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1. はじめに 
 第２言語としての英語学習の教材として、英語の歌を授業に取入れる効用については従来より

様々な知見や実践の結果が報告されている（湯舟他, 2020; 中田, 2017; Nakata & Shockey, 2011）。
本稿では幾多のアプローチの中から、選曲における問題提起と学習者の楽曲におけるリズム指向

（中田）、ボーカロイドの発音教育への応用（朝熊）、オンライン授業における歌詞の語彙表現習

得の工夫（藤本）、そして歌唱においてカナルビを有効に活用した YouTube での実践例（湯舟）を

紹介し、それぞれの効果・有用性を議論したい。 
 
2.「英語歌の選曲における問題点：リズムパターンの指向性」中田ひとみ（獨協大学） 
 英語の歌には、語彙、文法、意味、そしてリスニング向上に即した教材としての要素が十分に

あり、さらに歌唱タスクを取り入れることで英語特有のシラブルリズムの習得なども期待される。

しかし中田・湯舟 (2020) が指摘するように、現存する多くの教科書及び教育現場が採用する楽曲

は 80 年代以前のものが多く、Z 世代と言われる今の学生が視聴する楽曲の世代差も存在する。 

 こうした背景も踏まえ、学習者世代の音楽環境が言語リズムに与える影響を調べるため、英語

専攻の学生 26 人を対象に CM 制作のタスクを課して２つの観点で学習者のリズム指向を検証し

た。まずシンプルに 70 – 80 年代を代表とする４ビートロックと 2000 年以降の電子音を多用した

EDM (Electric Dance Music) のリズムパターンを用意し（図 1、図 2）、CM の BGM としてどちら

が適しているかを選ばせる。テンポと調性は同じとし（BPM = 128, key = E major）音源の制作は

GarageBand の Live Loops 機能を用いた。結果はロックを選んだ学習者が全体の 70％となり、意外

にも古めの音源を選ぶ学習者が多数を占めた。  

  図１.      図２. 

  Rock のリズム（弦楽器を多用）  EDM のリズム（ドラムを多用） 

          

 次に、音符の長さとシラブル伸縮を考慮した歌詞を CM の会話台本として用意し、80 年代以前

の洋楽に多い R&B と 2000 年代から主流のヒップホップリズムのどちらがその歌詞に合うかを選

択させた。こちらも同一のテンポと調性、ただし歌うことを想定してテンポは遅めに設定した



（BPM = 80, key = D minor）。その結果、半数の 13 人がそれぞれの音源を選び、指向性の偏りは見

られなかった。この２つのタスクからは Z 世代が同時代の音楽リズムを好むという傾向は特に窺

えなかったが、今後はシラブルリズムとの綿密な対応性などさらなる検証が必要と思われる。 

 

3.「ボーカロイドの英語歌利用への可能性」朝熊悠（関東学院大学） 
 ボーカロイド（VOCALOID）とは、ヤマハが開発した歌声合成技術およびその応用商品の総称

である（剣持・大下 2008）。ユーザーがスコアエディタに歌詞や音符を入力すると、それが合成エ

ンジンに送られ、実際の歌声の録音を元にした音声素片を連結・変換することで歌声が合成され

る（剣持・大下 2008，剣持 2012）。2007 年に発売された「初音ミク」のヒットを切掛けに、ボー

カロイドの歌声をメインボーカルに据えて作られた楽曲が動画サイトに多数投稿され、現在では

音楽制作ツールの一つとして浸透している。このようにエンターテインメントの分野で広がりを

見せる一方、ヤマハでは 2017 年より、機能を学校教育用に最適化した「ボーカロイド教育版」を

リリースしており、全国の学校で音楽の ICT 教材として導入・活用されている。2020 年に発売さ

れた「ボーカロイド教育版 II for iPad」は、日本語だけでなく英語での歌唱にも対応した。今回は、

ボーカロイドに英語の歌を歌わせることが、音楽だけでなく英語教育、特に発音学習の観点にお

いてどのように役立てられるかについて考えてみたい。 

   図３.  
   Take Me Home, Country Roads のスコアエディタ 

    

 ボーカロイドのスコアエディタは、横軸が時間、縦軸が音高を表すピアノロールとなっており、

直感的な入力・操作が可能となっている（剣持 2012）。一般的な楽譜に対して、音の高低だけでな

く、発声するタイミングや時間も物理的に等間隔で示されているわけだが、このことを利用して、

英語の発音の特徴を観察することができる。例えば、よく知られる英語楽曲と、それに日本語詞

を付けたものでは、メロディのリズムが違っていることがある。例として、“Take Me Home, Country 
Roads”（「カントリー・ロード」）の英語版・日本語版それぞれをボーカロイドのスコアエディタ上

に入力し比較してみると、音の長短の理解が視覚的に可能である。日本語版よりも音の長さが短

くなっているのは、英語歌詞における機能語の部分である。また、日本語版ではアウフタクト等

が無くなり音の長さが比較的均一になっているが、これは日本語がモーラを韻律単位とすること

と関わりが有ると考えられる。一方、英語は強弱アクセントで音節を韻律単位とする言語である

ため、内容語や強調したい語のアクセントを強く長めに発音し、それ以外の語は弱く発音される。

このことが歌詞の形になっても音符の長さとして反映されていると言える。ボーカロイドを使え

ば、楽譜が読めずとも、このような英語と日本語の韻律の違いを目で見て理解できるうえ、実際

に操作し歌わせることにより、耳で聞いて確認することもできる。  
 
4.「英語歌を利用した語彙表現の学習と動機付け向上のための実践」藤本淳史（拓殖大学） 
洋楽の授業取り込みへの試みは従来より様々な教育現場で行われており、これまで Higuchi 

