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<論 文> 

有声破裂音の後続する促音閉鎖区間の有声性に関する音声パターン 

Sound Patterns during the Closure of Sokuon and the Following Voiced Plosives 
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要旨  

 本研究では促音に有声阻害音、特に破裂音が後続する場合の、促音と破裂音の閉鎖区

間の音声について、その有声性に注目して音響分析を行い、音声パターンを認定した。

資料は 2006～2007 年に収集した録音資料で、東北と近畿の話者によるものである。16

～80 歳の話者を含む。先行研究の報告と、本研究資料の分析の結果から、閉鎖区間中の

音声パターンとして、(1)声帯振動のないもの、(2)先行母音からの持続による声帯振動の

みあるもの、(3) 後続有声破裂音の prevoicing による声帯振動のみあるもの  (4)先行母音

からの持続と後続有声破裂音の prevoicing による声帯振動があるもの (5)全区間中声帯振

動が持続するものの 5 パターンを認定した。このうち本研究資料では (3)以外のすべての

パターンが観察された。また前節母音からの持続による声帯振動に関しては，これが a. 

残余的と見なせるものと、b.制御的と見なせるものに分けられる可能性を指摘した。  

 

Abstruct 

This article provides fundamental information on the voicing patterns that occur during the 

closure of sokuon and the following voiced plosives. Data were collected in 2006 and 2007 in 

the Tohoku and Kinki areas. The speakers ranged in age from 16 to 80 ye ars old. Data from 

previous studies and the acoustic analysis of this study identified five patterns: (1) no voicing, 

(2) only continuous voicing from a preceding vowel, (3) only prevoicing of a following voiced 

plosive, (4) both continuous voicing from a preceding vowel and prevoicing of a following 

voiced plosive, and (5) full voicing. All patterns except (3) were attested in present data. The 

possibility of two subordinate patterns in (2)  and (4) which have a continuous voicing from a 

preceding vowel were pointed out. 

 

1. 研究の背景  

 促音に後続する音声には，音韻的な制約，すなわち有声音は促音に後続しないという

制約のあることが知られている（高山倫明 2012）。一方で，外来語の流入によってこの

制約に触れる語が増加しつつある。本研究では促音に有声阻害音、特に破裂音が後続す
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る場合の、促音と破裂音の閉鎖区間の音声について、その有声性に注目して音響分析を行い、音

声パターンを設定する。 

 

