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互 は じめに

漢字のうち､入声k及び tで終わるもの､即ち現在の日本語で ｢き｣｢く｣ ｢ちj｢つj終

わりの2柏の字は､後続菅によってt ｢き｣｢く｣｢ち｣ ｢つ｣の母音が脱落し､後続子音と

の同化が起き､表記が ｢っ｣となる｡入声kでは､後続音がkの場合～｢学軌 r学期｣のよ

うに母音が脱落し､子音剛 ヒが起きるが､それ以外の音が接続する場合は､原則として ｢学

生jr学費｣｢学問｣のように､母音は無声化するにとどまるGまた､入声 与では.後続者が

kサ S, i, h(p)だと ｢実行｣ ｢実際｣｢実態｣ ｢実費j のように母音の脱落､子音同化が

起こるが､それ以外の後続骨では ｢実現｣｢賓像｣｢寒月∃｣のように_.母音は無声化するだけ

である｡この規則性は大多数の語に当てはまるが､少数の例外がある(, この例外のひとつと

して､ ｢入声k｡ t音uFt字が複合語e糊 れ削こ宋た場合｣があるO例えば 鳩 型室 ｣ F熱処

理｣ r軽臼j国｣などであるQ (熊沢且9軸)

ここで例外として扱った上記のケースが､某は初めに述べた規則の例外と言うよりも､それ

はそれでひとつの規則性を持っているのではないか_という仮説を立て､主として漢字3字の

音読語で ｢入声k, L音の字が複合語のgjkL日に来た堤倉｣に焦点を絞り､例を集めて考えて

みたO (注H

また､漢字2字から成る語vl)牢にも,.2宇Ejjが接j造語として働いてZvJ､る場合などをし､1,iFj釘,Uj
しエくけ しってき

規則の例外となる (例:r食気j r質的｣1傾向が見られたので.2字語もさらに例を集め

し-1f･7こ.

互! 資料

日本放送協会編 (1966) 日本語発音アクセン ト辞典

日本放送協会締 (19S5) E]本譜発音アクセン ト辞iILL 改訂新版

笠間書院 (且978) 日本語尾音索引 (岩波国語辞炎第2版の逆引き)

ⅠⅠⅠ 調査の範囲 と方法

常用漢字1945字のうち､汰 (き38字 Bく18()辛)､ i (ち7宇 ･つ93字) (計318

辛)で終る入声音の字について､k､ S､ i､hで始ま′る字音が続いた主として3字の字音語

を､上記資料から抜き出したO黒沢(1')I)4)の調査結果に基づき､2字の字音語で原則として母

音の脱落が起こる組合せ (k+k, i+k, S, i,h (p))に焦点を合わせ､′3字の複合

語､派生語の切れEHこ来た場合､母音が脱蕗するか､矩 声化にとどまるかを調べた｡また､4

字以上の語でも､●･0100 (塾核反応)､〇〇 ･●.00 (同一波放送),001○○ ｡

○ (水上生塗者)のように､切れ目の前または後に光るのが 1字であるものも対象とした｡

｢特別 ･室｣型の語､つまり入声k, t許の字が2字巨=こあるものは､普通の辞書では捜し

にくい.これをある程度網羅的に調べるために､まず.k. S, -i.h膏で始まる字音を常用
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漢字表から抜き出し､その字音109種 (か､かい､かく--･ほう､はく､ほん)が入声 k. t

音の字の後に来る3字以上の語を 『日本語足許索引』から拾った｡ (例 :ツシ ｡ツプクヨシ-

植物質) また､ r熱 ･処理J型の語は､普通の国語辞典から捜すことができるが､今回は､

発音が明記されている 『日本語発音アクセン ト辞弛』から拾うことにした｡ 『日本語尾普索

引』から採った語についても､ 『日本語発音アクセント辞典』で可能な限り､発音を確認 した｡

また､複合語の切れ目がどこにあるかの確認には､広辞苑第四版電子ブック版を使った｡

2字譜については､ 『FJ本譜発音アクセント辞炎』から常用漢字中の入声k, t音の字318

字で始まる見出し語のうち､原則として母音の脱落が起こる組合せ (k+k,t+k, S, i,

h (p))のものを拾い､例外がどんなもので､どのくらいあるか調べた｡

IV ｢型割 (母音が脱落) と r特型 ｡室｣ (経許が無声化)