(2018)，牧野（2012）などによってその有効性が明らかにされている。しかし洋楽の使用はレク

リエーション的な要素となりがちであり，角山（2001）は教材としての価値の理解が十分に共有

されていない現状を指摘し、洋楽は Authentic な言語教材として通常の教材に劣らないこと，さ



らに言語教材としてそれ以上の効果を上げる可能性を秘めている、と期待している。その有効性

について本稿では，洋楽が言語教材として発展し得る方向性を提示し，かつ発表者が現在行って

いる歌詞のデータベース化について述べることとする。 
 実践例の分析の結果，2019 年以前の対面授業で洋楽を授業に取り入れた際には，インプット主

体のものが多くアウトプット活動を促すものが少ないことが分かった。武井 (2002）が学習者へ

の定着には「聞かせること＋αの要素が必要である」と述べているように，発表者は「声に出す」

ことによりバランスの良い教材となり得るのではないかと考えた。そこで，2020 年度のオンライ

ン授業では，１) アウトプットタスクを意識的に取り入れ聴かせたい箇所だけを切り取る，２）暗

記の時間を設けて教員に対して暗唱する、など学生には緊張感をもってタスクに臨んでもらった。

しかし，人数の関係でグループごとの暗唱となるという問題も浮上し，聞き分けが可能なのは約

３人までだとわかった。以上が発表者のこれまで行ってきた実践例と問題点である。 
次に、洋楽が Authentic な言語教材として発展し得る方向性を考える。洋楽がいかに単なるレ

クリエーション的なものに終わらず，その価値を高められるのか。そのヒントは，Li & Sun（2011）
の「語学習得は，より機知に富んだセンスの良い表現を学ぶことが最終目的である」という言葉

にあると考えられる。何世代にも渡り脈々と受け継がれてきた生き生きとした表現，つまり，こ

とわざや慣用表現を身近な洋楽を通して学ぶ，これこそが洋楽の教材としての発展し得る道では

ないかと考えた。 
具体的には、文化の知識継承や人々の相互理解を目的に作成されたアメリカの小学生 1～6 年

生向けの教科書シリーズ（Hirsch 2014）の中の 146 のことわざや慣用表現を参考とし、さらに洋

楽の歌詞検索サイト Lyrics.com から歌詞を抽出して年代，楽曲の BPM，男女・グループごとに

データベースを作成した。これにより、どの表現が何の曲で使われているのか，教材として適正

な音楽であるかどうかを把握できる。そして教員個人の嗜好による曲選別ではなく，バラエティ

ー豊かな楽曲を学生に提供し，学ばせることができる。さらには，アメリカの小学生が学ぶこと

わざや熟語、慣用表現を学ぶことで文化と認識の共有が可能となる。以上の要因から、こうした

アプローチにより洋楽の教材としての価値を一層高められ、また学習効果も上がるものと考える。 
 
5. 「流暢歌唱へ誘導するカナルビと教育メディアとしての YouTube とカラオケ利用」 
  湯舟英一（東洋大学） 
 思春期以降の大多数の英語学習者には，聞いた音声を繰り返す際に，正しい発音に誘導するた

めの視覚的補助があると便利である。湯舟・井上・藤田（2015）や、湯舟・井上・濱屋（2017）な

どのカタカナを援用した音読実験を通して、カタカナは、１つ１つの単語の発音よりも、自然な

音声変化が実現されたチャンクの発音に誘導する効果があるということが分かってきた。次に発

表者は、上記の成果を英語のカラオケ・テロップに応用し、（株）第一興商の洋楽カラオケソフト

に新しいカナルビを導入する取り組み「Nipponglish プロジェクト」を始めた。 
 従来の英語カラオケに振られているルビは、各単語の上に割り当てる文字通りのカタカナ英語

であるが、新たに開発したカタルビでは「レリゴー」のようにチャンク単位の音声実現に近づけ、

かつ音楽の時間的尺に収まって歌唱できるようにカタカナのルビを減らした。その際、3 つのト

レードオフと考えられる要素、「視認性」「音再現性」「親和性」の折り合いを着ける工夫を行った。 
 さらに、この新しいカナルビを利用して、英語カラオケ歌唱実験（湯舟他 2020）を行った。そ

の結果、評価項目「1.音素、2.リズム・ストレス、3.表現力、4.流暢性、5.理解度、6.印象評価」の

うち、「3. 表現力」以外のすべての項目で、交互作用の有意水準 p<0.05 あるいは p<0.01 レベル

で Nipponglish Ver.の評価点が通常 Ver.より有意に向上した。 



 Nipponglish.com では上記カラオケソフトの「英語発音の難易度リスト★1～★5 が載っており、

授業での英語歌の導入の際、学生の習熟度にあった楽曲を紹介する上で便利なツールであると言

える。しかし、カラオケだけでは歌手の音声を聞きながらリピートするシャドーイングの効果が

期待できず、リスニング能力の伸長に効果が薄かった。そこで、㈱ 第一興商の Nipponglish version
の歌唱頻度上位の曲を中心に、音声を聞きながら同時にカナを頼りに音読や歌唱ができるオリジ

ナル動画を作成し YouTube 上で公開する試みを始めた。その結果、現在チャンネル登録者数 2 万

人超、作成した動画は 100 本以上、その中には 100 万再生を超え、高評価が 2.1 万を超える楽曲

（Dynamite / BTS）も出てくるようになった。発表では、YouTube カタカナ動画の一般視聴者やチ

ャンネル登録者からのフィードバックについても報告したい。 
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