1名にいたっては I スコアが下位 2番目、C スコアは 下

位だった。つまり、被験者は内容があまり理解できなくてもその話者に対して

ある種の憧れのように、「英語母語話者のように流暢だ」、「発音も文法・語彙も

わかりやすかった」という印象を持つ可能性があるということが言えるのかも

しれない。また、本来発音のわかりやすさと文法・語彙のわかりやすさは別物

であるはずであるが、二者の間に強い正の相関（r = .92, p < .001）が認められ

たことから、これは今回の被験者のような非英語母語話者にとっては両者は区

別がつかないことを示すと考えられる。一方で、comprehensibility タスク、印

象評定タスクの両方で「英語母語話者のようだった」、「流暢だった」という同一

の項目を別々の被験者グループに尋ねているが、両者とも異なる被験者グルー

プ間の評定の相関は強かった（各々 r = .90, .85, p < .001）。
　今後はこれらのスコア、評定値と音声的特徴との相関係数を算出し、NJS に

よる「通じる」英語発話音声や印象の良い英語発話音声の音声的特徴を明らか
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にする必要がある。また、空所補充の誤答パタンの分析など、より細かな記述

的分析も進めていきたい。

5．おわりに

　本論文では英語を公用語あるいは外国語として用いる五つの国・地域の被験

者を対象として、流暢な NJS の英語発話音声の通じやすさと印象を調査した

聴取実験の方法について詳しく述べた。詳細な分析結果については次号の拙論

で報告する。
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