二派 出所 塑質 型席 型法

同二波放送 派坦所 植堕質 特型席 特型法

上記の語の構造は､次のように表せる｡

∴- ∴
とく べつ しっ ぺっ しっ

特 別 室 別 室

r同一波放送｣ ｢水上生活者｣の ｢同一波j｢生活者｣の部分は､下記のように r特別室｣

と同じ構造を持つ｡

二 く 一㌦ :.1･-,二 二 ､､

どう いつ は ほう そう すい じょう せい かつ Lや

同 一 波 放 送 水 上 生 活 者

上記の語例を比べてみると､●○型で母音の脱落が起こるのに対 し､○●･○型では同じ字

の母音は脱落せず､無声化するにとどまっている｡○●･○型でこれが規則的なものと言える

かどうか､語例を集めてみた結果､次のように､例外はあるものの､十分規則性があることが

分かった｡

57



◆｢特別 ｡室｣○●｡○型-一主として､eの2約日の母音は脱落せず､無声化にとどまる

+脱落 :母音が脱落 一脱落 :母音が脱洋せず､無声化 ±脱落 二脱落､無声化両方あり

｢特別室｣と ｢別室｣を比べると､ ｢別室｣では ｢別｣と ｢室｣の熟合贋が商いのにひきか

え､ ｢特別室jでは ｢特別｣と ｢重 ｣が複合 してできた語､という意識があり､ ｢特別｣と

｢室｣の問に切れ目があるo r割 は語で看iなく､形態素だが､接辞的に使われる,という点

で..ある程度の独立性を備えているOそのようなす産辞的なもの､あるいは ｢法｣や ｢質｣のよ

うに語のレベルでも使われるものに,独立した語が前揺する場合Vその二者の間にさてと境界があ

る､と意識されるのではないだろうかO 晒 別室｣の発音が rトグ霊エシツJではなく､ ｢ト

夕べツシツ｣になっていることは､その境界意識の反映であるkと言えないだろうか｡

㊨ ｢特別ら墓｣○⑳ q口型 語例

* :『ロ本語発音アクセント辞典』『日本語足音索引』に記敏のないもIr}0分類は内省によるO

士?:『E3本語発音アクセント辞典』には無鞘 ヒ'J)記戟しかないが､内省で､母音が脱落し

やすいと思われるもの

1L,Jir:

十脱落 :両脚規

一脱落 :主力艦､体育館､人格化､本格化､視覚化､好角家､結核菌､陰極管､組織化串､

枢軸国､安息香､駆逐艦､既得権､二幅対､俳腹筋､括約筋､内陸国

±脱落 =多角形､三角形､四角形､旅客機､万国旗,各国間*､著生家､老生権､音室家､

音楽会L.生殖韓､水族館

t+良, S,t.h (p)
とげっぼう

十脱落 :武芸十△般､吐月峰
せんじつニ=) はい じつセい ころじつせい

一脱落 :同一波放送､同一視､統一的､ 千日紅 ､ 背日性 ､ 向日性 ､百旦葦､全旦制､
えんじってん とろけちけん
遠日点 ､膝八巻 ､優越感､生活費､生活苦､生活給､水上生活者､間欠泉､議決権､

えんげつとう

未迭囚､精選法､多重質､敗重症､貧垂性､催月刀 ､接旦師､検室官､撃墜権､

警蜜署､検室庁 (±?)､白銅 勺､実質的､物質的､切実感､現実的､派出婦､
し上 き

派出所､技塾者､技堕的､観望気 (注 2)､常設館､建設的､季節風､小説家､

到達点*､出発点､念仏宗､動物界､景物詩､風物詩､動物質､植物質､造物主､

植塑性､差型的*､特別区､告別式､刷 り市､特別席､特別職､特別法､始末書､

機塑費､効窒化*､分型式

±脱落 :建設中*
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V ｢熱心｣ (母音が脱落) と ｢熱 ･処f!l7=｣

