
 

 

『韓国語教育研究』（第８号）別刷               ISSN 2186-2044 

【研究論文】 

 

 

 
    意思疎通を目的とした発音教育の模索 

―語頭破裂音を対象に― 

 

 

 平田 絵未 
 

 

 

 

 

 

 

日本韓国語教育学会 

２０１８年９月 



284 

 

     意思疎通を目的とした発音教育の模索 

―語頭破裂音を対象に― 
 

 

平田 絵未  

 

 

본 논문에서는 고저 악센트에 의해 만들어지는 청음과 탁음의 변이음을 

이용해서 기존 지도 방법에 보이는 문제점을 극복하려고 하였다. 먼저 

청음과 탁음의 변이음을 한국어 화자가 어떻게 지각하는지를 알아 보았다. 

그 결과 한국어 화자는 L 로 시작하는 청음과 탁음을 평음으로, H 로 

시작하는 청음을 격음으로, H 로 시작하는 탁음을 경음으로 지각하는 

경향이 있었다 . 이것을 바탕으로 일본인 학습자 2 명에게 발음 지도를 

실시하여, 학습 전후의 발음 변화를 한국어 화자의 청취 실험을 통해 알아 

보았다. 실험 결과는 일본인이 발음한 평음을 한국어 화자가 적절하게 

청취하는 확률이 지도 전의 45%에서 지도 후는 77%로, 격음은 44%에서 

64%로, 경음은 48%에서 76%로, 짧은 시간이지만 일정한 학습 효과가 

있음을 확인할 수 있었다. 이와 같이 의사소통을 목적으로 하는 발음 교육 

방법을 제안함으로써 새로운 발음 교육 방법을 모색하는 기회와 필요성을 

제안하였다.  

 

 

1. はじめに 

日本語母語話者(以降「日本語話者」とする。)にとって、韓国語1は他の言語に比

べ比較的早い段階で学習効果を得られる言語である2。しかし、発音の習得に関して

は、日本語が母語であることはそれほど有利に働かない。 

特に破裂音の三重対立は日本語を母語とする韓国語学習者(以降、「学習者」と

する。)にとって習得が困難であることは周知の事実である3。日本で出版されてい

                                                      
1
 論文内で使用する「韓国語」とはソウル方言のことを指す。 

2
 その理由として、一つ目に文章構成や語彙が類似する点を、二つ目に韓国語の文字が子音と母

音の組み合わせで成り立っているということをローマ字の概念に当てはめることで簡潔に理解

する点をあげられる。 
3
 梅田(1985)、宇津木(2009)、하세가와(2005)、조민하(2005)など。 
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る韓国語の教材では、学習者にこの三重対立を気息性と緊張性で弁別するよう説明

し、平音における語頭と語中の音の変化4については、次の様に記述している。 

 

(1)「ㄱㄷㅂㅈ語頭(単語の始め)→濁らずに発音(無声音)【k,t,p,c】、語中(単語の始め以外)

→濁って発音(有声音)【g,d,b,ʒ】」(生越直樹･曹喜徹,『韓国語朝鮮語初級テキスト ことば

の架け橋』,白帝社,初刷2000年,7刷2006年,p.8)5 

 

