社団法人 電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
TECHNICAL REPORT OF IEICE.

シャドーイングに基づく言語学習者の英語音声産出・知覚能力に
対する多角的分析
椢原

卓弥†

朱

伝博†

齋藤

大輔†

峯松

信明†

中西のりこ††

† 東京大学大学院工学系研究科
†† 神戸学院大学グローバル・コミュニケーション学部
E-mail: †{kunihara,zhuchb,dsk_saito,mine}@gavo.t.u-tokyo.ac.jp, ††nakanisi@gc.kobegakuin.ac.jp
あらまし

シャドーイングはモデル音声を聴取し，遅れずに復唱する認知タスクの高い複合的な訓練方法である。聞

き取りが不十分であれば発声が崩れ，聞き取りができても発音を誤って習得していれば，発声はモデル音声から逸脱す
る。本研究では複合タスクであるシャドーイング課題の構成を工夫することで，学習者の聞き取り能力，モデル音声
に対する模倣能力，更には，習得した音韻表象を（シャドー訓練後も）保持できているか否かなど，学習者の能力を
多角的に分析する方法を提案する。本分析方法を，神戸学院大学グローバル・コミュニケーション学部の 1,2 年生を
対象として導入した。本報告では，2021 年度前期（夏学期）に全員を対象として導入されたシャドーイング課題（隔
週の宿題）
，更には，夏休みに（42 日間毎日）希望者を対象として導入されたシャドーイングマラソンにおける分析結
果を報告する。更に，シャドーイングの継続的な訓練が，学習者の産出や知覚に与える影響について論じる。
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1. は じ め に

特徴を抽出し，人間による評価値平均（全体的・主観的評価ス
コアの平均）を予測し，良好な結果を報告した。

外国語習熟度の自動評価として，口頭産出能力を自動評価す

本研究では，学習者が発声すべき内容を事前に示した上で発

る試みが広く行われている [1]〜[3]。読み上げ音声や，状況を

声させ，粒度の細かい特徴を用いて学習者音声を分析する。テ

限定した上で学習者に発話させるなど，学習者が意図した単語

キストとモデル音声を提示して発声・練習させれば，モデル音

列が既知となる（あるいは，精度高く音声認識できる）場合は，

声へ接近することが期待されるが，その後，時間をおいてテキ

音響・発音分析の粒度を細かく設定し（例えば音素単位）
，分析

ストのみで読み上げさせると，モデル音声から逸脱する様子

的な特徴量を使って評価の自動化を検討できる。その一方で，

を分析できる。また，音声技術を用いた外国語教育支援は，発

自由発話を許した場合は音声認識精度の劣化を招き，その結

音評価や発音誤り検出（スピーキングテストの自動化）が主で

果，学習者が意図した単語列を十分に正確に把握できず，分析

あったが，本研究では，外国語音声を聴取時にどの部分で聞き

粒度を細かくすることは得策ではない。筆者らは先行研究にお

取りが妨げられたのか，即ち提示音声に対する聴解（知覚）の

いて [4]，準自由発話と言える学習者音声を対象として，様々な

崩れを時系列として抽出することも試みる。

観点から手動評定された主観的スコアの自動予測を検討した。

具体的な発声タスクとしてはシャドーイングを採用し，学習

発話全体を通して得られる，全体的な音響的・韻律的・音韻的

者が発声すべき内容は音声のみで提示する。シャドーイングは，
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Text-based DTW scores
between script (prompt) and transcript

提示音声に対する，1) 知覚，2) 理解，3) 生成（模倣）をほぼ
同時に行う訓練法である。聞く，あるいは，読むだけの訓練よ
りも認知タスクは上がるが，通常の音声活動では，聞く，理解
する，話すプロセスは同時進行する。その意味において，シャ
ドーイングは外国語音声コミュニケーションの基礎体力作り，
と考えられる。この多目的型訓練法であるシャドーイングの課
題設計を工夫し，音声産出（モデル音声への接近や逸脱）の様
子，音声知覚（聴解）の様子を分析する。

