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第３回「日本語教育と音声」研究会        早稲田大学日本語研究教育センター 

2005 年 7 月 9 日                       契約講師  福井貴代美 

 
 
      プロソディー指導の一案 －複合語のアクセントを例として－ 
 
１．はじめに 
 日本語教育の現場において、音声指導は積極的に行われているとは言えない現状にある。 
中でも、プロソディーに関わる問題は、自然な日本語のために重要な要素でありながら、

その指導の遅れが指摘されて久しい。一方で、学習者の音声に対するニーズは非常に高い

ものである。そして、現場の教師たちも、学習者の音声上の問題点を意識していながらも、

その指導法がよくわからないという実情があるようだ。カリキュラム上、後回しにされが

ちであるが、音声指導は決して特別なことではなく、日本語教育の中の一項目なのだとい

うことを改めて問い直す必要があると考えられる。そこで、本稿では、日本語らしさに大

きく関わるとされるプロソディー指導の一案を示し、指導前後に行う、聞き取りテストと

発音テストの結果から、指導の効果を検証する。そして一つのケーススタディーとして、

そこから得られた見解を報告するととともに、指導対象としない上級者のテスト結果も含

めて、プロソディー指導の重要性を確かめことを主な目的とする。 
 
２．研究課題 
 ①指導に際して 
 ・複合語アクセント規則導入の有効性を確かめる。 
 ・プロソディーグラフの利用に関して、その効果と問題点を検証する。 
 ・自己モニターを促す指導が発音学習に与える影響とその効果を確かめる。 
 ②聞き取り・発音テストに関して 
 ・指導対象者に行う指導前後のテスト結果の比較から、その効果を検証する。 
 ・合わせて、上級者のテスト結果との比較から、その違いなどを考察する。 
 ・発音テストについては、評価者のコメントから、「日本語らしい自然な韻律」に重要な 
  要素とは、どんなものなのかを確かめる。 
 ・両者のテスト結果から、発音・聞き取り能力に関連性があるかを確かめる。 
 ・指導の際の自己評価の結果と、このテスト結果から、自己モニター力と発音能力等に 
  関係性が見られるのかを検証する。 
  
３．研究方法と協力者 
３．１ 研究方法 
 上記の課題にしたがって、指導計画を立て、指導対象者に実際に指導を行う。その前後
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に、複合語アクセントの聞きとりテストと複合語を含む短い文を読み上げる発音テストを

行う。そして指導前後の変化を見る。さらに、指導対象としない超上級レベルの学習者に

も指導後のテストと同様のテストを受けてもらい、比較対象とする。また、発音テストに

ついては、日本語教師による５段階の評価とともに、コメントの記述を求め、プラス評価

になる要素、マイナス評価になる要素は何かを確かめる。指導、聞き取り・発音のテスト

結果、発音テストの評価等から、総合的に考察を行い、プロソディー指導の重要性を確か

める。なお、指導・テストの具体的な方法については、それぞれの項に示す。 
 
３．２ 協力者 
①指導対象協力者 
 早稲田大学別科発音Ａクラスの受講修了者（日本語の発音に関して、共通した音声学習

体験を持つ、初級後半から中級前半程度）７名。集まった協力者の母語はさまざまである

が、多様な背景をもつ学習者が集まる国内での教育現場を前提に考え、母語は限定しなか

った。７名の母語（国）、性別、年齢は次のようである。（協力者はａ～ｇで示す） 

協力者 母語（国） 性別 年齢 
ａ 台湾語（台湾） 女 ２３ 

 ｂ 英語（イギリス） 男 ２５ 
ｃ ポルトガル語（ブラジル） 男 ２５ 
ｄ ドイツ語（ドイツ） 男 ２８ 
ｅ 中国語（中国） 男 ２５ 
ｆ 広東語（香港） 女 ２２ 

g 広東語（香港） 女 ２４ 

 
②上級レベル協力者 
  日本語教育を専門としている次の５名。（協力者は(あ)～(お)で示す） 

協力者 母語（出身地） 性別  年齢 
あ  中国語（中国・上海） 女  ２４ 

 い  中国語（中国・西安） 女  ２７ 
 う  中国語（中国・北京） 男  ３０ 
 え  韓国語（韓国・ソウル） 女  ３３ 
 お  韓国語（韓国・釜山） 女  ３０ 

      
③評価協力者 
 ５段階による評価とともに、必要に応じて、コメントを記述してもらう方式をとるため、 
次の６名の日本語教師に評価を依頼した。評価者の性別は、すべて女性。なお、年代と 
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日本語教授歴は以下のようである。（協力者はＡ～Ｆで示す） 
   

評価者  年代 日本語教授歴 
 Ａ ４０代 日本語学校等の民間の教育機関で１６年（クラス授業） 
 Ｂ ３０代 日本語学校等の民間の教育機関で１６年（クラス授業） 
 Ｃ ４０代 日本語学校等の民間の教育機関で１４年（クラス授業） 
 Ｄ ４０代 日本語学校等の民間の教育機関で１３年（クラス授業） 
 Ｅ 
 

