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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ТОНА  
В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Студенты, изучающие японский язык, испытывают некоторый дискомфорт 
при использовании языка, вне зависимости от того, как хорошо они знают 
грамматику и каким словарным запасом они владеют. Причина, конечно в 
произношении, в котором основную роль играет ударение. Характер уда-
рения заметно отличается от русского. Если в русском языке ударение си-
ловое, то в японском – музыкальное. Оно характеризуется высотой тона, с 
которой произносятся те или иные слоги в слове. Оно может распростра-
няться на один или несколько слогов.  
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Students who study the Japanese language do not feel comfortable speaking the 
language no matter how well they know its grammar and how rich their vocab-
ulary is. It is because their pronunciation is far from being perfect. The author 
of the paper shows the importance of stress and tone.  
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日本語音声トレーニング記録 
        ―ロシア人日本語学習者のトーンに着目して― 
    マメドワァスベトラーナ  
 

日本語学習者には、文法や語彙などが正しく使えたとしても、話し方に違和感

があったり、発音が正しくないため話が通じにくい者がいる。専門は日本語で

、日本語について色々勉強していますが、しかし、日本語が通じないこともた

びたびあります。その原因は、発音の不正確さというよりむしろ、トーンの間

違いや発話のリズムが異なることからくると感じることが多かった。そのせい

で、人前で話す機会が会うときに、急に学生が発話に自信が持てなくなります

。それをきっかけに、発話を改善する方法を考えたいと思いました。 
 

本稿では学生が受けた発話矯正トレーニングについて報告し、長年の癖となっ

てしまった、いわば化石化した間違った日本語のトーンも修正が可能であるこ

とを示す。 
 

また、日本語を学習しているロシア語母語話者が日本語を発話する際のトーン

の特徴を調べ、ロシア人日本語学習者が注意すべき点も指摘した。 

まず、どこに、どういう間違いがあるかを見つけるためにテキストを読んで、

録音し、それを先生と一緒に聞いた。すると、発音より単語のアクセントの位

置が問題であることがわかった。また、音の長さ（拍）が違っているという間

違いも見られた。この間違いを取り除くために日本語の言葉のアクセントの付

け方をトレーニングした。当初は正しい日本語の発話が学生の耳には間違った

日本語に聞こえると言う事態が起こった。理由は、学生がロシア語の母語話者

であり、ロシア語のトーンのパターンに慣れているので、日本語もロシア語の

トーンで聞こうとしていたことにある。これは、学生の日本語の学習歴に原因

があるともいえる。大学で日本語学習を始めた時に、日本語の音声についての

トレーニングが不十分で、かつ日本語の音声についての知識（情報）もなかっ

た。新しい単語を習っても意味や使い方は覚えても、アクセントの位置などの

音声情報については、まったく白紙のままインプットしていた。 
 

もちろん学習者が全ての単語の音声情報を獲得することは難しいが、日本語と

しての基本アクセントパターンは最低習得しておくべきであった。ここで言う

基本アクセントパターンとは、標準日本語では第１拍と第２拍のトーンが必ず

変わるということである。[6; 
62]これを意識するだけで、テキストを読むときの学生のトーンが明らかに良

い方に変わってきた。何より有効だったのは、以前にはトーンの違いが意識で
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きなかったのが、意識化できるようになったことである。 
 

基本アクセントパターンについて学習したあとは、複合語のアクセントルール

について、指導を受けた。音読で使用したテキストには複合語が多く出現して

おり、そのアクセントを習得するだけで、全体のトーンがかなり解消されると

考え、単語単体でのアクセントのトレーニングと、複合語の一部として出現し

た場合でのアクセントトレーニングを行った。以下に実際にトレーニングに使

用した単語の一部を挙げる。 
実際にトレーニングに使用した単語 
新潟 にいがた 大学 だいがく にいがただいがく 
大学 だいがく 教育 きょういく だいがくきょういく 
教育 きょういく 活動 かつどう きょういくかつどう 
活動 かつどう 領域 りょういき かつどうりょういき 
領域 りょういき 侵犯 しんぱん りょういきしんぱん 
侵犯 しんぱん 対策 たいさく しんぱんたいさく 
 
 で囲んだのは高い音で発音される部分である。 
  
これらの複合語は、すべて１つの単語内ではトーンの高いところが１つだけ出

現するという標準日本語のアクセントのルールに沿ったものである。[7; 46 
 日本語の複合語のアクセントのルール 
前半部分 後半部分 結果 説明 
↑ 
原因 
げんいん 

