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ABSTRACT. In the present study, I examined phonological and semantic factors that predict the occurrence of 

rendaku, or sequential voicing. I targeted 29,385 compound words with clear rendaku occurrences from the 

rendaku database. Using logistic regression analyses, I confirmed that phonological and semantic factors proposed 

in previous studies were actually effective for predicting the rendaku occurrence. Moreover, I specified that a 

geminate consonant in the second element is an effective factor for predicting rendaku occurrence. The logistic 

regression model accurately predicted the rendaku occurrence for 80% of the compound words. The present study 

demonstrates that multivariate analyses are effective tools for understanding complex phonological phenomena 

such as rendaku. 
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1. はじめに 

 日本語では、複合語の後部要素が有声性に関して対立を持つ無声阻害音 (清音：/k/, /s/, /t/, /h/) で始

まる場合に、対応する有声阻害音 (濁音：/g/, /z/, /d/, /b/) に変化する連濁現象が知られている。例えば 

(1) では、後部要素が清音/h/で始まるため、対応する濁音/b/に変化する。一方で、(2) が示すように、

連濁は必ず生じるわけではない。 

(1) ごみ ＋ はこ → ごみばこ (以下の例では、連濁を下線で示す) 

(2) ごみ ＋ かご → *ごみがご 

連濁の生起を説明する法則として、「複合語の後部要素が濁音を含む場合は連濁が生じない」という

「本居・ライマンの法則」が提案されている (Lyman 1894)。(2) は「かご」が濁音/g/を含むため、本居・

ライマンの法則よって連濁が生じないことが正しく予測される。なお本研究では、連濁が生じた複合

語を「連濁形」、連濁が生じていない複合語を「非連濁形」と呼ぶ。連濁と濁音の関係について、「な

かじま」と「ながしま」の対立が示唆するように、「複合語の前部要素が濁音を含む場合も連濁が生じ

ない」という「強いライマンの法則」も提案されている (Vance 2005a)。この強いライマンの法則が現

代日本語でも機能しているかどうかについて、先行研究間でも一貫した結論が得られていない 

(Zamma 2005; Kawahara and Sano 2014)。我々の研究では、後部要素と前部要素の音韻を両方考慮した場

合にのみ、90%以上の単語で連濁生起が予測可能であることが明らかとなっており、現代日本語でも部

分的に強いライマンの法則が成立していることが示唆されている (太田・太田 2014)。 

連濁に影響する意味的要因として、前部要素が後部要素を修飾する場合は連濁するが、両者が意味

的に並列される複合語 (並列複合語) では連濁しないことが知られている (Ito and Mester 2003)。 



 

- 86 - 
 

(3) やま ＋ かわ → やまがわ (山の川) 

(4) やま ＋ かわ → やまかわ (山と川) 

また、同一の単語の繰り返しからなる複合語 (畳語) では連濁が生じやすく (Lyman 1894)、人名や地名

などの固有名詞では連濁の生起に関して曖昧性が生じやすいことも知られている。 

 (5) ひと ＋ ひと → ひとびと (人々) 

 (6) やま ＋ さき → やまざき／やまさき (山崎：人名・地名) 

さらに、「すれる」と「ずれる」のように、語頭が濁音で始まる語 (濁音独自単語) が連濁形とは別に

存在する場合に、両者の曖昧性を避けるために連濁が阻害される可能性も指摘されている (Irwin 2014)。

連濁には修飾部との境界を標示して主要部を際立たせる機能があるが、語頭に濁音が許される漢語や

外来語では、語頭の有声化で修飾部との境界を標示できないため連濁が許されない (田中 2009: 100–

2)。濁音独自単語も同様に、有声の語頭が連濁の結果か元から有声であったのかが曖昧なため、単語の

境界を標示することができず、従って連濁が許されないと考えられる 1。 

ここまで連濁の生起に関わる代表的な音韻的・意味的要因について概観したが、これらの要因では

連濁の生起が説明できない場合も存在する。 

(7) よ ＋ きり → よぎり (夜霧) 