３０代 
 

日本語学校等の民間の教育機関で８年半（クラス授業）と韓

国の大学で１年半（クラス授業） 
 Ｆ 
 

３０代 
 

日本語学校等の民間の教育機関で５年（クラス授業）と 
個人指導を３年 

 
４．実践指導 
 ここでは、実践指導の中の、複合語のアクセントに関わる部分についての報告をする。

複合語のアクセントは規則を示すことができ、その規則を導入することの効果を確かめる

ことも目的としているため、短時間での指導の中でも、効果が期待できるのではないかと

考え、指導項目の１つとして選択した。 
４．１ 指導の方針 
 指導にあたっては、先行研究をもとに、大きく次の３点を検証することを目的に、指導

方針を決めた。 
①複合語のアクセント規則導入の有効性を確かめる 
  磯村（1996）で、外国人日本語学習者が正しい日本語の韻律を習得するためには、韻 
 律に関する理論的知識を得て、目標言語の音声を明確に意識化することが有益であると 
 いうことが示唆されたと述べられている。そこで、本研究における指導では複合語のア 
 クセント規則を整理し、知識として与えることで、意識化を促すことを目指した。複合  
 語のアクセントは、その規則が体系化しやすく、普通の語のように一語一語のアクセン 
 トを覚えずとも、そのルールを知っていることで予測が可能となるというメリットがあ 
 る。したがって、体系化しやすいものから、規則を導入し、練習を重ねることで、意識 
 化が進み、発音に変化が表れるであろうと期待した。 
 
②視覚的導入→プロソディーグラフの効果を検証する 
  串田ほか（1995）では、中国人日本語学習者に、この視覚的音声教材を用いた指導を 
 行い、アクセント核やイントネーション符号を文に付与するだけの方法に比べて、学習  
 者の発音に顕著な向上が見られたと報告されている。また、松崎（1995）でも同様に、 
 このプロソディーグラフによる指導法を用いて、韓国語母語話者を対象として指導した 
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 場合も学習効果が認められたと報告されている。その後、このプロソディーグラフを用 
 いた指導法が河野ほか（2004）の『1 日 10 分の発音練習』として、教材化された。実     
 践指導にあたり、この教材の一部を導入の際のテキストとして使用した。しかし、これ  
 までの報告の場合は母語の統一がなされているが、複数の母語話者が存在するクラスで 
 の指導報告例はなく、中国語、韓国語以外の言語を母語とする学習者に対する報告例も 
 ない。本稿では母語の統制がない中での使用において見られる問題点も検証する。 
 
③自己モニターを促す→自己評価型課題への取り組みから、発音学習に与える影響とその 
 効果を確かめるとともに、発音テストの結果も合わせて、自己モニター力と発音の能力 
 に関係性が見られるかを検証する。 
  小河原（1996）で、発音を学習する際に自分自身の発音を客観的に自覚し、自己評価 
 しながら、自分で積極的に発音を練習している学習者は発音がよいという傾向が見られ 
 たと述べられている。自身の発音についてどこが問題であるかを認識できるかどうかが 
 発音能力に大きく関わっていると予測される。アクセントを中心とした韻律的な面でも 
 こうした傾向が現れるであろうと考え、復習として、自己評価シートの記入を宿題とし 
 て課すこととした。また、指導に際しても、自分の発音や他の学習者の発音を聞かせ、 
 客観的に振り返る機会を持たせるようにする。 
 
４．２ 指導内容 
 「複合語のアクセント」等の実際の指導項目に入る前に、予備練習として「文のヤマ、

特殊拍と普通拍、アクセント」に関する聞き取り練習を行うとともに、プロソディーグラ

フの見方について導入を行っておいた。 
－複合語のアクセントの指導－ 
 （１）指導前の聞き取りテストのフォローとともに、複合名詞のアクセント規則を導入 
    （後部要素の拍数・アクセント型別に、複合語アクセント規則とその例を示した補助 
   プリントを作成） 
 （２）『１日 10 分の発音練習』p84 のプロソディーグラフを使用 
  「東京大学です」「東京の大学です」／「フランス料理です」「フランスの料理です」 
  「かばん売り場です」「かばんの売り場です」／「中国語です」「中国のことばです」 
  のように、それぞれ複合語と句の違いをプロソディーグラフにより確認し、練習。 
   その後、「広島大学の学生です」「時計売り場のとなりです」のような文で練習を行った。 
 （３）『１日 10 分の発音練習』p116 のプロソディーグラフを使用 
  「～人」「～駅」「～県」「～市」について扱う。 
  「フランス人です」と「フランスの人です」／「東京駅です」と「東京の駅です」 
  「神奈川県横浜市です」と「神奈川です」「横浜です」などの例で、プロソディーグラ

フにより、それぞれのヤマの形の違いを確認しながら練習。 
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 （４）宿題 
まず、それぞれの指導内容を反映した練習文を作り、宿題シートを作成。その練習文