↑ 
究明 
きゅうめい 

↑↓ 
げんいん

きゅうめ

い 

複合語の前半部分後半部分のそれぞれの単語のト

ーンが２拍目で上がるタイプの場合、前半部分は最

後までトーンが下がらず、後半部分は本来トーンが

上がる拍で下がるという逆転現象が起きる 
↑ 
通信 
つうしん 

↓ 
機器 
きき 

↑↓ 
つうしん

きき 

前半部分も後半部分も元の単語のアクセントを踏襲

している。 

↓ 
評価 
ひょうか 

↑ 
基準 
 きじゅん 

↑↓ 
ひょうか

きじゅん 

複合語の前半部分のトーンが２拍目で下がるタイプ

で、後半部分のトーンが上がるタイプの場合は、前

半部分と後半部分の両方の単語で逆転現象が起きる

。

↓ 
国家 
こっか 

↓ 
権力 
けんりょく 

↑↓ 
こっかけ

んりょく 

複合語の前半部分のトーンが２拍目で下がるタイプ

で、後半部分のトーンが上がるタイプの場合は、前

半部分と後半部分の両方の単語で逆転現象が起きる

。

 元の単語のノートのパターンから交代現象が起こっている失印には下線

を記した。 
ロシア語のトーンのパターンと日本語のトーンのパターンの違いを意識化す
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るために、ロシア語のニュースを聞いて、ロシア語母語話者がロシア語のテキ

ストを読んだ場合のトーンの特徴をイメージ化するトレーニングを行った。 
 

以下に学生がはじめにに音読したデータを記す。なお、学生が読んでトーンが

高かった部分を四角で囲み、標準日本語としてトーンを低く読むべきところに

はアンダーラインを引いた。そうすれば、読み方が正しければ、アンダーライ

ンの部分と四角で囲まれた部分が交互に出現することになる。逆にアンダーラ

インと四角の囲み両方が現れたり、どちらも現われなかったりした部分は、ト

ーンが間違っているということになる。[8; 116] 
5月、12月のデータを比較するために上段に5月録音データ、下に12月録音デ

ータを記した。以下が音読のテキストと実際の記録である。 
例のテキスト 
― 
最近グローバル化という言葉がよく使われますね。それは地球規模ということ

ですね。私はよくインターネットを利用しますが、それで各国の情報が得られ

るのも、通信網がひとつの国だけではなくて、世界中に広がっているからです

よね。企業においても、海外に目を向け、世界中に投資するようになりました

ね。その結果経済的に発達する地球もありますが、一方で貧富格差も広がって

いるようですね。 
― 最近、企業の倒産や、失業のニュースが多いですよね。  
― 
そうですね。日本企業の特長だった年功序列が崩れて、中高年のリストラが問

題になっていますね。定年まで1つの会社で働くという終身雇用からはなれて

、自分から退職して、ベンチャー企業を起こす人もいますね。 
（出典不詳） 
 
さいきん  グローバルかということばが  よくつかわれますね。 
 
さいきん グローバルかということばが よくつかわれますね 
 
それは  ちきゅうきぼということですね。 
 
それは ちきゅうきぼぉということですね。 
 
わたしは  よく  インターネットをりようしますが、 
 
わたしは よく インターネットをりようしますが、 
 
それで  かっこくのじょうほうがえられるもの、えられるのも、 
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それで かっこくのじょうほうがえられるのも、 
 
つうしんもうが  ひとつ（の）くにだけで（は）なくて、 
 
つうしんもうが ひとつのくにだけではなくて 
 
せかいじゅうに  ひろがっているからですよね。 
 
せぇかいじゅうに ひろがっているからですよね。 
 
きぎょうにおいても、  かいがいにめをむけ、 
 
きぃぎょうにおいても、がいこくに めをむけ、 
 
せかいじゅうに  とうしするようになりましたね。 
 
せぇかいじゅうに とうしするようになりましたね。 
 
そのけっか  け（い）ざいてきに  

はったつするちきゅうもありますが、 
 
そのけっか けいざいてきに はったつするちきゅうもありますが、 
 
いっぽうで  ひんぷかくさも  ひろがっているようですね。 
 
いっぽうで ひんぷかくさも ひろがっているようですね 
 
さいきん、きぎょうのとうさんや、しつぎょうのニュースがおおいですよね

。 
 
さいきん、きぎょうのとうさんや、しつぎょうのニュースがおおいですよね 
 
そうですね。にほんきぎょうのとくちょうだった 

ねんこうじょれつがくずれて、 
 
そうですね。にほんきぎょうのとくちょうだったねんこうじょぉれつがくずれ

って、 
 
ちゅうこうねんのリストーラが もんだいになっていますね。 
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ちゅうこうねんのリストラが もんだいになっていますね。 
 
