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1. はじめに 

 日本語における借用語に特徴的な現象の一つとして、原語1が語末に「短母音＋阻害音」という音連続

を持っている場合に起こる促音化がある（大江 1967, Lovins 1975 など）。促音化には原語の語末子音・

子音連続に起こる「語末の促音化」（例：top  /t  p/   ⇒トップ ）と、原語の語中子音に起こる「語中の促

音化」（例：happy /h pi/ ⇒ハッピー）がある2。 

 

表 1 語末の促音化  表 2 語中の促音化 

原語  借用語  原語   借用語 

top /t  p/ => トップ  happy /h pi/ => ハッピー 

cut /kʌ t/ => カット  battery /b tɚɹi/ => バッテリー 

kick /kɪ k/ => キック  lucky /lʌ ki/ => ラッキー 

 

 このうち「語末の促音化」にはかなり規則性があり、その要因に関する議論も音声学と音韻論の観点か

ら活発に行われてきた。例えば、促音化は日本語の母語話者による音声知覚によるものであり、原語に促

音の知覚を誘発するような音声・音響的な要因（子音や直前の母音の持続時間、子音と母音の持続時間の

比率、語の長さ、ピッチ、閉鎖解放の有無など）があるという主張がある（Takagi and Mann 1994, Otaka 

2009, 竹安 2009 など）。また、原語の語末の閉音節構造（CVC）やモーラ構造を借用語でも保持しよう

とする制約が促音化を引き起こすという主張もある（北原 1997, Shinohara 1997, Katayama 1999 など）。

他にも Kubozono et al.（2008）は、日本語では HL や HHL（H＝重音節、L＝軽音節）で終わる形が好ま

れ、そのような韻律構造の指向性が促音化の誘因であるとしている。 

 一方で「語中の促音化」は規則性を見出すのが容易ではなく、語末の促音化と同様に説明しようとする

と必ず例外が生じてしまう。先行研究の多くは母音間子音のみを扱い、原語における先行母音の強勢

（Lovins 1975, Tsuchida 1995, Kato 2006 など）やそれに伴う閉音節構造（CVC）への再音節化（Katayama 

1998 など）を生起要因としている。つまり、音節の初めにはできる限り多くの頭子音を与える Maximal 

Onset Principle では    CV は    .CV.と音節化されるのに対して、強勢のある音節は重音節となる Stress-

to-Weight の原理に従うと    .CV.は    C.V.と再音節化される（図 1）。この    C という閉音節構造が語

末の促音化と同様に語中でも促音を引き起こしているというのである。その他にも重子音つづり字（pp, 

tt, ck, ss, dd...）（小林 2005 など）も要因として指摘されているが、語中の促音化を起こす語の多くが原

語に先行母音の強勢と重子音つづり字を持ち合わせており3、要因の特定は難しい。 
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図 1 原語における語中子音の再音節化 

 

                                                           
1
 借用元の言語の語彙のことを指す。特に注釈のない限り、本研究における原語は英語の語彙である。 

2
 語中の促音化と同類の現象として鼻子音の重子音化（例：hammer /h mɚ/ ⇒ハンマー）もあるが、本稿 

 では促音化、すなわち阻害音の重子音化のみを扱う。 
3
 英語には単子音と重子音の音韻論的な区別はない。表記に見られる重子音つづり字は一部の例外を除い 

 て、その先行母音が第一強勢のある短母音であることを意味するものである。 



2. 目的と方法 

 上述のように、語中の促音化を持つ語の多くが原語に「先行母音の強勢」と「重子音つづり字」を兼ね

備えている。先行母音の強勢のみの影響を検証するのは困難だが、促音化が起こりうる音連続において先

行母音の強勢のない語に研究対象を限定すれば、閉音節構造への再音節化も同時に排除することができ、

先行母音の強勢に影響を受けないつづり字や音節構造などの関与を検証することが可能になる。したがっ

て、本研究の目的は先行母音に強勢のない環境下で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探ることである。 

