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1. はじめに 

本発表では、鹿児島県肝属
きもつき

郡肝付
きもつき

町
ちょう

内の旧内之浦
うちのうら

町
ちょう

（図 1）で話されている伝統方言（以

下、内之浦方言）における音節構造の諸問題について議論する。第 2 節で音素目録と音節構

造を示し、第 3 節で音節構造に関する問題点として下記の 4 項目を取り上げる：二重母音

と音節末子音（第 3.1 節）、わたり音のスロット（第 3.2 節）、狭母音と接近音（第 3.3 節）、

語頭の鼻音連続（第 3.4 節）。第 4 節では内之浦方言のアクセント体系において音節が重要

な音韻論的単位を担っていることを示す。第 5 節は結論である。 

 

2. 音素目録と音節構造 

内之浦方言の音素目録は表 1～表 3 のとおりである。表 1に示す母音音素は /i, u, e, o, a/ 

の 5 個、表 2に示す子音音素は /p, b, t, d, k, g, s, z, h, m, n, r, j, w/ の 14 個である。 

 

表 1 母音音素 

 前舌 奥舌 

狭 i u 

半狭 e o 

広  a 

 
1 本研究は国立国語研究所共同研究プロジェクト「日本の危機言語・方言の記録とドキュメンテ
ーションの作成」「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」および、JSPS 科研費
17H02332、20J22969 の助成を受けたものである。本発表の内容について以下の方々から貴重な
ご意見および情報をいただいた：石塚政行、占部由子、カルリノ・サルバトーレ、下地理則、松
岡葵、林愷娣（敬称略）。 
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図 1 九州南部の地図 
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表 2 子音音素 

 両唇 歯茎 硬口蓋 軟口蓋 声門 

閉鎖音 
無声 p t  k  

有声 b d  g  

摩擦音 
無声  s   h 

有声  z    

鼻音 m n    

はじき音  r    

接近音   j w  

 

表 2に示した子音音素のうち音節末に立つものを抜き出して表 3 に示す。 /t, s, n, j/ の 4個

がこれに当てはまる。 

 

表 3 子音音素（音節末） 

閉鎖音 t 

摩擦音 s 

鼻音 n 

接近音 j 

 

（1）に音節構造を示し、（2）に語例を示す。下地（2018: 14）にならい（1a）を準音節と

呼び、これと区別が必要な場合には（1b）を正音節と呼ぶ。準音節については第 3.4節で詳

述する。以下で N は鼻音、C は子音、Ｇはわたり音、Ｖは母音を表す。音節境界は / . / で

示す。（2）は音素表記、音声表記、意味、音節構造の順で示し、音素表記と音節構造では該

当箇所を太字で示している。 

  

 a. （N 

b. （C1）（G）V1（V2）（C2） 

 

（i） 準音節は語頭音節の前に出現し、/n/ が成節子音として立つ。後続する正音節

には頭子音として鼻音が必ず出現する。 

（ii） C1には /j, w/ 以外の子音音素が入る。固有語において拡張語（＝語＋0 個以上

の接語；下地 2018）の語中かつ直前の音節が尾子音を持つ場合には必須であ

る。 

（iii） G には /j, w/ が入る。共起できる母音音素は G が /j/ の場合 /u, o, a/ に、 /w/ 

の場合 /e, o, a/ に限られる。ただし /we, wo/ は限定的であり、いずれも固有
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語の基底には存在せず音韻規則による派生を経て実現する。 

（iv） V1と V2にはすべての母音音素が入る。 

（v） C2は語中・語末にかかわらず /t, s, n, j/ の 4つに限られる。 

  

 音節構造を示す実例 

N： /n.ma/ [m̩ma] 「馬」 （N.CV） 

V： /o/ [o] 「尾」 （V） 

GV： /ja.ma/ [jama] 「山」 （GV.CV） 

CV： /ha/ [ha] 「葉」 （CV） 

CVV： /zii.san/ [ʑiːsaɴ] 「爺さん」 （CVV.CVC） 

CGV： /a.kja/ [akja] 「秋=TOP」 （V.CGV） 

VC： /un/ [uɴ] 「海、ウニ」 （VC） 

GVC： /jut/ [juʔ] 「雪」 （GVC） 

CVC： /kas/ [kaç] 「火事」 （CVC） 

 

