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英語の認知に関わる調査の課題統制について
―日本語のリズムに基づく音韻統制の提案―
菅井 康祐
近畿大学

概要
実証研究において，信頼性・再現性の高い調査を行うためにはノイズとなる要因を可
能な限り排除，つまり要因を統制する必要がある。外国語教育・第二言語習得研究などの
調査においては対象言語（ここでは英語）の構造に基づき統制が行われることが多いが，
非母語話者にとっては母語（日本語）の影響も大きいはずである。本小論では，提示課題
の音韻統制について，日本語母語話者に対する英語の調査における英語の音節に基づく音
韻統制の問題点を指摘し，認知心理学の先行研究の知見を根拠に日本語のリズム単位（モ
ーラ）を基準とした統制を行うことを提案する。
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1.

は じめ に
仮説検証型の研究においては，その結果は独立変数と従属変数の関係のみから解釈されう

るのが理想であり，そのためには想定されうるすべての他の要因を統制しなければならない。とく
に言語の認知・理解といった心理的側面の調査においては，その処理プロセスが目に見えない
ため，課題設定の段階で考えられるすべての条件を統制しておくべきである。これは他の研究者
に対しての説得力を強めることももちろんだが，自分自身で不安を残さずに研究を積み上げるた
めにも非常に重要である。後になって，「あの調査ではああいう結果の解釈をしたが，本当は別の
要因も関係したのではないか…」と不安を残すようではなかなか研究を積み上げていくことができ
ない。Jiang（2012）の以下の文言は反応時間測定の文脈で述べられたものではあるが，量的研究
すべてに当てはまるシンプルかつ重みのあることばである。“An RT experiment is designed to
discover a causal relationship between an independent variable and a dependent variable. Such a
relationship can be substantiated only when all other variables that may affect a dependent variable
are held constant” （section, 2.3.4.2）. しかしながら，日本語母語話者を対象とする英語教育・第
二言語習得研究における課題統制については，英語の音韻構造を基準としたものがほとんどで
あり，それが日本語母語話者の心的処理を測定するのに適切なのかどうかは疑問である。本稿で
は，この問題について，心理言語学や実験音韻論の研究成果から現状の問題点を指摘し，言語
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処理に大きく影響を与える母語（日本語）のリズム 1 の観点から改善案を提示したい。

2.

背景
言語を用いた調査においては聴覚提示・視覚提示にかかわらず，認知負荷に影響すると考

えられる課題の語長などの統制は当該言語の音韻構造にもとづいて行われるのが一般的である。
英語においては文字数に加えて，音素・音節・語アクセントの位置などを課題の統制に用いること
が多い（図 1）。

図 1. MRC Psycholinguistic Database の Online Search 画面サンプル
チェックの入っている項目（Word, Number of phonemes, Number of syllables, Stress-marked
phoneme transcription, Syllabified phonetic transcription, Stress pattern）が音韻に関係する項
目。
課題統制に音韻情報を用いる背景には，言語を処理する際にはそれが聴覚・視覚のいずれのモ
ダリティであるかにかからず，音韻符号化を伴うという前提がある（門田，2006）。記憶研究でも同
様に考えられている。Baddeley（1992）のワーキングメモリモデルでは，聴覚・視覚のモダリティに
かかわらず，言語情報は音韻ループで内的にリハーサルされ保持・処理されるとされており（図
2），またその記憶容量の構成単位となるのは，他の記憶容量の研究（Miller, 1956; Cowan, 2001）
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同様，心理的実在を持つ単位（数字，文字，チャンク，音節，語など）であると考えられている。

図 2. 言語処理と音韻ループの関係
（Baddeley（1992）, Gathercole and Baddeley（1993）に基づく。）
また門田（2006）では，文字提示の心理言語実験に基づき，語彙の連想課題においては既
知語については音韻情報よりも意味情報の方が強く影響し，未知語については音韻情報が影響
する場合もあると述べられている。外国語としての英語を対象として扱う場合，語句などの課題刺
激が学習者のなかでどの程度既知情報と言えるかの判断は難しく，音韻情報の影響を受ける可
能性は十分にある。無意味語使う場合などはなおさらである。
しかし，対象言語が英語であるからといって，日本語母語話者を対象とした調査にお
いに英語の音韻構造に基づいて課題統制を行うというのは妥当なのであろうか。言い換え
れば，英語の音節という音韻単位は日本語を母語とする英語学習者にとって心理的実在を
持つのであろうか。次節ではこの問題に対する示唆を含む代表的な研究をいくつか紹介す
る。

3.