を筆者がテープに録音。課題用モデルテープを作成し、学習者に１本ずつ渡した。あわ

せて宿題録音用のテープも渡す。 
学習者は、まずモデルテープを聞き、いくつかの文を声に出して読む練習をする。 

次に、それを宿題録音用のテープに録音する。そして、録音したテープを自分で聞き、

自己評価を行い、チェックシートに記入する。宿題のシートにはチェック（自己評価）

シートが付してある。自己評価は次のような基準で行ってもらった。 

    〇：いいと思
おも

う（モデルと同
おな

じようにできたと思
おも

う） 
    ×：よくないと思

おも

う（モデルと違
ちが

っていると思
おも

う） 
    ？：いいのか悪

わる

いのかわからない。 
          （モデルと同

おな

じようにできているか、違
ちが

っているのかわからない） 
 
  そして、できれば次のようなことも記すように伝えた。 

 よくないと思
おも

ったとき（×）：どこがよくないか（どこがモデルと違
ちが

っていると思
おも

うか）  
 いいと思

おも

ったとき（〇）：自分
じ ぶ ん

が発音
はつおん

するとき、どうしたら、上手
じょうず

にできたかなど 
 まったく聞

き

き分
わ

けられない、わからないとき（？）：何か思うことがあればひとこと 
 
 学習者には、翌日、録音したテープとこの自己評価シートを提出させ、個別にフォロー

を行った。学習者の記入してきた自己評価シートを見ながら、宿題録音テープを聞き、自

己評価についての確認を行いながら、自己モニターができていない部分については、学習

者に気づきを促すようにした。 
  
４．３ 指導経過 
 まず、複合語アクセント規則の導入については、意識化が促されたことで、聞き取り、

発音に変化が現れたと感じられる者が多かった。とくに、聞き取りにおいて、その効果が

高いことがうかがわれた。何ぶん指導時間が短かったので、得た知識が即座に発音に結び

つくということは難しいようだったが、規則の意識化がなされることで、聞き取りの基準

ができ、自分自身の発音を意識することにつながっていくと感じられた。 
 次に、今回の指導において、主要テキストとして用いたプロソディーグラフを用いる方

法については、同様の条件で指導した場合、学習者の母語によって、その指導効果には、

はっきりと差が見られることがわかった。中国語のような高低アクセントをもつ言語の学

習者にとっては、比較的理解がはやく、指導効果も表れやすいが、高低アクセントを持た

ない言語の学習者にとっては、理解に時間を要し、なかなか効果があがらないということ

が言えるようだ。プロソディーグラフにより、韻律を視覚的に提示されても、高低という

音の高さの違いを感覚的につかめなければ、正しく再現しようがない。また、高低感をつ
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かむためには、日本語の拍感覚も重要である。したがって、こうした学習者に対しては、

事前に、拍単位で高低を捉える練習を十分に行う必要があるだろう。さまざまな母語背景

をもつ学習者を対象としたクラス授業の中で、十分な予備練習を行う時間がない状態では、

最初から全員にこの方法を使って指導を行うことは、難しいと言えるかもしれない。 
 また、宿題として課した自己評価については、個人差が大きかった。やはり、聞き取り

や発音テストで好結果を出した学習者は、自己モニター力が高いという傾向が見られた。

しかし、この宿題によって、学習者は自らの発音を意識し、客観的に振り返るという習慣

ができたことは、１つの大きな成果と言ってよいだろう。指導後のアンケートでも、前よ

りも自分の発音を意識し、気をつけるようになったと記されていた。 
 
５． 聞き取りテスト 
５．１ テスト内容について 
 指導前後に行った聞き取りテストの複合語アクセントに関する問題は２３題。 
指導対象者に対しては、指導前後で、Ａ（指導前）・Ｂ（指導後）の２つのテストを行う。

テスト用紙の語に、アクセント核を付すという聞き取りテストの性格上、指導により、規

則を知り、練習を行った後では、最初に行ったテスト内容について、それらの語のアクセ

ントを覚えてしまうことが考えられる。アクセントを記憶しているかどうかのテストでは

なく、聞き取りの力を測ることを目的とするため、指導前後で、語の異なる内容のテスト

を行うこととした。それにあたって、まったく同条件のテストを作成することは不可能で

あろうが、できる限り、同じ条件となるよう、後部要素の拍数、アクセント型により、そ

れぞれ、同数の問題となるように配慮して、２つのテスト問題を作成した。 
なお、上級者には、テストＢのみを受けてもらった。問題の語彙については、できる限

り、日本語能力試験の３～４級レベルのものを中心とするよう考えたが、拍数やアクセン

ト型により、同数の問題を作成する必要から、一部、２級レベルのものを含んでいる。 
テストテープの録音は、共通語（東京方言）のアクセント規則に基づいて、筆者自身が

行い、そのテープを東京方言話者に聞いてもらい、確認する方法をとった。それぞれの語

を２回ずつ読んだ。実際のテストにあたっては、基本的にはテープの速さとしたが、受験

者の反応を見ながら進めた。解答形式はアクセント核（￢）を付す、または文字の上下に

線を引いて示す。核がない場合は、高い拍のところに線を引くなどとした。 
具体的なテスト内容は、別資料により示す。 

 
５．２ テスト結果と考察 
 聞き取りテストの結果については、何割の正解率であったかを示した。次の表の①に指

導対象者の指導前後のそれぞれの得点の割合とその差を、そして、②に上級者の得点の割

合を示した。 
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 ①指導対象者聞き取りテスト結果  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ②超上級者聞き取りテスト（Ｂ）結果 

協力者   テスト B ％  
 あ   95.7 
 い   95.7 
 う   91.3 
 え   13.0 
 お   17.4 
平均   62.6 

 
 
