
日本語の聴解指導
―聴き取りを容易にする“知識”とは何か―
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Ⅰ．はじめに

外国語を習得するうえで、聴解能力の養成は避けて通れないものである。

外国人を対象にした日本語教育の分野でも、“読む・書く・話す”の3領

域に加えて、必ず“聴く”能力を高めるシラバスが組まれ、テープやCD

を利用した教室活動が繰り返される。

とくに、近年、文法や語彙といった言語知識偏重の日本語教育が批判さ

れ、日本語によるコミュニケーション能力が重視されるようになると、高

度な聴解力の養成は目下の急務となった。今年（平成14年）度から実施

された『日本留学試験』の「日本語」の内容を見ても、文法や文字・語彙

の知識を試す科目は影を潜め、その代わりに“聴解”“聴読解”といった

科目が試験時間全体の半分以上（約65分）を占める重点科目に“昇格”

している。聴く能力が言語運用上いかに大切であるかを、日本語に関する

知識に拘泥する学習者や教師に、ことさらに強調している観すらある。

もっとも、『日本留学試験』は、話す能力の測定が難しいマークシート方

式による標準テストであるため、聴く力の測定を通じて、話す力も含めた

コミュニケーション能力全般を間接的に推し量ろうとしているせいもある

だろう。

ところで、従来、日本語の聴解能力に関する原理的な事柄は、音声の領

域で語られることが多かった。また、聴解練習も発音指導と抱き合わせの

形で行われることがほとんどだった。そもそも聴解能力とは、狭義には、

話された言葉、言い換えれば、鼓膜に振動する音声的刺激を、ある音素、
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または音素の繋がりとしての有意の文と、瞬時に照らし合わせる能力であ

り、広義には、単語や文といった個々の音声的刺激から、その総和として

の大意をくみ取る能力ともいえる。この聴解という営みは、受け身の部分

が多く、人間の聴覚器官と大脳内部でひっそりと進行する。発声が、声帯

や舌先や口腔・鼻腔といった音声器官を使って、形而上の物理的現象とし

て能動的に行われるのとはずいぶん様相がちがうのである。したがって、

おなじ音声の領域に属しながら、発声のメカニズムは克明に解明され、そ

の指導法も確立しているのに対して、聴解のメカニズムは、いまだ暗箱の

中にあり、その指導法も日本語教師の経験則によるしかないのが実情では

なかろうか。すくなくとも筆者の知る範囲では、聴解能力を飛躍的に押し

上げるような、はかばかしい指導法を知らない。

今田滋子（1982）も、「音声を聴取する能力と音声を発する能力とは決

して同一ではない。」としたうえで、それにもかかわらず、現在の言語教

育では、発音行動と聴取行動の関係は明確にされていないと指摘している。

そして、聴取能力の養成を軽視して、発音指導にばかり力を注いでいる日

本語教育の教室活動に疑問を呈している。実際、日本語教育の世界では、

学習開始第1限から、いきなり発音練習を中心とした言語表出活動に入る

のが通例で、音の聴き取りは正しい発音のお手本に示される程度である。

子供が母語を獲得していく過程では、発話以前に膨大な量の音声を浴びる

ほど聴くことを考え合わせると、日本語の音声教育はバランスを欠いてい

ると言わざるを得ないだろう。

もちろん、聴解に重点を置いた授業がないわけではない。しかし、学習

者のレベルと関係なく、聴解の授業ほど学生にとって退屈で、教師にとっ

て虚しいものもない。

典型的な聴解の授業風景とは、ざっと次のようなものである。教師は

テープ・レコーダーを携帯して教卓に据え置く。そして、再生やPAUSE

や巻戻しのボタンをガチャガチャいわせ、学生に聴くことを強いる。時に

は、聴く前に概要を説明したり、未習語句を解説したり、途中で止めて次

に来る内容を予想させたり、書き取らせたりもする。また、全部聞き終
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わってから大意を述べさせたりもする。しかし、すぐに学生の集中力はと

ぎれ、あちこちで居眠りが始まる。昼食後ならもう確実に半分は寝るだろ

う。こんなことなら、日本語で雑談でもしていたほうがまだ実効性がある

というものである。

なぜ、日本語教育の教室では、聴解能力の養成が発音練習との抱き合わ

せ程度でしか行われないのか。また、行われても酷く単調なのか。

筆者は、根本的には、「聴くことの訓練が、実証的な研究成果、理論に

基づいて組織的に行われていない」（今田1982）ところに由来すると思う

が、この小論では聴解のメカニズムを実証的に説き明かす余裕もなく、ま

た筆者は認知心理学や大脳生理学の専門家でもない。そこで、本稿では、

まず、過去から現在まで日本語教育の世界で試みられてきたオーソドック

スな聴解の指導法を概観し、さらに日本語教師が経験則として知りえた効

果的な指導上の“知識”をできるかぎり明文化してみたい。

Ⅱ．日本語の聴解指導の実際と問題点

1．オーソドックスな聴解指導

聴解指導の目的は、大坪一夫（1982）も述べているように、「学習者が

話された言葉を聴いて、意味を理解する能力を育てる」ことである。とこ

ろで実際の聴取行動は、会話や談話といった、口から出た次の瞬間消えて

しまう音声を、頭の中で次々に意味に変換して、短期記憶を積み上げてい

く作業である。また、ある音声の認知には、その前後の単語や句や文から

の類推が重要な役割を果たすので、その意味変換の作業は、前後の意味と

照応させながら、電光石火に行われなければ間に合わない。つまり、聴取

行動とは、相手の音声を手掛かりに、凄まじいスピードで意味の楼閣を脳

裏に築き上げていく作業である。したがって、一口に言葉の意味を理解す

るといっても、その理解には様々な位相があるわけで、ここではそれを大

きく四つに分けてそれぞれについてのオーソドックスな指導法と評価の方
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法をまとめてみたい。