この教材は日本で多く利用されており、他の教材の説明文もこれと大きな違いは

無い。学習者に「濁る･濁らない」6という言葉を用いて説明するのは、学習者たち

がこれ以外の言葉で音を区別する習慣が無いからである。ここで問題となるのはこ

の清音･濁音を韓国語の無声音･有声音と同一視する説明である。特にこの問題が顕

著に現れるのが平音で、平音は語頭で「清音」として発音するよう学んだ学習者が、

いざ現地で発音したところ韓国語母語話者(以降「韓国語話者」とする。)に通じな

いという現象が頻繁に起こる。そして、韓国語学習者はこの経験を繰り返すことで

教科書で学んだ発音方法だけでは通じないことに気が付き、自ら発音の矯正をして

いくのだが、この一連の過程が行われるかどうかは学習者自身にかかっている。 

つまり、そもそもの問題は、日本語話者と韓国語話者が知覚･生成する無声音･有

声音を同一視している点にあるが、この点が今まで研究主題にならなかったばかり

か、日本にいる韓国語教育関係者たちの中で指摘する者さえほとんどいなかった。

この様な状況の中で行われている日本の韓国語教育は、おのずと限界をはらんでい

るのである。 

以上を踏まえ、語頭破裂音の発音教育方法を考えた場合、学習者が既に持ってい

る清音･濁音の概念を利用することが韓国語学習者にとって負担の少ない指導方法

と考えられる。その際に既存の教育方法の問題点をどのように克服するのかという

                                                      
4
 平音は語頭で無声音、有声音の間では有声音として発音され、これを有声音化と呼ぶ。日本の

韓国語教育では、この有声音化について必ず説明が行われるが、これは日本語に有声音と無声

音の音素が存在するからである。反面、韓国語の破裂音と破擦音には音素としての有声音は存

在しない。 
5
 その他にも、2002年初刷で2007年に12刷を数えるベストセラ―高島淑郎『書いて覚える初級

朝鮮語』では「語頭にきたときは[k]、語中では、[g]、終声では[-k]の音です」と説明し、発音記

号のわからない読者のためにさらに「“가가”という音の連続では、最初“가”では“ㄱ”が

語頭にきているので【ka】の音ですが、次の“가”で“ㄱ”が語中にきますから【ga】と濁り

ます。」(高島2002:10)と説明している。 
6
 濁らない音を「清音」、濁る音を「濁音」と呼ぶ。 
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点が課題となるが、本稿ではこの問題の解決には、アクセントによって生じる清音･

濁音の変異音を利用した教育が有効だと考えた7。そして、意思疎通を目的とする教

育方法を提示することで、新たな発音教育方法を模索するきっかけとなりうる例を

示したい。 

 

2. 韓国語話者による日本語変異音の知覚調査 

本稿では語頭破裂音に関する新しい発音教育を提案する。教育には清音･濁音か

らなる単語の語頭部分のアクセントを変えることで生じる変異音を利用する。その

ためにまず、清音･濁音の語頭のアクセントをHigh tone(以降「H」とする。）の場

合と、Low tone（以降「L」とする。）の場合に分け録音を行う。そしてこのアクセ

ントの違いによって生じた変異音を韓国語話者が母語のどの音として判断するの

か知覚実験を行う。 

 

2.1 発話資料の録音対象者と録音資料 

知覚調査に使用する発話資料の録音には韓国語学習歴の無い日本語を母語とす

る20代女性1名と男性1名の計2名を選定し、静かな部屋でコンピュータに直接マイ

クを繋げ8、Praat9を用いて行った。録音資料は清音と濁音から成る無意味な単語計1

2個で、高低アクセントを明確に区別できるよう二音節に設定した。また、子音の聞き取りに影

響が出ない様に後続母音は全て/a/に統一した。詳細は<表1>の通りである。 

 

 

 

                                                      
7
 アクセント注目した理由の一つ目に、日本語が単語内部で音の高さが決まっているピッチアク

セント言語である点。二つ目に、近年の研究で韓国語話者が破裂音の三重対立を弁別する際に、

後続母音のピッチパタンも有効な端緒としていることが明らかになった点を上げられる。

정윤자(2010)では、韓国語話者は平音を激音･濃音と区別するのに子音に後続する母音のピッチ

を手がかりにしていることを明らかにした。森(2009)も同様に、子音に続く母音のピッチが激

音と濃音より平音が低いことを明らかにしている。 
8
 Sonyの単一指向性コンデンサーECMPCV80UをUSBケーブルでパソコンに直接連結させた。 

9
 University of Amsterdam傘下である Institute of SciencesのPaul Boersma博士が開発したプログラム

である。音声の強さ、音の高さなどを可視化し、精密にレーベリングができる。 
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表 1. <発話資料の項目> 

アクセント 

調音位置 
HLアクセント LH アクセント 

両唇音 ぱぱ・ばば ぱぱ・ばば 

歯茎音 たた・だだ たた・だだ 

軟口蓋音 かか・がが かか・がが 

 

2.2 知覚実験対象者と実験方法 

知覚実験の対象者は、年齢20代から30代までの韓国語話者計30名を選定し、知覚実

験は静かな室内で一人ずつ行った。発話資料の再生は一問につき二回ずつ繰り返し、

被験者には聞き取った音を用紙に韓国語で記述するよう説明した。30名から収集し

た資料は語頭部分のみを分析対象とし、その結果を発音教育の資料とする。 

 