1.1. 先行研究―有声音が後続する促音の音声特徴について 

促音の音声に関して、無声音が後続する場合についての記述は多くあるが、有声音が後続する

場合についての記述は少ない。本節では有声破裂音が後続する促音の閉鎖区間の音声について述

べた先行研究について概観し、本研究で参考にする点をまとめる。 

高田正治（1985）は比較的早い時期に X線動画資料やダイナミックパラトグラム、スペクトロ

グラム（原文ではソナグラム）を用いた分析を行っており、非常に貴重な資料を残している。東

京方言話者の無声音の後続する促音の分析を中心としつつ、有声音が後続する場合についても分

析を行っており、また無声音に関してはいわゆるシラビーム方言の話者による促音の代表として

青森県深浦方言話者の分析も行っている。この促音の調音および音声詳細に関する知見は、有声

音が後続する場合を含め促音全般の音声実現に関して考察するうえで参考にすべき点が多いため、

ここで簡単に結果を要約して紹介する。 

まず促音に無声音が後続する促音について、X線動画資料（東京方言話者男性 1名、1929年生

まれ）と、ダイナミックパラトグラム（東京方言話者 2 名（性別、生年不明））を検証している。

その観察から促音に無声破裂音が後続する場合、非促音語の場合に比べ、①促音に先行する母音

の開口度が大きい、②後続破裂音の調音への移行が素早い、③ただし接触面積が最大となるピー

クは閉鎖区間の後半にある、④喉頭から咽頭腔にかけての空間の広がりのピークが閉鎖区間の終

端付近にくる、⑤摩擦音における狭めあるいは破裂音における閉鎖の程度が強い、といった観察

を行っている。また④に関しては後続無声破裂音の無気音化に関わっており、簡易な聴取実験か

らその無気音化が聴取における促音らしさと関わると考察している。 

促音に有声音が後続する場合についてはダイナミックパラトグラムとスペクトログラムを資料

にしている（東京方言話者 3 名。性別、生年不明。うち 1名のみ無声音の話者と共通か）。その結

果として、声帯振動が(1)閉鎖区間全域にわたるパターン（以下、全区間持続）、(2)閉鎖区間中央

付近で弱化あるいは消失するパターン、(3)後続有声音の prevoicing（本文中では先行 buzz bar）が

閉鎖区間終端にのみ現れるパターン、の 3 パターンを指摘した。またこれらのパターンは個人ご

とに分かれると述べている。 

青森県深浦方言に関しては無声音が後続する場合の、ダイナミックパラトグラムとスペクトロ

グラムの分析を行っている（男性 1 名、1946 年生まれ）。その結果として、促音を含む場合、含

まない場合に比べて、①閉鎖持続時間が 1.17 倍 とあまり変わらない、②摩擦音の狭めの強さは

変わらないが、閉鎖音の閉鎖は強くなる、③一貫はしないが全体的傾向として促音直前のモーラ

の長さが長くなる、ということを報告している。 

以上の知見は、話者の生年や性別についての情報が明らかでなく、その点でこの知見の位置づ

けに難があるものの、特に有声音が後続する場合の音声についての記述は本研究の結果の考察に
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おいて大いに参考にし得る。また話者の生年については、1985年当時の 20歳以上 60 歳未満（成

人で当時の定年退職以前の年齢）と仮定すれば、少なくとも 1965 年以前、1925 年以降と推定で

きる。この年代の話者 3 名において、上記の 3 つのパターンが観察されたという報告は注目に値

する。 

高田正治（1985）以降、有声音の後続する促音の音声詳細を扱った研究はなかなか見つけるこ

とが難しいが、その中で川原氏の一連の研究は音韻論的な課題を挙げながらその論拠とする音声

詳細を扱っている。Kawahara, Shigeto（2006）は促音に有声破裂音が後続する場合の「無声化」の

音韻論的解釈を裏付けることを目的として音響分析および聴取実験を行っている。 

このうち音響分析に関しては、さらにこの「無声化」がカテゴリカルなものであること検証す

るために行ったもの（東京出身 30代男性 1名）と、有声性と相関する音響的特徴（acoustic correlates）

および、その重子音と短子音（促音に破裂音が後続する場合と促音のない場合）の間での違いを

確かめるための分析（東京、広島、静岡出身、20 代、女性、各地域１名（計 3 名））を行ってい

る。特に後者の分析については全音声分析結果（閉鎖持続時間、閉鎖区間中の声帯振動持続時間、

先行母音持続時間、先行母音の F0および F1、後続母音の F0および F1）が付表（appendix）で示

されている。これらの結果を見ると、Kawahara（2006）の扱った資料では、閉鎖区間の前半部に

のみ、先行母音から引き続く声帯振動が出現するパターンのみが観察されている。 

ただしこの Kawaharaの分析は、各地域出身話者それぞれ 1名の音声の分析であり、またその話

者の年齢は当時 20 代と若い世代である。後にも述べるように、世代差が存在する可能性があり、

これをもって各地域の特徴を述べることはできない。これらの地域のこの世代において、上記の

ようなパターンが見られたという事実を参考とするべきであろう。 

次に最近の研究として挙げられるのが松浦年男（2012）である。松浦（2012）は、九州方言な

ど促音に有声破裂音が後続する音連続を含む語を語彙に持つ地域方言では、これを持たない方言

とは音声が異なるのではないかという疑問から、天草本渡方言（1941 年生まれ男性 1 名）、長崎

方言（1940～53 年生まれの男性 1 名性 3 名）、佐賀西部方言（1969 年生まれ男性 1 名）の音声を

分析している。分析の結果、天草本渡方言と長崎方言では全区間持続のパターンと、閉鎖区間の

前半部にのみ声帯振動のあるパターンが観察され、一方、佐賀西部方言では、閉鎖区間中ほとん

ど声帯振動ないパターンが観察されたことを報告した。松浦はこの結果から、地域差が存在する

と結論付けている。 

ただし松浦（2012）の資料は各地域の話者数が少なく、世代が地域間で大きく異なっているこ

と、また分析語（および収録方法）が地域間で大きく異なることといった問題があり、単純にこ

の結果から九州内、および東京との地域差を結論付けることはできないであろう。特に世代につ

いては結果に大きく影響する可能性がある。また、仮に日本語内で地域方言差があるとして、促

音に有声破裂音の後続する語を有するという点で共通する九州内の地域方言間で、何がそのよう

な音声の違いをもたらしているのかという説明が現時点ではなされていない。 

なお松浦の分析する語はその方言の持つ表現形が一部含まれており、それらの発話は本研究で
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扱った外来語などより話者になじみの深い語の発話となると考えられ、ここに本研究結果との差

