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1. 本研究の目的 
  (i) 英語からの借用語における促音化に見られる非対称性は通時的変化によるものである点， 
 (ii) 音韻理論による分析においても，通時的な観点から解釈することが可能である点を主張すること 

2. 借用語における促音化 
 (1) 促音化の条件:  ＜原語＞短母音 + 阻害音 (大江 1967, Lovins 1975 等) 
   例：(英) top ⇒ (日) トップ toppu  (英) cut ⇒ (日) カット katto  (英) kick ⇒ (日) キック kikku 

 (2) 促音化のタイプとその生起位置 (川越・荒井 2002 等) 
  a.「語末の促音化」 原語の語幹末子音・子音連続  例：top ⇒トップ toppu 
  b.「語中の促音化」 原語の母音間子音・子音連続  例：happy ⇒ハッピー happii 
   cf. 両方生起可能な条件下では「語末」が優先される  例： pocket => ポケット poketto 
                                      *ポッケト *pokketo 

 (3) 促音化の音韻論的要因  (北原 1997, Shinohara 2004, Katayama 1999, Kubozono et.al. 2008等) 
  (英) top   (日) トップ toppu    (英) puff       (日) pafu 
   t  ɑ  p]σ ⇒ t  o  p]σ  p    u]σ     p   ʌ   f]σ  ⇒ p   a   f]σ   < u > < > = 韻律外の母音 
     ｜｜       ｜｜     ＼｜                     ｜｜          ｜｜ 
      μ  μ        μ  μ           μ          μ  μ               μ  μ 
  図1. 語末の促音化        図2. 語末の非促音 (無声摩擦音) 

         (4) 語末の促音化パタン               *原語のつづり字 -age の影響 

 
 
 

 (5) 語末の促音化パタン (強勢のある短母音 + 重子音つづり字の阻害音 + 共鳴音/l, n/) 

 

 

 (6) 語中の促音化 (強勢のある短母音 + 重子音つづり字の阻害音 + 母音) 
 
 

 

3. 通時的変化 
 (7) 先行研究での指摘 (Aizawa 1988, 小林 2005, Crawford 2009 等)： 
   借用語における語末の無声摩擦音と有声閉鎖音の促音化が通時的に失われつつある 

 (8) 本研究の主張 
  a. 通時的な非促音化は語末の子音連続と語中の阻害音でも起こっている 
  b. 借用語の初出年号の調査結果がそれらの環境下での変化を示している 
  c. 促音化パタンの共時的な非対称性は通時的な観点から解釈可能である 

 (9) a. 語末の阻害音 
   (i) 有声閉鎖音         (ii) 無声摩擦音 
  /b/ knob   ⇒  ノッブ ＞ ノブ    /f/  puff  ⇒  パッフ ＞  パフ 
  /ɡ/ rug   ⇒  ラッグ ＞ ラグ    /θ/  bath  ⇒  バッス ＞  バス 
             /s/  kiss  ⇒  キッス ＞   キス  

  b. 語末の子音連続 (阻害音 + 共鳴音)     c. 語中の阻害音    
  /tC/ battle ⇒  バットル  ＞  バトル   /pV/  poppy  ⇒  ポッピー  ＞  ポピー 
  /bC/ ribbon ⇒  リッボン  ＞  リボン   /tV/  letter  ⇒  レッター  ＞  レター  
  /dC/ saddle ⇒  サッドル  ＞  サドル   /bV/  lobby  ⇒  ロッビー  ＞  ロビー 
  /ɡC/ juggle ⇒  ジャッグル ＞  ジャグル   /dV/  ladder  ⇒  ラッダー  ＞  ラダー 
             /ɡV/  dagger  ⇒  ダッガー  ＞  ダガー 
             /fV/  offer  ⇒  オッファー ＞  オファー   

  借用語 ＼ 原語 /p/ /t/ /k/ /ʧ/ /ʦ/ /b/ /d/ /ɡ/ /ʤ/ /ʣ/ /f/ /θ/ /s/ /ʃ/ 
  促音化 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  非促音 ✔ ✔ (✔)* ✔ ✔ ✔ 

  借用語 ＼ 原語 /pC/ /tC/ /kC/ /ʧC/ /bC/ /dC/ /ɡC/ /fC/ /sC/ /ʃC/ 
  促音化 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  非促音 ✔ ✔ ✔ ✔ 

  借用語 ＼ 原語 /pV/ /tV/ /kV/ /ʧV/ /bV/ /dV/ /ɡV/ /fV/ /θV/ /sV/ /ʃV/ 
  促音化 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  非促音 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 



4. データ (外来語・カタカナ語辞典から収集：荒川 1977, 金田一 1999, 小学館(編) 2000, 三省堂(編) 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  図3. 語末の有声閉鎖音 /b, g/      図4. 語末の無声摩擦音 /f, θ, s/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  図5. 語末の子音連続 /tC, bC, dC, gC/     図6. 語中の阻害音 /p, t, b, d, g, f/ 

5. 音韻理論による解釈 
 (10) 音韻論的制約 
  a. MAX-μ   入力(=原語)にあるモーラを出力(=借用語)で削除してはならない 
  b. *VOICEDCODA  音節末が有声阻害音であってはならない 
  c. *3μ    出力に3モーラをもつ音節(=超重音節)があってはならない 
  d. DEP    入力にない音を出力で挿入してはならない 

 (11) 語末の有声閉鎖音 

 

 

 (12)  語末の無声摩擦音 

 

 

  (13) 語末の子音連続 (阻害音 + 共鳴音)      (14) 語中の阻害音 
 
 
 

6.結論 
 (14) a. 通時的な促音消失は語末有声閉鎖音/b, g/，語末無声摩擦音 /f, θ, s/，語末子音連続/tC, bC, dC, gC/  
   (C: 共鳴音)および語中阻害音/p, t, b, d, g, f/で起こったと考えられる 
  b. 借用語の促音化は19世紀には現在よりもずっと規則的に生起しており，現在の共時的なパタンに  
   見られる非対称性は通時的変化によるものである 
  c. これらの変化は音韻理論において，(i) 忠実性制約MAX-μの下降，(ii) 出力の韻律外化，および  
   (iii) 入力の異分節化によって解釈することができる 
 (15) a. Yamane and Tanaka (2002)の言語の通時的変化は忠実性制約の下降によって起こるという主張は， 
   借用語適応の変化にも適応可能である 
  b. 借用語の一部が，Itô and Mester (1995)の提案している日本語の語彙階層の内部で，外側の層から 
   内側の層に「移動」したことが示唆される 
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knob nɑb. MAX-μ *VOICEDCODA DEP   knob nɑb. *VOICEDCODA MAX-μ DEP 

     no.bu *!   *  ⇒ ☞ no.bu   * * 

☞ nob.bu. * **      nob.bu *!   ** 

puff pʌf. *3μ MAX-μ DEP   puff pʌf. *3μ MAX-μ DEP 

     pa.fu. *! *  ⇒ ☞ paf.<u> * 

☞ paf.fu. **        paff.<u> *! ** 

poppy pɑp.i MAX-μ DEP   poppy pɑ.pi MAX-μ DEP 

     po.pii. *! * ⇒ ☞ po.pii. * 

☞ pop.pii **        pop.pii. **!  

battle bætl. MAX-μ DEP   battle bæ.ɾl. MAX-μ DEP 

     ba.to.ru. **! ** ⇒ ☞ ba.to.ru. ** 

☞ bat.to.ru. * ***         bat.to.ru. ***!  
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