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一、はじめに

 日

って

では

の「 を発音する場合には生じるはずの声帯の振動が生じ

ず、そ

日本

研究

本

よっ

につ

だ明

度か

すの かな

る共通性が存在するのかについても究明する。学習者の母音無声化に影響を

与える要因が明らかになれば、母音無声化の教育に関する研究が進み、新し

い教授法の可能性も開ける。それが本研究の最大の目的である。 

 

二、先行研究とその問題点 

第

つに原因があると考えられる。知覚に問題があるなら、聞き分けも発音もで

きない。生成に問題があるなら、聞き分けはできるが、調音上の問題のため

発音ができないであろう。そのため、台湾人日本語学習者における母音無声

 

本語の音韻構造は特殊音節以外、基本的に 1 母音 1 子音という規則を守

いる。しかし､実際に発音してみると、必ず音韻規則を守っているわけ

ないのが事実である。例えば「きしゃ（汽車）」の「き」、「ひと（人）」

ひ」のように、母音

の口構えだけが残っている母音無声化現象がそうである。この現象は、

語では広範囲に見られ、しかもそこには規範性があるため、近年盛んに

されている。 

研究は、母音無声化に関する先行研究を踏まえ、実験音声学的な手法に

て、無声化の生起に影響を与える要因にどのような一般化が行なえるか

いて台湾人学習者を対象にして考察する。この考察を通じて、今までま

らかにされていない台湾人日本語学習者の母音無声化をさまざまな角

ら分析する。さらに、どのような要因が母音無声化の生起に影響を及ぼ

か、また母音無声化を生じる際、学習者たちの難易度の間には、い

二言語習得において、学習者の発音に問題がある場合、知覚と生成の二
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化を

台

究で

たと

目立

ある

母音

た、

全体

声学

者はかなり高い確率で無声化していることが明らかになった（洪 2004）。洪

では、

限ら

果が

一

他 2

たら

覚刺

は、

の間

級以上

示唆しているため、1 級取得かつ学習歴が同じである台湾人日本語学習者を

対象とし、母音無声化の言語内要因を吟味する必要があると考えられる。 

本研究では、以上の先行研究を踏まえ、学習者にとって母音無声化の生起

研究する際にも、知覚と生成の二つの側面から考える必要がある。 

湾人日本語学習者（以下、学習者とする）における母音無声化の生成研

は、母音の無声化が見られないということがしばしば指摘されている。

えば、日中両言語の対照研究として、中国語では母音無声化がそれほど

つ現象ではないため、学習者が日本語の母音無声化に気づかないからで

としているものがある（黄 1983）。音声教育の観点から学習者にとって

無声化が難しいことを指摘しているものがある（林 1991、陳 1992）。ま

習得度の高い学習者では発話速度の加速により無声化率が高くなるが、

的に無声化率が低いという報告がある（佐藤 1997）。ところが、音響音

の発達により無声化を可視性の音声分析ソフトで確認したところ、学習

最も無声化しやすい音声環境においても学習者は必ず無声化するとは

ないが、無声化率が全般的に 50％～70％の間に分布しているという結

得られた。 

方、知覚研究の立場から日本語の無声化を考察したものはあるが（船津

005、朴他 2005）、台湾人日本語学習者を対象にして考察したものが見当

なかった。そこで、洪（2007）は母音無声化に対する知覚の度合いを聴

激と関連付けて考察した。その研究では、母音無声化に対する知覚能力

日本語能力 2 級と 3 級の者の間では区別がつかないが、1 級と 2 級の者

ではその違いが目立つ、という結果が得られた。この研究報告では、1

の日本語能力のある者はより母音の無声化を知覚する、ということを
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が難 らかにする。学

習者に共通する言語内要因が明らかになれば、学習者の無声化現象を観察す

ることによって、学習者の習得到達度を把握することができ、個人別に指導

を行なう必要性があるかどうか判断できるのである。 

 