3. 音節構造の諸問題 

 本節では、上記の音節構造を認定するにあたって生じる諸問題について議論する。二重母

音と音節末子音（第 3.1 節）、わたり音のスロット（第 3.2節）、狭母音と接近音（第 3.3節）、

語頭の鼻音連続（第 3.4 節）について考える。 

 

3.1. 二重母音と音節末子音 

内之浦方言では二重母音を認めていない。内之浦方言の属格標識には 2 つの異形態があ

り、（3）のように語末が子音である名詞の後には /=no/ として現れ、（4）のように語末が母

音である名詞の後には /=n/ として現れる。語例は 1 段目に音声表記、2 段目に音素表記、

3 段目に意味をそれぞれ示す（断りのない限り以下でも同様）。 

  

 kuʔ kud˺no 

 kut  kut=no 

 口  口=GEN 

  

 soɾa soɾaɴ 

 sora sora=n 

 空 空=GEN 

 

語末に /j/ を持つと分析している名詞のうち、「蟻」の例を（5）に挙げる。（3）に示した
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子音の例と同様に属格標識として /=no/ が選択されている。ここで仮に、 /j/ が母音音素の 

/i/ であると仮定すると、（6）のように実現することが予測されるが、これは不適格である。 

  

 aj ajno 

  aj aj=no 

  蟻 蟻=GEN 

  

 *ai  *aiɴ 

  ai   ai=n 

  蟻 を意図。 蟻=GEN を意図。 

 

また、語末に母音連続を持つ名詞全般が音節構造上の制約により、 /=n/ を選択しないと

いう説明も考えられるが、（7）のような語の存在によりその可能性は低いことが分かる。 

  

 kao kaoɴ 

kao kao=n 

顔 顔=GEN 

 

一方で、上記の異形態選択が単に超重音節構造を避けるためのものであるとする分析も

可能に見える。アクセント体系の観察に基づくと、（7）のような母音連続の間には音節境界

があることが示唆される。異なる母音の連続（と仮定しうる） /VxVy/ において同一音節内

にあると考えられるのは（5）や（8）のように /Vy/ = /i/ の場合に限られる。そのためこの

問題を解決するためには最終音節に長母音を持つ語を用いる必要があるが、現時点では検

証できておらず今後の課題である。本発表においては属格標識の異形態選択に基づいて（5）

や（8）のような語が音節末に接近音を持つとみなして議論を進める。 

語末に /j/ を持つ名詞は、（5）に示した「蟻」のほかにも、（8）のような例が見つかって

おり、（5）と同じ振る舞いをすることを確認している。 

  

 haj ɸuj saj aj 

haj huj saj aj 

春 冬 猿 あれ 

 

形態素内部における異なる母音の連続 /VxVy/ は、 /Vy/ が /i/ の場合には、（9）の規則に

よって /i/ が音節末子音化する。以下で // // は基底形、/ / は表層形の音韻表記であり、派

生の方向を「→」で示す。 
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 /i/ の音節末子音化規則 

i → j / Vx _ 

 

/V2/ がその他の母音である場合には、（10）の規則によって、 /Vx/ と /Vy/ が異なる音節

に分かれて実現する（＝以下、音節化）。 

  

 母音連続の音節化規則 

//VxVy// → /Vx.Vy/ 

 

形態素内部における音節末子音化の例と、音節化の例を（11）～（12）に示す。実例が見

つかっていない組み合わせは省略する（以下でも同様）。（11）の基底に //i// を立てている

理由は第 3.3.2節で述べる。 

  

 音節末子音化 

 a. //ai// → /aj/ //ai// → /aj/ [aj] 「愛」 

 b. //oi// → /oj/ //koi// → /koj/ [koj] 「鯉」 

 c. //ei// → /ej/ //mei// → /mej/ [mej] 「姪」 

 d. //ui// → /uj/ //hurui// → /hu.ruj/ [ɸuɾuj] 「篩」 

  