2.3 知覚実験の結果 

HアクセントあるいはLアクセントで発音された清音・濁音を韓国語話者が母語

のどの音として判断したのか、結果は下記〈図1〉〜〈図 4〉の通りである。 

 

図1. <Hアクセント清音の聴取結果(%)>  図2. <Lアクセント清音の聴取結果(%)> 

         

 

〈図1〉はHアクセントで発音された清音の知覚結果である。両唇音、歯茎音、軟

口蓋音と調音位置別に見ても、Hアクセントで発音された清音は韓国語話者には激
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音に近い音として知覚される傾向があり、両唇音は88％、歯茎音は52％、軟口蓋音

は92％と最も高かった。平音として知覚される確率が最も高いのは歯茎音の37％で、

その他は10％未満であった。 

〈図2〉はLアクセントで発音された清音の知覚結果である。Lアクセントで発音さ

れた清音はHアクセントの清音の場合に比べ、全体的に平音として知覚される割合

が多く、歯茎音が75％、Hアクセントの場合では平音として知覚される割合が0％だ

った両唇音は73％という結果になった。軟口蓋音の結果は45％と、アクセントがL

の清音であっても激音として知覚される割合が高かった。 

 

図3. <Hアクセント濁音の知覚結果(%)>  図4. <Lアクセント濁音の知覚結果(%)> 

        

 

<図 3>はHアクセントで発音された濁音の知覚結果である。<図3>から確認でき

る通り、激音に知覚される割合が殆ど確認できない。全体的には濃音として知覚さ

れる割合が多く、歯茎音が最も高い 77％で、続いて両唇音の 72％、軟口蓋音にお

いては平音と濃音が同程度の割合であった。 

<図 4>はLアクセントで発音された濁音の知覚結果である。Lアクセントで発音

された濃音は、平音に類似する音として知覚される割合が増え、歯茎音の97％が最

も多く、次に軟口蓋音の 73％、そして両唇音の 58％である。また、一般的に日本

の清音は激音として聴取されることが先行研究でも指摘されているが10、今回の知

覚実験で清音であっても L アクセントで発音すると平音に近い音として知覚され

                                                      
10
 金周熙(2007)では韓国人日本語学習者が日本語の語頭破裂音における無声音･有声音の対立をど

の様にとらえているのか知覚調査を行った。その結果、有声音が有意味な単語の場合 97％、無

意味な単語の場合95％の確率で平音と判断し、無声音が有意味な単語の場合81％、無意味な単

語の場合67％の確率で激音と判断したことを指摘している。 
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ること、また日本語の無声軟口蓋音はアクセントの種類に関係なく韓国語話者には

激音として知覚されやすいことが確認できた。つまり、韓国語話者はアクセントの

種類によって、清音を平音とも激音とも知覚するということで、語頭平音を清音で

発音するよう説明する教育の問題を裏付ける結果と言える。また、平音を韓国語話

者に適切に認識してもらうためには、「濁る･濁らない」という説明の他に、ピッ

チアクセント言語を使用する学習者には「音の高さ」の認識も重要であることを示

している。 

本稿では、上記の知覚実験の結果を踏まえ、平音にはLアクセントの濁音を、激

音はLアクセントの清音を、濃音にはHアクセントの濁音を用いた語頭破裂音の教

育方法を提案する。 

3. 発音教育と韓国語学習者による聴取判断実験 

現在、日本の教育現場や教材では、三重対立の説明にはIPA記号を提示する

か、紙などを用いて発声類型の違いを目視させる方法を用いるのが一般的であ

る。しかし、韓国語を独学で学ぶ学習者や、始めて韓国語を学ぶ者にとって専

門的な知識が必要なIPA記号での説明や、気息性や緊張性で単語の意味の弁別

を行わない日本語話者に発声類型の違いを説明するだけでは、知識は身に付い

たとしても、意思疎通が可能にはならない。 

本稿では、学習者には負担が少なく、尚且伝わる教育方法は変異音を用いること

だと考えた11。二章の知覚実験で明らかになった変異音の情報を基に発音教育を行

いその効果を確認する。 

 