 聞き取りテストの考察については、全体の得点率の変化、問題別、上級者の結果に関し

て、簡略化して、ここで一箇所にまとめて触れることにする。                    

 複合語の問題に関しては、指導後の全体の平均正答率が 73.3％、伸び幅は＋39.2 と、非

常に大きな伸びを示し、高い得点率をマークした。これらから見ても、複合語のアクセン

ト規則の導入と、それに伴う韻律指導は、アクセントの聞きとりに大きな影響を与えるも

のであり、その指導の効果は高いと言える。複合語のアクセントのように規則が体系化し

やすいものは、習得しやすいとも考えられる。また、同時にその指導の必要性も大きいと

言ってよいだろう。 

 問題別に見ると、特殊拍を含む語の誤りが多かったが、指導後に最も、正解者数が増え

たのが、特殊拍等により、１つ前にアクセント核がずれるものであった。これについては、

指導時の規則の導入や、アクセントを聞く基礎練習により、特殊拍にアクセント核が来な

いことが意識化された結果によるものと思われる。知識をもたない状態では、特殊拍のと

ころにアクセント核を付してしまう誤りが多いのであるが、こうしたルールがいったん知

識として定着すると、正解率は高くなるものと思われる。 
 上級者については、みな日本語教育を専門としており、これまでに日本語の音声に関し

て何らかの知識を得ている。しかし、中国語話者の上位グループと、韓国語話者の下位グ

ループに大きく分かれる結果となった。考えられる理由の一つは、母語の特徴による問題

協力者 テスト A（指導前）％ テスト B（指導後）％ A ・ B の 差 
（伸び幅） 

 a     21.7   69.6   ＋47.9 
 b     21.7   73.9  ＋52.2 
 c   26.1   47.8  ＋21.7 
 d   21.7   60.9  ＋39.2 
 e   78.3   100  ＋21.7 
 f   26.0   78.3  ＋52.3 
 g   43.5   82.6  ＋39.1 
平均   34.1   73.3  ＋39.2 
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であり、もう一つは、国でのアクセント教育の実情の違いである。中国では、語彙の導入

に伴って、アクセント指導がなされているようだが、一方の、韓国では、アクセント教育

は、ほとんど行われていないということだ。したがって、超上級レベルの日本語力を持ち、

日本語の音声に関する何らかの知識を持っていても、プロソディーに関する特別な指導を

受けていない状態では、その能力は伸びていかないと考えられる。 
 協力者１２名の全体的な成績順位をみると、上位半分は中国語及び広東語の中国語系の

言語を母語とする学習者によって占められた。強弱アクセントの言語を母語とする学習者

にとって、日本語のアクセントの聞き取りは、非常に難しいものであると言われるが、そ

んな中で英語話者であるｂは、非常に熱心に取り組み、成果をあげたと言える。これは規

則の導入により、アクセントの意識化が進んだ点が大きいと思われる。 
 日本語のアクセントの聞き取りには、母語による差が大きいことは確かであるが、知識

を与えた上でプロソディーの指導を行うことで、その伸び幅や、指導の効果が現れるのに

かかる時間の差はあるにしても、何らかの変化は現れると言ってよいだろう。もちろん、

発音向上意欲といった学習者の意識面の違いがもたらすものは大きいが、まずは自らの発

音に対しての意識化を促すことから始まると考えられる。 
 自然な韻律の生成を目指しての指導を行うにあたって、学習者が自分の発話とモデル発

話の違いを聞き分ける能力を育成することは重要であると言える。違いが聞き分けられれ

ば、練習を重ねることで、モデル発話に近づくことが可能だろう。したがって、日本語の

アクセントをはじめとした韻律特徴を聞き取る能力を養成することは生成面である発音能

力の向上にもつながるものであると考えられる。また逆に、アクセントなどの知識の導入

も含めた、自然な発音を目指しての生成面での韻律指導を行うことが、聞き取り能力の伸

びにつながるものと考えられる。したがって、韻律指導を体系的、継続的に行うことで、

聞き取り能力が伸び、聞き取り能力が伸びれば、さらに発音能力も伸びていくことが期待

される。本研究においても、こうした考えを前提にした指導を行ったわけだが、その結果、

個人差はあるものの、どの学習者の聞き取り能力にも伸びが見られた。 

 
６．発音テストと評価 
６．１ 発音テストの内容について 
 発音テストの問題文は、複合語の問題に関しては、３題を扱った。そのほかに、全体の

まとめとして、４センテンスからなる、120 字程度の長さの文を１題含めたが、ここでは

それを合わせて、全部で４題について触れる。発音テストは、指導の前後に同様のものを

使用した。指導対象としない上級者にも、同様のテストを受けてもらった。それぞれ個別

にテープに録音した。なお、テスト文は、原則として指導時の練習文としては扱わないも

のとした。 
 具体的な問題文は以下の４つ。 
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  ①スミスさんは京都
きょうと

大学
だいがく

の学生
がくせい

です。 アメリカの人
ひと

ですが、フランス語
ご

も話
はな

します。         

                                                                           