1）音素の聴き取り

聴解の指導の最も基本的なものは、音素対立の聞き取りである。例えば、

「七」と「父」、「八」と「橋」のように、ただ一つの点で違った単語の組

を聴かせて、/s/ と/t/ の対立に注意を向けさせ、その違いを聴き取る習

慣を身に付けさせる方法である。

指導および評価の方法としては、いわゆるミニマル・ペアを作って、二

つの音声的刺激の違いを聞き分けられているかどうかを確認する方法が一

般的である。例えば、「病院」と「美容院」というペアを提示して、それ

ぞれの意味の違いを説明してから、教師が「びょういん」と発音したと

思ったら「びよういん」、「びよういん」と発音したと思ったら「びょうい

ん」と答えさせる。また、教師が「びょういん」「びょういん」と二回お

なじ単語を繰り返したと思ったら、学生も「びょういん」と続けて発音し、

もし「びょういん」「びよういん」と違う単語を発音したと思ったら学生

は沈黙する、というような方法がよく使われる。また、答えが二者択一で

易しすぎる場合には音声的刺激を三つに増やし、そのうちどれが同じかを

問うという方法もある。

この音素の聞き取りは、日本語の音韻組織を体得するために有効だが、

あまり長い時間をかけて行うと学習意欲が減退する。また、初級もまだ始

まったばかりという初期の段階でしか使えない。

2）単語の聴き取り

音素対立の聞き取りを通して、日本語の音韻体系を体得させても、それ

だけで音声から意味を翻訳していくことはできない。音声の流れの中から、

有意味の単語を聴き取るためには、前提として、その単語の形を記憶して

いることが必要である。そして、音声の流れを単語の連鎖に変えることに

よって一文の理解が可能になる。したがって、音素の聴き取りができるよ

うになったら、今度は単語レベルで正しい聴取行動がとれるように指導し
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なければならない。

指導および評価の方法としては、単語レベルの音声的刺激を与え、それ

に合った単語、あるいは意味を選ばせたり書かせたりする方法が一般的で

ある。例えば、「きゃく」という単語を聴かせ、「きゃく」「きやく」「ぎゃ

く」の中から一つ選ばせる、または、紙に書き取らせる。もし、被験者が

三つの単語の意味を学習済みなら、絵を複数個与え、その一つを選ばせる

とか、穴あき短文を用意して、文意からしていちばん適当なものを代入さ

せるとかいった方法が考えられる。

3）文の聴き取り

単語レベルの聴き取りの次には、文レベルの聴き取り指導を行う。上記

2）にも書いたように、一文の理解は、音声の流れを単語の連鎖に変える

ことによって可能になる。留意すべき二点は、単語が音声の流れとして発

話されると、個々の単語の音韻に微妙な変化が生じることである。連濁や

ガ行鼻濁音、母音の無声化、アクセントの変化がそれである。また、助詞

や助動詞といった品詞の機能的意味の把握が正確になされていなければ文

レベルの聴き取りはままならない。これも自明のことである。

指導および評価の方法としては、音声的刺激を与え、それに合った文の

意味を選ばせる方法が一般的である。例えば、「姉は、医者に診てもらっ

たら、二、三日学校を休んで、アパートで寝ているように言われました。」

という文を聴かせ、それを受けて次にどんな会話が続くかを選択肢の中か

ら選ばせるタイプの問題である。

①じゃ、お姉さんは、今、学校ですね。

②じゃ、お姉さんは、今、病院ですね。

③じゃ、お姉さんは、今、お宅ですね。

④じゃ、お姉さんは、今、入院ですね。

①から④の応答は、音声で聴かせてもよいし、文字に書かれたものでもよ

いし、また、「お姉さんは、今、どこですか。」という設問に続けて学校や

病院の絵の中から選ばせてもよい。
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4）文章（大意）の聴き取り

文レベルの聴き取りの次には、文章（談話）レベルの聴き取りを指導す

る。文章（談話）といっても、講義やニュースのように、あるテーマに関

しての短くまとまったモノローグである場合もあるし、相談や会議のよう

な複数の人物間で取り交わされる会話である場合もある。要は、一定量の

文の総和の要点、大意が聴き取れることを目指した指導である。

指導および評価の方法としては、モノローグや会話を音声的刺激として

聴かせたうえで、数枚の絵を時間の順序に並べさせたり、選択肢の中から、

または絵や図表の中から、聴いた内容と同じものを選ばせたりする方法が

一般的である。日本語能力試験や日本留学試験の聴解問題は、おおかたこ

うした問題を披験者に課している。例えば、「この学生は、今日の夜、ど

うするでしょうか」という設問に続いて、次のような先生と学生の会話を

聴かせる。

学生：先生、おはようございます。

先生：ああ、おはよう。

学生：最近お忙しそうですね。

先生：そうなんだ。年末は特に忙しくてね。そうだ、聞きましたか？

今日は五時からパーティーがありますよ。

学生：ええ、山田さんから聞きました。楽しみにしています。先生はど

うなさいますか？

先生：私は、ちょっと会議があって行けないんだ。

学生：そうですか。やはり、お忙しいんですね。残念です。

このような会話のあとに、もう一度同じ設問を繰り返してから、次の選択

肢を読み上げて正しい答えを一つ選ばせる。

①　パーティーには行きません。

②　会議に出ます。

③　パーティーに行きます。

④　山田さんを待ちます。
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2．オーソドックスな聴解指導の問題点