2. 先 行 研 究
2. 1 母語話者及び上級学習者による日本人英語音声に対す
る了解度の計測
多くの外国語教師は，
「発音訓練の目標は母語話者のような発
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図 1 S,SS による了解度の計測 [6]

音ではなく，相手に伝わる発音である」と主張する。その一方
で，どのような発話のどの部分はどの程度伝わっているのか，

2.0

は当然，聴取者の言語背景にも依存する [5], [6]。しかし「学習
者音声を聴取中に，聴取者の頭の中でどのような単語が想起さ
れたのかを観測する」こと自体が難しい，という問題も存在す
る。[7], [8] では，この問題を以下の方法で解決している。学習

図 2 PPG-DTW(S,SS) による瞬時的了解度の時系列分析 [9]

者の読み上げ音声を，聴取者（母語話者や上級学習者）にシャ
ドー（S）させ，その後，学習者が読み上げた原稿を見せながら

音声のどこで聞き取りが阻害されたのかを問うている訳ではな

再度シャドーさせる（スクリプトシャドー，SS）
。なお，ここで

い。S, SS の比較により，モデル音声のどこで聴解が崩れたの

は学習者の発音の癖を真似る必要はなく，学習者が発声した単

かを時系列として，自動計測できる。

語列を聴取者自らの発音で追唱することが求められる。学習者

2. 2 PPG-DTW(S,SS) に基づく瞬時的了解度の時系列分析

音声の一部が聞き取れないと，シャドーは崩れるが，スクリプ

提示音声に対する S, SS を PPG-DTW すれば，DTW パス上

トシャドーは基本的に，学習者音声に同期した読み上げ音声と

の局所距離の系列は，シャドー時の発話の乱れを表す時系列

なる。この S と SS を比較すれば「学習者音声のどこで聞き取

データとなる [9]。図 2 はこの時系列データを，500msec を単位

れなくなったのか」を時系列として計測できる。具体的には，S

とした移動平均処理により平滑化した結果の例である。縦軸は

と SS を Phonetic PosteriorGram (PPG) に変換し，両者を DTW

DTW 局所距離であるが，およそ 2.0 を超える崩れが生じた箇

で比較する（PPG-DTW）
。[6] では，S 音声を第三者に書き起こ

所が，シャドー崩れに対応している。このように聴取中の聴解

させ，S の書き起こしと学習者の読み上げ原稿を比較し，書き

崩れは，聴取者にシャドーイングを課すことで時系列データと

起こしに基づく（単語，音節，音素単位での）了解度を求めた。

して容易に取得できる。類似した計測は，聴取者に書き起こさ

これと，（書き起こしが不要な）S と SS の PPG-DTW （単語，

せることでも可能だが，聴取後に（書き取り中に）発話内容を

音節，音素を単位としたスコア計算）とを比較したところ，高

推測することが不可避的に生じることや，また，提示音声が短

い相関を得た。図 1 に母語話者（N）
，日本人の英語上級者（J）
，

文である必要もあり，瞬時的な了解度の計測としては不適切で

非日本人の英語上級者（NN）7 名の聴取者に対する単語単位で

あると考える。[9] では約 30 秒ほどの音声を S, SS させている。

の相関を示す。横軸が PPG-DTW による了解度，縦軸が書き起