    ②ベトナム料理
りょうり

の店
みせ

は、めがね売
う

り場
ば

のとなりです。            
  

    ③会場
かいじょう

は、名古屋市
な ご や し

の県立
けんりつ

図書館
と し ょ か ん

です。国際
こくさい

センター駅
えき

で会
あ

いましょう。    
 

  ④ おとといの日曜日
に ち よ う び

、わたしは新宿
しんじゅく

の三越
みつこし

デパートへ母
はは

の誕生
たんじょう

日
び

プレゼントを買
か

いに行
い

きました。１階
いっかい

のかばん売
う

り場
ば

で、黒
くろ

いかばんを買
か

いました。かばん売
う

り場
ば

の

となりは、めがね売
う

り場
ば

でした。そこで、素敵
す て き

なめがねケースを見
み

つけたので、そ

れも買うことにしました。                          
 
６．２ 発音テスト評価の方法 
 評価にあたっては、それぞれの問題文ごとに、指導対象者の指導前後の音声（7 名×２）

の 14 と、上級者５名の音声の、合わせて 19 の韻律再生文をそれぞれランダムに編集した

テープを作成した。そのテープを評価シートとともに 6 名の評価者に郵送し、個々に自宅

で、評価してもらった。 
 次に、評価基準については、一文の中に、さまざまな要素が含まれているわけであるか

ら、具体的な項目を定めての基準を作ることは難しい。あくまでも、再生文を聞いて、そ

こから感じられる韻律の自然さを確かめることを狙いとした。よって、「日本語としての韻

律の自然さ」という観点から５段階の評価をしてもらうこととし、評価基準を以下のよう

に定めた。 
  評価基準   「日本語として、どのくらい自然だと感じますか」 
     ５－かなり自然であると思う 
     ４－自然であると思う 
     ３－特別、自然であるとも、自然ではないとも言えない程度だ 
     ２－自然ではないと思う 
     １－全く自然ではないと思う 
 まずこれにより、スコアから数字的に、その成績を処理し、比較・検討を行う。 
 次に、「自然さ・不自然さ」といっても、その原因はさまざまである。そこで、評価者に

ひとことずつ、具体的にコメントを記述してもらう方法をとり、どのような要素が「日本

語としての自然な韻律」として、マイナスと評価されるのか、また逆にプラスと評価され

るのかを検討することにした。また、「自然な韻律」にとって重要な条件とは、どんなもの

かを考察した。 
 具体的には、「１と２の評価については、不自然だと思われる理由、問題だと思われる点

について」「３以上の評価については、良いと思われる点、ここを直したら、もっと良くな

ると思われる点について」の具体的記述を求めた。 
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 なお、④については、その他のテスト文とは異なり、それらの項目を盛り込んだ総合的

な、少しまとまった長さの文章になっている。よって、評価については「文章全体の総体

的な印象」からの評価としてもらい、その上で「よいと思われるところ、問題だと思われ

るところ」についての記述を求めた。 
 評価の依頼に際して、評価者には、音声資料提供者の母語や日本語レベル、指導の有無

など、その背景に関わる情報は一切与えていない。評価者にとっては、はじめて聞く声で

あり、先入観のない状態で評価をしてもらうことにした。よって、指導やテストに関わっ

てきた筆者は、この発音テストに関して評価は行わないこととした。 
 
６．３ 発音テスト評価結果と考察 
６．３．１ 発音テスト評価結果 
 ここでは、６名の評価者の合計点を、個人別・問題別に示す。 
 表のａ～ｇは指導対象協力者、①～④は問題文の番号を表す。(あ)～(お)は上級レベルの

協力者を表す。 
（１）の表は、指導対象者の指導前テスト結果、（２）の表は、同じく指導対象者の指導後

のテスト結果に４題の合計点の変化幅も示した。（３）の表では、指導対象者の問題別・個

人別変化幅を一覧にして示した。さらに（４）の表に、上級者のテスト結果を示した。 
  
  ＊①～④各[  /30]点  ４題の合計〔  /120〕点  
  （１）指導対象者指導前テスト結果   （２）指導対象者指導後テスト結果 

 ① ② ③ ④ 合計  ① ② ③ ④ 合計 変化幅

a 21 13 14 15  63 18 22 20 19 79 +16 
b 15 14 15 14  58 21 17 18 18 74 +16 

c 10 11 10 10  41 11 15 11 11 48 +7 
d 14 14 12 ９  49 15 18 17 15 65 +16 

e 17 13 14 15  59 23 22 24 23 92 +33 
f 15 15 14 16  60 18 21 21 22 82 +22 

g 20 18 17 17  72 

 

22 26 21 25 94 +22 
平均 16 14 13.7 13.7 57.4  18.3 20.1 18.9 19 76.3 +18.9 
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（３）指導対象者問題別・個人別変化幅 

 a  b  c  d  e  f  g 平均 
  ① －３ ＋６ ＋１ ＋１ ＋６ ＋３ ＋２ ＋2.3 
  ② ＋９ ＋３ ＋４ ＋４ ＋９ ＋６ ＋８ ＋6.1 
  ③ ＋６ ＋３ ＋１ ＋５ ＋10 ＋７ ＋４ ＋5.2 

  ④ ＋４ ＋４ ＋１ ＋６ ＋８ ＋６ ＋８ ＋5.3 
  平均 ＋４ ＋４ ＋1.8 ＋４ ＋8.3 ＋5.5 ＋5.5 ＋4.7 

 

 
（４）上級者テスト結果  ＊①～④各[  /30]点  ４題の合計〔  /120〕点 
 
  
 
    
 
 
 
 
  