先行研究の紹介
ここでは母語のリズム型と言語の知覚の関係について，シラブルモニタリングタスク

2

を用いて調査した先行研究を紹介する。なお，以下では子音を C（consonant），母音を V

（vowel），撥音を N（nasal）で表す。

3.1

音節型言語（syllable-timed/counting rhythm）のフランス語の研究
日本語・英語の研究の前にシラブルモニタリングタスクを用いた先駆的な研究を紹介

する。Mehler and Dommergues, 1981）はフランス語母語話者を対象としたシラブルモニタ
リングタスクを行い，ターゲットとなる音節がその語内の音節構造と一致する場合
（“palace”の/pa/や “palmier”の/pal/など）反応が早くなるという結果を示した（図 3）。
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図 3. Mehler and Dommergues（1981）のフランス語の
シラブルモニタリングタスクの結果（反応時間）。
図中の CV word は語の第一音節が CV の形をもつもの。
CVC word は語中の第一音節が CVC の構造を持つもの。
横軸はターゲットの音節型を表す。

3.2

モーラ型言語（mora-timed/counting rhythm）の日本語の研究
次に，本論で最も重要である日本語母語話者の知覚に関する研究を紹介する。Otake

他 （ 1993 ） は 日 本 語 母 語 話 者 を 対 象 と し ， CVNCV 語 （ 例 ：「 端 子 /tanshi/ 」） お よ び
CVNVCV 語（例：「タニシ/tanishi/」）を用いて CV 音節/ta/および CVN 音節/tan/が含まれ
るかどうかを判定させる課題を行った。その結果，CVNCV 語においては CV 音節, CVN
音節ともに誤答率は低かったものの，CVN に対する反応時間の値は CV に比べて大きか
った。また，CVNVCV 語の CVN 音節に対しては反応時間を検討する以前に誤答率が非
常にかった。この結果から日本語母語話者は音節ではなく，日本語のリズム単位であるモ
ーラに基づき分節化していると結論づけられている（図 4）。この結論は Cutler and Otake
（1994）における日本語母語話者を対象にして英語課題を用いた調査によってさらに検証
されている。
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図 4a. 日本語母語話者のシラブルモニタリングタスク
の結果 Otake 他（1993）
タ ー ゲ ッ ト （ 横 軸 CV 、 CVN ） に 対 す る 正 解 率 。
CVNCV 語のグラフに付された楕円は著者によるもの。

図 4b.

3.3

4a の正解データに対する反応時間。

強勢型言語（stress-timed/counting rhythm）の英語の研究
参考に，英語母語話者を対象とした研究も紹介する。Cutler 他（1986）はイギリス人

英語母語話者について同様のシラブルモニタリングタスクを行っている。その結果課題単
語内の音節構造にターゲット音節が合致している課題（“balance”の/ba/や“balcony”の/bal/
など）と合致していない課題（“balance”の/bal/や“balcony”の/ba/など）の間に差は見られ
なかった（図 5）。この結果から英語母語話者にとって心的にリズムを構成している単位
が音節ではないという可能性は示されるかもしれないが，だからといって強勢がその単位
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であると主張するには慎重な調査・検討が必要である。

	
  図 5. イギリス人英語母語話者のデータ（Cutler 他, 1986）

4.

まとめ
前節で紹介した先行研究の結果からも明らかなように，音声言語の知覚については母

語のリズムの影響を強く受けている。なかでも英語の音節構造を考える時にもっとも日本
語の影響を受けるのは撥音・促音・長音といった特殊拍や二重母音を含むものである。例
えば，以下のような例では英語と日本語において単位数にズレが生じてしまう。

表１

英語の音節数と日本語のモーラ数が異なるも例
単語

音節数

モーラ数

撥音

panda

2

3

促音

hat

1

2/3*

長音

keep

1

2/3*

二重母音

cake

1

2/3*

＊語末の子音を聞き取れなかった場合には 2 モーラとなり，語末子音を
モーラとして聞いてしまった場合には 3 モーラとなる。

また、子音の数についても注意が必要である。日本語では撥音以外の子音が単独で現
れることはないので，子音の数に応じて母音を挿入してモーラ数が増えたように感じてし
まうこと可能性も考えられるし、表 1 にも見られるように，閉音節については語末の子音
を聞き取れることができずに開音節として知覚してしまう場合（モーラ数と音節数にはズ
レが生じない）や，頭のなかで子音の中に母音を挿入して（“hat”を「ハット」と感じて
しまうような場合）をモーラ数が増えてしまう可能性もある。これらをふまえて以下のよ
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うに提案したい。

＜モーラ数を考慮に入れた課題統制＞
・英語の音節数のみで統制を行わない。
・特殊拍を含む音節とそうでない音節は同列に扱わない。
・子音の数も考慮に入れる。（開音節・閉音節の別，子音連続）。

もちろん，学習者によっては完全に音節または強勢にもとづいた処理を行っている場
合もあるかもしれないし，その状態に近づいている場合もありうるであろう。しかし，そ
の程度差を測定することは非常に難しく，音声・音韻を対象とした実験以外でそこまで考
えるのは現実的ではない。そのように考えると上記のように英語の音節構造を基本としな
がら，日本語においても音韻的に違いが無ないような課題を作成するのが現実的かつ妥当
な方法ではないかとここに提案する。

注
1. 世界中の言語はそのリズム（特定の要素が一定の間隔で繰り返され**ることによって
形成される特徴）の型によって分類され，そのリズムを構成する単位によって音節型言
語・モーラ型言語・強勢型言語に分類される。詳しくは菅井（2011）参照。
2. 課題音声のなかにターゲットとなる音節が含まれているかどうかを判断させてボタン
押しによって正解率と反応時間を測定する手法。
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