(8) よ ＋ つゆ → *よづゆ (夜露) 

(7) と (8) はいずれも後部要素に濁音を含まず、前部要素が後部要素を修飾するため、連濁が生じると

予想されるが、(8) では連濁が生じない。連濁生起が予測できない複合語に対して、多くの先行研究は

個々の後部要素の語彙的な特性に原因を帰属してきた。連濁のように複数の要因が関与し、かつ例外

が多い現象に対して一般則を導くためには、多次元の情報に基づいて結果を予測する統計手法が有効

と考えられる。そこで本研究では、「連濁が生じる・生じない」といった 2 値的な結果を予測するため

に広く使われているロジスティック回帰分析を用いて、連濁の生起を予測する音韻的・意味的要因を

明らかにすることを目指した 2。なお本研究では、連濁データベース v2.4 (Miyashita and Irwin 2014) に

含まれる 29,385 語を対象に、音韻的要因 (子音・母音・モーラ数・アクセント型)、意味的要因 (前部

要素と後部要素の関係) などの中で連濁の生起を説明可能な要因を検討した。 

 

2. 研究方法 

2.1. 連濁データベース 

 連濁データベースは、国立国語研究所共同研究プロジェクト「日本語レキシコン―連濁事典の編纂」

の一環として構築が進められており、本研究では最新バージョンである v2.4 を使用した。連濁データ

ベースには、広辞苑第 6 版または新和英大辞典第 5 版に掲載されている見出し語のうち、以下のいず

れかに該当する 34,425 個の複合語が収録されている。 

(9) 後部要素が濁音を含まない和語からなる複合語 (例：飲み薬) 

(10) 後部要素が漢語または外来語で、連濁が生じる複合語 (例：株式会社、雨ガッパ) 

(11) 後部要素に濁音を含む和語で、連濁が生じる複合語 (例：縄梯子) 

また、各複合語の連濁の有無に加え、前部要素と後部要素の語種・モーラ数・品詞、後部要素の現代日

本語書き言葉均衡コーパス (BCCWJ) に基づく使用頻度、後部要素の現代東京方言および古語でのア

クセント型、前部要素と後部要素の関係、人名・氏名のみで使用されるか、本居・ライマンの法則に反

するか、畳語か、並列複合語か、接尾辞か (例：～様)、濁音独自単語があるか、/b/に由来する/m/を含

むか (例：蝙蝠)、という情報も記載されている。 
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(12) 後部要素の品詞と連濁生起率の関係 

 

後部要素の品詞 

名詞 動詞由来名詞 形容詞由来名詞 動詞 形容詞 

合計 17,538 7,967 320 3,173 387 

連濁形 13,837 5,553 261 604 251 

非連濁形 3,701 2,414 59 2,559 136 

連濁生起率 (%) 79 70 82 24 65 

本研究では、連濁データベースに含まれる複合語のうち、連濁の生起に曖昧性が存在しない複合語

のみを解析の対象とした。連濁の生起に曖昧性がない複合語とは、広辞苑と新和英大辞典の間で表記

に揺れがない、または、どちらか一方の辞書中に連濁形と非連濁形が両方記載されていないものを指

す。また、人名・地名でのみ使用される単語も、連濁の生起に揺れがあることが示唆されたため解析対

象から除外した。以上の結果、29,385 語の複合語を解析の対象とした。このうち 20,506 語で連濁が生

じ (連濁生起率 70%)、後部要素の異なり語数は 1,407語であった。 

 