 音節化 

 a. //ae// → /a.e/ //nae// → /na.e/ [nae] 「地震」 

 b. //ao// → /a.o/ //ao// → /a.o/ [ao] 「青」 

 c. //oe// → /o.e/ //koe// → /ko.e/ [koe] 「声」 

 d. //ue// → /u.e/ //ue// → /u.e/ [ue] 「上」 

 e. //uo// → /u.o/ //juo// → /ju.o/ [juo] 「魚」 

 f. //ie// → /i.e/ //ie// → /i.e/ [ie] 「家」 

 g. //io// → /i.o/ //sio// → /si.o/ [ɕio] 「塩」 

 

次に、接辞境界における形態音韻規則の例を（13）～（16）に示す。形態素境界で生じる

母音連続は音韻規則によって解消される。逆行同化、母音融合、わたり音化、音節化の 4種

類が見られる。逆行同化によって生じた母音連続は、短母音化によって解消される。規則の

適用結果に起因して生じた規則もここに含めており、規則の適用前の形として示している

ものは必ずしも基底形とは一致しない。括弧内に示した /w/ → /u/ や /b/ → /u/ の変化は

動詞語幹の交替規則による。同じく /t/ → /d/ の変化は接辞の有声化規則による。これらの

規則については本発表ではこれ以上立ち入らない。 
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 逆行同化＋短母音化 

 a. /oi/→/ii/→/i/ /ko-i/ → /ki-i/ → /ki/ [kʲi] 「来る.IMP」 

 b. /ei/→/ii/→/i/ /ake-i/ → /aki-i/ → /a.ki/ [akʲi] 「開ける.IMP」 

 c. //ui//→/ii/→/i/ //hiku-i// → /hiki-i/ → /hi.ki/  [çikʲi] 「低い .NPST」 

 d. //ii// → /i/ //tanosi-i// → /ta.no.si/ [tanoɕi] 「楽しい.NPST」 

  

 母音融合 

 a. //ai// → /e/ //haja-i// → /haje/ (→ /ha.e/) [hae] 「早い .NPST」 

 b. //au// → /o/ //haja-u// → /ha.jo/   [hajo] 「早い.ADV」 

 c. //ou// → /o/ //oso-u//   → /o.so/ [oso] 「遅い.ADV」 

 d. /oo/ → /o/ ( /kow-o/→) /kou-o/ → /ko/ [ko] 「買う.VOL」 

 e. /uu/ → /u/ ( //tub-ta// → /tub-da/ →) /tuu-da/ → /tu.-da/ [tsuda] 「飛ぶ-PST」 

  

 わたり音化 

 a. //iu// → /ju/ //tanosi-u// → /ta.no.sju/ [tanoɕu] 「楽しい.ADV」 

  

 音節化 

 a. /ae/ → /a.e/ (//haja-i// → /haje/→) /hae/ → /ha.e/ [hae] 「早い .NPST」 

 b. /oe/ → /o.e/ (/kow-e/→/kou-e/→) /ko-e/ → /ko.-e/ [koe] 「買う -IMP」 

 c. /ue/ → /u.e/ (/kuw-e/→/kuu-e/→) /ku-e/ → /ku.-e/ [kue] 「食う -IMP」 

 

3.2. わたり音のスロット 

（1）に示した音節構造では G を埋める接近音に /j, w/ の 2つが存在し、「C1との共起の

有無にかかわらず G の位置に立つ」という分析を提示した。一方で（17）のように接近音

で始まる語があることに基づいて「C1が存在しない場合には自身が C1を埋める」と分析で

きる可能性もあるが、本発表では採用しない。 

  

 a. juʔ b. wasuɾuʔ 

  jut  wasurut 

  雪  忘れる.NPST 

 

（18）のような語の構造を考えると前者の分析が適切であることが分かる。内之浦方言で

は固有語の拡張語中で直前の音節に尾子音がある場合に、頭子音のない音節が許容されな

い。（18a）では基底で子音終わりの接頭辞 //it-// と接近音始まりの動詞語根 //juw-// が連続

しており、（18b）では基底で子音終わりの動詞語根 //kak-// と接近音始まりの接尾辞 //-jar-
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// が連続している。下記では便宜上動詞の語幹のみを表示している。矢印の右側に挙げてい

る派生後の形式（とその不適格な形式）では音節境界も示している。 

  

 a. //it-juw-// → /it.tjuw/ */it.juw/ */i.tjuw/ 「PFX-言う」 

b. //kak-jar-// → /kak.kjar/ */kak.jar/ */ka.kjar/ 「書く-HON」 

 

