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I 

現在では音声 (sound，phone) と音韻 (phoneme)1 とは区別されな

ければならないことは当然のことであり，そして音声学 (phonetics)は

音声を対象とし，それに反して、学派や国によって必ずしも同じではな

いが‘phonemics' とか‘phonology' と呼ばれている「音韻論」は音

韻を対象とすると考えられている。そLてこの区別が今世紀中期の重大

な進歩発達であるとされている。しかしこのような区別がそうきびしく

言われなかった時， r音声」とされていたものは実際には何なのか， そ

して音声学と音韻論は実際研究対象の単位そのものが異なるものかどう

か，本論文はこのような点について考え，更に変形生成文法派の基底分

節素 (underlyingsegment)と彼等の言う「分類学的音韻論J(taxonomic 

phonemics)又は「自律的音韻論J(autonomous phonemics)における

音韻との関係を考えてみようとするものである。

D. Jonesの AnOutline 01 English Phoneticsは書名が示すよう

に「英語音声学」の書である。今第6版 (1939)をとってみると，音韻

(phoIleme)を次のように定義している。

A phoneme is a family of sounds consistirig of an important sound 

of the language (i.e. the most frequently used member of that family) 

together with other related sounds which take its place in particular 

sound-sequences. (p. 48) 

この定義は音声と音韻の区別が重要視されるようになった時の彼の

1アメリカの学界関係のものでは「音素」と訳されるのが普通である。
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音韻の定義と実質的には変っていない。第 8版 (1956)では冒頭の‘is'

が‘maybe described roughly as'となり，最後に‘orunder particular 

conditions of length or stress'が加っている (p.49)，そしてまた，

彼の ThePhoneme (1950)では，音韻の定義は次のようになっているO

a family of sounds in a given language which are related in character 

and are used in such a way that no one member ever occurs in 

a word in the same phonetic con民xtas any other member. (p. 10) 

これは 1962年の改訂版でも同じであるO

さて Jonesの「音声学書」はこのように音韻を定義しているが，取

扱勺ているものは何であるかと言うと，まさしくこの音韻なのである O

具体的に例示してみよう。彼は i:について，多くの英語の話し手は純

粋な i:の代りに二重母音を使うと述べている(1939p. 64)。またコi

について，この音韻は補助的なメ γバー (subsidiarymembers) を持っ

ているが，それは主メンバ{と大Lて違うことはないと述べている

(1939 p. 107)。子音についても，例えば， k音韻は幾つかの容易に区別

出来るメンバーを持っていると述べてL、る (1939p. 134) 0 D. Crystal 

(1971 pp. 176-7)によれば，‘ darkl'と‘ clearl'の分布を見出した

ことは重大なことである。しかし Jonesのこの書にはともかく， この

両音の違いとその前後関係について述べている (pp.162ーの，他の音声

学書でもこれについて言及するのが普通であるO 例えば1.C. Ward 

(1952 pp. 140妊.)， C. K. Thomas (1947 p. 42， 1958 pp. 50 ff.)。

Thomasは 1958年改訂版で異音 (allophone)なる語を使用している。

これも音声と音韻の区別が一般に重要視されてきたことを示すものであ

る。

さて Jonesのこのような取扱いを見ると，彼は決 lして英語の音を材

料としてそのままとり上げているのではない。第ーに，発せられた音は

一回きりのものであるが，それら一回きりの音が，音の性質によって同

じものとされて纏められてし、るO これが一次的な抽象であり， Jonesの
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定義中の‘sound'である。一回一回の特殊のものにとどまっていては

何ら一般的な言及は出来ないのであるからこれは当然のことである。し

かし Jonesの場合，上の i:，::li， k， 1はこの段階にとどまっているので

はなL、。この段階にとどまっているのは，彼の言うメ γバー (member)

であってそれらを一つに纏めたもの (family) ではない。彼が音韻と言

う時，更に ζれらが二次的抽象によって纏められているのであるO よく

引用されるが， K. L. Pike (1947 p. 57) は‘ Ph0netic'sgatheFs raw 

materia1s. Phonemics cooks it.' と言っているが， Jonesにおいて単位

として認められているものはp ‘cook' の仕方が明確に規定きれていな

いが，‘cook'されたものであることは間違いなL、。

Pikeの説を基にして研究されているタグミーミ y グス(tagmemics) 

においても階層を認める。例えば W.A. C00k (1964 p. 36)は音階

層C:phonologicalhierarchy) として5認めているのであるが，最初の 3

とその説明は下のようであるO

Phones: as actually occurring in utterances. 

Allophones: the phones as ideaHzed and transcribed: etic units. Rel-

ative to the phonemes; these are sub-sets. Relative to the actual 

phones， individual characteristics are ignored. 