2.2. 連濁データベースに含まれる情報の数値化 

 子音・母音などの質的変数を、以下のように数値化してロジスティック回帰分析に取り入れた。ま

ず、前部要素を語末音節とそれ以外の音節に分け、さらに音節ごとに子音と母音に分けて各音素の出

現回数を数値化した。例えば「かわざかな」という複合語に対して、前部要素「かわ」の語末音節「わ」

では、/w/と/a/に 1、それ以外の音素に 0を付与し、語末以外の音節「か」についても/k/と/a/に 1、それ

以外の音素に 0 を付与した。後部要素「さかな」も同様に、語頭音節「さ」(/s/ = 1, /a/ = 1) と語頭以外

の音節「かな」(/k/ = 1, /n/ = 1, /a/ = 2) のそれぞれに各音素の出現回数を付与した。品詞・語種・後部要

素のアクセント型・前部要素と後部要素の関係などの質的変数についても 0 と 1 で数値化し、モーラ

数と後部要素の使用頻度は実際の値をモデルに取り入れた。前部要素の品詞・語種には欠損値があっ

たため、広辞苑などを参考に補完した。後部要素のアクセント型の欠損値も新明解日本語アクセント

辞典第 2 版を参考に補完し、使用頻度の欠損値は中央値で補完した。また、データ数が少ない要因は

回帰係数の推定が収束しないため、出現度数が 100 未満の要因は分析から除外した。以上の結果、本

研究では以下の要因の中で、連濁生起を予測可能な要因を検討した。 

 (13) 分析に含めた説明要因 (119種類) 

1. 音韻的要因 (96 種類) 

a. 前部要素の語末の音韻 (19 種類)：/a/, /i/, /u/, /e/, /o/, /k/, /s/, /t/, /n/, /h/, /m/, /y/, /r/, /w/, 撥音,  

/g/, /z/, /d/, /b/ 

b. 前部要素の語末以外の音韻 (22種類)：/a/, /i/, /u/, /e/, /o/, /k/, /s/, /t/, /n/, /h/, /m/, /y/, /r/, /w/,  

促音, 撥音, 拗音, /g/, /z/, /d/, /b/, /p/ 

 c. 後部要素の語頭の音韻 (9 種類)：/a/, /i/, /u/, /e/, /o/, /k/, /s/, /t/, /h/ 

d. 後部要素の語頭以外の音韻 (13種類)：/a/, /i/, /u/, /e/, /o/, /k/, /s/, /t/, /n/, /m/, /y/, /r/, /w/ 

 e. モーラ数 (2種類)：前部要素、後部要素 

 f. 後部要素の現代東京方言のアクセント型 (6 種類)：語末からアクセント核までのモーラ数 

 g. 後部要素の古語アクセント型 (23 種類)：モーラ数と高・低・高低・低高のアクセント型 

の組み合わせ 
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 h. 濁音独自単語、/b/に由来する/m/ 

2. 意味的要因 (6種類) 

i. 前部要素と後部要素の関係 (4 種類)：項 (例：網引き)、付加部 (例：荒削り)、動詞 (例： 

洗い晒し)、名詞 (例：鮎掛け) 

 j. 並列複合語、畳語 

3. その他の要因 (17種類) 

k. BCCWJ に基づく後部要素の使用頻度 

l. 前部要素の語種 (4種類)：和語 (例：車), 漢語 (例：給料), 外来語 (例：アパート), 混生 

語 (例：小道具)  

 m. 前部要素の品詞 (6種類)：名詞 (例：山), 動詞 (例：走り), 形容詞 (例：赤), 接頭辞  

(例：大), 数詞 (例：十人), 数詞 (露出) (例：ふた) 

 n. 後部要素の品詞 (5 種類)：名詞 (例：川), 動詞由来名詞 (例：買い), 形容詞由来名詞  

(例：白), 動詞 (例：走る), 形容詞 (例：苦しい) 

o. 接尾辞 

目的変数である「連濁の生起」については、広辞苑または新和英大辞典に連濁形が掲載されていた場合

は 1を、非連濁形が掲載されていた場合は 0を割り当てることで数値化した。 

 

2.3. ロジスティック回帰分析による連濁の予測 

説明変数 x に対する反応 y を比率として観測できる場合に、各変数と反応率の関係を調べる代表的

なモデルが、次のロジスティックモデルである (小西 2010)。 

(14) a. y = {exp(β0 + βixi)}/{1 + exp(β0 + βixi)} 

= 1/[1 + exp{−(β0 + βixi)}], 0 < y < 1, −∞ < xi < ∞, βi：説明変数 xiの回帰係数 

b. log(y/1 − y) = β0 + βixi, (a のロジット変換) 