（18）では子音終わりの形態素と母音始まりの形態素が拡張語中で連続した際に、*/it.juw/ 

や */kak.jar/ のような尾子音と共鳴音が連続する構造を避けるために /it.tjuw/ と /kak.kjar/ 

のように先行する音節の尾子音が後続する音節の頭子音としてコピーされている（以下、重

子音化）。（19）のように尾子音に後続する音節の頭子音が既に存在する場合には重子音化が

起こらないことから、（18）の接近音は頭子音（＝C1）のスロットではなくわたり音（＝G）

のスロットにあると考えられる。 

  

 //it-toke-// → /it.to.ke/ */it.tto.ke/ 「PFX-溶ける」 

 

拡張語中で直前の音節に尾子音がある場合に、頭子音のない音節を避けるための方策と

しては上で見た重子音化ではなく */i.tjuw/ や */ka.kjar/ のような分節音が変わらないもの

の存在も考えられる。実際に（18b）と同じ動詞語根に連結母音を持つ接尾辞がついた（20）

では、（18b）と並行的な */kak.kan/ ではなく /ka.kan/ が出力される。両方策の違いが何に

起因するかは未解明である。 

  

 //kak-an// → /ka.kan/ */kak.kan/ 「書く-NEG」 

 

3.3. 狭母音と接近音 

Levi（2011）は狭母音の /i, u/ と接近音（Levi 2011の用語では「glide」であるが、本発表

では「接近音」と「わたり音（＝glide）」を区別せずに用いる）の /j,w/ に関する通言語的研

究によって、基底における狭母音や接近音が表層で音節主音として実現する場合とそうで

ない場合があることを示した。言語ごとの振る舞いの違いに基づいて Levi（2011: 353）では

9 つのタイプが提案されている（21）。なお、9つ目は狭母音も接近音も存在しないタイプで

あるため（21）には表示されていない。同一言語内において複数のタイプが観察されること

もあるという（Levi 2011: 353）。 
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Levi（2011: 353） 

 

Ⅰ～Ⅳは基底に狭母音 //V// もしくは接近音 //G// のうちどちらか 1 つが存在するタイ

プ、Ⅴ～Ⅷは基底に狭母音と接近音の両方が存在するタイプである。Ⅰ～ⅡとⅤでは基底と

表層が一致するのに対し、Ⅲ～ⅣとⅥ～Ⅷでは基底と表層が異なる場合がある。内之浦方言

ではこのうち /u, w/ でⅤ、 /i, j/ でⅥのタイプが観察される。ⅤとⅥは基底において狭母音

と接近音の対立があり、Ⅵではさらに基底における狭母音に表層で音節主音として実現す

るものとそうではないものが存在する。 

 

3.3.1. 狭母音 /u/ と接近音 /w/ 

まず狭母音 /u/ と接近音 /w/ について考える。第 2 節で示したように /u/ が母音のスロ

ット（＝V1と V2）に入るのに対して、/w/ はわたり音のスロット（＝G）に入る。内之浦方

言は基底で //u, w// が区別されるのに対し、基底における //u// が表層で /w/ として現れる

例も基底における //w// が表層で /u/ として現れる例も観察されていないため、Ⅴに分類さ

れる。ただし、後述のとおり形態音韻規則による派生過程において //w// → /u/ が確認でき

るため、今後の調査結果次第ではⅦに分類される可能性も持つ。Levi（2011: 355）は（21）

のうちⅣとⅦに該当する現象を持つ言語が見つかっていないと述べており、//G// が表層で 

/G/ と /V/ の交替を示すのであれば、 //V// も表層で /G/ と /V/ の交替を示すという含意

普遍を導いている。仮に内之浦方言の /u, w/ がⅦであればこの含意普遍は成り立たないこ

とになる。 

内之浦方言において基底に //w// が存在することを示す現象として動詞の形態音韻論が

挙げられる。内之浦方言の動詞は語根が子音で終わるもの（以下、子音語根）と母音で終わ

るもの（以下、母音語根）に大別される。このうち（22a）に示す動詞語根は否定接尾辞 /-

an/ を付加した際の振る舞いが（22b–e）に示す子音語根と同じであり、（22f）に示す母音語

根とは異なることから、語根末に母音の //u// ではなく子音の //w// を持つと考えられる。 
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 語根 否定形 