Phonemes: phones grouped into functioning， emic uniぉ.These are 

set proper， with specific phonemic functi0n. 

Jonesが単位として取扱っているのは正しく犯の 3番目のものであ

る。 Jonesの言を，音声と音韻の区別を明確にするために，例えばr/k/

にはかなり違う異音 (allophones) がある」と述べたとしても，内容は

それ程変らない。そして Jonesの音韻は現在普通の用法に従って//で

かこんで述べても何らおかしいことはないO 実際 J.D. 0' Connor 

(1967， 1973)や A.C. Gimson (1970)は「音声学jの書であるか//

を使用しているO そうすると取扱いの単位として新Lいものが生じたと

いうわけで、はないであろう。
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確かに異、畿の違いが注意を引き，

られるようになった。アメザカ

1I 

げることを嫌いき音韻決定にも出来る

とか方法がよく

←ゐ般に意味さととり上

窓必ずに，組似性

かimilarity)，相補分布 (complementarydistri bution)，問型性 (patt母rn

congruity)，均衡くsymmetry)などさピ提案した。しかしよく考えてみる

と，これらどれ 1っとして関懇がないわけではなし、資の類似と言って

も，どう L、う方法で知覚した段!竣での務部なのか p またその類似の程度

がどんなものか必ずしも決定が容易でない。程補分布は類似していない

と怒れたものを音韻として耀めるのに設立つのであるが， どんなに

違っていても相補分布をなしていると同…音韻となり得るかというと，

これにも賛成出来ないようである。摂えばよく

〔叫である。問視性もこれを基準として取扱われる音は実際にはかなり

樹縫され，これにはまらない音も多いであろう O 均衡は， -J;忘音韻が決

定し範識だてられた;場合 2つの組織を比較じて，より均衡を保ってい

，それを構成するように音韻な決定するのである。この場合

も，この均衡が如何なる主主賓の均衡なのか，供えば膏の性質に基づいた

均衡なのかもしくはそれから遊離した壷携の均衡なのか問題になる。こ

れら4つを主に基準としても，これら 1つ lつが上に述べたようなもの

だから，満足な結果が得られる替がなし、。 またこれら 4つの栢五関係込

必ずしも議足な決論を出吃るようになっているのではなく，基準が互に

してし、ることもある。例えば類f邸主相補分布やj術祭と樹容れないこ

ともある。 Chomsky(1967 pp. 75 ff.)はこのような点に関して，

主こ構造言語学派の音識を認、めること く批判している。そしてこのこ

とが，変形生成文法探の多くの者が音声と異なるレベルでそれに対認す

る音韻を認めることに養成しない援要な譲治になっている。

従って現在では一般には窓味をも考慮して，対立ななし得る
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る音韻となすというようになってきていると思われる。しかじ対立をな

すと断定すれば問題が起る。何故なら，例えば， economyは同一人で

も(i:k:5ndmiJ， (ek:5ndmiJと2通りに発音してもよかろうし， di伍cult

も (difikdltJ.(difdkdltJとなり得るであろうし， immediatelyも(imi:

didtliJ， (imi: djdtliJ となり得るであろう o cf. R. H. Robins (1971 

p. 126)， C. M. Wise (1957 p. 155)。このような場合， (i: Jと (eJ，

(iJと (dJ，(iJと(jJはそれぞれ意味上対立を示さないので自由変兵

として同一音韻となり得るかというのである。それで現実に発せられ聞

かれる一回一回の音に上の基準をあてはめるわけにはゆかなし、。基準を

あてはめると，例えば， di伍cultにおいて， (iJと (dJは異なる音韻と

され得ない。それで実際は対立をなす場合の(iJと対立をなさない場合

の江iJを纏めて同 4 音韻としているのである。(i:J， (eJ， (jJも同様

である。従ってやはり音の類似が重要な条件となっているO これらは例

外的な現象であり，音韻は普通意味上対立をなすと考えるのも実際には

必ずしも妥当でない。何故なら，ときにはこのような意味の対立をなす

場合が極めて稀なものでも異なる音韻とされる。例えば，英語において

/8/: /d/ (thigh， thy; ether， either (Am.); mouth (n.)， mouth (v.); 

wreath， wreathe)。または /f/: /3/ (glacier (Am.)， glazier (Am.) ; 

dilution， delusion; Aleutian， allusion)。従って，この意味を考えての

対立とし、う基準を使っても，これだけで、音韻が完全に決定出来るわけで

はない。

Francis (1958)が認める英語の音韻について具体的に例をあげてみよ

うO 彼は waterなどの語の母音聞の tに見られる音 ('!'J，(!J， (むを

音の性質からして /d/の異音であり得ることを認めるが /t/に所属させ

てもよいとレている (p.129)。同様に， in the (in):JdJの(j;).Jも， 1音

声型J(phone-type) にまとめるならば /n/に属すものと思われるが，

/d/に所属させる(p.133)。これらは一応同じものとして知覚されたも

のである彼の「音声型」が他の基準によって知覚上より異なるものに所
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属させられていることになり，彼の方法を忠実に守っているわけでな