三、本研究の取り扱う範囲 

母

のが 者における母音無声化を考察する際には、出来るだけ一般的

ことが望ましい。

「狭母音が無声子音に挟まれている」という、典型的な無声化生起環境にお

いては、 

(イ) 母音イ，ウに見られる無声化生起の差異 

(ロ) 後続音節母音の種類による無声化生起の差異 

(

のよ

って

る。

ある

さらに、

起こらないことは否定できない事実であるため、連続無声化環境を考察対象

から取り除く。つまり、「連続無声拍ではない」ことを 3 つ目の条件とする。 

以上のような見地から、台湾人日本語学習者による母音無声化の生起を

しい音声環境を調べ、学習者に共通する言語内要因を明

音無声化の生起環境には、母語話者でも無声化率に大きな差異があるも

ある。学習

に無声化が生起するような環境を、取り扱う範囲とする

ハ) 前後子音の種類による無声化生起の差異 

うな三つの差異はあるものの、無声化が生起することが比較的多い。よ

、「狭母音が無声子音に挟まれている」ということを 1 つ目の条件とす

つぎに、アクセントがこない無声拍では、無声化するのがより一般的で

。しがたって、「アクセント核がこない」ことを 2 つ目の条件とする。

連続無声化環境における無声化がどこに起こるとしても、連続的に
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明らかにするための第一歩として、 

① 狭母音が無声子音に挟まれている 

② アクセント核がこない 

③

とい

(ハ

行な

影響

らか

場合

本語の音声が持つ調音上の難しさや音配列などの音韻的理由を受けるもの

であり、調音上の一般的特徴であると考えられる。学習者において母音無声

化の生起が難しい音声環境が日本人の場合と異なるならば、その違いを母語

の干渉によるという観点からさらに究明する必要がある。 

 

四、実験内容 

1、

被

年 6

育を受けたこと、という三つの言語外要因が同じである。すべて日本語能力

1 級取得、21 歳から 25 歳までの日本語専攻者である。母音無声化の生起に

関する言語内要因を分析するとき、これら言語外要因が一致している者のみ

 連続無声拍ではない 

う 3 つの条件を同時に満たす無声化生起環境において、上記(イ)、(ロ)、

)の 3 つの研究課題についてそれぞれ解明する。このように、音声実験を

うことによって、学習者に見られる母音無声化が、どこまで音声環境の

を受けるものか、どの特徴が母語の干渉によると考えられるものかが明

になる。学習者にとって母音無声化の生起が難しい音声環境が日本人の

と同じ音声条件にあるのであれば、学習者における無声化率の低さは日

被験者： 

験者は台湾人日本語学習者 20 人とした（N1～N20）。日本語学習歴が 3

ヶ月であること、日本滞在歴がないであること、同じ教育機関で発音教
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を被験者とすることによって、データの信憑性を高めることができると思わ

れる。 

2、

実

語を

た、

査語

て、

えば

おり

る母

ある

き、

かを

(200

示唆

場合

音声

う一

る。日本語の母音ウは、中国語の[u]と異なり、口を前に突き出さないで、

唇をそれほど丸めないで発音される[Ɯ ]である。この差異が母音無声化の生

起に影響を与える可能性があることを考慮した上で、(2)(3)(4)の対象母音を

母音イに統一した。 

 

検査語： 

験に使用した検査語は、4 つの目的に合わせて、表 1 に示した 12 組 13

選定した。これらの単語の語頭に位置する狭母音が対象音節となる。ま

本研究では、典型的な無声化生起環境のみを取上げるため、すべての検

には連続無声化環境、アクセント核の要因を排除する必要がある。よっ

検査語は平板型であるミニマルペアの単独無声化単語にしてある。たと

、母音の違いによる影響を考察するために、前後の音声環境が一致して

、対象母音のみが異なる(1a)と(1b)のミニマルペアを使う。両者におけ

音の無声化率に差があるとすれば、母音イ、ウの間には無声化率に差が

ことを示す。また、前後の子音種類・後続母音による影響を考察すると

対象母音が同じでなければならない。対象母音をイかウのどちらにする

考えるとき、以下の二つの理由で母音イを対象母音にした。一つは、洪

7)では、無声化した母音イは無声化した母音ウより知覚しやすいという

が得られたことである。知覚が生成に影響するならば、母音がイである

はウである場合より無声化率が高いと考えられる。無声化率が高ければ、

環境による要因分析をするためのデータの蓄積に役立つと思われる。も

つは、日本語と中国語における母音ウは調音点が異なるということであ
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表 1 検査語とその目的 