 本研究では次のような理由から父称4
Mac-/Mc-で始まる姓の借用語を扱う。第一に、この父称部分が借

用語で「マック」となる場合と「マク」となる場合の両方が存在するためである。第二に、この父称を持

つ原語はほとんどの場合、後続母音に強勢があり（例：McDónald, McCártney）、原語における先行母音

の強勢という要素を排除し「語中の促音化」における純粋なつづり字や音節構造などの影響を調べること

ができると考えたためである。第三に、促音となりうる父称の最終子音/k/が無声閉鎖音であるためであ

る。借用語の促音化では子音の種類によって促音化率が異なる（川越・荒井 2002 など）ことが知られて

おり、無声閉鎖音（および破擦音）は無声摩擦音や有声閉鎖音（および破擦音）に比べかなり促音化率が

高い5。したがって、子音の種類による促音化の抑制も避けることができる。 

 研究方法は以下のとおりである。まず、CASIO EX-word DATAPLUS 4 XD-GF 10000 に収録されている

電子辞書と三省堂 Web Dictionary の辞書コンテンツを計 26 種類（「使用辞書」の項目を参照）用いて、

父称 Mac-/Mc-で始まる姓の借用語を計 257 語収集してデータを作成した。このうち、例外的に先行母音

に強勢がある 11 語（例：Mácintosh, Mácintire）は本研究の趣旨から外れるため除外した。また、日本語

における借用語全般に「語中」よりも「語末の促音化」が優先される（例：pocket /p  kət/ ⇒ポケット, 

picnic /pɪ knɪk/ ⇒ピクニック）ことを踏まえ、父称部分以降に促音化が起こっている 20 語も分析から外し

た。最終的に計 226 語を分析対象とした。なお、この中には同音異字のものも含まれている（例：

McDonald vs. MacDonald）。次に、原語における父称の後部要素（母音か子音か）、父称部分の音節構造

（開音節か閉音節か）および父称の最終子音/k/のつづり字（重子音か単子音か）によってデータを表 3

のように 6 つに分類し、分類ごとに/k/の促音化率を算出した。 

 

表 3  データの分類 

 父称＋後続要素  音節構造 つづり字   語例  語数 

①              /mə    -/（CV） <C>   Mac dam  32 

②              /mə    -/（CV） <CC>   McCártney  58 

③ Mac/Mc + C  /mə    -/（CV） <C>   M    e  29 

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

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

⑥ Mac/Mc + C  /mək    -/（CVC） <CC>   Mackmúrdo  1 

 

 

 

 

                                                           
4
 『言語学大辞典 第 6 巻 術語編』（亀井ほか(編) 1995: 1145）では次のように述べられている： 

子が名乗りに父親の名をとって「～の子」と称したり、子孫が父方の先祖の名をとって「～の（子

の一族）」の意味の姓を用いる場合、その名や姓を父称（patronymic）という。母親の名による母

称（matronymic）や、子（特に長男）による「～の父・母」のタイプの子称（teknonymy）に対立す

る命名法である。 

英語には Mac-/Mc-の他にも-s, -son/-sen, O’-, Fitz-などの父称が存在する。 
5
 同じ「短母音＋阻害音」の環境でも有声摩擦音が促音化することはない。 



3. 分析結果 

 本節では上述のデータの促音化率を後続要素、父称部分の音節構造および父称の最終子音/k/のつづり

字という 3 つの観点から分析した結果を示す。なお、図中の“Geminate”は借用語で父称部分が促音化して

いる語、“Singleton”は当該箇所が非促音、“both”は辞書内および辞書間で促音化表記と非促音表記が併存

する語を指し、P+V または P+C の“P”は父称を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2 は、3 つの要素の組み合わせによる促音化率の違いを示している。促音化率が最も高いのは、①

「父称に母音が後続し、父称部分が開音節で最後の子音/k/が重子音つづり字」の場合（40/58, 69.0%, 

McCartney ⇒マッカートニーなど）である。一方、促音化率が最も低いのは、⑤「父称に子音が後続し、

父称部分が閉音節で最後の子音/k/が単子音つづり字」の場合（4/97, 4.1%, McDonald ⇒マクドナルドな

ど）である。 

 図 3 は、父称に母音が後続する場合と子音が後続する場合（①② vs. ③④⑤⑥）の促音化率を示して

いる。母音が後続すると促音化しやすく（49/90, 54.4%; MacArthur ⇒マッカーサー, McCartney ⇒マッカ

ートニー）、子音が後続すると促音化しにくい（8/136, 5.9%; McGhee ⇒マギー, McDonald ⇒マクドナル

ド）。 

 図 4 は、父称の最終子音/k/が後続音節のオンセットとなっている場合（＝父称部分が開音節）と当該

音節のコーダとなっている場合（＝父称部分が閉音節）（①②③④ vs. ⑤⑥）の促音化率を示している。

開音節では促音化率と非促音の割合がほぼ同じ（53/128, 41.4% vs. 49/128, 38.3%）であるのに対し、閉音

節では促音化率が大きく下がる（4/98, 4.1%; McDonald ⇒マクドナルド）。 



図 5 は、父称の最終子音のつづり字が単子音つづり字の場合と重子音つづり字の場合（①③⑤ vs. ②

④⑥）の促音化率を示している。単子音つづり字である語の方が促音化しにくく（16/158, 10.1%; MacAl-

pin ⇒マカルピン, McDonald ⇒マクドナルド）、重子音つづり字である語の方が促音化しやすい（41/68, 

60.3%; McCartney ⇒マッカートニー, McClung ⇒マックラング）。 

 

4. 考察 

 父称部分の後続要素に関して、子音よりも母音が後続する場合の方が促音化する傾向にあることがわか

った。このことは、先行研究の多くが「語中の促音化」は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。ただし、第 1 節でも述べたとおり、先行研究は先行母音に強勢がある子音についてのみ言及し