以上のように、従来から馴染み深い聴解指導のありさまを反省してみる

と、筆者には、聴解の授業がなぜ学生の居眠りを誘うほど、かくも退屈で

虚しいのかが実によくわかる気がする。その理由を一言でまとめれば、日

本語教育の教室には、聴解能力の評価の方法だけがあって、聴解の指導が

ほとんどなされていないからである。言い換えれば、聴解の指導と称して、

実際は受験に即応できるように、テープに吹き込まれた聴解問題を聴かせ

ているだけだからである。上記の四つの位相に応じた聴解練習のうち、文

レベル、文章レベルの“聴解指導”には、とくにその傾向が強い。

もちろん、テープを駆使して聴解能力の開発に効果をあげている教師も

いるかもしれない。現に、當作（1988）には、聴解のプロセスを踏まえた

テープ聴取による指導法が報告され、一定の成果をうたっている。

しかし、筆者には、テープによる聴解指導を通じて身に付けた技能とは、

あくまでテープから出る音声を聴き取ることに習熟しただけであって、実

社会で役立つ、総合的な聴き取り能力が向上したとはいえないのではない

か、と思える。

そもそも、聴解の授業における教師の役割とはなんであろうか。もし、

あらかじめ音声が吹き込まれたテープを繰り返し聞かせるだけなら、学生

個々の自主学習に任せたほうがよほど効果的のように思える。なぜなら学

生の理解力や知識量は一人一人違い、ある者はじっくり何度も聴きたいで

あろうし、ある者は素早く要点だけを聴き取って早く先に聴き進めていき

たいであろう。中には病気や悩みのせいで音に集中できない学生もいるか

もしれない。それを一律にテープの音声に縛り付けて、一斉授業を強行し

ていくのは、どだい無理があるのではなかろうか。むしろ、授業ではなる

べくテープを聴かせる時間を削り（テープは復習用に授業のあとに配付す

るかして）授業中は一分でも多く教師の肉声を学生に聴かせるべきではな

かろうか。大坪（1983）p.611 にも次のような記述がある。
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聴き取りの教材の最も重要なものは、教師の話す日本語である。テープも重要

であるが、テープは、自動的に速さを変えたり、明りょう度を変えたりすること

はできない。それに対して教師は自分の話す言葉の速さ・明りょう度を調整でき

るという大きな利点を持つ。その利点を十分に生かさなければ、学習者は急に自

然な日本語を聞かされたり、急に現実離れした、速さの遅い明りょうな発音を聞

かされたりして、その間をつなぐ日本語を聞く機会を与えられないことになり、

教室の日本語はわかるが、現実の日本語が聞けない学生を作ることになる。

また、大坪は、この記述のすぐあとに次のように述べている。

聴解力の指導には、学生が知っておくべき適当な量の知識を与えることと、教

室日本語から現実の日本語につないでいく教師の発する日本語の調整の2つが重

要な役割をなすものと思われる。（下線筆者）

大坪は、聴解の指導とは、第一に聴き取り行動を滞りなく進めるための

“知識”を授ける指導、第二に、手心が加えられた教室日本語と、現実の

日本社会で使われている生の日本語とのギャップを調整する指導だ、と

言っている。

たしかに、大坪の言うような聴解能力を高める知識や秘訣があれば、聴

解の担当教師はそれをこそ教えなければならないだろう。しかし、その肝

心の知識や秘訣とは何であるか、教師はその肉声で何をどう指導したらよ

いのか、については、大坪は何も語っていない。（縮約形を軽視してはい

けない、とだけ述べているが……）

ともあれ、聴解の教室においては、その指導と評価の境目を明確にする

ことが大切である。もっとも、指導のつもりでテープで聴解問題ばかり解

かせていれば、そのうち学生は無手勝流に秘訣を学び、聴き取り能力を伸

ばすかもしれない。結果的にそれは聴解力の伸張に貢献したのかもしれな

い。だからといって、それを教師は自分の“指導”の成果と短絡してはい

けないだろう。まして、よい授業をしたとうぬぼれてはいけない。眠気を
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堪えてテープの音声に耳を傾けた学生の努力こそ、称えられるべきである。

Ⅲ．教師の肉声による聴解指導－聴解を容易にする“知識”

今日、日本語教育の教室で、テープやビデオテープといったソフトが聴

解指導に必須のアイテムになっているのは理由がある。それは、テープ

（以下ビデオテープを含む）の登場が、ある時期（60年代～70年代）、広

く語学教育の世界で画期的だったからだ。それ以前の日本語教育はもっぱ

ら文字と視覚に軸足を置いた読解や文法に力を注いできて、聴解力の効果

的な指導法の開発が遅れていた。そうした状況が、音声を録音し繰り返し

再生できるテープの登場によって一変したのである。

木村（1969）にもあるように、読解の場合は、

a．未知の語句に出会ったとき、読むという作業を一時中止して、辞書

を引くなり、人にたずねるなりすることができる。

b．同じ箇所をなんども繰り返し読むことができる。

c．ある時間をおいて、なんども読むことができる。

d．好みの時間、好みの場所で読むことができる。

ところが、聴解の場合、もしそれが生の音声であったら、a. からd. まで

どれをとっても可能ではない。このことが聴解の学習、指導を困難にして

いた。けれども、音声をテープに録音してしまえば、a. からd. まで読解

とほぼ似た条件になるのである。聴解指導で頭を悩ませていた当時の日本

語教師がテープに飛び付いたのもよく理解できる。

たしかに、テープは聴解の指導に威力を発揮するにちがいない。しかし、

授業の中では、テープはあくまでも教師の肉声を補う位置にあるべきもの

で、教師に成り代わって教室の首座を占めるべきではないと筆者は考える。

これまで、授業の中でテープを有効に活用する方法がたびたび論じられて

きて、成果をあげているのは承知のうえで、ここで、テープによる聴解が

現実のコミュニケーション場面とどう異なるのか、を1．で今さらながら

考えてみたいと思う。この考察を通して、テープ主導による聴解指導の限
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界がおのずと見えてくると同時に、教師の肉声が果たすべき役割も照らし