異があるかどうかも今後注目される ii。 

 

1.2. 報告された音声パターンの整理 

以上の先行研究で報告された閉鎖区間中の音声を、声帯振動の出現箇所という観点から見ると、

閉鎖区間についてこれを前半部と後半部に分け、その組み合わせから音声パターンを分類して観

察することが可能であるように思われる。ここで以上の先行研究の報告について、声帯振動の出

現位置についてそのパターンを整理しておく。また 

 

＜閉鎖区間中の声帯振動のパターン＞ 

１． 声帯振動なし     （１） 

２． 声帯振動あり 

ａ．部分的 

  ア．前半部のみ     （２） 

  イ．後半部のみ     （３） 

  ウ．前半部および後半部（途中途切れる） （４） 

ｂ．全区間中持続     （５） 

 

このパターンの分類に基づき、先行研究で報告された音声を地域、世代について整理すると表

1 のようになる。この表 1 を改めて見ると、世代差に関して現れるパターンに傾向があるように

思われる。すなわち閉鎖区間の後半に声帯振動が現れるパターン（全区間おより途中途切れるも

のを含め）の報告は古い世代の話者に限られている。このことは語頭の音声（voice onset time: VOT）

に観察される世代差との関連が予想される。すなわち関東以西では、語頭有声破裂音の prevoicing

に関して、古い世代ではこれを伴って発音するが、若い世代ほど伴わない発音が多くなっている

（高田 2011）。促音に後続する有声破裂音の場合にも、この閉鎖区間の後半に現れる声帯振動は、

有声破裂音の閉鎖解放に先行する声帯振動という点で共通しており、これが prevoicing として発

音されるものであるとすれば、ここに語頭と同様の世代差が見られても不思議ではない。有声破

裂音の後続する促音の音声パターンを観察する際にも、話者の世代に注意を払う必要がある。 
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表 1.  従来の報告における有声破裂音の後続する促音の閉鎖区間の音声 

地域  世代（生年）  観察された声帯振動パターン 

     （１） （２） （３） （４） （５） 

東京  1965年以前（推定）          ○   ○   ○ 

   1975～80年代前半      ○ 

静岡  1975～80年代前半      ○ 

広島  1975～80年代前半      ○ 

天草本渡 1940 年代前半                   ○ 

長崎  1940～50年代前半      ○           ○ 

佐賀西部 1960 年代後半   ○                  

 

また地域に関して言えば、先行研究の報告は東京より西、特に九州に偏っている。語頭の音声

（VOT）については東北と関東以西の間に大きく違いが見られ、さらに関東以西では近畿がその

特徴を強く示す（高田 2011）。このことから考えれば、破裂音の後続する促音の有声性に関する

音声特徴についても、この両地域を扱うことが必要であると考えられる。 

 

1.3. 本研究の射程 

 以上の先行研究を踏まえつつ、本研究では、閉鎖区間内の声帯振動の現れる位置に注目しつつ、

音声パターンの分類を試みる。 

なお地域差、世代差の詳細な分析は本論文では割愛し、次稿の課題とする。ただしこれはこれ

らの課題の重要性を軽んじるものではない。先にも少し触れたように、語頭破裂音の有声性（VOT）

に関しては、東北と関東以西の間の地域差、および各地域内の世代差が観察されることから、促

音および後続有声破裂音の閉鎖区間の有声性に関しても地域差、特に東北と関東以西での地域差、

そして世代差が観察される可能性が十分ある。また松浦（2012）が指摘するように、促音に有声

音の後続する音連続がその語彙に見られる方言と見られない方言との間の違いも重要な観点と考

えられる。 

本稿においては、その詳細を分析することは射程としないが、以上の地域差および世代差の影

響を受けることを念頭に置き、東北と近畿（近畿は語頭有声破裂音の VOTに関して関東以西の地

域的変種の中でもっとも典型的な様相を示す地域）の両地域を扱い、また世代に関してできるだ

け広い世代を偏りのないように選ぶものとする。 

 

2. 研究方法 

 本節では本研究で用いる音声資料、また音響分析の手法について述べる。 
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2.1. 資料の概要 

