
父称Mac-/Mc-で始まる姓の 
借用語における促音化： 
つづり字と音節構造 
東京外国語大学大学院  博士後期課程 

大滝靖司（OTAKI  Yasushi） 

yasushi.otaki.enf@tufs.ac.jp 

1 



本日の発表内容 

1. はじめに 

2. 目的と方法 

3. 分析結果 

4. 考察 

5. まとめ 
 
参考文献 

使用辞書 

巻末資料 
2 



1．はじめに 

3 



1．はじめに 

日本語における借用語の促音化 

• 原語「短母音＋阻害音」→ 促音化 
              （大江 1967, Lovins 1975など） 

• 促音化のタイプ      （川越・荒井 2002など） 
（a）「語末の促音化」：原語の語末子音 
    top /tɑ́p/ ⇒ トップ [toppɯ] 
    cut /kʌt́/  ⇒ カット [katto] 
    kick /kɪḱ/ ⇒ キック [kikkɯ] 

  （b）「語中の促音化」：原語の語中子音 
      happy /hǽpi/   ⇒ ハッピー  [happii] 
      battery/bǽtɚɹi/ ⇒ バッテリー [batterii] 
      lucky  /lʌḱi/    ⇒ ラッキー  [rakkii] 
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1．はじめに 

「語末の促音化」 

• 規則性高い（無声閉鎖音・破擦音） 
 

• 生起要因に関する議論 

（a）原語に促音知覚を誘発する音声・音響的要因 
     （Takagi and Mann 1994, Otaka 2009, 竹安2009など） 
 
（b）原語の閉音節構造（CVC）やモーラ構造を保持 
      （北原 1997, Shinohara 1997, Katayama 1999など） 
 
（c）日本語の韻律構造の指向性（HL, HHL） 
                     （Kubozono et al. 2008） 
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1．はじめに 

「語中の促音化」 

• 規則性低く、例外多し 
 

• 生起要因に関する議論（多くは母音間子音のみ） 

（a）原語における先行母音の強勢 
         （Lovins 1975, Tsuchida 1995, Kato 2006など） 
 
（b）（a）に伴う閉音節構造（CVC）への再音節化 
                   （Katayama 1998など） 
 
（c）重子音つづり字（pp, tt, ck, ss,...）（小林2005など） 6 



2．目的と方法 
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2．目的と方法 

研究目的 

• 「語中の促音化」が起こりうる音連続を持つ原語に、
先行母音の強勢と重子音つづり字が併存する場合が
多く、要因の特定が困難 
  ↓ 

• 先行母音の強勢のない語に研究対象を限定し、 
閉音節構造への再音節化も同時に排除 
  ↓ 

• 原語のつづり字や音節構造、後続要素の違いによる 
促音化率を計算し、語中の促音化における音韻論的 
および言語学外的な要因を検証 8 



2．目的と方法 

研究対象 

• 父称 Mac-/Mc-で始まる姓の借用語 
          （例：McDónald, McCártney） 

（a）父称部分の適応：「マック」or「マク」? 
   ⇒「語中の 促音化」の有無を検証可能 

（b）父称を持つ原語：後続母音に強勢あり 
   ⇒ 先行母音に強勢がない環境で、語中の促音化 
    におけるつづり字や音節構造の影響を検証 

（c）父称の最終子音：無声閉鎖音/k/ 
   ⇒ 無声閉鎖音・破擦音はかなり促音化率が高い 
    ため、子音の種類による促音化の抑制を回避 
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2．目的と方法 

研究方法 

• 使用辞書：CASIO EX-word DATAPLUS 4 XD-GF 10000 
   三省堂Web Dictionary    計26種類 
 

• データ：父称Mac-/Mc-で始まる姓の借用語 計257語 

（a）以下を除外し、最終的に計226語を分析対象： 

 ①例外的に先行母音に強勢がある11語 
        （例：Mácintosh マッキントッシュ） 

  ②父称以降に促音化が起きている20語 
              （例： McCósh マコッシュ） 

（b）同音異字語あり   （例：McDonald vs. MacDonald） 
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2．目的と方法 

研究方法（cont’d） 

• データの分類： 
（a）父称の後部要素（母音 or 子音） 
（b）父称部分の音節構造（開音節 or 閉音節） 
（c）父称の/k/のつづり字（重子音 or 単子音） 
 