だされることだろう。そこで、2．では、日本語教師はその肉声を使って

（テープを補助的に活用しながらも）聴解能力の養成のために、どんな

“知識”を学生に与えることができるかについて考えてみたいと思う。

1．テープによる聴解指導の限界

1）テープは聞き手の能動的な精神活動を触発しない

聴解は、聞き手の受け身な音声の処理だけから成り立っているのではな

く、見たり、話したり、想像したり、記憶したり、考えたりという非常に

多くの活動とともに成立している。聞き手は、音声を知覚しながら背景知

識を検索したり、言語化されていない部分を推論したり、前段でいわれた

ことを記憶して後段の内容と一致するか判断したり、視覚的情報と聴き

取った内容を照合したり、次にくるであろう内容を予測したりなど、数多

くの活動を能動的に、しかも同時に行いながら意味を構築しているのであ

る。

テープによる聴解の場合も、もちろんこうした聞き手の能動的な推論や

判断や予測は行われるが、テープから流れてくる会話やモノローグは、聞

き手自身の現在からは隔絶した、他人事でしかないので、切実に我が身に

投げ掛けられた言葉としてはどうしても受け取れない。例えば、「すみま

せん」という言葉を耳にした場合を考えてみると、もし、それが満員電車

の中で足を踏まれた場合であれば、その痛みとともにその言葉は自分に投

げ掛けられた“お詫び”であると考えるだろう。また聞き手自身が席を

譲った場合であれば、照れくさい気持ちととともに“感謝”と解釈するは

ずである。ところがテープで同様な場面と状況を作り出して「すみません」

という言葉を聴いても、せいぜい映画の登場人物のやり取りを傍観してい

る程度しか解釈や想像の余地はないだろう。

また、テープに吹き込まれた会話やモノローグは、当然ながら、計画

的・意図的に、音声教材としての効率を最優先して作られているから、日



常の談話では頻繁に現れる無駄な発言や冗漫な繰り返し、いわゆる遊びの

部分が殺ぎ落とされている。そのことが逆に、予測したり解釈したりとい

う学習者の能動的な聴取行動の訓練を妨げている面がある。

2）テープが設定した“聴く目的”は、シミュレーションの域を出ない

実生活の聴解では、聞き手は必ず何らかの目的をもって耳を峙たせてい

るものである。例えば、明日の天気を知るという目的のために、天気予報

を聴く。日本の文化について勉強するために、文化講演会を聴く。電車に

隣り合わせになった人の会話を聴くとはなしに聴いているときですら、他

者への漠然とした関心によって聴解活動は支えられているのである。

テープによる聴き取り練習にも、目的を持って聴くという実際の聴取行

動に近付けるために、タスク・リスニング等が紹介され、学習者に何か目

的を与え、必要なところだけに注意して聴き取らせる練習が行われている。

例えば、会話を聞いて宝物が地図上のどこにあるかを当てたり、犯人を特

定したりするゲーム的なタスクや、安売りの宣伝を聞いて、自分の買いた

いものを決めたり、電話による空席情報を聞いてどの飛行機を使うかを決

定したりする現実場面に近い意思決定のタスクなど、創造性のあるタス

ク・リスニングが可能である。こうした練習によって、かぎりなく実際の

聴取行動に近い練習が教室でも可能になる。

ただ、タスク・リスニングは、あくまでもシュミレーションの域を出る

ものではない。設定された目的も練習のために仮にしつらえられたもので

あって、大人の聞き手の現実の生活とは関係ないことが多い。

3）テープに対して聞き手は積極的に働きかけることができない。

テープに頼った聴解指導では、聞き手は話し手（テープ）になんの働き

かけもできない。ところが、実生活での聴取活動では、聞き手が話し手に

直接働きかけて話し手に質問したり、フィードバックを得たりしながら、

つまり必要な情報を引き出したり確認したりしながら、談話を構築するこ

とがよくある。例えば、日常会話では、「ええ」とか「そう」とか、いわ
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ゆるあいづち語が聞き手によって多用される。あいづちを効果的に使うこ