3.1 発音教育と教育前後の発音資料 

教育の対象者には A 大学校語学堂に通う 20 代の韓国語学習者、女性 2 名12を選

                                                      
11

 変異音を利用する理由として、이경희･정명숙(2000)で、韓国語の激音は日本語の無声音に強い

気息性を入れることで、平音は無声音にアクセントを入れないことで、濃音は日本語の促音が

前に来るような意識で発音さるなど、変異音を利用した教育で効果を証明している点を上げら

れる。 
12

 一人は語学堂一級のクラス、もう一人は二級のクラスで共に初級に属す。事前インタビューの

結果、2名とも日本の大学で韓国語を、第二外国語として一年間の学習歴があり、三重対立の
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定し一時間半の教育を実施した。下記〈表2〉が教育の順序と教育方法である。 

 

表 2. <変異音を利用した教育内容> 

導入 
1. 三重対立をどのように理解し、発音しているのか。また、その方法

で韓国語話者との意思疎通に問題は無かったのか確認。 

提示・説明 

1. 高低アクセントの存在を認識させるため、アクセントによって使い

分けている日本語の単語を提示する。【切る(HL)・着る(LH)、飼う

(HL)・買う(LH)など】 

2. 同じ「き」や「か」であっても、アクセントによって生じる音の変

化は韓国語話者には異なった音として知覚されることを紹介。 

3. アクセントを用いた変異音の作り方を指導。 

練習 

1. 語頭に破裂音の平音･激音･濃音が来る単語を提示しながら、 

平音：アクセントがLHで、二音節からなる濁音13(「だだ」など)を利用

し、語頭をLで始める発音練習。一音節目の‘だ’部分が韓国語

の平音に近い音だと説明。 

激音：アクセントがHL で、二音節からなる清音(「かか」など)を利用

し、語頭をHで始める発音練習。一音節目の‘か’部分が韓国語

の激音に近い音だと説明。 

濃音：アクセントがHL で、二音節からなる濁音(「ばば」など)を利用

し、語頭を H で始める発音練習。一音節目の H 部分が韓国語の

濃音に近い音だと説明。 

まとめ 1. 実際に破裂音が語頭にくる韓国語の単語を利用し発音練習。 

 

発音教育の効果を確かめるため、学習者 2名の教育前後の発音を録音し、その発

音資料を基に韓国語話者の聴取判断実験を行う。発音資料には、無意味な単語計 18

個を聴取判断に使用し、静かな部屋でコンピュータに直接マイクを繋げ、Praatを用

いて録音した。発音資料の詳細は下記<表3>の通りである。 

                                                                                                                                   
気息性の違いについては、紙を使用し空気の強さを目で確認する方法で学習した。また平音に

ついては、語頭は清音、語中は濁音で発音するよう学んでいる。 
13

 音の低さがポイントとなる平音の説明には、低く発音される濁音の変異音を利用することとし

た。 
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表 3. <聴取判断実験に使用する発音資料> 

三重対立 

調音位置 
平音 激音 濃音 

両唇音 보・베 포・페 뽀・뻬 

歯槽音 두・디 투・티 뚜・띠 

軟口蓋音 가・그 카・크 까・끄 

 

3.2 聴取判断実験対象者と実験方法 

聴取判断の対象者には日本語学習歴の無い韓国語話者 10 名を選定し、静かな室

内で一人ずつ実験を行った。発音資料の再生は単語一つにつき二回ずつ繰り返し、

聞き取った音を用紙に韓国語で記述するよう説明した。 

 

3.3 聴取判断実験の結果 

<表 4>と<図 5>は、発音教育前後の破裂音に対する韓国語学習者の聴取判断実験

の結果である。 

 

表 4. <発音指導前後の聴取判断結果(%)> 

 

<図5>内に記述してある、「平音-平音」、「平音-激音」、「平音-濃音」、「激

音-平音」、「激音-激音」等は、左側が学習者の発音意図を、右側が韓国語話者が

判断した音を表している。 

 

 

 学習者の発話意図 平音 激音 濃音 

韓国語話者の 

聴取判断 

平 

音 

激

音 

濃

音 

平

音 

激

音 

濃

音 

平 

音 

激 

音 

濃 

音 

指導前 45 54 1 37 44 19 31 21 48 

指導後 77 8 15 13 64 22 15 8 76 
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図 5. <発音指導前後の聴取判断結果(%)> 

 

 

