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1

はじめに

日本語の音節構造では、音節頭に現れる音
は母音、または子音一つに限られている。日
本語の音素配列の規則では、子音が二つ以上
音節頭に重なることはない[1]。したがって、
英語など複雑な音節頭を許す言語を発話する
際に、日本語話者は、日本語の音素配列に合
うように修復ストラテジーを使う。例えば、
strategy という英単語を発話する際、子音間に
母音を挿入して[sɯtoɾatedʑiː]と修正する。
子音連続（「クラスター」）について母語の
音素配列にないものを発話する際に、挿入母
音を施して複雑な音節頭を複数の音節に変換
することが指摘されている[2,3]。しかし、日本
語話者が実際に英語を発話する際に複雑なク
ラスターを複数の音節として調音しているか
どうかは明らかになっていない。
人間の発話は、複数のジェスチャーが重な
り合っていると仮定することでクラスターな
ど複雑な現象を簡潔に説明することが可能と
なる[4]。言語によって、ジェスチャーの重な
りにはそれぞれ異なるルールがあり、クラス
ターとして発話できる音素が決まる[5]。話者
の母語の音素配列に違反するクラスターのタ
イミングを調べると、[ə]など中立な母音を挿
入して発音するよりも、調音器官の移動が遅
れて有声の空間が残る[6,7]。つまり、意図的に
母音を挿入するよりも、調音タイミングの間
違いから母音に近い空間が生じる。
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実験

北陸先端科学技術大学院大学（JAIST)で
Carstens
AG500
3D
Electromagnetic
Articulograph (EMA) を使用して 7 名の話者の
発 音 を 計 測 し た 。「 Yes, I saw five bright
highlights in the sky tonight」というフレーズを
発話してもらい、3 次元で顎、下、唇など能
動的に動く調音器官の動きを記録した。本研
究では、bright という単語に焦点を絞って分
*

析を行った。計測には、MATLAB による EMA
分析専用ソフトの mview[8]を用い、舌尖、舌
背、下唇および顎の移動を計測した。
2.1 英語母語話者による聴覚的評価
アメリカのソーシャルニュースウェブサ
イト reddit.com で英語母語話者を募集した。
実験参加者はランダムに呈示される発話に関
して、ネイティブ度を１（ネイティブに聞こ
える）から９（極めて訛っている）のスケー
ルを用いて評価した。参加者は、聴覚に障害
がなく、また日本語学習経験や日本に 1 ヶ月
以上滞在した経験のない 43 名であった。
Fig. 1 Online nativeness rating application

Table 1 Speakers
性 母語
平均ネイ 舌 尖 の 最 大
ティブ度 速 度 点 の 平
均遅れ
A08 男 英語
1.63
0.83 ms
S01* 女 英語、スペ 2.32
48 ms
イン語
J05
6.35
35 ms
男 日本語
J06
5.00
40 ms
女 日本語
J07
4.08
38 ms
男 日本語
J08
7.22
124 ms
女 日本語
J09
3.15
-3.3 ms
女 日本語
*英語、スペイン語の同時性バイリンガル

Articulation of English consonant clusters by native English speakers and Japanese speakers, by
MOORE, Jeff and ARAI, Takayuki (Sophia University).
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結果

図 2 に計測結果を示す。すべての話者にお
いて、bright を発話する際にすべての調音器
官は「閉—開—閉」というパタンが観測された。

タイミングをする結果、子音と子音の間に隙
間を形成してしまうと考えられる。
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