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1. はじめに

人ははじめて開く言語の韻律に特別な印象を持つことがある｡これはどのような過程を経て

おこるのだろうか｡印象とは特定の意味とともに得られるものなのか｡母語や既知の言語の嶺

棒から特定の意味が想起されることがあるのか｡未知の音譜の嶺樺も既知の言語の韻律的意味

を通して聞くということがあるのか｡つまり､韻棒と意味がパタ-ンとして知覚されることが

あるのだろうか0

人娃話し言葉の音の連続を音群にまとめて知覚し､規則正しい配列や繰り返される単位をi)

ズムとして知覚している｡リズムのメカニズムは､母音や子音などの語音の特徴というより､

韻律要素(音の強さ.高さpポーーズ ･アクセント｡イントネーション d母音調和など音素の関わ

りあいなど)により異なることが知られているo

従来､リズム類型論ではその違いを生み出す生成機構はタイミング制御であるとされ､その

制御の単位がス トレスかシラブルであるかさこよって､二-')のリズム型が設定きれた｡m auer

H983)は､共通の リズム型を持つ音譜の間に､音節構造やアクセントにおいても共通の特徴が

観察されることを示唆したoつまり､リズムと音節構造に相関が諦められるというのであるd

また､日本語研究さこおいても､韻律構造と音韻配列パタ-ンの相関が外尭語の音節複合過程をこ

観察されることが指摘されている (佐藤1993)｡諭し言葉のリズムと音節鹿追やアクセントなど

の音韻構造 との相関は今後の検討課題であり古顔園1995)､多くの言語から現象を集め実証して

いく必要があろう仝

一方t音韻論のみならず言語理論の多く按､英語圏で発達したため､言語理論の普遍的妥当

性の検証にあたって､体系の異なる言語による傍証として日本語が役割を果たしたこともあっ

たO日本語の対照研究においても､表層の構造や現象の異なる英語との対照研究で (大高 j9877

poseT1990,窪園1995)日本語の構造が明らかにされることが多かった(注 i).

しかし､類似した特徴が認められる二つの非印欧語の対照研究で､その構造を明らかにしよ

うとした研究は少ないO 日本語とフィンランド語は音韻レベルで明らかに類似した特徴を持つ

言語であることは堀 (1993,1994)で指摘した｡フィンランド語のリズム特徴に関しては ｢愉快

なデタラメに聞こえることもある (中略)模範朗読を聞いて (中略)笑いころげてしまった｣(稲

垣1983)という記述がある｡また､ ｢発音しやすそう｣ ｢日本語に何か似ているけどこっけいに

聞こえる｣といった印象は､フィンランド語を初めて耳にする日本語話者から頻繁に聞くO

本稿では､知覚レベルのリズムと音節構造がどのように関わっているのかを､HFl本譜とフィ

ンランド語の音節構造の比較を通して考察する｡

2 音節構造とリズム

話し言葉のリズムは､伝統的なリズム類型論では二つの異なるメカニズムがあるとされてい

る (DauerJbJd).それは音節拍リズム (syllable-timed thythln)と強勢拍リズム (stress-timed
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rhythm )である｡音節拍リズムとは各音節が等時的に繰り返されてリズムが形成されていく｡