 本研究で分析する資料は、2006～2007年にかけて収集した指標地域録音資料 iiiの一部である（詳

細は高田（2011）参照）。この資料では、日本本土内 5 地域の，10 代以上の話者（上限なし，た

だし 60代以上の話者を必ず含む）をできるだけ広い年齢に渡って収録している。語彙読上げ式に

よる面接録音調査である。録音では、ノートパソコンに直接，あるいは外付けサウンドデバイス

（Edirol UA-3FX）を中継して，マイク（SONY PCM-MS957）を接続し，ノートパソコンに音声を

取り込んだ。またポータブルリニア PCM レコーダー（SONY PCM-D1）を使った場合もあった。

いずれも録音時のサンプリング周波数は 22050Hz，量子化ビット数は 16bitである。 

調査項目は、促音に後続するものを含め、語頭および語中の破裂音を含む語を中心としている。

無意味語 8語（単音節語 6語，2音節語 2語），有意味語 112語の計 120語からなり、そのうち破

裂音が促音に後続する音連続を含む語は次の表 2に示す 10語である。 

 

   表 2. 「促音＋破裂音」の調査項目と分析語 

語 分析対象 後続母音 

グッバイ /Qb/ /a/ 

仏陀（ぶっだ） /Qd/ /a/ 

ベッド /Qd/ /o/ 

スラッガー /Qg/ /a/ 

バッグ /Qg/ /u/ 

河童（かっぱ） /Qp/ /a/ 

打った（ぶった） /Qt/ /a/ 

ペット /Qt/ /o/ 

サッカー /Qk/ /a/ 

バック /Qk/ /u/ 

 

これらの語はすべて有意味語で、促音に後続する破裂音の調音位置と有声性について網羅するこ

と、できるだけ有声性に関してミニマルペアーを用意することを念頭に設定したものである。ま

た後続母音は基本的に/a/のものを採用しつつ、語の親密性が高い（よく知られている）と考えら

れ、かつミニマルペアーが用意しやすい語については採用するという方針で決めた。今回はこれ

らのうち促音に有声破裂音が後続するものを中心に分析するが、必要に応じて無声音の分析も行

った（3.2 節）。なお本研究で扱う語は外来語などが多く、特に高年層の話者において新密度が低

い場合もあり、その場合、話者にとって表記の文字列を発音するというタスクになっている場合

があった。本研究ではあまりにも流暢性が低く、不自然な発話に関しては分析から除外している。

このことは次の 2.2節で詳述する。 

本研究で対象とする資料は指標地域録音資料中の東北と近畿の資料から、世代と性別の分布に
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配慮して選択した。すなわち話者の世代を 10年ごとに区切り、できるだけ各世代男女各 1名、か

つその 2 名は世代の前半と後半をカバーするように選んだ。また資料の音質において、残響が大

きく、閉鎖区間の有声性の判定に困難をきたすものについては分析対象から除外した（判定方法

については 2.3節で詳述）。話者の出身地と生年および性別についての情報を表 3に示す。 

 

表 3. 分析対象話者 

話者記号 地域 出身市町村 世代 年齢 性別 

 

話者記号 地域 出身市町村 世代 年齢 性別 

T17M 東北 秋田市 10 17 男 

 

K16M 近畿 豊中市 10 16 男 

T19F 東北 横手市 10 19 女 

 

K19F 近畿 大阪市 10 19 女 

T20F 東北 秋田市 20 20 女 

 

K21F 近畿 豊中市 20 21 女 

T28M 東北 南秋田郡 20 28 男 

 

K26F 近畿 泉南市 20 26 女 

T34F 東北 秋田市 30 34 女 

 

K30M 近畿 堺市 30 30 男 

T36M 東北 横手市 30 36 男 

 

K36F 近畿 大阪市 30 36 女 

T51M 東北 大仙市 50 51 男 

 

K46M 近畿 大阪市 40 46 男 

T55F 東北 由利郡 50 55 女 

 

K49F 近畿 箕輪市 40 49 女 

T63M 東北 由利本荘市 60 63 男 

 

K51F 近畿 堺市 50 51 女 

T63F 東北 秋田市 60 63 女 

 

K56M 近畿 大阪市 50 56 男 

T79F1 東北 秋田市 70 79 女 

 

K60F 近畿 吹田市 60 60 女 

T79F2 東北 秋田市 70 79 女 

 

K65F 近畿 大阪市 60 65 女 

T80M 東北 秋田市 80 80 男 

        