~垂 八重 塾気 塑中

一重機 八五位 熱気球 熱中性子

上記の語の構造は､次のように表せる｡

∴- .-
ねつ しょ り ねっ しん

r熱中性子_Ir熱核反応Jは4字語だが､構造は下記のようになり. ｢熱｣がそれに続 く言責

に大きく係るという点で ｢熱処理J型に準じると考えられよう｡

.A . / 汰

ねつ ちゅう せい し ねっ かく はん のう

上記の語例を比べてみると､●O型で母音の脱落が起こるのに対し､●･00型では同 じ字

の母音は脱落せず､無声化するにとどまっている｡○● ･○型でこれが規則的なものと言える

かどうか､語例を集めてみた結果､次のように､そうでない例もかなり多く､ ｢特別 ･室｣型

の語に比べて､仮説で考えたような規則性があるとは言い難いことが分かった｡

◆｢熱 .処理J●･○○型一一●の2拍目の母音は､無声化と脱落両方の場合がある｡

+脱落 -脱落 ±脱落 計

k+k 5 8 2 15

t+k, S,t,h (p) 19 16 1 36

数詞として働く数字は､後続の語との塾合度も高く､従って母音が無声化しやすいとも考え

られる｡そこで､仮に上の集計から数字 ｢六｣ ｢-｣｢七｣｢八｣を含む語を抜いて数えてみ

ると､次のようになる｡
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こうすると､母音が脱落しない語例が､脱落するものよりやや多くなる｡ しかし､それでも,

｢熱 ･処理｣専IOO型は､ r特別 ?宝jOe "○型のような規則性は認められない5車 !0

0型のさは,○串80型の尊より､後続の譜との熟合度が高い､と言えるかもしれない,

争｢熱処理｣型 語例

k+k:

一一脱落 :塁感胤 登会社*､墜開発耳､核拡散､核家私 角距敵 逆回転

副級長､服加減､複関税

±脱落 三逆効果､逆光線

も十 k, S, i.紘 (p)

+脱落 :二個人､二胤忌､ニ生臥 二親敬 二桐 己､ニ昼私 二直線､ニ直角､堕火乱

獲鉄鉱､旦世界､壁風乳 量社会､茎/i三敵 襲拍子､別世乳 別天敵 仏舎札 没交渉

-脱落 :-転機.七福神､七変化,八方偉,熱輯射､熱叱学､熱線反乱 熱核兵器､熱気球､
みL,jLLb-)-I

熱器具､熱処熱 熱卵 生子､型勘定､型行臥 没趣味､ 乗出由

±脱落 :二見識

せき

上の語例の 1宇 目を見ると､｢+脱軌 のものは､数字を除くと､i宇目の字に ｢赤｣
ち 上く かつ さつ とつ
｢直 ｣ ｢括｣ ｢殺｣ ｢突｣のように､独立性の快いものが多いO-方､ ド-脱落j のもの

は､ 1宇目の字に ｢悪J ｢核｣ ｢角j ｢逆｣ ｢熱｣等､単独でも使える独立性の高いものか､

｢各｣ ｢削 ｢服｣のように.,接辞的に使われるものが多い｡ しかし､ ｢別｣r没｣の字は,

r+脱落｣の言削こも ト 脱落｣の語にも使われているし､ r密Jのような独立性の低い字で

ト 脱落｣の語に使われているケースもある｡従って､l辛目の字の独立性がその字の母音の

脱落の如何にかなり関係があるとは言えても､それが絶対的な､あるいは単独の原因だとは言

えないようだ｡

なお､3字語には､このほかに次のような構造のものがある.

