2022 年（令和 4 年）度 第 36 回⽇本⾳声学会全国⼤会

2022 年（令和４年）度 第 36 回日本音声学会全国大会
The Thirty-Sixth General Meeting of the Phonetic Society of Japan
主催：⽇本⾳声学会（The Phonetic Society of Japan）
会場：神⼾学院⼤学 ポートアイランド第１キャンパス
〒650-8586 神⼾市中央区港島 1-1-3
https://www.kobegakuin.ac.jp/access/portisland.html
大会運営委員長：東 淳⼀（神⼾学院⼤学）

第１日目 9 月 24 日（土）会場 D 号館 2 階 D201 講義室
12:30〜
13:00〜14:00

受付
会⻑挨拶 上⽥ 功（⽇本⾳声学会会⻑）
会場校挨拶 ⽥中康介（神⼾学院⼤学副学⻑）
総会
表彰式

14:00〜14:10

休憩

14:10〜15:40

特別講演１（⾔語系学会連合と共催）

前川喜久雄（国⽴国語研究所）

調⾳⾳声学のこれから
15:40〜16:00

休憩

16:00〜17:30

特別講演２（リモート開催）

Lee Ho-Young（Seoul National University）

Saving dying tongues with phonetic knowledge
第２日目 9 月 25 日（日）会場 D 号館 2 階 D217, D213, D212 講義室, 廊下
9:30〜
10:00〜12:25
12:25〜13:30
13:30〜14:30
14:30〜14:50
14:50〜16:30

受付
研究発表（⼝頭

D 号館 2 階 D217 講義室, D213 講義室, D212 講義室）

休憩
研究発表（ポスター D 号館 2 階廊下）
休憩
研究発表（⼝頭

D 号館 2 階 D217 講義室, D213 講義室, D212 講義室）
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研究発表プログラム

（9 月 25 日）

※優秀発表賞審査対象者は⽒名に下線を付しました。今年度の優秀発表賞は後⽇学会 HP 上で発表し､
受賞者にはメールでお知らせします｡表彰式については後⽇ HP 上でお知らせします｡
⼝頭発表 10:00〜11:05、11:20〜12:25、14:50〜16:30
A 会場（D217 講義室）
座⻑：安⽥麗，⼤井川朋彦
A1

(10:00~10:30)

⾚ちゃん⽤オムツの名前におけるアクセントの⾳象徴
熊⾕ 学⽽（関⻄⼤学）
，川原 繁⼈（慶應義塾⼤学）

A2

(10:35~11:05)

Intonation of sentences with an adverbial NPI varying in accent patterns
李 勝勲（国際基督教⼤学，ヴェンダ⼤学）
，古澤 ⾥菜，辻⽥ 麟，
Chan Le Xuan（国際基督教⼤学）
座⻑：波多野博顕，船津誠也

A3 (11:20~11:50)

平板ナガラ節の起伏化に⾒る地域的多様性
那須 昭夫, 今⽥ ⽔穂, 菅野 倫匡（筑波⼤学）

A4 (11:55~12:25)

機械翻訳の精度向上を⽬的とした機械学習による⽇本語否定疑問⽂の命題
認識の型分類
藤村 太樹（九州⼤学⼤学院）
，吉村 理⼀，冬野 美晴（九州⼤学）
座⻑：田嶋圭一，松浦年男

A5 (14:50~15:20)

⽇本⼈男性異性装者・MTF の⺟⾳に関する⾳響⾳声学的分析
濱岡 佑帆（⼤東⽂化⼤学⼤学院）

A6 (15:25~15:55)

⺟⾳の無声化とピッチとの関連性 ―モンゴル語を⺟語とする⽇本語学習者
の発⾳から―
植⽥ 尚樹（北洋⼤学）

A7 (16:00~16:30)