目的 検査語 

(1a)きかん(奇観)、くかん(区間) 
(1) )

観)

母音の違いによる影響を考察する (1b しかん(史観)、しゅかん(主

 
(2a)きかん(奇観)、しかん(史観) 

(2b)きたく(帰宅)、したく(仕度) 

(2c)きはん(規範)、しはん(市販) 
(2)先行子音の違いによる影響を考察する

(2d)きさく(奇策)、しさく(試作) 

(3a)きかん(奇観)、きはん(規範) 

(3b) 観)、しはん(市販) しかん(史

(3c)きたく(帰宅)、きさく(奇策) 
(3)後

(3d)したく(仕度)、しさく(試作) 

続子音の違いによる影響を考察する

(4a)ききもの(聞き物)、きけもの

(利け者) (4)後続母音の違いによる影響を考察する

(4b)しきん(至近)、しかん(史観) 
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3、

以

各被

録音

はイ

ポー

るた

ても ために、文練習の

とき速

速さ

りす

録

TCD

10 セ

に 4

され れをキャリア文にして読み上げてもらった。録音した分析に

有効 1 アクセント×1 速度×20 人)の音声はコンピ

ュータ

た1

4、

分析はワールドポイント社の音声分析ソフト「SUGI SpeechAnalyzer」を

用い

びピッチアクセントを併用して観察することにより行なった。無声化してい

                                                

手順： 

上の検査語をキャリア文「これは＿＿と読みます。」の下線部に入れ、

験者に読み上げてもらった。アクセント位置を正しく把握させるために、

前にアクセント型が平板型である「イカ」という単語を用いて、「それ

カと読みます。」という文アクセントの練習を十分に行なった。また、

ズやプロミネンスを置かない、ひとまとまりの発話を分析のデータとす

め、録音中詰ったりするなど発話が中断された場合は、再度の発話をし

らった。さらに発話速度をある程度コントロールする

度が 6.3mora/sec ぐらいのガイド音声を聞かせ、それと同じくらいの

で発話するように求めた。録音の途中で速度が速くなったり遅くなった

ると、合図を送って速度を調整してもらった。 

音は被験者ごとに静かな教室で行い、DATテープレコーダー(SONY製

-D7)を使った。使用したマイク(SONY製ECM-MS907)は被験者の口から

ンチほど距離をおいて設置した。被験者には 13 語の検査語がランダム

回ずつ提示される。さらに実験の目的を察知させないようにfillerが挿入

ている。そ

な 1040 文(13 語×4 回×

ーに取り込み(サンプリングレート：11kHz、量子化：16bit)、分析し

。 

母音無声化の確認： 

た。無声化の有無の判断は、主に音声波形と広域スペクトルグラム、及

 
1 音声資料は 2003 年 8 月から蓄積したものである。分析に使ったデータは 2007 年現在、

本研究の考察対象になった被験者のデータを抽出して再度分析を行ったものである。 
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るかど