なお促音に濁音（共時的には有声破裂音）が後続する音連続音韻的に対する音韻的な制約につ

いて、本研究で扱う地域の方言については、いずれも制約がある（方言語彙にそのような連続を

有さない）ものとして論を進める iv。ただし東北方言においては現代日本語において音声的には

促音に有声破裂音が後続する音連続が存在する。この点については今後の検討が必要である。そ

して音声的な音連続の音声を含めて述べるためには、方言語彙内の当該音声と、本研究と同様親

密度の低い語（外来語など）の音声とを両方分析し、比較することも今後の課題として必要であ

ろう v。 

 

2.2. 個別の資料の扱い 

分析対象とした話者の資料の中で、促音および後続破裂音の閉鎖区間が長くなるなど、あまり

に不自然に感じられる発話（表中「非流暢」）、また促音に後続する破裂音の有声性について音韻

的な無声化を起こしている（Kawahara 2006）と判定できる発話（表中「清音化」）については分

析から除外した。 

本研究で扱う地域では促音に有声破裂音が後続する音連続を基本的に有さないため、これを発
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音することに難を感じる話者もいる。またこれまでにも指摘されている現象として、促音に有声

音が後続する音素配列を有さない方言、および標準語において、促音に後続する有声阻害音（濁

音）を無声音（清音）として発音するという現象（以下、清音化）がある（小泉 1989、カッケン

ブッシュ寛子 1992、Kawahara 2006、川原繁人 2012、高山 2012、他）。これは音韻的な現象、すな

わち音素配列に関する制約に基づく現象であり、音声学的な意味での無声化（本来有声音である

音声が部分的にあるいは完全に声帯振動を失う）とは異なる。本研究では筆者（東京都出身、30

代、女性）ともう一人（千葉県出身、30代、男性）の聴覚的判定により清音化を同定し、次の表

4に示す発話について、分析から除外した。 

 

表 4. 分析から除外した発話 

語  分析対象音節 非流調  清音化    

仏陀  /Qda/  T80M 

バッグ  /gu/    T79F2、T80M 

ベッド  /do/  T79F2、T80M  

スラッガー /ga/  T80M  T79F2    

 

2.3. 音響分析方法 

音響分析に用いたソフトは、Praat (ver. 5.1.02)およびWaveserfer (ver. 1.8.5)である。分析において

は、促音と後続破裂音の閉鎖区間の認定と、その閉鎖区間中の声帯振動を示すエネルギーの認定

が問題となる。本研究では、閉鎖区間は先行母音の終端から後続破裂音の破裂までとする。先行

母音の終端は、基本的に、スペクトログラムおよび音声波形においてエネルギー（特に高周波数

帯域）の急な減衰を指標にして認定した。閉鎖区間を認定したのち、閉鎖区間内の声帯振動の有

無の判定、およびその持続時間を計測した。この分析ではスペクトログラムおよび音声波形に現

れる周期的エネルギーを測定の対象とするが、その際、狭帯域スペクトログラムによりそのエネ

ルギーが話者の基本周波数帯域にあることを確認した。これは、特に先行母音より引き続くエネ

ルギーが観察される場合に、そのエネルギーが録音環境による残響（録音室での反響など）であ

る可能性があり、この影響をできるだけ防ぐために行った。 

 

3. 分析結果と考察 

 以下では分析により観察された声帯振動のパターンについて報告する。また特に声帯振動が先

行母音から引き続く場合について、そこに想定されるべき２つの喉頭制御のタイプについて提案

を行う。 

 

3.1. 観察された音声パターン 

まず本研究で分析した資料全体を通して促音および後続する破裂音の閉鎖区間において観察さ
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れた声帯振動のパターンについて述べる。 

 先行研究で報告された音声パターンについて、先に５つにまとめた（1.1.2 節）。結論から述べ

れば、本研究の資料で観察された閉鎖区間中の声帯振動のパターンをこれに当てはめると、この

うち４つのパターンが観察されたと言える。すなわち閉鎖区間中、（１）声帯振動なし、（２）前

半部のみあり、（４）前半部および後半部にあり（途中途切れる）、（５）全区間中持続、の４つで

ある。（３）の後半部のみありのパターンは本研究資料では観察されなかった。なお以上のパター

ンは全て、東北および近畿の両地域で観察された vi。 

以下、各パターンの代表的な音声の音声波形とスペクトログラムを図 1～図 4 に示す。図中、

破線の縦線は閉鎖区間（先行母音の終端から後続破裂音の閉鎖開放時点）を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 閉鎖区間中の声帯振動なし（東北、T79F「バッグ」） 

 

 

 

 

 

     声帯振動を 

         示すエネルギー 

 