とは、話し手から必要な情報を引き出す大切なスキルである。また、日常

会話ではあいづちとならんで、聞き手が話し手の発言を最後まで聴かずに、

次に話される内容を先取りしてしまうことがよくある。この先取りはとき

に話の腰を折るとして疎まれることもあるが、効果的に使えば会話から澱

みや曇りを取り払い、会話を正確かつスピーディーに進めるスキルになる。

テープを聴くということは、あいづちも先取りもできない聞き手の立場

に止め置かれるということだから、次に自分が発言したり確認したりする

ために聴く、という積極的な姿勢が失われてしまう。

4）テープによる音声は自然ではない

テープに頼った聴解指導では、そのテクストは言語形式の難しさや語彙

の範疇という基準から選択されることが多い。例えば、既習の文型から構

築されているか、初級の語彙をどのくらい含んでいるか、などということ

である。その結果、テクストの自然さにはあまり関心が払われてこなかった。

しかし、実生活の中で聞こえてくる文は、主語と述語のねじれや、副詞

と文末陳述の不対応といった、構文を踏み外した非文に満ち満ちているし、

習ったことのない単語もつぎつぎに現れる。

また、不自然さという点では、テープから流れてくる音声は、およそ自

然ではない。実際の談話では、会話にしても講義にしても、テープの音声

のように、人の話が静寂の中で明瞭に響いてくるなどということはありえ

ない。

テープによる聴解練習では、こうした文法面や語彙面の不自然さや、音

声環境の不自然さが、実生活でのコミュニケーション能力としての聴解能

力の育成を妨げている面がある。つまり、言語的な知識を使って非文を文

として聴いていく能力、未知の単語にも慌てず類推を働かせる能力、雑音

の中でも大意だけをくみ取る能力など、ネイティブが備えている聴解能力

が育たないのである。
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5）テープは聞き手の興味や親疎を考慮しない

テープに頼った聴解指導では、人間関係や場面や話題が学習者にとって

馴染み深いものか疎遠なものか、また、学習者の興味や必要性を反映して

いるかどうかといったことが一切考慮されない。しかし、実生活の聴解活

動では、その話題や発話の場面というものは、案外限定されており、しか

も繰り返し訪れる。自然にそこで耳にする語彙や表現もかぎられてくるわ

けである。

もちろん、テープ教材が扱う話題や場面も、聞き手の学習目標や社会的

立場を踏まえて作られているのが普通だが、その話題や場面は個々のケー

スから抽出された最大公約数的なものであって、聞き手一人一人に対応し

ているわけではない。

6）テープからは話し手のNon-verbalな情報がうかがえない

テープに頼った聴解指導では、音声がテープレコーダーのスピーカーか

ら流れてくるだけで、話し手の息遣いや表情、視線、身振り手振りといっ

たNon-verbal（非言語行動）な情報が全くない。ただ、ビデオテープを視

聴する場合はこの点をだいぶ補うことができる。

7）テープには、話し手と聞き手の相互作用がない

実際の談話では、聞き手の発言が制限される講演会や落語などを除いて、

話し手はつねに聞き手の反応を窺いながら話すのが普通である。不審そう

な表情を浮かべていれば、繰り返したり言い換えたりするであろうし、つ

まらなさそうな様子なら、興味をそそる挿話や具体的なたとえばなしをす

ることもあるだろう。いわば“噛み砕いて”聞き手の理解を助ける手立て

を講じるはずだ。このことは、話がとかく一方通行になりがちな講義や演

説などでさえ、そうである。

ところが、テープ聴取の場合は、当然そういうインターアクションは期

待できない。
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2．聴解指導において日本語教師が与える知識

Ⅲ－1では、テープによる聴解指導の限界を考えてみた。では、教師の

肉声は、このテープの限界をどこまで超えていくことができるだろうか。

前述したように、大坪（1983）は、聴解の指導とは、第一に聴き取り行動

を滞りなく進めるための“知識”を与える指導でなければならないとして

いる。学習者は、その“知識”を有効に聴取行動に生かして、能動的に聴

く訓練をしなければならないのだろう。

土岐（1988）は、『「聞き取り」の大部分は、耳よりも頭に依存している

と言える。従って、「聞き取りの基本訓練」も、聴覚面での訓練に片寄る

ことがあってはならない。「頭で聞く」方法を身につけるようにすべきで

ある…』と述べている。土岐の言う「頭で聞く」とは、聴取行動が、語彙

や文法の知識や、過去の経験、視覚的情報などを総動員して行われること

を意味している。教師が与える知識も「頭で聞く」ための手助けになるも

のでなければならないだろう。

では、その聴解に資する有効な“知識”とはなんだろうか。たぶん、そ

れは、Ⅰにも記したように、日本語教師なら経験的に知っている、ある種

の“秘訣”といえるようなものだと思う。その“秘訣”を、音を識別する

のための知識、語句や文の意味を理解するための語彙的・文法的知識、論

旨を把握するための文章論的知識、以上の三つの観点から、探ってみたい。

1）聴解を容易にする音に関する知識

まず、聴解の授業で学生が誤って聴き取ることの多い音の連続について

列挙してみよう。なお、例文は川口（1984）によった。

a．促音の連続

例：茶碗がおちたから、おっこったと言って怒った。

オコッタ（片仮名が誤答　以下同じ）

b．無声化音節の連続

例：少ししかしてきません。

デキマセン
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c．一方が無声化した同じ母音の連続

例：「王」って言います。

イマス

d．母音の直前の［N］

例：単位のことです。

タンインノ

e．語頭の［r］

例：連中は嫌いです。

デンチュウ

f．ガ行鼻濁音を含む音節の前後

例：鵜飼いのかがり火が……。

カガリビンガ、カガニビンガ、カガビビンガ、カガビジ

ンガ、カガリリガ、カガリギガ、カガリニガ、カガビビ

ガ、カガラギガ、カガユビガ、カガニギガ、……

これを見ると、促音、無声化音節、鼻音性の子音などが聴解上の問題点に

なっていることがわかる。こうした問題点の克服のために、川口（1984）

は、それぞれについて、つぎのような指摘をしている。まず、促音につい

ては、アクセントの高低の変わり目における促音の聴き取りが、拍感覚の

欠如のためにうまくいかない。次に、無声化音節については、いつも聞き

取れないのではなく、その音節のある特定の環境や、母音が無声化したあ

と残された子音の音の相対的強弱などに影響されて聴き取りにくくなって

いる。これもアクセントや拍の感覚を習得させることによってある程度克

服できる。また、鼻音性の子音については、鼻音の響きを聴き落とす場合

と逆に過敏に聴いてしまう場合をあげている。両者を分けて指導すること

が教師の大切な知識になるだろう。

総じて、母音の無声化やガ行鼻濁音についての知識を学生に与えること

は、日本語教育の教室で一般的ではなかった。また、正確な拍感覚の習得

がそうした聴き取りにくい音の識別に役立つことや、アクセントの高低が

意味のまとまりとして把握されることについても、あまり強調されてこな
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かった。今後は、初級段階の聴解練習から、そうした日本語の音に関する