シャドーイングは本来，音声知覚研究において心的辞書検索

こしに基づく了解度である。個々の点は話者（学習者）を表す。

過程を分析するために考案された実験タスクである [10]。それ

聴取者に S, SS を課し，両者を自動比較すれば，様々な言語単

が同時通訳士や外国語学習者の訓練として利用され今日に至っ

位に対する了解度（どの程度聞き取れたのか）が計測できる。

ているが，本研究では，シャドーイングを本来の目的である，

この場合聴取者が非母語話者で，S, SS に外国語訛りがあって

音声知覚（聴解）プロセスの分析手法として用いている。

も発話比較は同一話者内であり，訛りは精度に影響しない [6]。
図 1 に示した上級学習者（非母語話者，▲ NN1, ▲ NN2, ▲

NN3）の結果であるが，彼らのシャドー音声書き起こしより，

3. 発声タスクデザインと実験参加者
3. 1 前期課題と夏休み課題の発声タスクデザイン

正解聴取率は 68% であった（母語話者の場合は 85%）
。つまり，

シャドーイングは多目的型の訓練法であり，タスク設計を工

聞き取りに困難を抱えながらシャドーした聴取者の了解度も，

夫することで，各種目的に応じた評価のための素材を得ること

S, SS を比較することで精度高く求まっている。これは，学習

ができる。モデル音声（M）に対して，シャドー（S）を繰り返

者にモデル音声（母語話者音声）を S, SS させることで，学習

すことで（即ち聴取と発声を繰り返すことで），M の聴解がど

者のモデル音声に対する了解度，即ち，聴解率（リスニング率）

のように向上するのかを知ることができる。よって S を複数回

を計測可能であることを意味する。通常リスニングテストは，

行い，その後，SS を課すこととした。本実験では S を三回，そ

提示された音声の意味理解を問う（選択肢）問題が多い。提示

の後 SS を一回行わせた（図 3 参照）
。なお，S 収録に関しては
言い淀んだとしても再収録は行わず，S𝑛 毎に 1 回の収録とな

—2—

夏学期課題

S1 S2 S3 SS*

2 weeks

夏休み課題

て，日本語音声のシャドーイングや，one, two, three など平易な

R*

1 week

S1 S2 S3 SS* R1*
R2*
繰り返し収録を許可
* 図 3 前期課題と夏休み課題の発声タスク
:

M音声提示あり，提示なし

単語列，平易な英語文音声，そして，実験で使用しなかった英
検 2 級のモノローグ音声のシャドーイングを行わせた。

3. 2 実験参加者と実験手順
前期課題（隔週の宿題）に関しては学部 1, 2 年生，合計 111
名の音声が分析対象である。夏休み課題（毎日のマラソン形式
の課題）は希望者を募り，最終日まで完走したのは 43 名であ
り，彼らの音声が分析対象である。
前期課題の前に概要を説明し，音声収録に関する許諾を得
た後に，シャドーイング練習を課し，その後，前期課題の収録
となった。S1-S2-S3-SS 収録後，二週間して R を収録した。こ
の作業を 16 の M 音声に対して行なわせた（4 つの M 音声 ×4
セッション）
。音声収録は宿題として課したため，学習者間で提
示音声内容について情報共有する恐れがある。そのため 16 種
類の M は，原則学習者間で異なるものとしたが，うち 4 つは
共通とした（セッション毎に共通 M 音声が一つある）。本稿で