本研究では、目的変数 yに連濁の生起を取り、説明変数 xに音韻・意味などの要因を考慮したロジス

ティック回帰分析を行った。解析には IBM SPSS Statistics 21 (Statistical Package for the Social Sciences, 

IBM) を使用した。ロジスティック回帰分析では多重共線性 (説明変数間の強い相関) がある場合に結

果が不安定になることが知られているが、本研究で用いた説明変数間のスピアマンの順位相関係数は

全て 0.7未満であったため、(13) の 119種類の要因を全てモデルに含めた。さらに、連濁の予測に寄与

が大きい要因を特定するために、尤度比に基づく変数増減法により変数を選択した。変数増減法とは、

説明変数を一切含まないモデル (null model) に 1 つずつ説明変数を加えながら、モデル全体の正答率 

(「連濁の生起」の正答率と「連濁の非生起」の正答率の平均) が最も高くなる説明変数の組み合わせ

を探す方法である。また、質的に異なる要因同士の影響が交絡することを防ぐために、次の 3 段階の

分析を行った。①その他の要因の中で変数を選択し、その影響を制御し、②音韻的要因の中で変数を選

択し、その他の要因と音韻的要因の影響を制御し、③意味的要因の中で変数を選択した。解析対象の複

合語では 70%で連濁が生じていたため、これよりも正答率が高い場合に予測は成功したとみなした。 

 

3. 結果 

3.1. ロジスティック回帰分析により選択された音韻的・意味的要因 

 尤度比に基づいた変数選択の結果、最終的に以下の 76 種類の要因が選択された。 
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 (15) ロジスティック回帰分析で選択された要因 (76種類) 

1. 音韻的要因 (56 種類) 

a. 前部要素の語末の音韻 (8 種類)：/i/, /u/, /h/, /m/, /r/, /g/, /z/, /b/ 

b. 前部要素の語末以外の音韻 (11種類)：/a/, /i/, /u/, /e/, /o/, /h/, /w/, 促音, 撥音, /b/, /p/ 

 c. 後部要素の語頭の音韻 (6 種類)：/a/, /i/, /e/, /k/, /s/, /h/ 

d. 後部要素の語頭以外の音韻 (6 種類)：/u/, /k/, /s/, /n/, /m/, /w/ 

 e. モーラ数 (2種類)：前部要素、後部要素 

 f. 後部要素の現代東京方言のアクセント型 (3 種類) 

 g. 後部要素の古語アクセント型 (18 種類) 

 h. 濁音独自単語、/b/に由来する/m/ 

2. 意味的要因 (6種類) 

i. 前部要素と後部要素の関係 (4 種類)：項、付加部、動詞、名詞 

 j. 並列複合語、畳語 

3. その他の要因 (14種類) 

k. BCCWJ に基づく後部要素の使用頻度 

l. 前部要素の語種 (3種類)：和語, 漢語, 混生語 

 m. 前部要素の品詞 (5種類)：名詞, 動詞, 接頭辞, 数詞, 数詞 (露出) 

 n. 後部要素の品詞 (4 種類)：名詞, 形容詞由来名詞, 動詞, 形容詞 

o. 接尾辞 

上記の要因のうち 20種類が前部要素の音韻的要因であったことから、連濁には前部要素の音韻も影響

を及ぼすことが示唆される。この結果は、前部要素と後部要素の音韻を組み合わせた場合に 90%以上

の複合語で連濁の生起が予測可能であった先行研究の結果と一致する (太田・太田 2014)。 

(16) ロジスティック回帰分析による連濁生起の予測 

 

予測値 

連濁の生起  

非連濁形 連濁形 正答率 (%) 

観測値 非連濁形 4,585 (0) 4,294 (8,879) 52 (0) 

連濁形 1,630 (0) 18,876 (20,506) 92 (100) 

   80 (70) 