a. 買う //kow-// /kow-an/ [kowaɴ] */kow-n/ 

b. 書く //kak-// /kak-an/ [kakaɴ] */kak-n/ 

c. 持つ //mot-// /mot-an/ [motaɴ] */mot-n/ 

d. 消す //kes-// /kes-an/ [kesaɴ] */kes-n/ 

e. 飲む //nom-// /nom-an/ [nomaɴ] */nom-n/ 

f. 開ける //ake-// /ake-n/ [akeɴ] */ake-an/ 

 

否定接尾辞 /-an/ において上付き文字で示している /a/ は清瀬（1971）のいう連結母音で

ある（黒木 2015: 32‒33 と髙城 2020bも参照）。連結母音と連結子音の実現は（23）のように

一般化できる。 

  

 a. C → C / V- _ b. V → V / C- _ 

 a. C → Ø / C- _ b. V → Ø / V- _ 

黒木（2015: 33）を一部改変。 

 

基底の //w// が表層で /u/ として出現している例は未確認であるが、（24）のような例で

は形態音韻規則による派生過程において //w// → /u/ の交替が想定できる。 

  

 //kow-ta// → /kou-ta/ → /ko-ta/ [kota] 「買う-PST」 

 

（24）では //w// → /u/ の交替がなされた後に、 /ou/ → /o/ の母音融合が生じている。こ

の環境で母音融合が生じることは（14c）からもわかる。類似の形態音韻現象を持つ近隣方

言において（24）のような環境で母音融合規則が適用されない体系が存在すれば、その方言

では基底の //w// が表層で /u/ として実現している可能性がある。 

基底に //u// が存在することを示す現象としても動詞の形態音韻論が挙げられる。（22）で

見た /-an/ のように内之浦方言の動詞接尾辞が連結母音を持つと分析できることが発表者

の調査で明らかになっている。このうち意志接尾辞 //-au// は連結母音を持ち、母音に後続

するときには連結母音が実現せず /-u/ となるのに対し、子音に後続するときには連結母音

が実現し /-au/ から母音融合規則を経て /-o/ となる。上記の通り内之浦方言において /w/ 

は子音であるから、意志接尾辞が //-aw// であれば母音融合規則は適用されない。 

なお、内之浦方言では（モーラではなく）音節を基調とするという鹿児島市方言（Kubozono 

2017: 36）と同様に母音融合の際に代償延長が生じない。（13）で見た短母音化や（15）で見

たわたり音化と併せて、入力のモーラ数が出力で保たれていない例であることが指摘でき

る。 



10 

3.3.2. 狭母音 /i/ と接近音 /j/ 

次に狭母音 /i/ と接近音 /j/ について考える。第 3節で示したように /i/ が母音のスロッ

トに入るのに対して、/j/ はわたり音のスロットと尾子音のスロット（＝C2）に入る。基底

で //i, j// が区別されるのに加え、基底における //i// が表層で /j/ として現れる例は観察で

きているものの、基底における //j// が表層で /i/ として現れる例は観察できていないこと

から（21）ではⅥに分類される。 

内之浦方言において基底で //i, j// が区別されることを示す現象として、名詞と接語の間

で生じる音韻規則が挙げられる。発表者の調査結果に基づくと、内之浦方言の主題標識の基

底形は //=wa// であると分析できる。この主題標識には（23）の連結音実現規則と類似の規

則が想定でき、（25a–b）のように母音に後続するときには /=wa/ として実現し、（25c–f）の

ように子音に後続するときには /=a/ として実現する。（25）と（27）では便宜上、音素表記

に音節境界も表示している。 

  

  連結音実現 重子音化 再音節化 

 a. //jabo=wa// →    /ja.bo.=wa/ [jabowa] 「藪=TOP」 

b. //hihi=wa// →    /hi.hi.=wa/ [çiçiwa] 「ヒヒ=TOP」 

c. //kazj=wa// → /kazj=a/  → /ka.zj=a/ [kaʑa] 「火事=TOP」 

d. //kutj=wa// → /kutj=a/  → /ku.tj=a/ [kutɕa] 「靴=TOP」 

e. //akj=wa// → /akj=a/  → /a.kj=a/ [akja] 「秋=TOP」 

f. //un=wa// → /un=a/ →  /un.=na/ [unna] 「海=TOP」 

 