図 4 SS 用 Web 音声収録インタフェース

は，第一，第二セッションの共通 M 音声（以下，タスク A，B
とする）に対する分析結果を報告する。

る。一方，SS は S𝑛 に対する比較対象となる参照音声であるた

前期課題の後，夏休み課題である毎日のシャドーイングマラ

め，言い淀みなどが生じた場合は繰り返しの収録を許した。SS

ソンを実施した。毎日 4 つの M 音声 ×42 日間（＝ 168 音声）の

収録は，図 4 に示すように，M の波形と再生位置，テキストが

シャドーを繰り返すが，全参加者共通のタスクとした。継続的

（M の聴覚提示と共に）視覚提示される。
前期課題では SS までを 1 セッションとしたが，SS はモデル

に学習することの効果を見るため，初日（Day01）と Day23，及
び，Day20 と Day42 は同じ内容とした。Day23 は本来話速 0.9

音声を聴きながらの発声であり，発話が若干不自然となる学習

倍の期間であるが，話速 0.8 の Day01 を，同様に，Day42 は話

者がいた（言わされている感の強い学習者）
。そこで夏休み課題

速 0.9 倍の Day23 を実施した。Day01 vs. 23, Day20 vs. 42 の比

では，SS の後に，波形は示すが音量を 0 とした SS（web イン

較の他，毎日の 4 つの M 音声に対する分析結果を通して，シャ

タフェースは図 4 を使うが音量が 0）を，読み上げタスク（R1）

ドーイングを継続する効果について論じる。

として導入した。SS 同様，繰り返し収録を許した。

なお，本実験の参加者は事前に Versant Test [11] を受けてい

その後，時間を置いて（前期では 2 週間，夏休みでは 1 週

る。総合スコアを CEFR(A1〜C2) に変換すると，A1 が 64 人，

間）
，再度音量 0 の SS を読み上げタスクとして行った（各々 R,

A2 が 45 人，B1 が 2 人であった (B2 以上の学生はいなかった)。

R2 と呼ぶ）。これらのタスクは，モデル音声に対する記憶が希

即ち，習熟度の偏りが非常に強い学習者群となっている。

薄になった段階で，テキストだけを見て，SS や R1 と同様の読
み上げができるか否か，を検証することが目的である。
テキストを見た時に，その読み上げ音声を心的に表象する能

4. 前期課題に対する分析と考察
4. 1 学習者の音声産出に関する分析と考察

力や表象されたイメージは，音韻表象（心的音声イメージ）と

S1-S2-S3 と繰り返すことで M へ接近し，SS で更に接近し，2

呼ばれる。SS 発声時や R1 発声時は M を数回聞いており，テ

週間後の R は M から逸脱することが予想される。S𝑛 と M の距

キストを見て心的にイメージする音声は M に近づくと予想さ

離 |S𝑛−M| は，PPG-based DTW の最適パスを M から得られた

れる。一方，時間差を置いて再度テキストを見た時に，M が心

音素境界で区分し，音素毎に DTW スコアを計算し，その平均

的に表象されるか否かは学習者の習熟度に依存する。その様子

値を求めた（phoneme-based DTW，pDTW と呼ぶ）。表 1 に各

を，SS と R を（前期課題）
，R1 と R2 を（夏休み課題）を比較

タスクでの pDTW の平均を示す。収録は，S1-S2-S3-SS-R の順

することで検討する。なお，テキストを流暢に読めるようにな

で行われたが，𝑛 回目の収録と 𝑛 + 1 回目の収録とで，M への距

るには，そのテキストを見ただけで流暢な英語音声が心的に聞

離が有意に減少／増加したのかを t 検定した結果も示す。いず

こえる能力が必須であると考えている 1 。

れのタスクにおいても，S1, S2, S3 と距離は縮まるが，S2→S3

前期課題における M として，英検 2 級のリスニング試験で

では強い有意差はなく，シャドーを 3 回以上繰り返す効果は今

使われたモノローグ音声（約 30 秒）を，話速を 0.8 倍に落とし

回の収録では低い。一方，読み上げ原稿を参照させた SS では

て使用した。夏休み課題も同様のモノローグ音声であるが，42

M へ一気に接近するが，M を提示しない R は，有意に逸脱す

日間（＝ 6 週間）を 2 週間 ×3 に分け，0.8 倍，0.9 倍，1.0 倍の

る。原稿無しで M を 3 度聞かせたシャドー音声（S3）よりも，

音源を 2 週間ずつ続けた。実験前にシャドーイングの練習とし

2 週間後に M 無しで読ませた R の方が M には近い。聞き取り
に苦労すると共に，（仮に何が発声されたのか単語が同定でき

（注 1）：シャドーイングをメロディーのハミング練習に例えると理解し易いかも
しれない。新曲のメロディーとその楽譜を同時に示してハミング練習を数回行っ
た二週間後に，楽譜だけでハミングできるのか（楽譜からメロディーが心的に聞