成分

音無

図

には

置に

では母音/i/がそのまま有声音として発音されているのに対して、図 2 では

無声母

声音

して

ま

で示

フォ

存在

グラ

音が

こと る母音の音がないという

ことであり、母音無声化が生じた証拠となる。このように音声資料を分析ソ

フトで分析することによって、学習者が無声化しているかどうかを可視性の

音声波形で客観的に判断できるようになる。 

うか判断が曖昧な場合は、拡大した音声波形において 1 周期でも周期

が認められる場合を有声と判断し、非周期成分しか見られない場合は母

声化と判断した。「鹿（しか）」の発音を示す音声波形で説明しよう。 

1 において、矢印が指された無声すべき箇所である「/sika/」の「/si/」

、はっきりと周期的な音声波形が観察されるのに対して、図 2 の同じ位

は「周期的な音声」波形の存在が観察できない。これは、図 1 の「/si/」

音として発音されていることを示している。このように、発話者が有

として認識し発音する母音を、機械にかけて測定すれば、実際は無声化

いることが確認できる。 

た、図 1 と図 2 の下半部にあるスペクトルグラムを見れば、図 1 に円形

されているように、明確に二本の黒い横棒が観察される。これは、第 1

ルマントと第 2 フォルマントが存在していることを示しており、母音の

が確認できるということである。それに対して、図 2 には、スペクトル

ム上エネルギーの強いところに現れる縞模様が見られないため、無声母

存在しているか否かはともかく、母音のもつエネルギーが確認できない

を示している。これはエネルギーによって生じ

 128
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図 1 無声化していない/sika/ 

 

 

 

図 2 無声化している/sika/ 
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五、実験結果と考察 

（一

話

よっ つの検査語を、4 回繰り返して発話して

もらい、無声化が確認された回数を数値化する。これに基づいて、無声化を

起こした対象母音の全体の母音数に対する比率を無声化率として求めたと

ころ、図 3 のようになった。 

 

一

話

よっ つの検査語を、4 回繰り返して発話して

もらい、無声化が確認された回数を数値化する。これに基づいて、無声化を

起こした対象母音の全体の母音数に対する比率を無声化率として求めたと

ころ、図 3 のようになった。 

 

）学習者の無声化率 

者合計 1040 個(13 語×4 繰り返し×20 人)の音声に対し、以上の手順に

て無声化の有無を確認する。一

）学習者の無声化率 

者合計 1040 個(13 語×4 繰り返し×20 人)の音声に対し、以上の手順に

て無声化の有無を確認する。一

被験者別無声化率

65.4%

76.9%

69.2%

82.7%

65.4%
59.6% 61.5%

46.2%

78.8%

71.2%

61.5%

73.1%73.1%

34.6%

73.1%
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無
声

化
率

 

図 3 学習者における無声化率 
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検査語別無声化率

70.0% 68.8%
77.5%

8.8%
16.3%

63.8%
56.3%

77.5%

95.0% 80.0%
81.3%

91.3%86.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

検査語

無
声

化
率

 