 

 

 

 

 

図 2．「前半部分のみ声帯振動」（近畿、K21F「仏陀」）；声帯振動持続時間 69msec 

b     a              Q          g       u 

b     u        Q        d       a 
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     声帯振動を 

         示すエネルギー 

 

 

 

 

 

 

図 3．「前半部および後半部に声帯振動」（近畿、K36F「ベッド」）； 

声帯振動持続時間 前半 45msec、後半 47msec 

 

 

 

       声帯振動を 

            示すエネルギー 

 

 

 

 

 

 

図 4．「全区間声帯振動」（近畿、K36F「バッグ」） 

 

本研究で観察された音声パターンのうち、まず注目したいのは、前半部と後半部に分かれるパ

ターン（４）（図 3）である。先行研究では、このパターンの報告は、高田正治（1985）にある。

しかし話者はその話者のうちの一人に限られており、これより後の先行研究（Kawahara 2006、松

浦 2012）ではこのパターンは観察されていなかった。本研究資料でも、このパターンは他のパタ

ーンに比べあまり多くないが、複数の話者で観察された。 

このパターンは、閉鎖区間中の声帯振動に、少なくとも 2 つの側面があることを想起させる。

すなわち先行母音の声帯振動から持続する声帯振動と、後続有声音のための先行的声帯振動（以

下、prevoicing）とに分けられることを示していると考えられる。声帯振動が前半部のみ、あるい

は全区間というパターンだけが観察されるのであれば、単に先行母音の声帯振動の持続およびそ

の長さのバリエーションと捉えることも可能である。しかし一度前半部の声帯振動が途切れた後

b    a        Q          g       u 

b    e         Q            d     o 
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に、後半部分で声帯振動が観察されるということは、単に先行母音からの声帯振動の持続という

観点だけでは説明がつかない。 

またこう考えるならば、全区間中持続（パターン（５））との連続性にも当然考えが及ぶ。すな

わち、先行母音からの持続による声帯振動から後続有声音の prevoicing への移行において弱化の

程度が小さければ前半部と後半部に分かれ（パターン（４））、大きければ全区間持続する（パタ

ーン（５））と考えられる。実際、このことを念頭に既に報告のある声帯振動が全区間持続するパ

ターンを再検討すると、閉鎖区間中、ずっと声帯振動を持続しつつも途中でエネルギーが弱くな

るものは観察される（図 5に示す）。またこうした音声は高田正治（1985）でも報告されている。 

 

 

 

 

        エネルギー弱化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5．「全区間声帯振動」途中エネルギー弱化有り（近畿、K26F「グッバイ」） 

 

このことから考えて、閉鎖区間の声帯振動の観察においては、単に声帯振動の持続時間の長短

を論ずるのではなく、（先行母音の持続かあるいは後続有声音の prevoicingかといった）何を契機

とした声帯振動であるかについて、声帯振動の出現位置とともに注意を払うことが必要であろう。 

以上のことから、これまで「部分的な声帯振動あり」の下位項目として「前半部」あるいは「後

半部」と表現してきた内容について、ここで再解釈を行いたい。すなわち「前半部」の声帯振動

は「先行母音からの声帯振動の持続」と読み替え、一方「後半部」の声帯振動は「後続有声音の

prevoicing」と読み替えることができる。従って、先に示した音声パターンは次のように書き換え

られる。 

 

 

 

g    u         Q       b    a      i 
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＜閉鎖区間中の声帯振動のパターン（改訂）＞ 

１． 声帯振動なし       （１） 

２． 声帯振動あり 

ａ．部分的（声帯振動の停止あり） 

  ア．前節母音からの持続のみ    （２） 

  イ．後続有声音の prevoicingのみ   （３） 

  ウ．前節母音からの持続と後続有声音の prevoicing （４） 

ｂ．全区間中持続（声帯振動の停止なし）   （５） 

 