（25f）では第 3.2 節で述べたように拡張語中で直前の音節に尾子音がある場合に、頭子

音のない音節を回避するために重子音化が生じている。一方（25c–e）から分かるように名

詞の語末が /j/ である場合には重子音化が生じない。これは重子音化が生じて語末の /j/ が

コピーされても上記の有標な構造が回避できないためと考えられる。（25c–e）では重子音化

が生じない際に次善策として再音節化が生じていると考える。なお、主題標識が仮に //=ia// 

であれば、（25c–e）の名詞の基底形をそれぞれ //kaz, kut, ak// と設定することになるが、こ

の場合にはこの環境で重子音化が生じない理由が説明できなくなるため、（25）のように考

える妥当性が高い。 

（26）には参考として名詞単独形と属格形を挙げる。基底に存在する阻害音の対立は音節

末で閉鎖音は /t/ 、摩擦音は /s/ にそれぞれ中和する。 

  

 a. /jabo/ [jabo] 「藪」 /jabo=n/ [jaboɴ] 「藪=GEN」 

b. /hihi/ [çiçi] 「ヒヒ」 /hihi=n/ [çiçiɴ] 「ヒヒ=GEN」 

c. /kas/ [kaç] 「火事」 /kas=no/ [kaçno] 「火事=GEN」 

d. /kut/ [kuʔ] 「靴」 /kut=no/ [kud˺no] 「靴=GEN」 
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e. /at/ [aʔ] 「秋」 /at=no/ [ad˺no] 「秋=GEN」 

f. /un/ [uɴ] 「海」 /un=no/ [unno] 「海=GEN」 

 

第 3.1 節で挙げた音節末接近音を持つ名詞に主題標識を付けると、（27）のように 2 種類

に区分できる。 

  

  連結音実現 再音節化 音節末子音化 

a. //huj=wa// → /huj=a/ →  /hu.j=a/ [ɸuja] 「冬=TOP」 

b. //ai=wa// → /ai=wa/  → /aj.=wa/ [ajwa] 「蟻=TOP」 

 

（27a）では主題標識が /=a/ として実現しているため、名詞の基底形が子音で終わっている

と考える。（27b）では主題標識が /=wa/ として実現しているため、名詞の基底形が母音で

終わっていると考える。 

日本語共通語（以下、共通語）との音対応を考えると、（27a）と同じ振る舞いをする語例

が（28）のように共通語の /ju/ と /re/ に対応するのに対し、（27b）と同じ振る舞いをする

語例は（29）のように共通語の /ri/ と /ru/ に対応する。（11）に挙げた、共通語においても 

/ai/ ないし /aj/ の構造を持つ語は後者の語群に入る。ここでは各語例の 2 段目に基底形を

示す。 

  

 ɸuj oj aj 

huj oj aj 

冬 俺 あれ 

  

 aj haj saj aj 

ai hai sai ai 

蟻 春 猿 愛 

 

これは基底で //i, j// が区別されることを示す例であると同時に、基底における //i// が表

層で /j/ として現れる例でもあるといえる。 

 

3.4. 語頭の鼻音連続 

最後に（30）のような語の音節構造を考える。 

  

 /n.ma/ [m̩ma] 「馬」、/n.me/ [m̩me] 「梅」 

 

第 4 節で述べるように、内之浦方言のアクセントが「モーラではなく音節で数える」という
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鹿児島市方言（窪薗 2006: 79）と同じ特徴を持つ（髙城 2020a）ことを踏まえると、（30）の

2語はどちらも 2つの鼻音の間でピッチの上昇ないし下降が観察されることから 2音節であ

ることが示唆される。（30）のような語の語頭の音節を解釈する可能性について、少なくと

も（31）の 2 つの案が考えられる。 

  

 a. 語頭音節の前に特別な音節を認める 

b. 語頭音節に成節子音を認める 

 