 次の発音テストの分析・考察では、問題別、個人別、上級者と分けて行った後に、発音

テスト評価に関しての全体のまとめを示した。 
 
６．３．２ 問題別分析・考察 
 複合語を含む文については、他のテスト文に比べても、大きな上昇を見せ、指導の効果

が高かったことがうかがわれた。全体の平均点で見ても、特に②（＋6.1)は、最も伸びが

大きかったものである。③も+5.2 と大きな伸びを見せた。 
 これは、複合語を２語化して言うと、その不自然さが際立つが、１語にまとまった言い

方ができると、自然さがかなり上がることによる。また、１文がそれほど長いものではな

いので、指導により、複合語のアクセントの意識化ができれば、かなり自然さが増すであ

ろうことが予測された。結果は、ほぼ予想通りであったが、ただ一つ複合語に関するもの

で、①は、伸びが少なかったものである。その原因として考えられるのは、カタカナ語が

３つ含まれていたことである。原語のアクセントの意識からか、強弱アクセントの影響が

感じられる発音がいくつかあった。しかし、｢京都大学」の複合語のアクセントは、おおむ

ね正確であったようだ。また、平均の上昇幅は小さかったが、個人的に見ると６ポイント

の伸びを示した者が２名おり、個人差があったようだ。とくにａがマイナスポイントとな

っている点が、全体の平均点に響いたと言える。評価者のコメントにはアクセント以外に

 ① ② ③ ④ 合計 
あ 29 28 27 25 109 
い 25 28 26 26 105 
う 27 21 19 24  91 
え 21 26 19 19  85 
お 19 19 16 22  76 

平均 24.2 24.4 21.4 23.3  93.2 
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単音の不明瞭さなどが挙げられていた。全体にポイントの上昇幅の低い c と d は、強勢拍

リズム言語の影響が強く出ている。以上のように①については、個人差が大きかったもの

の、全体的に見て、複合語のアクセントに関しては、指導の効果が高いと言えるだろう。 
 次に、④の総合的な判断を仰ぐものとして取り入れた４センテンスからなる文であるが、

これも、上昇幅が＋5.3 と２番目に大きな伸びを示した。こうした複数のセンテンスから 
なる文では、センテンスごとのポーズなど、指導項目以外の要素も含まれる。しかし、複

合語のアクセントなどを指導したあとで、その全体の印象がどのように変わるものなのか

を判断する材料として取り入れた。予想としては、その他の要素も含まれるものであり、

指導の中では、こうした長い文は扱わず、１センテンスごとの短い文のみを扱うことにし

ていたので、あまり大きな伸びは期待していなかった。しかし、予想に反して、この評価

のポイントの伸びが大きかったということは興味深いことである。もちろん文が複数ある

ことで、評価が分散するということも考えられるが、④に関しては、「全体を聞いての総体

的な印象」からの評価と指定しての評価でもあり、文章全体の印象の自然さという側面か

ら見た範囲では、指導の効果が現れたものと判断してよいだろう。こうしたまとまった長

さの文における評価の伸びが大きかったということは、韻律指導において、今回行ったよ

うな指導の必要性は高いと言ってよいのではないかと思われる。 
  
６．３．３ 個人別分析・考察 
 指導対象者の指導後の発音テストの結果は、全体の平均点で、一番上位の者と下位の者

では、120 点満点で、46 点という得点の開きがあった。その中で、得点も高く、伸び幅も

大きかったのが、ｅ，ｆ，ｇ，の 3 名である。とくに e は、＋６～10 で、平均＋8.3 と、

非常に大きな伸びを見せ、g、f は、どちらも平均＋5.5 と安定した伸びを示した。そして

ａは、指導後のテスト文 4 題の平均点は上回ったが、指導後の伸び幅では、b,d と同様の

＋４にとどまった。d は、得点そのものは、低めではあるが、伸び幅では、a,b と同様の数

値を示し、c を除いては、指導の効果があがったと言えるだろう。 
 上位に位置した４名に共通していることは、母語が、中国語・広東語・台湾語と中国語

系の言語であることである。指導項目が、複合語のアクセントを中心としたものであった

だけに、母語の特徴から、高低感を捉えることに敏感なこれらの学習者の得点が高くなる

という結果となったのだろう。 
 評価者のコメントからは、指導前の４名に共通して見られた「複合語が２語化している」、

「音の上がり下がりを多く感じる」「単音の連続のように聞こえ、語や句としてのまとまり

がない」といった指摘が、指導後にはほとんどなくなっていた。ことに、伸び幅の大きか

ったｅや、指導前から、比較的高めの得点を見せたｇ、また f の３名には、複合語アクセ

ントに関するマイナス評価の指摘はなくなり、「アクセント・イントネーションがよい」と

いったプラス評価のコメントもいくつか見られた。a は、この３名に比べると、指導後に

も、若干、同様の指摘が残ったものがあったが、問題によっては、マイナスの指摘は全く
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消えていた。 
 上位の４名は、語や句のまとまりを捉えられない原因が、必要以上にピッチの立て直し