ここでもう一つ注目したいのは、パターン（３）についてである。声帯振動が閉鎖区間の後半

部のみに観察されるパターン（３）と前半部にのみ観察されるパターン（２）との両方が存在す

ることは、閉鎖区間中に現れる声帯振動を起こす契機が、前半部と後半部で独立に存在するとい

う解釈をさらに補強するものであると考えられる。そしてこのパターンは高田正治（1985）では

報告されたが、本研究では観察されなかった。 

このことをどのように解釈すべきだろうか。資料をさらに広範囲に広げれば、このパターンを

観察することができるのかどうか、現時点で結論付けることはできない。しかし観察される可能

性は低くないと考えている。なぜならば、この後半部の声帯振動が prevoicing の表れであると考

えられる以上、そこには世代差、そして地域差が関与することが考えられるからである。語頭の

有声破裂音の prevoicing については、東北と関東以西との間で大きな違いがあり、東北では

prevoicingを伴わないで発音され、一方近畿では伴って発音されるのが古い世代の標準的な在り方

である。そして若い世代では関東以西でも語頭有声破裂音の prevoicing が発音されなくなりつつ

ある（高田 2011）。従って、上記パターンのうち、少なくとも閉鎖区間後半部に声帯振動が観察

されるパターンについては、東北と関東以西の間に差異があり、東北および関東以西の若い世代

では、（３）を含め、後半部に声帯振動が出現するパターン（（３）（４）（５））は観察されにくい

ことが予測される。逆にいえば、関東以西の古い世代では、これらのパターンが観察される可能

性はないとは言えない。今後の研究において、このパターンが観察できるかどうか、また観察さ

れた場合はその話者の属性になどの条件に注意することが必要である。 

 

3.2. 先行母音からの声帯振動持続における 2 タイプ 

本研究の資料の観察では、前半部分に声帯振動が観察される場合（パターン（２）と（４））、

主にその長さおよび聴覚的な明瞭さ（両者は密接に関係するが、イコールではない）について、

少なくとも 2 つの段階を分ける必要性を感じた。すなわち、前節母音から声帯振動の持続が見ら

れる場合に、これが短く聴覚的にも明瞭でないものと、長く明瞭である場合がある。本研究資料

中に現れた、前節母音からの持続のある音声を聞く中で、筆者はこの 2 つは単に長短が異なると

いうだけでなく、その声帯振動のための喉頭制御が、先行母音に対するものの残余である場合と、
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まさに閉鎖区間中にそのターゲットがあるものとを区別できるのではないかと考えた。そこで本

研究では、喉頭制御に関して異なる 2タイプの存在を提案したい。 

ここで提案する 2 タイプとは、(i)前節母音から持続する声帯振動が、先行母音の声帯振動を止

めるタイミングのずれと見なせるもの（声帯の慣性的な振動の残余とも言える。以下、残余的と

する）と、(ii)話者の意識的コントロールの有無は別として、声帯振動を生じさせる喉頭制御の指

令としては閉鎖区間内にターゲットがあり、それによって声帯振動を持続させていると考えられ

るもの（以下、制御的とする）の 2 つである。これらを厳密に区別するには、脳から声帯振動に

関わる周辺筋肉への指令の有無を脳波やあるいは筋電図などで観察することが必要と考えられる

が、しかしこれは容易には観察できない。もちろん発話資料の観察だけで音響的あるいは聴覚的

にこれらを明確に区別することはできず、従ってここで提案する方法は、残余的なものは一定以

上の長さを持たないと見なし、逆に一定以上持続するものは何らかの制御的な運動によるものと

考えるという仮定に基づくものである。また声帯振動持続時間の長短は連続的であり、喉頭制御

に関して「何 ms以上は制御的」というような考えを主張するものではない。以上のような限界を

認識したうえで、ここでは作業的な仮説として、その判定基準を示す。 

この判定基準は無声音と有声音に見られる先行母音からの声帯振動の持続時間の違いを根拠と

して設定する。すなわち促音に後続する音声が無声音の場合には、その閉鎖区間を有声化する必

要性はないと考えられることから、ここで見られる先行母音に引き続く声帯振動は、単純に先行

母音の声帯振動のなごり、すなわち残余的声帯振動であると考えられる。従ってその持続時間の

分布範囲から、残余的声帯振動の持続時間の範囲を設定できる。先行母音からの声帯振動の持続

時間について、図 6にヒストグラム、表 5に統計情報を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6. 無声音の残余的声帯振動持続時間の度数分布（n=125） 
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表 5. 無声音の残余的声帯振動 

持続時間の統計情報（n=125） 

  無声音 有声音 

最大値 85 239 

最小値 0 0 

平均値 19 69 

標準偏差 19 59 

 