図 4 学習者における検査語別の無声化率 

3では、学習者における無声化率が34.6%～82.7%の間に分布している。

差によるばらつきが大きいが、全般的に高い無声化率を見せた。また、

は各検査語に対する無声化率を示す。「したく（仕度）」「しかん（史観）」

うに 90%以上無声化された検査語が見られる一方で、「きはん（規範）」

うに 8.8%の無声化率しか達成してない検査語も見られるなど、無声化

大きな差があるのが特徴である。このような違いを観察することによっ

検査語には母音無声化の生起が難しい環境とそうではない環境との区別

くのではないかと考えられる。検査語における対象母音のすべては、

母音が無声子音に挟まれている」という条件であるものの、各検査語の

化率に顕著な差があるということは、同じ典型的な生起環境においても、

の子音あるいは母音の相違によって、無声化の生起が影響されることを

図

個人

図 4

のよ

のよ

率に

て、

がつ

「狭

無声

前後

示唆している。これは、学習者における母音無声化を考察するには、単に「無

声子音間の狭母音が無声化する」のような単純な規則では不十分であり、さ

らに前後の音声環境について詳しく考察する必要があると考えざるを得な

い。 
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（二）音声環境による影響 

1、

母

致し

通じ

観） 」の 91.3%、「し

ゅかん

「し

観）

ま

で同

は全

見ら

検査 ある場合には平

均 3

とが

り無

 同

の間の

音イ

これは、母音の違いが母音無声化の生起に影響を与えることを示している。 

以上の研究結果では、母音イ、ウにおける無声化の生起に対して、台湾人

学習者は日本語母語話者と異なる結果を見せた。日本語母語話者には母音が

母音の違いによる影響 

音の違いによる母音無声化への影響に関しては、音声環境がまったく一

ており、対象母音のみが異なる表 1 の (1a)、(1b) 2 組のミニマルペアを

て考察した。図 4 から分かるように、無声化率はそれぞれ「きかん（奇

」の 86.3%、「くかん（区間）」の 70%、「しかん（史観）

（主観）」の 68.8%である。対象母音がイである「きかん（奇観）」、

かん（史観）」は、対象母音がウである「くかん（区間）」、「しゅかん（主

」より無声化率が高い、という傾向が見られる。 

た、母音の違いによる影響を被験者別に調べた。その結果、母音イ、ウ

じ無声化率を見せた被験者は別として、異なる無声化率を示した被験者

員、ともに母音イの無声化率が母音ウのそれより高くなっている特徴が

れる。さらに、実験のデータに対して統計処理を行なった結果、一つの

語につき、4 繰り返しの発話では、対象母音が母音イで

.55 回無声化するのに対して、ウである場合は平均 2.77 回無声化するこ

判明した。これらの観察によって、学習者にとって、母音イは母音ウよ

声化が起こりやすいのではないかと考えられる。 

じデータに基づいて分散分析を行なったところ、学習者には母音イ、ウ

無声化率の差が極めて有意であるという結果が得られた(p<<0.01)。母

が母音ウより無声化が起こりやすいことは偶然ではないと確認された。
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イで

は母

は中

が、

と考

で高

いということは、母音無声化には高さがより重要な要素であると考えられる。

そう 者に対する音声教育では、母音の正

しい調音の指導が母音無声化を習得させる方法の一つではないかと思われ

る。 

 2

ほ

とな

であ

ある

る要

196

が破裂音、後続子音が摩擦音である環境がもっとも無声化しやすい環境とす

ると

無声化が生起する際、

      

あろうとウであろうと共に無声化が起こるが2、台湾人日本語学習者で

音イが母音ウより無声化が起こりやすい特徴が見られる。日本語の[Ɯ]

国語の音素の体系にないため、中国語の[u]が近似音として代用される

調音上高さが足りないという母語の干渉により、このような結果になる

えられる。一方、中国語における[i]は、日本語のそれよりも後ろ寄り

めであるにもかかわらず、調音上高さが足りない[u]より無声化しやす

であるとすれば、台湾人日本語学習

、前後子音の違いによる影響 

とんどの先行研究は子音による無声化率の差を認める立場にある。議論

るのは、先行子音か後続子音のどちらが主な原因であるかに関すること

った。摩擦音が先行している場合、無声化しやすいと述べているものが

一方（Han1962、深井 1979、前川 1983）、後続子音が無声化率を左右す

因であると主張しているものもある（杉山 1933、日野 1966、桜井

6:1997）。さらに、摩擦音に挟まれる狭母音が無声化しにくく、先行子音

いう結果を報告したものもあった (吉田 2002)。これらはすべて、母音

子音の種類による調音上の難しさに差異があることを

                                           
音の長さが比較的短いウはイより無声化2 母 しやすいと主張する Han(1962)、Kuriyagawa 

and Sawashima(1989)の結果があった。しかし、これらの研究ではデータに対する処理は集

計程度に止まり、統計学的に傾向を示したものではないため、母音には生起率の差が見ら

れないとするのが現在もっとも一般的な見解である。また、邊(2003)では、日本語母語話者

における母音別の無声化率について考察したが、[i]95%＞[Ɯ ]93％（p=0.23）で有意差は

認めなれないという結果が得られた。 
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示唆

学

語の

の子音をさらに破裂音、摩擦音という音韻的なカテゴリーに分類して考察し

ていく。対象母音の前後の子

って、母音無声化の有無を確認したところ、表 2 のような集計データが得ら

れた。

表 2 先行子音と後続子音の違いによる検査語の無声化率3 

 先行子

音 

後続子音 

している。 

習者において母音無声化が生起するかどうかは、母語話者と同様に日本

音声が持つ調音上の難しさの影響を受けるのかを検証するために、前後

音がそれぞれ異なるミニマルペアの検査語によ

 