知識を有効に使った指導が必要だろう。

また、従来あまり指摘されてこなかったことだか、文中のどこにポーズ

を置くかによって、文の意味が変化するという単純素朴な知識も、学生に

とって大切ではないか、と思うことがある。例えば、『東京の佐々木さん

の友達』という文を、『トウキョウノ　ササキサンノトモダチ』とするか

『トウキョウノササキサンノ　トモダチ』とするかによって、東京に在住

するのが、佐々木さんなのか友達なのかが変わる。学生に音連続のどこに

ポーズがあるかを聴き取らせ、意味を確認する練習を聴解指導に取り入れ

たらどうだろうか。

さらに、聴解に役立つ音声的知識として、談話レベルでは、イントネー

ションの違いによって、それに続く発想等を予測することができるという

ことである。例えば、（例文は土岐（1988）による。）

お客：……もう少し小さめのものはありませんか。

店員：はい、少々お待ちください、在庫を見てまいりますから……。

お客様、……

もし、店員が低くやや弱い調子で「お客様」と来れば、欲しい品物はなさ

そうだし、反対に、高くやや強めの調子で言えば、品物があったという知

らせが続くはずである。そういった声の調子、イントネーションが言外の

言を表しているということも、教師が伝える知識の一つであろう。

2）聴解を容易にする語彙的・文法的知識

聴解能力とは、それだけで独立した能力ではなく、話す能力や語彙や文

法の知識と合い携えた能力であることは言うまでもない。中でも語彙や文

法の知識は、音の連続から意味を聴き解く際の大切なマーカーになること

がある。
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①縮約形の知識

まず、よく日本語の教科書に取り上げられる縮約形の例をあげてみる。

ａ．では→じゃ　　　　例：死んではだめ→死んじゃだめ

ては→ちゃ　　　　例：来てはいけない→来ちゃいけない

ｂ．ている→てる　　　例：やっている→やってる

ておく→とく　　　例：買っておく→買っとく

てあげる→たげる　例：読んであげる→読んだげる

ｃ．てしまう→ちゃう　例：行ってしまった→行っちゃった

でしまう→じゃう　例：遊んでしまう→遊んじゃう

ｄ．らない→んない　　例：わからない→わかんない

れない→んない　　例：いられない→いらんない

りない→んない　　例：足りない→足んない

ｅ．なければ→なきゃ　例：行かなければ→行かなきゃ

えれば→きゃ　　　例：高ければ→高きゃ

ｆ．と→って　　　　　例：「雨が降る」といった→「雨が降る」って

いった

ｇ．のだ→んだ　　　　例：だれのだ→だれんだ

このような縮約形は、いわゆる“崩れた”会話表現ゆえに初級段階では限

られたものしか導入されないが、初中級にさしかかった時期にでもまとめ

て提示する必要がある。慣れれば次第に意味が掴めるから、敢えて教える

必要はないという意見もあるが、すくなくとも聴解をスムーズに進めるた

めには必要な知識である。

②同音異義語の知識

日本語には同音異義語が多いといわれる。冷害－例外、不通－普通、変

える－帰るなど、日本人なら文脈から瞬時に正しい意味を識別できる語句

が、外国人には区別がつかない場合がよくある。とくに、聴解の場合、前

後の文字情報がないために、おもいがけない誤用が頻発する。こうした同

音異義語の混乱を未然に回避するには、漢字と漢字熟語の知識を語彙指導
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と連携をとって進めなければならない。また、同音とはいえアクセントや

品詞や慣用語法が異なる場合は、そのことも注意して伝える必要があるだ

ろう。

③固有名詞やカタカナ語の知識

会話形式の聴解の場合は、それほど問題にならないことだが、モノロー

グ形式の講演やニュースを聴く場合、固有名詞やカタカナ語の知識の有無

は、聴き取りを決定的に左右するものである。その固有名詞やカタカナ語

の内容を知らない場合はもちろんのこと、たとえ知っていても正しく聴き

取れない場合は、文字通りお手上げとなる。例えば、『豊臣秀吉』がどん

な人物かについては、日本に留学するぐらいの外国人なら一般常識として

身に付けているはずだが、皆が皆『とよとみひでよし』と正しく聴き取れ

るとは限らない。漢字づらで覚えているだけで、発音まで正確に覚えてい

ないことがよくある。とくに、漢字圏からの留学生にはありがちなことで

ある。同じことが、カタカナ語についてもいえる。アルファべットで表記

すれば、たちどころにわかる言葉が、日本人の摩訶不思議な発音でいわれ

ると皆目見当もつかない、ということがよくある。したがって、聴解を担

当する教師は、常日頃から日本の地名や個人名、新聞や雑誌でよく使われ

る外来語についての知識を学生に教えるとともに、それらを正確に発音で

きるように、また聴き取れるように、指導しなければならない。

④文末の述語を予測させる知識

日本語の文では、述語が文末に来るので、最後まで文を聴かなければ文

意が把握できないという。しかし、実際は文末陳述の“先触れ”とでもい

うべき語句が文中に現れて、聞き手に文末の述語を予測させるものである。

例えば、「ちっとも」「全然」「まちがって」といった副詞は、文末の否定

の先触れだし、「最近」「きのう」「来週」などの時を表す名詞は、述語の

時制を暗示している。このように決定的な述語まで到達するまでに、情報

が次々に示されるので、日本語のネイティブにとって、最後に思いがけな
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い述語が現れてどんでん返しをくらうというようなことはあまりない。