この結果を見ると、これが正規分布に従うとすれば、平均から±1標準偏差間に約 2／3が含ま

れることから、無声音が後続する場合の前節母音からの持続時間は、0～40 msecの間に大勢が含

まれることがわかる。そこで本研究では仮に 40 msecを境界値として、それより短いもの（40msec

未満）を残余的、長いもの（40msec以上）を制御的と分類することにする。次の図 7に残余的な

もの、図 8 に制御的なものと判定した音声の典型例を示す。また先に図 2 で示した音声はこの前

節母音からの声帯振動の持続は制御的なものと分類できる。 

また図 8 で示した例は、特に、後続破裂音の閉鎖解放直前で声帯振動のエネルギーがなくなる

もので、これは有声破裂音によく観察される、いわゆるダンピング（閉鎖解放前の口腔内圧が外

圧と均衡した結果声帯振動が一時的に止まるという現象の表れ）と考えることができる。その意

味で、閉鎖全区間中声帯振動が持続するパターンと連続的なものとして位置づけることができよ

う。 

 

 

 

     声帯振動を 

         示すエネルギー 

 

 

 

  

 

図 7．残余的な前半部分の声帯振動（東北、T63F「スラッガー」）；声帯振動持続時間 26msec 

 

 

 

 

s      u (r) a        Q          g      a: 
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        声帯振動を 

        示すエネルギー 

 

 

 

 

 

図 8．制御的な先行母音からの持続（近畿、K19F「ベッド」）；声帯振動持続時間 186msec 

 

現時点ではこの残余的／制御的の別を、現時点で別のパターンとしてたてることが妥当である

か、結論を出すことはできない。しかし今後この区別の重要性が確認される場合には、パターン

（２）および（４）の下位パターンとしてたてることが考えられる。 

 

4. 今後の課題 

 本研究では、有声破裂音の後続する促音の有声性に関する音声パターンを整理し、東北と近畿

の幅広い世代から収集した資料を観察し、考察した。本研究の成果は次のようにまとめられる。

(1)音声パターンを閉鎖区間の前半部と後半部の組み合わせから５つに分類し、先行研究で報告さ

れている音声を整理した。(2)先行研究の報告からまず閉鎖区間の前半・後半という分類をおこな

ったが、本研究資料の観察の結果これを先行母音からの持続と、後続有声音の prevoicing という

観点で解釈しなおした。(3) 後半部の声帯振動についてこれが後続有声破裂音の precvoicing と考

えられ、従ってここに地域差および世代差の存在が予測されることを指摘した。(4) 閉鎖区間の前

半部に声帯振動が観察される場合、その声帯振動が前節母音の残余的なものと見なせる場合と、

制御的に持続させている場合とを区別できる可能性を指摘した。 

 以上の結果から、さらに今後の課題として、本研究で報告した以外の音声パターンが観察され

るのか否か、また本研究で報告した音声パターンの出現に地域差および世代差があるのか否か、

あるとすればどのような分布を見せるのか、といったことを明らかにする必要性が明らかになっ

た。 

 

注 

i Kawahara（2006）で観察された音声では、先行母音から引き続く声帯振動はおおよそ 30～50msec

程度の持続時間であった。これは同時に報告されている促音および後続破裂音の閉鎖持続時間がお

およそ 100msec 前後であったことを考え合わせれば、閉鎖区間の前半部に満たない時間である。 

ii 私信（2013年 4 月）によれば、松浦氏は今後さらに規模を拡大して調査を行う予定とのことであり、

b     e        Q        d     o 
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今後の進展が期待される。 

iii 財団法人博報児童教育振興会による「2005年度 第 1回博報『ことばと文化・教育』研究助成」

を受けて行った。 

iv 東北方言では「有るか」を[agga]、「枯れた」を[kadda]というなどの報告があるが、これらは高山

倫明（2012）が指摘する、他方言の清音に対応するものであって濁音に対応するものではないとい

う考え方を採用し、現時点では上記のように仮定する。 

v 『CD-ROM 版 全国方言資料』（日本放送協会（編）、1999 年）の東北方言の音声資料中、文字化に

おいて「促音＋濁音」として表記されているものについて音声分析を行ったところ、表記間違いか

と思われるものも含め、促音と破裂音の閉鎖区間の音声が有声と観察されるものが見られた。例え

ば、青森県南津軽郡黒石町、「挨拶・夕」、女性、「マッデルハデ」の/Qd/。 

vi 頻度については地域間で違いがありそうである。本研究ではその数量的な分析を行わないが、大ま

かに、声帯振動の持続時間が長いものは近畿で頻繁に見られるが、東北では多くない。すなわち東

北では圧倒的に（１）が多く、また声帯振動がみられる場合も（２）が多い。数量的な分析結果に

ついては稿を改めて報告する。 
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