どちらの案でも成節子音 /n/ を新規に認めることになるのは変わらない。この成節子音

は語頭のみに出現し、後続する音節には頭子音として鼻音が必ず出現するという強い制限

を持っている。すなわち音節内に母音が出現しないことに加え、成節子音単独の語は存在し

ない上にほかと異なる共起制限がある。このため本発表では語頭音節の前に特別な音節を

認め、下地（2018: 14）にならってこれを準音節と呼ぶ。なお、上記のアクセントを用いた

分析が適切でない場合、（31）に加えて語頭の重子音を認める案なども別途検討する必要が

ある。 

 

4. 音節の役割 

本節では、内之浦方言において音節が音韻論的単位であることを示す証拠としてアクセ

ント体系を取り上げる。髙城（2020a）では音節数の多寡にかかわらず、拡張語の次末音節

のみが高いアクセント型と、最終音節のみが高いアクセント型が共に現れたことを報告し

た。さらに「雨」、「雨が」など拡張語を単独で発話したときのアクセント体系には揺れが見

られ、2つのアクセント型が任意に表れることも報告した。（32）に 2音節拡張語の例、（33）

に 3 音節拡張語の例を示す。いずれも拡張語を単独で発音した際の例である。音節境界での

ピッチの上昇を [ で、下降を ] で、音節内部での下降を ]] で表す。 

  

 2 音節拡張語 

 ha]ga ~ ha[ga  a]me ~ a[me 

 ha=ga  ame 

 葉=NOM／歯=NOM 雨／飴 

  

 3 音節拡張語 

 ha[bak]kaj ~ habak[kaj ~ habak[kaj]] a[me]ga ~ ame[ga  mi[ja]ko ~ mija[ko 

 ha=batkaj ame=ga mijako 

 葉=RST／歯=RST 雨=NOM／飴=NOM 都 

髙城（2020a） 
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次末音節と最終音節の間で上昇し、音節内部で下降する habak[kaj]] を除くと、上記の例

ではアクセントの位置を数える単位とアクセントを担う単位が共に音節であることが分か

る。仮にアクセントを担う単位がモーラであれば、（33）の ha[bak]kaj と habak[kaj はそれ

ぞれ haba[k]kaj と habakka[j であることが予測されるが、このような音調は観察されてい

ない。これはほかの子音が音節末にある場合や、長母音の場合にも同様である。 

habak[kaj]] のような次末音節と最終音節の間で上昇して音節内部で下降する例は、拡張

語の最終音節が閉音節である場合で、かつ音節末子音が /n, j/ のいずれかである場合という

音韻論的に限られた環境で観察できる。この例は上記の一般化の例外でありアクセントの

位置を数える単位こそモーラであるが、アクセントを担う単位としては音節が使われてい

ると分析できる（詳細は髙城 2020aを参照）。 

 

5. 結論 

 本発表では、内之浦方言の音素目録と音節構造を示し、音節構造に関する問題点として 4

項目を取り上げて議論した。第 3.1節では二重母音が内之浦方言で認められず、音節末に接

近音の /j/ が立つという分析を提示した。第 3.2節ではわたり音のスロットを埋める接近音

に /j, w/ の 2 つが存在し、これらが「C1との共起の有無にかかわらず G の位置に立つ」こ

とを示した。第 3.3節では狭母音 /i, u/ と接近音 /j,w/ について Levi（2011）の通言語的研

究を参考に、（形態）音韻規則に基づいて基底と表層における狭母音と接近音の関係を議論

した。その際に、母音融合において代償延長が生じないこと、基底に存在する阻害音の対立

が音節末で中和し、閉鎖音は /t/ として摩擦音は /s/ としてそれぞれ出現することを報告し

た。第 3.4 節では語頭の鼻音連続を取り上げて、「音節内に母音が出現せずに成節子音を持

ち、後続する音節には頭子音として鼻音が必ず出現する」という制限を持つ準音節が認めら

れることを示した。第 4 節では内之浦方言において音節が音韻論的単位であることを示す

証拠として、アクセントの位置を数える単位とアクセントを担う単位が共に音節であるこ

とを挙げた。 

 

略号一覧 

ADV 副詞化 GEN 属格 HON 尊敬 IMP 命令 NEG 否定 NOM 主格 NPST 非過去  

PFX 接頭辞 PST 過去 RST 限定 TOP 主題 VOL 意志 
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