なかったとしても）耳からの情報を自らの調音運動に反映させ
ることに苦労していることが窺える。言い換えれば，目からの

こえるのか）という問題である。楽譜を英語テキストとしたものが本実験である。
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4. 2 学習者の音声知覚に関する分析と考察

表 1 モデル音声（M）への接近と逸脱

S1, S2, S3, R の各音声を SS を基準に pDTW を計測した結

数値が低いほど接近度合いが高い。

|S1−M | |S2−M | |S3−M | |SS−M |

タスク

A
B

1.83
p<0.1

|R−M|

1.91
—

1.85
p<0.001

1.63
1.67
p<0.001 p<0.005

1.83
—

1.77
1.75
1.55
1.61
p<0.001 p<0.05 p<0.001 p<0.001

果を表 2 に示す。SS は，内容を把握した上でのシャドーであ
り，表 2 は，シャドーイングの 3 タスクのうち，1) 知覚，2) 理
解がどの程度出来ているのかを定量化していると解釈できる
（第 2. 1 節参照）
。M を基準として計量をした表 1 と比べて有意
に小さいが，表 1 と異なり，S2→S3 の場合でも距離減少が有

表 2 スクリプトシャドー音声（SS）への接近

意であることは興味深い。今回の収録では，M への接近に関し

数値が低いほど接近度合いが高い。

ては 3 回以上シャドーすることの効果は少ないが，M の聞き取

タスク

|S1−SS | |S2−SS | |S3−SS | |R−SS|

A

1.68
—

1.54
1.50
1.20
p<0.001 p<0.001 p<0.001

B

1.43
—

1.32
1.27
1.17
p<0.001 p<0.001 p<0.001

りに関しては，3 回以上聞くことの効果が窺える。
シャドーイングは，外国語教育に導入された当初，リスニン
グ力向上のトレーニング教材として導入されている [14], [15]。
その後，発音の訓練（M に近い音韻表象の獲得）としての効果
が検討されるに至っている [12], [13]。図 3 に示したタスクデザ
インでは，SS 時にテキスト提示しており，これを正解として，
聞き取れなかった／聞き間違えていた箇所を学習者は確認でき
る。一方，発音に関しても基準となる M を数回提示している。
しかし表 1 に示した |S3−M| と |R−M| のスコア差異は，学習者
が一人で，M と自らの発音のズレを検出，矯正できないことを
示唆している。第三者の適切な発音指導を与えない状況でシャ
ドーを繰り返すことが，どれほど学習者の発音を改善させるの
だろうか？どれほど学習者の音韻表象を変えるのだろうか？こ
の疑問に答えるため，42 日間に渡る（約 1 時間／日）のシャ
ドーイングマラソンを夏休み課題として企画し，希望者を募っ

図 5 タスク B の |SS-M| と |R-M| の分布 (破線はそれぞれの平均)