  父称＋後続要素  音節構造      つづり字  語例       語数 

①Mac/Mc + V́   /mə.kV ́-/（CV）  <C>     Macádam    32 

②Mac/Mc + V́   /mə.kV ́-/（CV）  <CC>     McCártney   58 

③Mac/Mc + C   /mə.CV́-/（CV）  <C>     McGhée     29 

④Mac/Mc + C   /mə.kCV ́-/（CV） <CC>     McCléllan    9 

⑤Mac/Mc + C   /mək.CV́-/（CVC）<C>     McDónald    97 

⑥Mac/Mc + C   /mək.CV́-/（CVC）<CC>     Mackmúrdo   1 
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3．分析結果 
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3．分析結果 

三要素（後続要素・音節構造・つづり字） 
の組み合わせ 
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3．分析結果 

三要素の組み合わせ（cont’d） 

• 高い促音化率 
（a）後続要素：母音 
（b）音節構造：開音節 
（c）つづり字：重子音 
⇒ 40/58（69.0%） 例：McCartney マッカートニー 
 

• 低い促音化率 
（a）後続要素：子音 
（b）音節構造：閉音節 
（c）つづり字：単子音 
⇒ 4/97（4.1%）  例：McDonald マクドナルド 
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3．分析結果 

後続要素（母音 or 子音） 

• 母音が後続：促音化傾向 
 49/90（54.4%） 
 例：MacArthur マッカーサー 

• 子音が後続：非促音傾向 
 8/136（5.9%） 
 例：McDonald マクドナルド 

• 促音化率：母音＞子音 
 χ² (1) = 77.694, p < .001 
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3．分析結果 

音節構造（開音節 or 閉音節） 

• 開音節：促音・非促音がほぼ同じ 
 53/128（41.4%） 
 vs.  49/128（38.3%） 

• 閉音節：非促音傾向 
 4/98（4.1%） 
 例：McDonald マクドナルド 

• 促音化率：開音節＞閉音節 
 χ² (1) = 48.905, p < .001 
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3．分析結果 

つづり字（単子音 or 重子音） 

• 単子音つづり字：非促音傾向 
 16/158（10.1%） 
 例：McDonald マクドナルド 

• 重子音つづり字：促音化傾向 
 41/68（60.3%） 
 例：McCartney マッカートニー  

• 促音化率：重子音＞単子音 
 χ² (1) = 73.324, p < .001 
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4．考察 
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4．考察 

後続要素（母音 or 子音） 

• 促音化率：母音＞子音 

⇒ 先行研究の多くが主に母音間子音で起こると 
 述べていることに矛盾しない 

⇒ 先行母音に強勢がない場合でも促音化 
 

音節構造（開音節 or 閉音節） 

• 促音化率：開音節構造（CV）＞閉音節構造（CVC） 

⇒ 他の促音化のように、原語の音節構造保持という  
 観点からの説明は困難 
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4．考察 

つづり字（単子音 or 重子音） 

• 促音化率：重子音＞単子音 

⇒ 語中の促音化における重子音つづり字の影響が 
 無視できないレベルにある 
⇒ 原語の表記が借用語の表記と発音を決定している 
 可能性あり 
 
※借用語適応におけるつづり字の影響には議論があるが、 
 借用語を取り入れる際に原語のつづり字を参照すること 
 はあり得ると考えられる 
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4．考察 

例外について 

• 促音化しにくい環境下での促音化 

（a）「Mac/Mc + 既存語/定着語」として分析 

（b）語末の促音化と同様に閉音節構造が誘因 

（c）より定着した同音異字体が重子音つづり字 
 

• 促音化しやすい環境下での非促音 

（a）語末の促音化と同様に開音節構造が抑制 

（b）より定着した同音異字体が単子音つづり字 
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5．まとめ 

22 



5．まとめ 

要点と結論 

• 子音に先行する母音の強勢に影響を受けていない 
環境下で「語中の促音化」の要因を検証 

 

• 以下3点を指摘： 

1. 先行母音の強勢の有無にかかわらず、 
子音よりも母音が後続する方が促音化しやすい 

2. 閉音節構造が促音化にほとんど関与していない 

3. 重子音つづり字が促音生起要因の一つ 
 

 ⇒ 音声学的要因（強勢など）および音韻論的要因  
 （音節構造など）があまり関与していない可能性 
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5．まとめ 