い。もっと明かなのは， (?Jが /t/に所属したり， /a/の部分と Lてそ

れに所属したりする (p.129 f.)o この場合怯 1つの「音声型」がそれと

はかなり異なりまた互に異っている 2つの音韻 /t/と/a/に所属させら

れている。また地域によっては wish，sIsterなどで〔むと発音される

から， /f/を認める (p.141)。しか Lこれは， G. L. Trager and H. L. 

Smith (1957)に見える高低・前後それぞれ 3づっ合計9の母音体系Z

にあてはまるが，音の性質そのものからしてみると β/の異音とも考え

られるO これらを見でも，次のような彼の音韻の定義通りにほなってい

ts:'v、。

A phoneme is a group of phone-types which are phonetically 

similar and either in complementary disttibutioil or Iil free variatioil. 

(p. 127). 

このように必ずしも音韻決定の問題が完全に解決したわけでもない

し，また音声と区別される音韻そのものがし、かなるものであるかも意見

が一致しているわけでもなL、。 Jonesや Francisの場合のようにある一

音群がー音韻とみなされることがある。他の場合は，ある一音群に共通

な特徴であると考えるo cf.L.Bloomfield (1935 p. 79)0 R. Jakobson 

(1962)が音韻出ある言語において意味が異なる語を区別するに用いら

れる共起する音の特徴の束であるとなすのもこれに属すOB これらは同

じく物理的実在と見倣されているが，音韻と異音との関係拡異ってく

るO このような見方に対して，以前からあった見解であるが，目的観念

と考え心理的実在であるとするものがある。 cf.E. Sapir (1963)，有

坂秀世 (1940p. 35)。これら 2つの実在説に対して，学者が説明の便の

1 圭 U

2 i， e， a，七 a，a， u， 0，コ e;) 0 

aao 
3このような音韻は物理的実在であるとしても，そのままの姿で音声に具現化され

ないのが普通であろう。 cf.湯川恭敏(1968)
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7こめに考案した単なる虚構であるとなナ説もある。 cf.W. F. Twaddell 

(1957)。

このような状態であるから，これを現実に英語に適用し，音韻を決定

しようとしても一定したものが出ていなし、。先にあげた基準のどれか 1

つを重要視して，それだけによれば現実の音声に即したものから離れて

くるO それに固執しなければ音声に接近したものになるO しかもこの場

合は音声と音韻の区別を強調じなかった時代とそれ程遠った結果になら

ないで、済むのである。これは自然言語における必ずしも計画的ではない

形態としての音そのものの複雑な性質や機能によるものであろう。母音

と子音のうちで母音の方に多く問題があるoJonesの区別する /a/と/A/

はアグセシトの有無による異音と考えてよいので 1つの音韻 /a/に纏め

得るであろう O しかしこのようなことを勿論考慮した上であろうが，ま

たアメリカ英語の場合と音価が異っていることによるのであろうか，

'Gimson (1970)， O' Connor (1973)などでは従前通り 2つの別な音韻

となしているoJones (1956b p. 46) によれば，多くの南部英国人では

アクセシトを伴っても such，just (adv.)4は /a/であるO 又 becauseも

時には (bikaz]となる (p.38)。他方 hiccougb，uphold， unfortunate 

などではアグセントがなくても /A/である。アメリカの構造言語学派は

普通 /ei/， /ai/， j-:;i/， /ou/， /au/などを. I基本母音十半母音」と考えて，

それぞれ /ey/(jej/) ， /ay/ (jaj/)， /oy/ (joj/) ， /ow/， /aw/として表わし

ているが，しかしこれらを単一音韻と考えているので，その点で、はイギ

リス英語の場合と変りはなし、。イギリス英語とアメリカ英語とで違いが

著 Lし、と見える場合は，多く両言語の実質的な違いか，もしくは同一方

言の音韻だけを考えているのではなく幾つかの方言を考慮し母音体系の

均衡を考えているためであり，直接に言語そのものに関係せず研究者の

態度の違いによる。これは例えば Francis(1958 pp. 138丘〉の取扱い

4 Gimsonが改訂した Jones，English Pronouncing Dictionary (1967)でも

just (adv.)は同様である。
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にも目立っている。