このように述語を聴く前に文意が落ち着くところを予測する能力は、聴解

を容易にする大切な武器である。なぜなら、聴解は、読み返しのできる読

解とちがって、基本的に聴き直すことができないからである。“先触れ”

となる語句の意味を掴むとともに、その語句の構文的機能についてもすば

やく反応して、文末陳述を予測する手掛かりとするスキルを養成しなけれ

ばならない。

こうした、文末の述語を予測させる語句に関する考察には、寺村秀夫

（1987）など優れた業績があるので、ここでは繰り返さないが、知識とし

て学生に与える場合の便宜のために下にまとめてみる。

ａ．格助詞　　が、と、に、へ、で、を、から、まで、より…

例：山本さんは駅前の道 女の子 歩いています。

ｂ．時を表す名詞　　きのう、二年前、さっき、最近、来週…

例： 、宮本さんは学校に来ていませんね。

ｃ．陳述の副詞　　けっして、たぶん、もし、まるで、とうやら…

例： 忘れません。

ｄ．取り立て助詞　　は、も、こそ、さえ、すら、でも、なんか…

例：私の田舎には、バス 走っていない。

ｅ．接続助詞　　まま、きり、ところで、くせに、ても、のに…

例：日本人な 、英語がとても上手だ。

ｆ．テ形接続　動詞のテの形（連用形＋て）

例：風邪をひい 、学校を休みました。（因果関係）

バスにのっ 、学校へ行きました。（手段・方法）

朝、起き 、顔を洗いました。（継起関係）

上記の中でも、e．の接続助詞は、ただ文末述語の陳述にとどまらず、

複文における主節全体の文意を、従属節が終わった段階で聞き手に予測さ

せる働きを持っている。

て

て

て

のに

さえ

決して

最近

とを
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⑤常識や慣用表現の知識

④の文法的知識と同様、学生が既に身に付けている常識、ある一定の関

係に基づく概念のまとまり（スキーマ）や慣用表現が、文脈を最後まで正

確に追わなくとも、文意を予測させたり大意を掴ませたりするのに役立つ

場合がある。この場合の知識とは、教師が与える新知識である場合もあれ

ば、学生にリマインドさせる知識でもある。例えば、「日本の二月は…」

とここまで聴いて、滞在経験のある学生なら容易に「寒い」と続けること

ができるだろう。また、「日本人は正月は故郷へ…」と聴けば「帰ります」

という述語を予測するだろう。また、「今晩一緒に映画を観に行きません

か。」と言われて、「今晩はちょっと…」と言いよどんだら、慣用的に辞退

を意味するだろう。このような語用論的知識は、教師が肉声で伝えていか

なければならない。

3）聴解を容易にする文章論的知識

ニュースや講義のような、あるまとまった文の総和からなる談話の聴解

を滞りなく進めるには、どんな“知識”があらかじめ与えられているべき

だろうか。

①文体、フィラー、挿入句、倒置などに関する知識

談話の文体は、読み物の文体以上に種類が多い。にもかかわらず、従来

の日本語教育では、「です・ます」体、いわゆる丁寧体と、「だ・である」

体、いわゆる普通体の2種類しか教えられていない。講義や演説などでは、

この2種類の文体に加えて、「～であります」体や「でございます」体と

でも呼ぶべき文体が現れる。慣れてしまえば、抵抗はないとはいえ、あら

かじめ教えられていたほうがいいに決まっている。

さらに、談話には、「えー」とか「まあ、そのう…」とかいったフィ

ラーや、言い間違いの訂正や、強調のための繰り返し、また、「まあ、な

んですな」とか「なんといいますか」とかいう論旨とは直接関係のない挿

入句、さらには「どだい無理なんですよ、日本人には」といった倒置など
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が頻々と現れる。このような談話の“遊び”のような部分まで、一字一句