ているものがほとんどであり、今回の結果は先行母音に強勢がない子音でも母音間という環境が促音化率

に大きな役割を果たしていることを示している。 

 父称の最終子音/k/のつづり字に関して、単子音よりも重子音つづり字の方が促音化する傾向にあるこ

とが明らかとなった。このことは、先行研究が言及を避けてきた（あるいは具体的な証拠を示してこなか

った）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ことを示している。つま

り、原語の表記が借用語の表記と発音を決定しうるということである。借用語適応という音韻過程を説明

するうえで文字表記やつづり字を考慮に入れることは議論の余地がある（Smith 2006, Vendelin and Peper-

kamp 2006, Paradis and LaCharité 2011 など）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

は現代では十分に起こりうると考えられる。 

 父称部分の音節構造に関して、最終子音/k/が後続音節に属し開音節構造（CV）になっている場合に比

べ、当該音節に属し閉音節構造（CVC）となっている場合に促音化率が大きく下がることがわかった。

このことは、「語末の促音化」や先行母音に強勢がある時の「語中の促音化」を引き起こすとされる原語

の閉音節構造は、先行母音に強勢のない時の「語中の促音化」の誘因となるわけでは必ずしもないことを

示唆している。したがって、この現象を原語の音節構造保持という観点から一貫した音韻論的な説明をす

るのは困難であるように思われる。 

 これらの傾向に反して促音化する理由としては、「Mac/Mc + 既存語/定着語」として分析していること

や、定着度がより高い同音異字体が重子音つづり字であること、「語末の促音化」と同様に閉音節構造が

促音化を引き起こしている可能性などが挙げられる。一方、例外的に非促音となる理由としては、定着度

がより高い同音異字体が単子音つづり字であることや、語末の促音化と同様に開音節構造が促音化を抑制

している可能性などが挙げられる。 

 

5. まとめ 

 本研究では借用語における「語中の促音化」について、子音に先行する母音の強勢という要素を排除し

たデータを分析することにより、強勢に影響を受けていないつづり字や音節構造の関与を検証した。その

結果、先行母音に強勢がない環境でも、子音が後続する場合よりも母音間子音である場合の方が促音化が

起こりやすい点、②原語の語末子音に起こる「語末の促音化」や、先行母音に強勢のある時の語中の促音

化とは異なり、先行母音に強勢のない語中の促音化は閉音節構造がほとんど関与していない点、③先行研

究で曖昧にされてきた重子音つづり字という要素が促音化の生起要因として大きな役割を果たしている点

を指摘した。 

 以上のことから、語中の促音化には強勢などの音声学的な要因が関与していない可能性がある。今後の

課題としては、音声学的な現象ではないことを裏づけるために、語中の促音化に関する知覚実験や書き取

りなどのタスクによる調査を行うことが挙げられる。また、つづり字の影響をより正確に検証するために、

今回設定した環境とは反対に全ての先行母音に強勢がある語のデータを作成し、子音が単子音つづり字で

ある場合と重子音つづり字である場合の促音化率の違いを明らかにすることが求められる。 
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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 

＜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 



巻末資料：最適性理論による分析 

 

(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 

 

①P+V / (CV) / <C> 

Macadam 

/mə.  d.əm./ 
MAX- 
CODA 

IDENT<C> DEP 
 Macadam 

/mək./ + / d.əm./ 
MAX- 
CODA 

IDENT<C> DEP 

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

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

 

②P+V / (CV) / <CC> 

McCartney  

/mə.k  ɚt.ni./ 
MAX-CODA IDENT<C> DEP 

a.  ma.kaa.tO.nii. * *!  

☞ b.  mak.kaa.tO.nii. *  * 

 

③P+C / (CV) / <C> 

McGhee  

/mə.gí/ 
MAX-CODA IDENT<C> DEP 

☞ a.  ma.gii.    

   b.  mag.gii.  *! * 

 

④ P+C / (CV) / <CC> 

McClellan  

/mə.klél.ən/ 
MAX-CODA IDENT<C> DEP 

 McClellan  

/mə.klél.ən/ 
MAX-CODA DEP 

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

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

 

⑤P+C / (CVC) / <C> 

McDonald  

/mək.d  n.əld./ 
MAX-CODA IDENT<C> DEP 

☞ a.  ma.kU.do.na.rU.dO. ***  *** 

   b.  mak.kU.do.na.rU.dO. ** * ****! 

 

⑥P+C / (CVC) / <CC> 

Mackmurdo  

/mək.mɚ d.oʊ./ 
MAX-CODA IDENT<C> DEP 

☚ a.  ma.kU.maa.do. **! * * 

☞ b.  mak.kU.maa.do. *  ** 

 

※出力における大文字は挿入母音を表す 