⾸都圏在住⼥⼦⼤学⽣における場⾯別⺟⾳体系の⾳響⾳声学的分析
斎藤 孝滋（フェリス⼥学院⼤学）

B 会場（D213 講義室）
座⻑：松⽥真希⼦，⽵内はるか
B2 (10:35~11:05)

いわゆる複合動詞「⼭⽥の法則」の通時的説明の試み
児⽟ 望（熊本⼤学）

B3 (11:20~11:50)

⾼知⽅⾔における⽂末詞 ga による無核化とアクセント単位
中澤 光平（信州⼤学）

B4 (11:55~12:25)

「姓」のアクセントの⽣成と知覚：多様性受容の地域差
吉⽥ 健⼆（愛知淑徳⼤学），菅原 佳歩（愛知県⽴港特別⽀援学校）
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座⻑：峯松信明，籠宮隆之
B5 (14:50~15:20)

⽇本語発話における Final Lengthening の検討
東 淳⼀（神⼾学院⼤学）

B6 (15:25~15:55)

オノマトペ語の⼦⾳の⾳象徴
権 延妹（神⼾⼤学）

B7 (16:00~16:30)

Phonetic Cues in the Production of Voicing Contrast in Tohoku and Tokyo Japanese:
a database study
鈴⽊ 成典（国際基督教⼤学⼤学院）,
李 勝勲（国際基督教⼤学, ヴェンダ⼤学）

C 会場（D212 講義室）
座⻑：杉本淳⼦，浅野恵子
C1

(10:00~10:30)

英語学習者⾳声の韻律を対象とした⾃動可視化・採点とその効果
峯松 信明（東京⼤学）
，中⻄ のりこ（神⼾学院⼤学）
，⾼ 英翔，
崔 ジェヒョン，勝瑞 雄介（東京⼤学⼤学院）

C2

(10:35~11:05)

Nativeness ratings of Japanese accented vowels of English: a multi-task comparison
RUBEN PEREZ RAMON, 近藤 眞理⼦（早稲⽥⼤学）
座⻑：内⽥洋⼦，林 良⼦

C3 (11:20~11:50)

ウェールズ英語のイントネーションに関する社会⾔語学的調査
―ピッチ変動の頻度と幅に焦点を当てて−
新城 真⾥奈（明治⼤学）

C4 (11:55~12:25)

⽇本⼈⼤学⽣による英語⺟⾳弱化の⾳響特性：発話実験と辞書データの⽐
較による予備的分析
⽶⼭ 聖⼦（⼤東⽂化⼤学）
，北原 真冬（上智⼤学）
，
⽥嶋 圭⼀（法政⼤学）
座⻑：髙橋康徳，井下⽥貴⼦

C5 (14:50~15:20)

半⺟⾳の存在が⻑/短⺟⾳の弁別に影響を与えるか
―台湾の⽇本語学習者を対象に―
洪 ⼼怡（国⽴⾼雄科技⼤学）

C6 (15:25~15:55)

⾔語聴覚⼠養成校の「⾳響学」のための⾳声学
⽵内 京⼦（順天堂⼤学）

C7 (16:00~16:30)

⽇本語⾳声教育の効果の検証―アナウンススクールの事例―
鴨居 真理⼦（⾹川⼤学⼤学院）
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ポスター発表 13:30〜14:30
ポスター会場（D 号館 2 階廊下）
座⻑：⽵内京⼦，北原真冬
P1 学習者本位の⽇本語⾳声学習ツールの開発
邊 姫京（国際教養⼤学）
，柳澤 絵美,（明治⼤学）
P2 ⽇本語・中国語の⼆連⺟⾳/-a.i/と⼆重⺟⾳/-ai/の MRI 動画観測
朱 春躍，呉 琪（神⼾⼤学）
，張 暁昭（NTT データ（中国）情報技術会社⻑春⽀社）
P3 Phonetic characteristics of Maritime English terms pronounced by Japanese deck cadets
内⽥ 洋⼦（東京海洋⼤学）
，杉本 淳⼦（聖⼼⼥⼦⼤学）
P4 落語における⺟⾳産出
鎌野 慈⼈，坂本 誓，辻⽥ 麟（国際基督教⼤学）
，
李 勝勲（国際基督教⼤学，ヴェンダ⼤学）
P5 ⽇本語学習者は⽇本語の⾃然発話からどのように感情を聴取するか
中林 律⼦（愛知淑徳⼤学）
P6 現役アナウンサーの「9 時 10 分前」曖昧⽂の読み分け
牧野 桃⼦（広島⼤学 (学部⽣)）
，⼭根 典⼦（広島⼤学）
P7 ⽇本⾳声学会における研究動向 ―⽇本語⾳声関連の発表を中⼼にー
⼤久保 雅⼦（東京⼤学）
，⽊下 直⼦（早稲⽥⼤学）
，⾼橋 恵利⼦（防衛⼤学校）
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◇ 参加費