た。かなりのタスク量であるが，全学生に実施した前期課題は
「自身のシャドー能力向上が把握できる教材」として人気の学習

文字情報に頼って発声していると言える。

|SS−M| から |R−M| への増分，即ち，M を未提示とする影響

教材となっており，夏休み課題も多くの学生が参加してくれた。

についてより詳細に検討する。テキストを見て心的に表象され

5. 夏休み課題に対する分析と考察

る内的音声が音韻表象であるが，事前の M 提示などがなけれ

5. 1 新たな評価項目の導入

ば，そのテキストに対する自らの発音（L2 発音）が音韻表象と

前期課題の分析で用いた，2 発声の PPG-DTW より計算され

なる。S𝑛, SS と 4 回 M をシャドーする（真似る）ことで，音

る pDTW は，当該発話間で発音（舌や唇の動き）の違い，すな

韻リハーサルを繰り返し，学習者の音韻表象が M に近づく効果

わち調音制御の違い，分節的特徴の違いがスコア化されている。

が期待される [12], [13]。しかし，二週間後の R の結果（表 1）

外国語発音を指導する場合，個々の音の生成のみならず，音を

は，学習者の音韻表象が M から逸脱する様子が分かる。

超えた韻律（超分節的特徴）の指導も必要である。そこで本節

図 5 に横軸 |SS−M| ，縦軸 |R−M| とし，タスク B の学習者数ヒ

では，韻律に関しても 2 発話間比較を行った。

ストグラムをカラーマップの形で示している。全体の傾向とし

声のパワー，ピッチ，継続長に関する制御の類似性を二発話

ては表 1 が示す通り |R−M|>|SS−M| であるが，|R−M|<|SS−M|

間で比較した。まず，分析対象の音声のパワーパターンとして，

となる（SS より R の方が M に近づく）学習者も少なくない。

各フレームの RMS（Root Mean Square）を時系列として求めた。

これらを聴取すると，（SS とは言え）モデル音声を聴取しなが

ピッチパターンも同様，各フレームの基本周波数を時系列とし

らの発声であり，モデルに追従することに注意が割かれたよう

て求めた。その後，二発話に対して強制アライメント処理を施

な発声（言わされている感の強い発声）が見受けられた。夏休

し，音素境界を得ると同時に，二発話間で PPG-DTW を行い，

み課題として，SS の直後に R1 を追加した理由がこれである。

発話間の時間対応付けを求めた。二発話のパワー制御における

さて，図 5 の左上に位置する学生は興味深い。 |SS−M| の分

類似性は，PPG-DTW 結果から対応するフレーム対を検出し，

布からは上位に位置する（M により近い）が，|R−M| の分布か

ともに母音フレームである対のみを取り上げて，相関係数とし

らは下位に位置する（M からより遠い）学生である。M を数回

てスコア化した。ピッチ制御における類似性も同様にして，時

聞くことで，M と類似した音韻表象を獲得し，自身も M に近

間合わせをした二発話間でピッチパターンの相関係数でスコア

い発音をしているものの，時間を置いてテキストのみで読ませ

化した。継続長については各フレーム毎に定義できるものでは

ると，大きく逸脱している（音韻表象が元に戻る）学習者であ

ないため，上記とは異なるスコア化を採択した。強制アライメ

る。言い換えれば，モデル音声を真似することは得意だが，そ

ント処理の結果，各音声に対して，第 1 強勢，第 2 強勢，弱勢

の音声イメージを維持することが難しい学習者と解釈できる。

を区別した 45 種類の母音に対して境界位置が求まる。その結
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果より，45 種類の母音の平均継続長を求め，二発話間でこれら