  

破裂音/k/ 摩擦音/s/ 

_ika きか かn ん：86.3%（69） し ん：91.3%（73） 
破裂音 

_itaku きたく：77.5%（62） したく：95.0%（76） 

_ihan きはん：8.8%（7） しはん：16.3%（13） 
摩擦音 

_isaku きさく：63.8%（51） しさく：56.3%（45） 

 

先

察す

く（

たく

ある「きたく（帰宅）」は無声化率が 77.5%である。無声化率が比較的低い

ペア 販）」（16.3%）はな

お、先行子音が破裂音である「きはん（規範）」（8.8%）より無声化率が高

                                                

行子音を破裂音/k/と摩擦音/s/とに分類し、それぞれの無声化の生起を観

れば、後者は前者より無声化率が高い特徴が見られる。例えば、「した

仕度）」と「きたく（帰宅）」のペアでは、先行子音が摩擦音である「し

（仕度）」は無声化率が 95.0%であるのに対して、先行子音が破裂音で

においても、先行子音が摩擦音である「しはん（市

 
3 表 2 における括弧の数字は確認された無声化回数を表す。 
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くな

化の生起の困難度の高さがうかがえる。このように後続音節が一致するとき、

先行子

にく

ない

一

続破

よう

ん（

（8

「し

と「

裂音

母音

子音が摩擦音という環境では、母音無声化の生起が難しいと考えられる。こ

の結果

にと

のだ

さ

を考

であ

の子音の種類が学習者における母音無声化の生起に影響を与える要因であ

ることが確認された。この統計処理によって、先行子音が摩擦音であり、か

つ後続子音が摩擦音である場合は母音無声化の生起が難しい、ということが

っている。この観察によって、先行子音が破裂音である場合には、無声

音が破裂音/k/である場合は摩擦音/s/の場合より母音無声化が起こり

いということは、先行破裂子音が母音無声化の習得を阻害する条件では

かと思われる。 

方、先行する音節が一致しており、後続子音のみが異なる場合には、後

裂音のほうが無声化率が高い、という特徴が観察される。表 2 で示した

に、先行子音が破裂音/k/である場合、後続子音が破裂音である「きか

奇観）」と摩擦音である「きはん（規範）」のペアでは、無声化率は前者

6.3%）が後者（8.8%）よりかなり高くなっている。「しかん（史観）」と

はん（市販）」、「きたく（帰宅）」と「きさく（奇策）」、「したく（仕度）」

しさく（試作）」の 3 ペアにおいても、後続摩擦音の無声化率が後続破

の場合より低いことは一目瞭然である。つまり、無声子音に挟まれた狭

は無声化が生起するもっとも基本的な条件であるが、狭母音の次に来る

は、前述した桜井(1966:1997)の論述を裏付けることとなり、学習者

って、後続子音の種類は母音無声化の生起に影響を与える効果のあるも

と示唆している。 

らに、前後子音の種類が母音無声化の生起に影響を与える要因であるか

察するために、分散分析法で検定を行なった。先行子音(p=0.0412<0.05)

ろうと後続子音(p<<0.01)であろうと、両者はともに有意である。前後
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明ら の生起に差異をもたらすという傾

向は、 62、前川 1983）。このことから、

学習者は日本語母語話者と同様に、音配列による調音上の難しさにより母音

無声化を生じにくいと考えられる。 

3

後

声拍の前後が広母音である場合は無声化率が多少高い、とした報告がある

（前田

する

る（

学

の次

(4b)