今後の課題 

• 知覚実験や書き取りなどのタスクによる調査 

 ⇒ 音声学的な現象でないことを裏づけ 
 

• 先行母音に強勢がある語のデータから、つづり字に
よる促音化率の違いを明らかにすること 

 ⇒ つづり字か強勢かをより明確に 
 

• 後続要素が母音 → 重子音つづり字の可能性は？ 
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ご清聴ありがとうございました。 
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使用辞書 

• CASIO EX-word DATAPLUS 4 XD-GF 10000収録辞書 
『精選版 日本国語大辞典』小学館 
『広辞苑』岩波書店 
『明鏡国語辞典』大修館書店 
『NHK日本語発音アクセント辞典』NHK 
『現代カタカナ語辞典』旺文社 
『リーダーズ英和辞典』研究社 
『新和英大辞典』研究社 
『ジーニアス英和大辞典』大修館書店 
『ランダムハウス英和大辞典』小学館 
『プログレッシブ和英中辞典』小学館 
『カタカナで引くスペリング辞典』研究社 
『ブリタニカ国際大百科事典』ブリタニカ・ジャパン 
『百科事典マイぺディア』日立システムアンドサービス 28 



使用辞書 

• 三省堂Web Dictionary辞書コンテンツ 
『スーパー大辞林3.0』三省堂 
『新明解国語辞典』三省堂 
『コンサイスカタカナ語辞典』三省堂 
『デイリーコンサイス国語辞典』三省堂 
『グランドコンサイス英和辞典』三省堂 
『ウィズダム英和辞典』三省堂 
『エクシード英和辞典』三省堂 
『デイリーコンサイス英和辞典』三省堂 
『グランドコンサイス和英辞典』三省堂 
『ウィズダム和英辞典』三省堂 
『エクシード和英辞典』三省堂 
『デイリーコンサイス和英辞典』三省堂 
『コンサイス外国地名事典』三省堂 29 



巻末資料：OT分析 

制約 

（a）MAX-CODA 入力にある音節末子音を出力で 
   削除してはならない 
 

（b）IDENT<C> 入力と出力の子音はつづり字が 
   対応していなければならない 
 

（c）DEP  入力にない分節音を出力で 
   挿入してはならない 
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巻末資料：OT分析（cont’d） 

①P+V, (CV), <C> 

 

 

 

②P+V, (CV), <CC> 

 

 

 

③P+C, (CV), <C> 
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Macadam 
/mə.kǽd.əm./ 

MAX-
CODA 

IDENT
<C> 

DEP 
  Macadam 

/mək./ + /ǽd.əm./ 

MAX-
CODA 

IDENT
<C> 

DEP 

☞ ma.ka.da.mU **   *        ma.ka.da.mU ***!   * 

     mak.ka.da.mU ** *! **   ☞ mak.ka.da.mU ** * ** 

McCartney  
/mə.kɑ́ɚt.ni./ 

MAX-
CODA 

IDENT
<C> 

DEP 

  ma.kaa.tO.nii. * *!   
☞  mak.kaa.tO.nii. *   * 

McGhee  
/mə.gí/ 

MAX-
CODA 

IDENT
<C> 

DEP 

☞ ma.gii.       
     mag.gii.   *! * 



巻末資料：OT分析（cont’d） 

④ P+C, (CV), <CC> 

 

 

 

⑤P+C, (CVC), <C> 

 

 

 

⑥P+C, (CVC), <CC> 
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McClellan  
/mə.klél.ən/ 

MAX-
CODA 

IDENT
<C> 

DEP 
  McClellan  

/mə.klél.ən/ 
MAX-
CODA 

DEP 

     ma.kU.re.ran. * *! *   ☞ ma.kU.re.ran. * * 
☞ mak.kU.re.ran. *   **        mak.kU.re.ran. * **! 

McDonald  
/mək.dɑ́n.əld./ 

MAX-
CODA 

IDENT
<C> 

DEP 

☞ ma.kU.do.na.rU.dO. ***   *** 
     mak.kU.do.na.rU.dO. ** * ****! 

Mackmurdo  
/mək.mɚ́d.oʊ./ 

MAX-
CODA 

IDENT
<C> 

DEP 

☚ ma.kU.maa.do. **! * * 
☞ mak.kU.maa.do. *   ** 