表 3 モデル音声（M）への接近と逸脱

の相関係数を計算してスコア化した。相関計算時の分布図は，

調音は数値が低いほど，韻律は数値が高いほど接近度合いが高い。

|S1−M| |S2−M | |S3−M| |SS−M | |R1−M | |R2−M|

パワー，ピッチに関しては（母音の）フレーム対の総数がサン
Day01
Day23

1.83
1.63

1.76
1.61

1.74
1.61

1.52
1.52

1.55
1.54

1.59
1.53

Day20
Day42

1.82
1.69

1.78
1.68

1.75
1.65

1.51
1.50

1.51
1.50

1.52
—

Day01
Day23

0.60
0.62

0.61
0.62

0.60
0.63

0.62
0.63

0.61
0.61

0.60
0.62

大きさ Day20
Day42

0.56
0.58

0.56
0.58

0.59
0.61

0.59
0.61

0.55
0.56

0.55
—

Day01
Day23

0.51
0.63

0.51
0.60

0.52
0.60

0.51
0.59

0.32
0.42

0.31
0.36

Day20
Day42

0.61
0.65

0.62
0.65

0.61
0.66

0.62
0.64

0.44
0.47

0.39
—

Day01
Day23

0.56
0.61

0.59
0.65

0.58
0.64

0.65
0.65

0.60
0.61

0.58
0.59

Day20
Day42

0.62
0.64

0.62
0.65

0.64
0.68

0.67
0.70

0.60
0.64

0.58
—

プル数となるが，継続長については母音種類数がサンプル数と
なる。以下，調音制御，パワー制御，ピッチ制御，継続長制御

調音

のことを，簡単のため，調音，大きさ，高さ，長さ，と呼ぶ。

5. 2 調音，大きさ，高さ，長さの分析結果
第 4. 1 節で示したタスク A, B は，いずれも一種類の M 音声
に対するシャドー音声の結果であるが，夏休み課題では毎日 4
つの M 音声に対してシャドーイングを行っている。例えばあ
る学習者の Day𝑛 の調音スコアは，4 つの M 音声に対する調音

高さ

スコアの平均値である。大きさ，高さ，長さも同様，4 音声の
平均値を当該学習者のスコアとしている。以下，同じ M 音声を
使用した Day01 vs. 23, Day20 vs. 42 を，調音，大きさ，高さ，
長さ制御において比較する。表 3，表 4 に調音（pDTW）
，大き
さ，高さ，長さ（相関）の学習者平均を示す。日によって参加者

長さ

数が変わるので，Day01 vs. 23，Day20 vs. 42 は，32 名，36 名

表 4 スクリプトシャドー音声（SS）への接近

が分析対象となっている。スケジュールの都合上，Day36 以降

調音は数値が低いほど，韻律は数値が高いほど接近度合いが高い。

は R2 が収録できていないため，Day42 の R2 は除外している。

|S1−SS| |S2−SS | |S3−SS | |R1−SS | |R2−SS |

表 1 にて M への接近と逸脱の様子を議論したが，同様の傾
向は表 3 にも観察される。S を繰り返すことで M に近づくが，

Day01
Day23

1.40
1.11

1.28
1.02

1.24
0.99

0.97
0.90

1.16
1.08

Day20
Day42

1.35
1.16

1.27
1.10

1.24
1.05

0.93
0.90

1.06
—

Day01
Day23

0.66
0.72

0.69
0.73

0.70
0.74

0.73
0.75

0.68
0.70

大きさ Day20
Day42

0.67
0.70

0.70
0.72

0.69
0.72

0.73
0.73

0.68
—

Day01
Day23

0.54
0.70

0.59
0.72

0.61
0.72

0.53
0.61

0.48
0.50

Day20
Day42

0.66
0.70

0.68
0.72

0.69
0.74

0.63
0.63

0.55
—

Day01
Day23

0.61
0.71

0.62
0.74

0.64
0.73

0.74
0.79

0.70
0.73

Day20
Day42

0.65
0.70

0.68
0.74

0.69
0.75

0.73
0.78

0.71
—

調音

テキストを提示する SS で一気に近づく。M を 3 回聴取した

|S3−M| よりも，一週間後のテキストのみを参照した |R2−M| の
方が低くなっている。表 2 にて S を繰り返すことで聴解精度が
上がる様子が示されたが，同様の傾向は表 4 にも観察される。
また，SS 直後の R1 と SS との差異は極めて小さくなるが，一
週間後の R2 は SS から逸脱する様子が示されている。