強勢拍リズムとは強勢音節が等時的に繰り返されてリズムが形成されるというものである｡タ

イミング制御の型によって分類されたリズム構造と他の音韻構造との対応は以下のように考え

られている(注2)0

表 リズム構造と他の音税構造との対応

音節拍リズム 強勢拍リズム

音節構造 単純な子音構造 複雑な子音構造

アクセント 強さに依存しない ⊥｣ 堅 竺撃 する

日本語は音節拍リズムの下位範噂として考えられているモーラ拍リズムの言語であるO-

方､フィンランド語は奇数音節に強勢柏を持つ言語であるが､子音構造に関しては比較的単純

なものであることが明らかにされている(堀1993)｡上表を基準にすると日本語とフィンラン ド

語は単純な子音構造を持つという点で音節拍リズムを持つ言語に見られる特徴を共有している

ことになる｡

3.音節量による音節分類と音節構造

比較的単純な子音構造を持つ言語の音節構造を観察するために本稿では音節量三元説を用い

る｡従来用いられてきた開音節 ･閉音節という区別では､音節未に子音があるかないかという

ことが間藤にされてきたが､音節量三元就音節では音節分類の基準であり内部構造をより詳し

く観察するために､この音節分類の基準柱､以下のとおりである｡

(1)各音節は内部構造により特定の重さを持つ｡･

(2)面子音の存在の有無に関わらず､音節核と子音の構造を問題にするo長母音は短母音の二

倍の重さ､母音のあとの子音は短母音と同じ重さ､長母音を含む開音節は [単母音 +子

音]と同じ重さで､音節量の区分は以下のように三元的なものとなる｡

a 軽音節 : (C)V

b 重音節 : (C)VV,(C)VC

c 超垂音節 :(C)VVC

さらに､音節量という概念をモーラという概念に発展させる解釈もある｡音節の重さや長さを

測る音節量を語の長さを測るモーラを単位として定義すれば､日本語では次のように分類される

(注3)｡

a 軽音節 : (1モーラ音節) は(葉､歯) き(木､気)

b 重音節 : (2モーラ音節) きょう(今日､凶) むと⊥(会､貝)

C 超垂音節 :(3モーラ音節) 立上ユユと えー之.おじ皇左｣ユぽい

フィンランド語は日本語と同じく開音節が多く,促音や長音に相当する音節をはじめ､はつ音

や二重母音の特殊柏に相当する音節を持つ (注4)｡音節核と音節未の子音や母音の構造や特殊柏の

配列パターンを詳しく観察するために､4つの特殊柏を別々に明記する｡ここでは､窪園 (1993a)
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に従い､長母音をR､二重母音をJ､はつ音をN､促音をQと表す(注5)0

日蕃語の音節構造娃次のようを.=あらわされる｡

<1>日本革¢音節贋造

a 軽音節 : CV

b 垂音節 : CV里&-R,5)CVG& Q,N)

C 趨量音節 :CV7ii(BEG-RlNy,RQ,JyQ,JyN)

CV土二亡(旦こNO)

一方､フィンランド語披三つの子音からなる子音辞を韓つが､その横遺按複雑なものではなく

(堀､前掲)､また､モーラが韻律単位として機能しているという指摘もある (i_Bhtonen1970)0日

泰語との音節構造の比較のために臆､音声的見地からフィンランド語の子音群の各子音の長さが

証明され､モ-ラの数を変える必要がないのか否かにも明らかにされな狩ればならないO泰轟で

は音韻的レベルで比較することとし､フィンランド語のそれぞれの音節を音節量三元就で分類

し､続いてその構造を観察する｡

<2>フィンランド語の音節分類

a 轟音節 : 迩 放血 aa-塾』 盈一瞥 望基

い 領郎 iY= 辿L 由比･･川lト虹 iiEiL,と･追一山,

b 適量音節 :迦 ta垂 捷起･ka,奴 pa,宣迫数取出瞥kuu,.Pj&-i主,茎塗 もi,由 一iLaS

分類された音節の構造を<i>に従って表すと以下のようをこなる｡

<3>フィンランすご語の音節構造

a 軽音節 : CV

b 重音節 : CVVL(二堅炭,♂)CVE(gQ,_N,C等)

C 適量音節 :CVV% (没 RN,RQ,JQ.JN,RCか)

CVVH (匹 NQ,CQ帝,CC*)

(串は日本語をこない音節構造)

音節量三元説で分類された日本語とフィンランド語の音節の内部構造の比較から､以下のこ

とが分かる｡

音嶺配列パタ-ンは日本語よりフィンランド語のほうが多い｡さらに､日本語をこなく､フィ

ンランド語に存在する音節構造はあるが､フィンランド語になく日本語に存在する音節はな

い｡具体的には､重音節ではCVC､超垂音節ではCVCQ､CVRC､CVCCである｡しかし､

CVC､CVRC､CVCQ､CVCCにおいては､音節未の子音音素(CVC,CVRC,CV(二恋のC)揺

/S/と川 ､連続する子音のはじめの子音音素(CVSQ､CVCSのg は/r/と川 であり(堀 1993､

1995)､音韻配列パタ｢ンはフィンランド語のほうが多いが､音素は限られていることが分か

る｡
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4 超重音節が現れる環境

次に､超重音節を寿つ語はどんな種類の語であるか具俸的に単語をあllf､その特徴を探るG

<4>日本語の超重音節を持つ単語

(音節構造) く単語)