ていねんまで ひとつのかいしゃで はたらくという 
 
ねんていまで ひとつのかいしゃで はたらくという 
 
しゅうしんこーようから はなれて、 
 
しゅうしんこようから はなれて、 
 
じぶんからたいしょくして、ベンーチャきぎょうを おこすひとも 

いますね。 
 
じぶんからたいしょくして、ベンチャーきぎょうを おこすひとも 

いますね。 
 
明らかに、全体としてトーンが良くなっているのがわかる。特に１拍目が低

く２拍目でトーンが上がる語について、改善が見られる。ただし、意味の切れ

目に現れるテ形、助詞では、依然として上げ調子のトーンになってしまってい

るのも明らかである。 
さらに以下には1月に受けた日本語クラスのテストでの音読データを記す。

その場でテキストを与えられて、20分間だけ練習時間を与えられて音読したも

のである。 
例のテキスト 

 
さいきんのけいたいでんわには、 
 
あたらしいついかきのうが いっぱいだ。 
 
しゃしんきのうは あたりまえで、 てんぷファイルがよめたり、 
 
どうがそうしんも かのうだ。 
 
テレビでんわとしてつかっているひとも けっこういるようだ。 
 

最近の携帯電話には、新しい追加機能がいっぱいだ。写真機能は当たり前で、添付フ

あ 
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けいたいでんわにかぎらず、つうしんぎじゅつのはったつは 
 
にっしんげっぽで めをみはるものがある。 
                            

全体としてのトーンはかなり改善されたことがわかる。ただ、意味の切れ目

での上げ調子を改善することが、トーンについての今後の課題となる。 
長い間にわたって、初話トレーニングを受けて、自身の日本語の発話はかな

り改善されたが、このことが他のロシア人の日本語初話指導に使えるかどうか

を調べるために、ロシア語一般の音声的特徴をみて、他のロシア人の日本語発

話の特徴についても考察した。以下はそのまとめである。 
 

母語としてのロシア語が、ロシア人日本語学習者のどういう発話に影響が出る

かを確認するため、日本語を学習している他のロシア語母語話者6人にも日本

語のテキストを音読してもらって、それを録音した。それぞれの被験者に読み

方の特徴があったが、予想通り、以前に録音された学生の間違いと他の被験者

の間違いに、共通している点が多かった。以下は6人の被験者の発話を録音し

た結果である。 
 
音読テキスト 
― 
最近グローバル化という言葉がよく使われますね。それは地球規模ということ

ですね。私はよくインターネットを利用しますが、それで各国の情報が得られ

るのも、通信網がひとつの国だけではなくて、世界中に広がっているからです

よね。企業においても、海外に目を向け、世界中に投資するようになりました

ね。その結果経済的に発達する地球もありますが、一方で貧富格差も広がって

いるようですね。 
― 最近、企業の倒産や、失業のニュースが多いですよね。  
― 
そうですね。日本企業の特長だった年功序列が崩れて、中高年のリストラが問

題になっていますね。定年まで1つの会社で働くという終身雇用からはなれて

、自分から退職して、ベンチャー企業を起こす人もいますね。 
（出典不詳） 
 

日本語を学習している6人のロシア人の母語話者の録音したデータを分析すれ

ば、ほとんど間違ったところが重なっているのがわかる。 
 
さいきん グローバルかということばが よくつかわれますね。、 
さいきん グロバールかということばが よくつかわれていますね 
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さいきん グローバルかということばが よくつかわれますね。 
さいきん グローバルかということばが よくつかわれますね。 
 
さいきんグローバルかということばが よくつかわれますね。 
さいきんグローバルかということばがよくつかわれますね。 
 
基本的な間違いの共通点 
１）「が」、「も」、「や」、「に」などの助詞でトーンが上がる 
２）意味の切れ目に現れるテ形で、急にトーンが上がる 
３）拗音を含む語末の長音でトーンが上がる 
  

ロシア語の特徴から推察できるように、ロシア人が日本語を話すとき、どうし

ても後ろから2拍目の母音にアクセントを付けて強く発音する癖がある。その

結果、単語の最後のほうの短母音を長母音として発音し、しかもトーンを上げ

ることが頻繁に見られた。 
 

前述のとおり、ロシア語ではアクセントを付ける音節（その中の母音）は長く

、強く発音される。日本語を学習するロシア人はこの特徴を自分の癖として理

解し、改善するように常に努力する必要がある。 
これからの課題 
  

この長い間のトレーニングで、学生が認識できるレベルまで、日本語の初話時

のトーンと拍感覚が上達した。アクセントのつけ方の基本パターンを習得して

、少なくとも日本語で音読する時には意識的にそれを生かせるようになった。

その結果、少しずつではあるが、日本語らしく読めるようになった。 
 

しかし、まだまだ、困難なところがある。それは拍感覚につながる短音と長音

の区別である。長音と短音の違いが、まだなかなか耳に聞こえてこない。具体

的には長母音の音節は出せるが、短母音の音節がどうしても出せずに、長母音

として発話してしまう癖がある。特に連濁しやすい単語がつく（ex.てきどな

）ときはいつも長音化する傾向がある。 
日本語は短音と長音の区別が言葉の意味を決める。これは日本語を発話する

際に、ある種最も大事なことなので、この問題点をこれから修正する必要があ

る。 
本稿でロシヤ語と日本語の音声的特徴の違いを示したことで、自身の日本語

の発音の間違いを意識できるようになった。実際に間違いも減ったように感じ

られる。 
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