5. 3 学習者の音声産出に関する考察

高さ

表 3 の Day01 を 23 と，Day20 を 42 と比較し，シャドー訓
練を継続する効果について考察する。M への接近については，

|S𝑛−M| は 01→23, 20→42 において減少しているが，肝心の
|R1−M|, |R2−M| においては，シャドー訓練を継続しても，M

長さ

に近づく効果は有意には観測されなかった。適切な教示がなけ
れば，三週間ほど毎日 1 時間シャドー訓練を継続しても，調音

されている [16]。韻律の場合，テキストが表示されても，そこ

制御を変える効果を期待することは難しいことが分かる。

に明示的に答えが示されている訳ではなく，また，英語の韻律

M への接近の様子について，韻律の面から考察する。大き

制御についての知識が不十分であれば，モデル音声の韻律制御

さ，高さ，長さ，いずれにおいても，S𝑛（𝑛=1, 2, 3）と S を繰り

（韻律構造）の何を模倣すべきなのかが分からないため，M の

返す明確な効果は，訓練を継続する前（01, 20）も後（23, 42）

消失と共に，学習者による韻律制御は不安定なものとなる。M

も極めて僅かである。S3 から SS とテキストが表示されると，

の消失と共に調音制御が乱れる様子を図 5 の左上に示したが，

一部の相関は上がるが，調音制御（pDTW の大きな下落）に比

韻律制御の場合，多くの学生がここに位置すると推察される。

べると，韻律相関の上昇は極めて限定的である。

シャドーイングを繰り返すこと，それを継続的に実施するこ

更に，SS の直後に M なしで読み上げさせた場合（R1）
，調音

とで，テキスト読み上げにおける調音制御，韻律制御がどう変

と韻律では異なる様相を呈した。調音の場合 SS から R1 になっ

わるのか（学習者自身がテキストに対して持つ音韻表象がどう

ても，M との距離は変化せず，また，シャドーを継続して行う

変わるのか）を検討したが，適切な音声指導が与えられずに，

前後でも変化は乏しい。韻律の場合も同様に SS の直後に R1 を

ただ「聞いたその場で真似る」ことを繰り返すだけでは，学習

課しているが，R1 となることで相関が下落する。特にピッチ制

者の音声産出を改善させることは難しいと言える。

御における下落が激しい。類似した現象は日本語学習者のシャ

なお [17]〜[19] では，適切なモデル音声（Golden speaker）を

ドーイングでも観察されている。日本語教育の場合，日本語の

選ぶことで発音学習の効率が上がることを報告している。発音

単語アクセントが高さアクセントであることを明示的に教示し

学習は「提示音声刺激を調音運動へ転化する作業」と解釈でき

ないことは少なくない。このような場合，シャドーイングを課

るが，この作業精度を高めるモデル音声（真似しやすい声）を

せば適切な箇所にアクセント（ピッチの下落）を生成するが，

提供することで，発音学習が改善される可能性はある。

その後，読み上げさせると不適切なアクセントとなる例が報告
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6. まとめと今後の課題
多目的型訓練法であるシャドーイングにおけるタスクデザイ
ンを工夫し，学習者の音声産出と音声知覚の様子を，調音制御
と韻律制御に分けて分析する手法を提案し，大学 1,2 年生を対
象に収集したデータを用いて検討した。その結果，シャドーイ
ングの主要な効果は聴解力の向上にあることが示された。また，
調音制御と韻律制御の違いが明確になった。現在，様々な英語
図 6 継続的なシャドーイングによる聴解崩れ（|S1−SS|）の減衰

発音に対する聴解力を上げるべく，世界諸英語音声を対象とし
たシャドーイングを実施している。シャドー崩れを通して各学

5. 4 学習者の音声知覚に関する考察

習者の聴解脆弱性をモデル化すれば，そのモデルを用いて各学

音声産出には効果が見られなかったが，音声知覚（聴解）の

習者毎に，より適したシャドーイング素材の自動選択が検討で

方は，シャドーイングを継続的に行うことで大きく改善する結

きるだろう。シャドーイングを通して音声産出の改善を狙う場

果となった。表 4 の Day01→23, Day20→42 で，pDTW スコア

合は，真似しやすい話者（Golden Speaker）の採用や，図 4 に，

は大きく減少している。Day23，Day42 の |S1−SS| は，Day01,

可視化された韻律パターンを追加するなどを検討したい。

Day20 の |S3−SS| よりも小さい。S1 から円滑にシャドーでき
ている様子を窺うことができる。これは非常に大きな改善であ
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