このモデルは 80%の複合語に対して正しく連濁の生起を予測可能であり、正答率が連濁データベー

スの連濁生起率 70%よりも高いため、ロジスティック回帰分析による予測は成功したと考えられる。

(16) の括弧内に null model による予測の結果を示す。Null model は実際には連濁が生じない複合語に対

しても常に連濁が生じることを予測するが、本研究のモデルは連濁が生じない複合語でも 52%の複合

語で正しい結果を予測可能であり、予測精度が大きく向上している。 

最終的に選択されたモデルの Nagelkerke の寄与率は 0.40 であり、これはデータの変動の 40%がモデ

ルによって説明可能であったことを意味する。また、連濁の生起とロジスティック回帰分析の予測結

果には有意な相関がみられ (スピアマンの順位相関係数 ρ = 0.49, p < 0.001)、実際の連濁の生起とモデ

ルによる予測は一貫していたことが明らかとなった。 
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図 1. ロジスティック回帰分析による ROC曲線 

さらに ROC曲線によってロジスティック回帰の予測力を評価した。ROC曲線とは、縦軸に感度 (連

濁の生起を正しく予測した正答率)、横軸に 1 − 特異度 (特異度：連濁が生じないことを正しく予測し

た正答率) をとる曲線で、曲線下の面積 (AUC: area under the curve) が広いほど適合度が高いと判断す

る。予測が完璧な場合に AUC は 1 となり、予測がランダムな場合に 0.5 となる。図 1 の ROC 曲線は

AUCが 0.83 であり、これは一般に適合するモデルの基準とされる 0.7を上回るため、本研究のロジス

ティック回帰分析モデルの予測力は高いと考えられる。 

 

3.2. 連濁生起の予測に寄与が大きかった説明変数とそのオッズ比 

 (18) 連濁生起の予測に寄与が大きい変数のオッズ比と信頼区間 

 
Wald 値 オッズ比 

オッズ比の 95% 信頼区間 

下限 上限 

/g/_前部要素の語末 36 0.57 0.48 0.69 

/z/_前部要素の語末 42 0.57 0.48 0.67 

/b/_前部要素の語末 32 0.59 0.50 0.71 

促音_前部要素の語末以外 15 2.1 1.4 3.1 

/k/_後部要素の語頭以外 174 0.56 0.52 0.61 

/w/_後部要素の語頭以外 34 0.56 0.46 0.68 

/b/に由来する/m/ 376 0.020 0.013 0.029 

前部要素が後部要素の付加部 91 2.7 2.2 3.3 

前部要素が後部要素の項 201 0.36 0.31 0.1 

並列複合語 105 0.008 0.003 0.020 

畳語 11 2.4 1.4 4.0 

数詞 (露出)_前部要素の品詞 129 0.009 0.004 0.020 

動詞_後部要素の品詞 926 0.036 0.029 0.045 

接尾辞 280 0.097 0.074 0.13 
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ロジスティック回帰分析で選択された説明変数のうち、予測への寄与が大きかった変数について、

Wald 値 (寄与の大きさの指標) とオッズ比、95%信頼区間を報告する。オッズ比とは、オッズ (反応が

生じる確率と生じない確率の比) の比を取ることで変数の関係を表す尺度であり、例えばオッズ比が 2

の場合は他の例に比べて 2倍反応が生じやすいと解釈される。 

「扇かけ」、「匙取り」、「筆立て」のように、前部要素の語末が/g/, /z/, /b/の複合語で連濁が生じにく

いという知見は、「強いライマンの法則」が現代日本語においても機能していることを示唆する。また、

/b/に由来する/m/を含む語と並列複合語では連濁が生じにくく、畳語では連濁が生じやすいという結果

は、先行研究の知見と一致する (Ito and Mester 2003; 伊東 2008)。意味的要因に関して、前部要素が付

加部の場合は連濁が生じやすく、項の場合は生じにくいという結果も先行研究の知見と一致する 

(Lyman 1894; 奥村 1980)。さらに、前部要素の品詞が数詞の露出形、後部要素の品詞が動詞または接尾

辞の場合に連濁が抑制されるという結果も先行研究の知見と一致する (Vance 2005b; 伊東 2008)。 

「結晶皿」のように前部要素に促音が含まれると連濁が生じやすくなるという結果は、本研究で初

めて明らかになった知見である。さらに、「ヒサカキ (木の種名)」のように後部要素の語頭以外に/k/が

含まれる複合語や、「オキサワラ (魚の種名)」のように/w/が含まれる複合語では連濁が生じにくくな

る、という結果も本研究で初めて明らかになった知見である。 

 