聴き漏らすまいという態度で臨んだら、肝心の大意や要点を聞き逃してし

まいかねない。フィラーや挿入句は、自信を持って切り捨て、忘れ去って

よいことを教えなければならない。

②論理展開の定型に関する知識

例えば、テレビのニュースの構成には、ある定型がある。まず新聞でい

えば見出しに相当する「タイトル」のテロップが流れ、リードに当たる

キャスターの「提題」があり、「本文」に相当する事実関係の叙述があり、

最後に「論説」に相当するキャスターやコメンテーターの意見や感想があ

る。この中で、中心部にあたる事実関係の叙述の構成は、事件の内容に

よっていろいろだが、全体の基本的な構成はどのニュースもほとんど変わ

らない。

また、大学の講義などでも、話の展開の仕方に何種類かのパターンがあ

り、そのパターンの組み合わせで、ある概念や社会現象を説明しようとす

ることが指摘されている。羽田野（1984）は、テレビ大学講座の講義から、

研究者の説を紹介しながら話を展開する場合と、図・表を使用しながら説

明する場合をとりあげている。そして、前者の場合には、a．一人の研究

者の説を紹介する、b．複数の研究者の説を、歴史的流れで紹介する、c．

相異なる複数の研究者の説を紹介する、の三つの展開のパターンを指摘し、

後者の場合には、a．数字等を、具体的に列挙しながら説明していくもの、

b．全体的な説明を簡単にした後で、重要な点について、掘り下げ、展開

していくもの、の二つの展開のパターンを抽出している。

このように、論理展開に一定の型（パターン）があるような談話には、

音声に耳を傾ける以前に、その型（パターン）を知識として与えたほうが

聴き取りの効果があがる。最新の研究（尹2002）でも、ニュースのパ

ターン学習がニュースの理解を促進させる効果があること、パターンの学

習による訓練の結果、学習者はニュースを構造的に聴くことができるよう

になることを実証している。
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③接続詞に関する知識

聴取行動においては、会話やモノローグ全体から、おおまかに要点だけ

を聴き取り、大意を追いかけるスキルの習得が欠かせない。そのスキルは、

音声の流れの中から、要点とそうでない枝葉の部分を見極める指標、マー

カーを瞬時に見つけ出し、内容を峻別していく技術である。その指標の代

表的なものが接続詞である。

さて、文において、単語と単語、句と句をつなぐ働きをもつものが接続

助詞だとすると、談話レベルで文と文、または段落と段落をつないでいる

のは、接続詞である。しかし、ただ単に繋いでいるのではない。接続詞は、

文や段落の冒頭に位置して、後続する内容が、それ以前の文脈とどういう

関係にあるのかを予告する働きをもつ。この働きこそが、音を追いかけて

いくときの手掛かりになるのである。

談話の中から要点を取り上げ、論旨を捕らえるためには、特に「つまり」

とか「ようするに」とかいった、要約して言い変える先触れとしての接続

詞が重要である。同様に、正確には接続詞とは言えないが、「整理します

と…」とか「いろいろ申し上げてきましたが、私がいちばん強調したいこ

とは…」とかいう慣用的な言い回しも紹介する必要がある。逆に、例示の

表現（例えば、一例をあげますと、私事で恐縮ですが…など）や補足の表

現（ただ、もっとも、ちなみに…など）が来た場合は、聴き流しても大勢

に影響がない場合が多い。このように、接続詞やそれに準ずる慣用表現を

聴解の“知識”として折にふれ教えることが大切である。

④提題の取り立て助詞“は”に関する知識

取り立て助詞の“は”は、初級段階から学習者には理解が難しい文法項

目の一つである。しかし、不思議なことに、難しい難しい、とぼやいてい

るのは、専ら文型学習に専念している初級・初中級の学生で、中級から上

級になるにつれて、少なくとも談話レベルではほぼ正確に使えるように

なってくる。べつに中上級で明快な説明が与えられて疑問が氷解するから

ではない。文（文型）を積み上げて文章や談話を読んだり聴いたりしてい
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るうちに、なんとなく“は”の要諦を掴むところがあるらしいのである。

ところで、“は”の機能を“知識”として理解することは、談話の流れ

を論旨をまとめながら聴くスキルの獲得につながる。なぜなら、“は”に

よって主題化された事柄が、後に続く主題が省略された文章（談話）全体

を統括して、ひとまとまりのマッスを形成するからである。具体例をあげ

れば、

吾輩 猫である。（吾輩は）名前はまだ無い。（吾輩は）どこで生まれたか見

当がつかぬ。（吾輩は）何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた

事だけは記憶している。

このように、文章の冒頭で“は”によって取り立てられた「吾輩」が、句

点（。）を越えて、次々と第2、第3の文の主題におさまっていく。三上章

は、この現象を『提題の“は”のピリオド越え』と名付けた。つまり、

“は”は、後続の文の省略された主題を補うことによって、配列されてい

る複数の文につながりをつけ、文章にまとまりを与えているわけである。

そして、この、文章をまとめる統括の機能は、次に新たな語句が“は”に

よって取り立てられるまで続くことになる。先の例に戻れば、第一主題

「吾輩」に関する最初の解題は、「記憶している」で一応完結する。そして、

再び、

吾輩 ここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生

という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ……

と文章が続く。再び「吾輩」が主題化されるのだが、この「吾輩」は、第

一主題の「吾輩」とは違うものである。同一の猫を指してはいるが、読み

手にとっては、前文までに説明され、イメージが出来上がり、具体的な相

貌を帯びるようになった特別な猫である。ゆえに、再び現れた「吾輩」は、

十分第二主題として提示するに価する、新しい主題なのである。

は

は
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このように、取り立て助詞“は”には、主題を卓立させ（めだたせ）、

その主題のもとに後続の文を統括する機能がある。この“知識”を聴解に

応用しない手はないだろう。

Ⅳ．おわりに－残された課題－

以上、聴解を円滑、容易にするために教師が伝えなければならない有効

な“知識”について、音を正確に弁別するための音声の知識、語句や文の

意味を理解するための語彙的・文法的知識、要点をおさえ論旨を適格に把

握するための文章論的知識の三つを指摘した。

上の三つの“知識”は、聴解指導の中で、教師が学習者の聴解能力を押

し上げるための“秘訣”として学生に教えるべきことである。

ところで、山本（1994）は、音声、語彙、文法、構文、専門的背景知識

などが、上級聴解力を支える下位知識として、階層構造化されているとい

う知見を発表している。そして下記のような見取り図を提示している。

もし、山本のいうように、音声や文法や語彙等の背景的知識が階層化を

成して聴解力を支えているとすれば、筆者が本稿で指摘した“知識”もこ

の階層化構造の中に組み込まれるだろう。そのことは、“知識”を実際の

聴解力�

漢語知識�

専門的背景知識�

和語知識�

文法知識�

音声知識�
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聴解の授業の中でどのような段取りで提示すれば効果的か、という次の課

題を示唆している。
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