をしてしまうことによる上がり下がりの多さであり、それが自然ではないという評価につ

ながった。一方、下位の３名も、複合語や句のまとまりが捉えられないことが挙げられて

いたが、その原因は少し異なり、強弱アクセントを用いてしまうことで、１語に２箇所以

上アクセントがあるように感じられてしまうことや、その上に、日本語の拍の感覚がつか

めず、アクセントも音節単位で、捉えてしまうことによるようだ。拍の感覚がつかめない

と、日本語の相対的な音の高低をつかむことは難しい。したがって、その評価はより厳し

いものとなった。その中で、ｂとｄは、平均＋４の伸び幅を示し、得点としては低めでは

あったが、よく健闘し、がんばったと言える。それに対し、ｃは全体の得点も低く、前後

で変化があまり現れず、指導の効果があがらなかったと考えられる。評価者のコメントも、

指導前後で同じような指摘が目立った。「ポルトガル語ではないかと思われる影響を感じ

る」と母語まで指摘されてしまった。それほど、日本語の韻律らしくない発音であったと

いうことだろう。 
 指導対象者の発音テストの結果では、その得点の差にも表れたように、上位グループと

下位グループのその母語が、高低アクセントを持つ言語と、強弱アクセントの言語という

ようにはっきりと分かれることになった。これは、限られた時間で、同じ指導を行ってき

た結果としては、無理もないことであると思われる。そして、日本語の韻律の自然さとい

う判断基準では、語や句のまとまりが感じられない発音の評価は低くなるということが、

この調査の範囲内においては、検証されたと言える。その原因は個人別に、余計なアクセ

ント核を付与してしまうことによる立ち上がりの多さであったり、強弱アクセントを持ち

込んでしまうことによるものであったりした。そして、強弱アクセントを感じる韻律は、

より自然さが低いと判断されるようだ。 
 いずれにしろ、自然な日本語の韻律に、語や句のまとまりを捉えた発音が重要であるこ

とに違いなく、母語や個人差を問わず、その指導の必要性は高いと言える。 
 
６．３．４ 上級者の発音テストの傾向と考察 
 個人別の結果としては、協力者５名の母語が中国語３名、韓国語２名という限られたも

のであったこともあり、ここでも母語別に、その結果がはっきりと分かれることになった。

その理由は、上位の中国語話者は、母語の特徴から、音の高低変化を捉えることに敏感で

あるとともに、母国でのこれまでの学習環境においても、日本語のアクセントに対する意

識が非常に高いことによるだろう。一方、韓国語話者は、一部の方言では、日本語と同じ

ようなピッチ変化の現象があるものの、一般に日本語のアクセントに対する意識が希薄で

あり、その韻律は平坦であるとの指摘がある。また、学習環境においても、アクセント等

の問題に対して、あまり配慮がなされていないようである。上級者の中での得点の差の要

因は、こんなところにあると考えられる。 
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 評価者のコメントにおいては、指導対象者と比べて、プラス評価のコメント数が多かっ

た。上級学習者の発音が高く評価される点は、イントネーション・スピード感など、文全

体の大きな単位に関わる流れの側面である。言い換えれば、一般に流暢さと言われる点で

あろう。これらは、５人に共通している。一方、評価を下げる要素として、共通していた

のが、複合語を中心としたアクセントの問題である。とくに③の問題では、指導対象者と

の得点差がもっとも小さく、指導対象者の上位グループより下回る得点も見られた。複合

語を１語として捉えていない発音は、不自然さが強く感じられるようだ。たとえ、流暢な

上級学習者であっても、語や句の自然なまとまりが感じられない発音に対しては、評価は

厳しくなっている。 
 そして初中級の学習者との違いは、上級者では、拍の問題に関する指摘が少なくなって

いる点と、単音に関しては、問題となるような指摘が見られなくなっている点である。こ

れは、単音の問題については、学習歴がすすみ、レベルが上がるとともに、次第に、大き

な誤りはしなくなっていく傾向にあるといってよいだろう。 
 
６．３．５ 発音テスト評価まとめ 
 指導対象者と上級者のテスト結果の考察から、大きく以下のことが結論づけられた。 
 まずひとつは、日本語らしい自然な韻律の要素として、複合語をはじめとした語や句の

まとまりが非常に重要であるということである。そして、学習者にそれらの規則を体系的

に整理して示し、指導・練習を行うことで、個人差はあるものの、確実に学習者の意識化

が進み、その発音は少しずつ変化する。規則的に体系化しやすいものは、指導の効果が表

れやすいとも言える。また、単音の誤りは、上級になれば少なくなってくるものであるが、

アクセントをはじめとする韻律に関わる問題は、上級になっても残るものである。そして、

日本語らしさの評価においても、個々の音の正確さよりも、プロソディーが重視されてい

ることがわかった。上級者であっても、特別、指導を受けておらず、規則に関する知識も

なく、意識化が促されていない状態では、初中級の学習者よりも評価が低いということも

わかった。したがって、ここで扱ったような複合語の問題や、そのほか、句のレベルでの

アクセントなどの知識を与え、それらを指導していくことの必要性は高いと言ってよいだ

ろう。 
 
７．まとめと今後の課題 
 一連の指導・テスト結果を通して、一例ではあるが、プロソディー指導の重要性とその

効果を確かめることができた。また、学習者の発音能力とその変化には個人差が大きいこ

とがわかった。その要因の一つとして、母語の影響が大きいことは確かであるが、そのほ

かに、発音向上意欲とも言える自らの発音に対する意識の高さや発音学習への取り組み姿

勢の問題が、強く感じられた。また、聞き取りテストと発音テストの結果では、上位グル

ープと下位グループに分けたとき、それぞれのメンバーは、ほぼ一致しており、聞き取り
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テストで好成績だった者は、発音テストにおいてもいい結果を出していた。これらから、