4. 考察 

 本研究ではロジスティック回帰分析を用いて、連濁の生起を予測する要因の特定を目指した。連濁

データベースに含まれる和語複合語のうち、連濁の生起に曖昧性が無い 29,385 語を対象に、119 種類

の音韻的・意味的要因を検討した。その結果、連濁の予測に寄与する 76 種類の要因が明らかとなり、

80%の複合語に対して正しく連濁の生起を予測可能であった。ロジスティック回帰分析によって、先行

研究で提案されてきた音韻的・意味的要因が実際に連濁生起を説明することが確認され、さらに、前部

要素中の促音、後部要素中の/k/, /s/も連濁に影響を与えることが初めて明らかとなった。 

「連濁が生起する」場合と「連濁が生起しない」場合の正答率はそれぞれ 92%と 52%であり、一見

連濁が生起しない場合に強い予測力を持たないように見える。しかしながら、null model との比較で明

らかなように、連濁が起こらない場合についても 0%から 52%へと大幅な正答率の向上が見られること

から、連濁が生起する場合も生起しない場合もモデルは十分に高い予測力を持つと考えられる。「連濁

の生起」と「連濁の非生起」で正答率に差が出た原因として、70%の複合語が連濁する連濁データベー

スでは、「連濁の生起」を優先した変数選択を行う方がモデル全体の正答率が高くなったためだと考え

られる 3。 

本研究のモデルはデータの変動の 40%を説明するものであったが、残りの変動を説明する要因とし

て、統語的要因や出現頻度が低いために除外した音韻的・意味的要因などが考えられる。出現頻度が低

い要因を考慮するためには、さらに大規模なデータベースを利用する必要があり、今後は BCCWJ など

の大規模コーパスも利用して、さらなる検討を進める予定である 4。本研究は、様々な要因が関与しう

る言語現象に対する一般則を得るには多変量解析が極めて有効であることを示すものである。 

 

注 

*「連濁データベース」をご提供下さった山形大学のマーク・アーウィン先生とモンタナ大学の宮下瑞

生先生に感謝いたします。また、コーパス日本語学ワークショップの参加者の皆さま、統計解析に関し

てアドバイスを頂いた同志社大学の金明哲先生、2 名の匿名査読者の方々にも感謝いたします。最後に
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論文執筆中に公私にわたりご支援頂いた山口大学の太田聡先生に感謝を申し上げます。 
1 なお濁音独自単語と連濁形の曖昧性が原因と考えられる現象に「世間ずれ」の意味の変遷があげられ

る。「国語に関する世論調査」によれば、本来の「世間＋すれ」 (世間にあって苦労し、悪賢くなって

いる) という意味ではなく、「世間＋ずれ」 (世の中の考えから外れている) という意味で使用される

割合が、50代以下では 50%を超えている。 
2 「右枝条件」のような統語的要因は本研究の対象としない。なお、本研究で用いた 29,385 語の複合

語はいずれも後部要素が複合語ではないため、「右枝条件」の対象とはならない。 
3 「連濁の生起」と「連濁の非生起」を同数含むデータでは、どちらか一方を優先して変数選択が行わ

れないため、「連濁の生起」と「連濁の非生起」に対して同程度の正答率を示すと考えられる。 
4 BCCWJ は書き言葉コーパスであるが、発音形 (出現形) と基本形 (辞書形) が記載されているため、

発音形と基本形で語頭に清濁の対立があれば連濁形、対立がなければ非連濁形としてコーパスを検索

することで連濁のデータを得られる。 
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