ん(

ある

率が

母音 もの（利け者）」では、無声化する箇所

が比較

節母

研究

し

無声化が確認された回数の平均値を検定した結果、後続音節母音の違いによ

って生じた無声母音の実現は有意水準に達していないことが分かった

(p=0.101>0.05)。つまり、後続音節母音が非狭母音である場合は、そうでは

かになった。前後子音の種類が無声化

日本人母語話者にも見られる（Han19

、後続音節母音の違いによる影響 

続音節母音がどのように無声化の生起に影響を与えるのかについて、無

1952、日野 1966、井上 1968、梅原 1986）。また、その妥当性を検証

ために、実証的研究が行なわれた結果、いずれもこの論点を支持してい

前川 1983、嶺田 1990、吉田 2002）。 

習者にも同じ傾向が見られるかどうかを調べるために、語頭の対象母音

に来る音節の母音がそれぞれ狭母音と非狭母音のペアである表 1 の(4a)、

を用いた。図 4 に示したように、後続音節母音が非狭母音である「しか

史観)」(91.3%)、「きけもの(利け者)」(80.0%)は、後続音節母音がイで

「しきん(至近)」(81.3%)、「ききもの(聞き物)」(77.5%)より、無声化

高くなっている。また、被験者ごとに観察すると、後続音節母音が非狭

である「しかん（史観）」「きけ

的多く見られることが共通している。これらの観察によって、後続音

音が非狭母音である場合は無声化率が高い、という傾向が見られ、先行

の報告が裏付けられた。 

かしながら、一つの検査語につき、発話を 4 回繰り返してもらい、母音
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ない

右す では、無声拍の後続音節

母音の

てい

達度

以

いが

語母

母音

こと

本人

足り

を与

われる。さらに、ほかの母語を持つ者における日本語の無声化については、

韓国人学習者では母音の違いが無声化率に影響しないと報告されている（邊

2003）。以上のことから、母音の違いによって無声化率が異なる傾向は母語

の干渉によると考えられる。 

 

場合より多少無声化しやすいということが言えるが、無声化の生起を左

る要因としては認められていない。学習の観点

開口度は、母音無声化の習得に妨げるほどの要因ではないと見なされ

る。この意味において、学習者がそれを克服することによって、学習到

が高くなるということはないであろう。 

上の実験結果から、前後の子音環境の違いによって無声化の生起の度合

異なること、後続音節母音が無声化の生起に多少影響することは、日本

語話者を対象とする先行研究と一致していることがわかった。ところが、

別にみた無声化率では日本語母語話者と異なった結果が得られた。この

は注意すべき成果と言える。台湾人学習者の調音方式において、/i/は日

のそれよりも後ろ寄りで高めであり、/u/は低めに調音するので高さが

ないという特徴が見られる。この調音上の差異は無声母音の実現に影響

え、母音イが母音ウより無声化しやすいことになったのではないかと思
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六、結び

 本稿

点か

した

ま

とって無声化の生起が難しい検査語とそうではないものとに大別されるこ

とが分

子音

細部

次

イよ

摩擦

音の ある場合より無声化が起こりにくいということ、の 3

点に

後続

とが

 本

みた 克服するのかについては、学習者の母

音無声化に対する知覚範疇の変化を観察することを通じ、知覚範疇と生成範

疇との関連性を考察することによって更なる検証が必要である。この点につ

いては、今後の課題としたい。 

 

は台湾人日本語学習者における母音無声化の生起を言語内要因の観

ら考察したものである。音声的実験を行ったところ、以下の事実が判明

。 

ず、検査語がすべて典型的な生起環境にあるにもかかわらず、学習者に

かった。これは、学習者における母音無声化の考察には、単に「無声

間の狭母音が無声化する」と述べるだけでは不十分であり、生起環境を

まで分け入って考察する必要性があることを示している。 

に、母音無声化について前後の音声環境を調べたところ、母音ウが母音

り無声化が起こりにくいということ、また先行子音が破裂音の場合は、

音の場合より無声化が起こりにくいということ、そして後続子音が摩擦

場合は、破裂音で

まとめることができた。つまり、無声化音節の母音、無声化音節の子音、

音節の子音の 3つが母音無声化の生起を左右する要因であるというこ

分かった。 

研究では母音無声化の生起に影響する言語内要因を突き止めようと試

が、学習者がいかに言語内要因を
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得て行われたものである。審査の際に 2 名の査読者から丁寧なご指摘をいた

だきました。心よりお礼申し上げます。また本実験に参加してくださった被
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