∧● ∴
せつ げっ か ぶっ ぼう そ う

雪 月 花 仏 法 僧

60



∴ ∴
かん いっ ぱっ かっ き てき

間 一 髪 画 期 的

r雪月花｣○｡●｡○型､ r仏法僧｣●･〇 ･〇型のように､独立した形で3字が結びつい

ているものは例がほとんどなく､母音の脱落に関してその傾向を見ることはできなかったo

また, F間一髪｣01●○型､ ｢画期的｣●〇 ･〇判 ま､●○の部分は2手話と同じなので､

2字詰削こ畔じるものとしたO

Ⅵ ｢物的｣ (a:母音が脱落-一般的) と ｢質的｣ (b :母音が無声化-例外的)

2字語について､常用漢字を対象として調べた結果は､次の通り､2拍目の母音が脱落す る

ものが圧倒的に多く､その規則性が確認された｡

+脱落 -脱落 ±脱落 計

k+k 232 15 ll 258

t+k, S,t,h (p) 8d9 ll I 821

◆2字語 語例

k+k:

+脱落(1):借金､食間､ 悪化､弱化､学界､客観､直感､学科､学課､俗界､着工､

一脱落(1):益金､駅間*､練化､劇化､劇界､敵艦､壁間､各科､各課､各界､各項､
かつけ

+脱落(2):脚気､ 国会,木管--･
し上くけ どくけ よくけ

一脱落(2):食気 ､毒気､肉塊､脈管､欲気
け

±脱落 :激化､識見､俗気､敵国､的確､適格､角界､菊花､幕下､複啓､副育

t+良,S, t,h (p) :

ねつき ぷっばう
+脱落 ‥塾種､整調､窒息､熱気､仏法 [仏の教え]､些茶､室橋､生笑､茎点､塾的

ねつけ ふつほう L(, しち しち
一脱落 :旦種､室長､質感､熱気､仏法 ｢フランス法律学)､質権､質商､質店､質的､

(熊公)八公､靴工

±脱落 :主転 (八倒)

き け

｢気｣の昔である ｢キ｣と rケ｣は､音でありながら､ ｢気を付けるJ r火の気｣のように

1字だけでも用いられ､半ば和語のように使われている.この ｢キ｣と ｢ケ｣が他の音読字に
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後接 して用いられる場合､ ｢キ｣は次のように前接の入声音の母音が脱落するのが普通だが､

｢ケ｣は無声化の方が多い｡

怠 :+脱落 :一気､妄蓑､活気､血気､節気､最遠 一脱落 :鼠

鼠 :-脱落 ‥Li憲､巌 ､毒気､妄競 ､欲気 +脱落 :完蒜 ､ 農産
け きかけ げ け かさけ

r気j は､和語に後按する例が非常に多い｡ (塩気､酒気､若気､吐き気､男気､癒気､
かざけ お おぞけ つらけ ふっけ ひとけ けなげ け
風気､怖 じ気､腰気､虫気､水気､怖気､土気､呆気､人気､健気､女気)

け
和語に後接する語例の多いことが､ r気｣を和語U:3ようなものと類推させている､とも言えるo

そのため､入声書が前揺するときも_.鞄音の脱落が比較的起こりにくいのではないだろうかO

他の F-脱落｣とそれに対応する ｢+脱落｣の例を比べると､ ト 脱# Jの語の1宇目は､

r+脱軌 の i宇目よりも概して独立性が高い､ということは言えようo r駅間｣は 鳩 弓｣の

間だが､ ｢食間｣は ｢食事｣の間｡ ｢舷化｣は 傾 lになることで､ ｢悪他 は 懐 く｣なる

こと｡ ｢劇界｣は 鳩 5｣の世界だが､ r学界｣は ｢学問｣の粒界or質的｣の F質j ほ単独で
ぷつ

使えるが､ r物的｣の ｢物｣は特殊な意味を除いて､独立した語としては使われない壬必ずし

も r-脱落jの語の 1宇目が常に語のレベルで､(+脱 落｣の 互辛目がいつも形態素のレベル

というわけではないO鳩 l憾 jr学｣もまた､語のレベルでも使われる｡ただ､ ｢食間3

は ｢食｣の問と言 うよりは ㌢食事｣の間､ 憶 化｣は ｢藩 ｣になると言うよりは ｢悪く｣なる

ことだと言った方がいい､という程度のことであるOまた､ ド-脱落_Hj_)r各科｣r各課｣な

どの ｢各j は単独では使えない｡ しかし､ r各｣は接辞とLで使われるため､ ｢学科jr学

課｣よりも ｢各科jF各軌 の方が語としての熟合度が低い､とは言えるだろう｡

尊皇く+1L-1(p)

k十h (p)の組み合わせでは､普通 rき｣ ｢く｣の母音は無声化にとどまるが､字をご

よって脱落する例を持つものがある｡ ｢独j r臼■｣ ｢北j F六｣F匹｣であるO

k+h (p)