CVBbL: ガ一之 ズキーと ジー之

CV畳ま : す且ユと きゆj_三と じヒエと さあ三と

CV塗し: イ左と デザ土と コiii サム上 下監

CVJi : おもとユユきり げんだ立法_こ

CV坦 : ロンドとユこ おじさん2Jlまい

連続する二つの特殊モーラを持つ起重音節は日本語では名詞や形容詞や動詞の基本型には現

れず､オノマ トペや形容詞の強調形や複合語や外来語に現れると言える.

<5>Ziiとラン3語の適量音節を持つ重患

(音節構造) (単語(意味))

CV塾生:Na室生-talュ(地名)Rap-peea-ran-ta(地名)

Ha-meen-tin-na(地名)

CV畳ま:Ri虹ka(人名)IiLta-la(社名)A鉱一re(人名)

Jaik-ko(人名)1塾･keel-la(機械で)

CV辿ま:MinJsTki-men(人名)peal-ti(人名)kann-sa(いっしょに)

CV王⊆L:ka汲-pa(商業)Heik-kl(人名)kaik-ki(すべで)

CV乱_:nonJ(およそ)u-se吐J(しばしば)soiR-tu(育)

*CVRK :syxa-kuu(9月)ju堂-tO(チーズ)

辛CVGEL:ku望-Si(クラス)Ko及-pi(人名)tub-pa(爪)

辛CVgこ:mya-ky(嵐)koEi-kea(倣慢な)也-tas(自堕落な)

フィンランド語では超垂音節は名詞や形容詞の活用形をはじめ､固有名詞にも現れる｡つま

り､特殊モーラが連続する過重音節はフィンランド語では基礎語臭にも生起するが､日本語で

は特殊な語においてのみ現れると言える｡

5.まとめ

日本語話者が初めてフィンランド語を聞いたときに､フィンランド語が ｢デタラメ｣または

｢こっけい｣と知覚される根拠を音節構造の中に求めた｡日本語話者が日本語の中で形容詞の

強調形やオノマトペなどにおいてのみ多くあらわれる音韻配列パターンを､別の言語の中で聞

いたとき､日本語における意味を連想したのではないかということが推測できるO言い換えれ

ば､はじめてフィンラン ド語を開く日本語話者が前述のような聴覚印象を持つのであるなら､

韻律レベルにおいて母語の韻律がもつ意味､すなわち特定の語や諸種が想起できるほど､音節

構造が類似しているとも言えるのである｡

本稿では､音節構造がリズムの生成過程で関与しているだけでなく､知覚のレベルにおいて

もリズムと音節構造が表裏一体となっていることを証明する現象を取り上げた｡
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注

(注i)彊固 く且99517は､英語と日本語は表層において異なるが､一見別個に存在するかに見える

音韻現象も同じ音韻原理によって支配されていることを証明し､体系の異なる英語と共

通した原理が日本語においても働いていることを指摘するC

(注2)一つの言語が二つの特徴を持つことはありえないのか､またリズム特徴は二項対立する

概念なのかという疑問には本稀では立ち入らないCこの裏は窪固く1993b)を参照した｡

(注3)これに開し､E3本語に3モーラ連続があるという説 (窪園 1993a)と､日本語で娃3モーラ

の連続は回避される傾向があり､2モーラと1モ--ラに分けられるという説がある(窪園

i995)｡

催 A)四つの特殊音素はそれぞれ自立度においては異なる振る舞いを見せる､自立度の点か

ら､長母音>はつ音>促音>二重母音という階層が観察されるという(窪園1993a)｡

(注5)フィンランド語の二重子音は有声音も含むので,Qで本来あらわす ところの無音状態だ

けではない｡尚.フィンランド語には特殊音素をNやQなどであらわす習慣はないが比較

における便宜上この表記法を招いた｡
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