大会当日は、受付で参加費をお支払いください。参加費は学生（学部、大学院）が 1,000 円、一般会員が
3,000 円、非会員（学生以外）が 6,000 円です。学生の方は受付で学生証を提示してください。
※一日目の特別講演１と特別講演２は、どなたでも無料でご参加いただけます。

◇予稿集
予稿集は電子版の発行となります。USB や冊子媒体での予稿集は配布しません。予稿集は会員マイ
ページにて事前に公開しますので、ダウンロードやプリントアウト等をして各自でご準備ください。

◇新規学会入会受付
音声学会では入会を随時受け付けております。ご希望の方は、以下をごらんください。
http://www.psj.gr.jp/jpn/membership

◇懇親会
感染症予防の観点から、今回は懇親会を行いません。

◇昼食
大会両日とも昼食用のお弁当等の受付はございません。各自でご用意の上、ご来場ください。

◇手話通訳等の支援のご案内
手話通訳や要約筆記の支援を希望なさる方に、学会が費用の一部を補助いたします。補助の内容は個
別にご連絡いたしますので、ご希望の方は 2022 年 9 月 2 日 （ 金 ） ま で に 学 会 事 務 局 （ psjpost@bunken.co.jp）にご連絡下さい。

◇展示
書籍・機器の展示を一日目 9 月24日（土）、二日目 9 月25 日（日）の両日に行う予定です。

◇大会運営委員
東 淳一（委員長）、山本誠子、籠宮隆之、木村琢也、竹内はるか、林 良子、船津誠也
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◇庶務委員
白勢彩子（委員長）、皆川泰代（副委員長）、植田尚樹、木川行央、坂本洋子、
平子達也，平田秀，三井はるみ，吉田夏也

◇企画委員
木村琢也（委員長）、竹内はるか（副委員長）、李 勝勲、井下田貴子、生駒美喜、
内田洋子、籠宮隆之、川原繁人、杉本淳子、高澤美由紀、髙橋康徳、竹内京子、
波多野博顕、林 良子、船津誠也、松浦年男、松田真希子、峯松信明、安田 麗、
山本誠子
◇会場への交通（両日とも神戸学院大学ポートアイランド第１キャンパス）
電車
JR 神⼾線「三ノ宮駅」阪急・阪神「神⼾三宮駅」
神⼾市営地下鉄「三宮駅」→ ポートライナー
「三宮駅」
「みなとじま駅」下⾞
⼭陽新幹線「新神⼾駅」から神⼾市営地下鉄で

⻄へ徒歩約 6 分

「三宮駅」→ ポートライナー「三宮駅」

神⼾空港 → ポートライナー「神⼾空港駅」

直通バス
「三宮駅」から「ポーアイキャンパス⾏」バスで約 14 分（時刻表は下記サイト参照）
https://www.kobegakuin.ac.jp/files/access/sannomiya-portisland220401.pdf
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◇キャンパスマップ

みなとじま駅

※次回 2023 年度（第 37 回）全国⼤会は北星学園⼤学で開催予定です。