十脱落 :独歩､独法 ;百発 (百中)､百般 ;北方☆ ;六方､六法 :匹夫 (の勇)

一脱落 :独自 ; 百八 (煩悩),百弊 ;北辺

★ :今回の資料には記載がなかったが､黒沢1り')4の資料 『新明解国語辞典第二版』に

あったもの

王参考】汰+h (p)の3字語は､次の通り､母音が脱落する例はない｡
きくはんきい

適 ･不適､格 e変化､菊 B半切 (紙lJL逆 .比例､櫓 .比例､複 ･複線､略 4本暦

VII 結論

以上で考察したように､3字詰､2字語の入声音の母音が脱落するか無声化にとどまるかは､

次の諸要素によってほぼ決まるものと推定できる0
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1 音声上の要素 :入声k, t音の字がk, S, t,h (p)で始まる音に続くかどうか｡ こ

の環境にあれば､原則として､入声音の2打=]の粁許は脱孫する.

2 形態上の要素 : (2約日の母音が脱落または無料 ヒすべき)入声音を含む部分がどの程度

独立性が高いか｡独立性が高いほど､母音は脱落しにくい｡3字語が○●･O型の構造を持っ

ていれば､初めの2字で構成される語は独立性が高いので､●の2約日の母音は脱落しにくいo

また､3字語が●500型の構造である場合､●の部分の独立性は､語､形態素かつ接辞､形

態素の順に低くなるOそして､その順で●の2相日の[;7滴 は脱落しにくくなるO●○型の2字詰

の多くは､語 としての熟合度が高く､●の2拍Rの母別注脱落しするのが普通だが､●の独立

性が高ければ､母音が無声化にとどまることもある｡

3 語嚢上の要素 :後接する部分が音読されているにも関わらず､和語のように意識され､使

われているか｡和語のようである場合､その前に束る入声音の2拍目の母音は脱落しにくい｡

4 適時的変化 :1-3が共時的要素であるとすれば､音声の時代による変化という通事的要

素も考えなければならないだろう｡ (例 :赤褐色 :せきかっしょく-せっかっしょく ;角界 :

かくかい-かくかい､かっかい)

話し言葉で､丁寧な発音をしないときに起こるヲ邑芹の縮約が､どの程度固定的なものになっ

ていくかは未知数である｡ ｢核家族｣は ｢カクカゾク｣ (クは無声化)だが､ ｢カッカゾク｣

(クの母音は脱落)と発音していることも多いはずだO ｢検察庁｣は ｢ケンサツチョ-｣だが､

ぞんざいな話 し言葉では ｢ケンサッチョ- ｣と言っているのではないか｡ただ､これがまず､

発音辞典で認められ､次に日本語の表記 (国語辞典など)に反映されるには､時間がかかるだ

ろう｡表記はいつも音声の変化の後追いだから､共時的には､発音と表記の間にはギャップが

ありうるわけである｡

注

(注 1) :音読語に絞ったのには理由があるo和語や外史語が入声k, t音の字に後続する例
きやくがわせ

が少数あるが､ ｢逆 為軌 ｢値塾ホルモン｣のように､母音は脱落 しないことが多いO これ

は､和語､外来語が後続する､という条件のためにそうなる可能性が高いので､母音が脱落 し

ないのが複合語の切れ目に来たからなのかどうかを見るには不適当だと判断したO
き

(注2) :音読の ｢気｣が､あたかも和語であるかのように連濁を起こしているO

(注3) :黒沢1994では､ ｢無声化と脱落の問を揺れているもの｣になっている｡資料 とした

『新明解国語辞典第二版』(1972)では､ ｢せきかっしょく｣の見H=ノ語のもとに ｢口語では

｢せっかっしょく｣｣としている｡
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