韻律面においても、聞き取り能力と発音能力には関係性があると言ってよさそうである。 

さらに、自己モニター型学習を取り入れた課題の評価から、自己モニター力が比較的高い

と判断された学習者の発音テストにおける評価が高く、自己モニター力と発音能力にも関

係性が見られた。また、ここで取り上げた複合語のアクセントのような音韻的な知識を与

え、意識化を行うことは、発音や聞き取りにおける助けとなっていることがわかった。そ

こからまずは、聞き取りの基準ができ、やがて、それを意識した発音へと結びついていく

と考えられる。 
 上級者との比較でも、こうしたプロソディーに関わる指導を受けていなければ、意識化

が促されず、上級者であっても、その評価は低いものになってしまう傾向があることが見

られ、その指導の必要性の高さがうかがわれた。プロソディー指導は、個人差が大きく、

決して短時間では進まない。しかし、指導を行うことで、何らかの変化が見られることは

確かである。したがって、早い段階から、アクセントなどに関する意識を持たせ、計画的、

継続的に指導を行っていく必要があると言える。そのためにも、常に学習者の発音学習意

欲を高めるような指導を考えていくことが今後の課題のひとつであると言えるだろう。 
 また、今回の調査では、母語による統制のない形で行ったが、上級者と対応させる形で、

母語の統制をすることができれば、関連性も見えてくると思われる。さらに、ここでは、

短期集中の指導からの考察であったが、長期的な指導によりその変化を観察する縦断的な

研究の要素が望まれる。他にも、まとまったクラス単位で指導を行い、より多くのデータ

が得られれば、統計的な処理を行い、そこから考察を行うことも考えられるだろう。 
 
＜参考文献＞ 
鮎澤孝子(1999)「中間言語研究－日本語学習者の音声」『音声研究』第３巻第３号 pp4-12  
________(2003)「外国人学習者の日本語アクセント・イントネーションの習得」『音声研究』 
  第７巻第２号 pp47-58 
鮎澤孝子・海野多枝・西沼行博・小高京子（1999）「東京外国語大学学部留学生の東京語

アクセント習得」『新プロ「日本語」ＥＳＯＰチーム平成１０年度研究成果報告書』

pp55-64 
鮎澤孝子・谷口聡人 (1991)「日本語音声の韻律的特徴｣ 文部省重点領域研究｢日本語音声｣ 
    D1 班 1990 年度研究成果報告書、『日本語の韻律に見られる母語の干渉‐音響音声  
   学的対照研究‐』pp1-24 
磯村一弘(1996)「アクセント型の意識化が外国人日本語学習者の韻律に与える影響」 
  『日本語国際センター紀要』６号 pp1-17 
大山玄・三浦一郎(1990)「日本語学習者のプロソディーに関する研究」『日本語音声におけ 
  る韻律的特徴の実態とその教育に関する総合的研究 研究報告』３ pp98-101 
小河原義朗(1996)「発音学習における学習者の意識と行動」『日本語教育方法研究会誌』 



 16

  3 巻 1 号 pp28-29 
__________(1997ａ)「発音矯正場面における学習者の発音と聴き取りの関係について」『日 
  本語教育』92 号 pp83-94 
__________(1997ｂ)「日本語発音学習における学習者の自己評価」『言語科学論集』第１号 
  pp27-38 東北大学文学部言語科学専攻 
__________(1998)「日本語学習における発音学習ストラテジーの有効性の検討」『言語科学 
  論集』第２号 pp1-12 東北大学文学部言語科学専攻 
__________(2001)「自己モニターの促進を目指した音声教育」『第 10 回小出記念日本語教 
  育研究会予稿集』pp7-10 
河野俊之・串田真知子・築地伸美・松崎寛共著(2004)『1 日 10 分の発音練習』 
  くろしお出版 
河野俊之・松崎寛（2001）「体系的な音声教育とは何か－1 日 10 分の音声教育について－』 
  『第 3 回日本語音声教育方法研究会資料』pp2-5 
串田真知子・城生伯太郎・築地伸美・松崎寛・劉銘傑(1995)「自然な日本語音声への効果

的なアプローチ：プロソディーグラフ－中国人学習者のための音声教育教材の開発－」

『日本語教育』86 号 pp39-51 
佐藤友則(1995)「単音と韻律が日本語音声の評価に与える影響力の比較」『世界の日本語教 
  育』５ pp139-154 
________（2001）「音声指導授業の試み」『第 3 回日本語音声教育方法研究会資料』pp46-47 
田中真一・窪園晴夫著(1999)『日本語の発音教室 理論と練習』（窪園晴夫監修） 
  くろしお出版 
谷口聡人(1991)「音声教育の現状と問題点」『シンポジウム日本語音声教育』凡人社  
  pp20-25 
戸田貴子 (2001)「発音指導がアクセントの知覚に与える影響」『早稲田大学日本語教育研 
  究センター紀要』14  pp67-88 
平田悦朗・鮎澤孝子・中川千恵子・小高京子（1997)「東京語アクセント聞き取りテスト」  
  縦断調査結果報告－韻律教育を実施した場合の観察報告－『21 世紀の日本語音声教育   
  に向けて』文部省科研費「国際社会における日本語についての総合的研究」研究班３ 
  「音声言語の韻律特徴に関する実験的研究」平成８年度研究成果報告書 pp61-72 
松崎寛(1995)「日本語音声教育におけるプロソディーの表示法とその学習効果」『東北大学 
  文学部日本語学科論集』第５号 pp85-96 
______ (1999)「韓国語話者の日本語音声－音声教育研究の観点から－」『音声研究』第 3 
  巻第 3 号 pp26-35 
松崎寛・河野俊之(1998)『よくわかる音声』アルク 



 17

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