発音教育前では、学習者が発音した平音が韓国語話者にも平音として判断される

割合が45％、激音は 54％、激音が激音として判断される割合が 44％、平音は37％、

濃音を濃音として判断される割合が 48％だった。つまり、平音と激音における学習

者の意図と韓国語話者の判断との不一致は、主に平音と激音の双方の間で生じてい

る。また、発音教育前の学習者の発音した濃音が適切に伝わった割合は 48％、平音

として判断された割合が 31％、激音は21％だった。 

以上の結果から、韓国語学習者は平音を濃音とは区別できるものの、激音との区

別が明確に出来ないということ、濃音に関しては三重対立のどの音としても聞き取

れるような曖昧な発音しかできていないことが分かった。 

次に指導後の結果を考察すると、学習者の発音した平音が平音として適切に伝わ

る割合が77％に増え、激音として判断される割合は8％に減少した。濃音も同様に、

濃音として判断される割合が指導前の 48％から指導後は 76％まで増え、平音や激

音として判断される割合は減少した。 

以上、発音教育は短時間ではあったが、一定の指導効果を得ることがてきた。 
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4. 結論 
 

現在日本で行われている三重対立の教育は、気息性と緊張性の面から破裂音の特

徴を適切に説明するものである。しかし、この説明だけでは韓国語話者と円滑なコ

ミュニケーションは行えない。実際に韓国へ行き、韓国語を学ぶ学習者が増加する

中で、学習者たちは既存の教育から学んだ発音と現地で実際に耳にする発音との間

にズレがあることに疑問を持ち始めている。ここで、語学教育の目的を韓国語で意

思疎通のできる人材育成とした時、発音教育で重要になるのは正しい音声の知識を

教えることも大切だが、まずは伝わる韓国語を話せるように教育することである。

勿論、最も望ましいのは韓国語話者と同じ方法で同じ発音ができるようになること

ではあるが、既に日本語の言語体系を身に付けている学習者にとってネイティブス

ピーカーと全く同じ方法で発音を習得することは容易でない。そうなると、やはり

発音教育では学習者の発音をいかにネイティブスピーカーの発音に近づけられる

のかが重要になってくる。 

本稿では既存の教育の問題点を取り上げ、アクセントによって生じる清音･濁音

の変異音を利用する教育方法を提示した。変異音を用いた教育方法を提示するにあ

たり、二章ではアクセントによって生じる清音･濁音の変異音を韓国語話者が母語

のどの音として知覚するのか知覚実験を行った。結果を基に、発音教育には、平音

には L アクセントの濁音を、激音には H アクセントの清音を、濃音には L アクセ

ントの濁音を用いることに決めた14。 

三章では、知覚実験から得た情報を基に学習者に発音教育を行った。教育前では

学習者の発音した平音が韓国語話者には 54％の割合で激音として判断されていた

が教育後は8％まで減少した。激音は、教育前では韓国語話者に 37％の割合で平音

として判断されていたが教育後は13％まで減少した。濃音は教育前では韓国語話者

に 31％の割合で平音として、21％の割合で激音として判断されていたが、教育後は

平音は15％、激音は 8％まで減少した。このように、変異音を用いた発音教育を行

うことで、三重対立を区別して発音できる割合が全体的に増えた。ただし、今回の

調査は実験対象者の人数が少なく、十分な分析ができたとは言い難い。今後は調査

                                                      
14

 またその他にも、結果を通して韓国語話者がアクセントの種類によって清音を平音ではなく激

音としても知覚することが明らかとなり、既存の教育方法で発音を学んだ学習者が語頭平音を

適切に伝えられない原因の一つがこの部分にあると確認することができた。 
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対象者の人数を増やし統計的な分析を行うと共に、定着を確認するための遅延事後

テスト(Delayed Posttest)の実施や、指導後に平音が濃音として判断される割合が増え

たことに関する問題解決などが課題として残っている。 

以上、本稿では新しい発音教育方法の一例を提示しながら、意思疎通に重点を置

く発音教育の必要性を提起するものであった。韓国語学習者が多様化している中で、

今後は、音韻論的な正確さを求める教育だけでなく、学習者自らが自身に合う発音

方法を選択できるよう韓国語教育に携わる者は様々な発音教育を模索していく必

要があるのではないだろうか。以上、本稿では新しい発音教育方法の一例を提示し

ながら、意思疎通に重点を置く発音教育の必要性を提起するものであった。韓国語

学習者が多様化している中で、今後は、音韻論的な正確さを求める教育だけでなく、

学習者自らが自身に合う発音方法を選択できるよう韓国語教育に携わる者は様々

な発音教育を模索していく必要があるのではないだろうか。 
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