子音の場合は母音より問題はなく， Jonesの考えたものと殆ど違いは

ない。 ClJ]と Ch]の相補分布による同一音韻かどうかという問題も結

局は以前と同じように，異なるものとされるようになったようである

し /tf/，/d3/もそれぞれー音韻と見倣されることに落着いたようであ

るO

結局，以前平常の言語行為そのものに即した面における意味の対立や

音価の相違によって区別し，区別された各単位音に所属する音同士の相

違よりも類似に注意し，全体としては直観的に区別していた単位音と大

した違いがないものになっているJそして相補分布・同型性・均衡な

どの基準に徹底的に沿うようにすると，現実の英語の音との対応関係が

無理なものになり，変形生成文法派のある者からも批判されるようにな

る。

E
 

以上のように音声学と音韻論は単位音としてはどちらも音韻を・とり上

げているとしたならば，次に両者の区別はどう‘なるかということが問題

になる。今 Francis(1958)の取扱いを調べてみるO 彼は， The Sounds 

of Speech: Phoneticsと TheSigni五cantSot'mds of Speech: Phone-

mlcsと2章にわけて取扱っている O 先の章では同じように知覚される

音が「音戸型」に纏められ，これが単位で、ある。そしてこれらが発せら

れる発音器官を説明し，ついで発音の仕方や位置によって，閉鎖音

(stop)・摩擦音(fricative)・被擦音 (affricate)・鼻音 (nasal)・側音(1at-

eral)・半母音 (semivowel)・弾音 (flap)・顛動音 (tril1)などの音と前舌

母音 (frontvowel)・後舌母音 (backvowel)・中舌母音 (centralvowel)・

二重母音 (diphthong) などの母音を説明 L，更にアクセント・音調・

5このようなものとしての単位音は既に古代ギリシア語においてはoikheionとし

て認められていた。 cf.L.R.Palmer (1972 p. 34) 
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休止などについて悲べているO そして「音声型jを基にした後の窓では

音韻をいかに決定するかを述ベ，先に却したような定義な与えているO

そ Lて英語の育意義について 1つ lっその呉音とその分布状況を述べてい

る。従ってJ単位はす奇襲であっ‘て見方は異っているが，内容は吉告の掌と

じ性質のものである。これを見ると，以蔀にそして現慌でも

とり上げられていることが殆どz意に入っているのであり，

このような内容ならとくに2つの研究分野として毘慰する必要も冷かろ

うと考えられるO そして弘前に単位と られていたの誌明かに

phonemicsの単位である音織なのである。

Cr・ystal(1974)は音声学とT号館論をほ呈せして次のように考える。

Phon企ticsis thus essentially設 descriptive，empirica1 st.udy. It is a1so 

主主 genera1 one， that is， it Is not restricted to studying th母 sounds of 

any one language， or group of languages; it studies the features of 

all humanωunds， whichev材 1angu品約出合yha開 ento occur in・This

branch of Linguistics is accordingly oft告nreferred to as Gen母1'a1Pho糊

混在tics.(p. 39) 

We refer to th母 kindsof sound which occur In a given language 

:and the patterns into which they fall as th母 soundsystem of that 

language， and the study of sound sy紋 叩lSis called 1坊onology.(pp. 39-

40) 

更に向。遂のg嵐会次のように述べている。

Phonology is diff母rentfrom phon配ticsぬ thatwhereas phonetics 

:studies sounds without restrIcting its att告ntionto any one language， 

phonology deals wIth sounds on1y within th告むontextof som母 specific

language. (p. 40) 

うすると英語とかドイツ諾などきどとり上げて単位資をや心にじて拶l‘

究ずる場合は phono1ogyということになり， Jones (1939)などはむし

ろ phonologyということになろう。たしかに Crystalの述べているよ
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うな，特定の言語に限定されずに一般的に言語音を取扱う一般音声学と

しての phoneticsも実際になされている。しかしこの場合でも，上に述

べた Francisのいう「音声型」をとり上げているのではなく，どこかの

言語において音韻として認めらるべきものが単位として取扱われている

のが普通であろう。ある特定の言語にこだわらずに音をとり上げると言

っても，既に述べたように一回一回の音をとり上げるわけではなく，似

通ったものを纏めるのであり，その纏める際に，聴覚による類似とか，

もしくは機械によって分析したものの類似だけによって纏めて，それを

取扱い上の単位とはしているのではないのが普通であろう。学問上の名

称も必ずしも一定していない実状であるが，ともかく Crystalの言は誤

解をまねき易い。

B. M. H. Strang (1970)は次のように区別する。

We need to distinguish， both in structural and in historical lin-

guistics， the study of sounds (ρhOlles) as such， i.e.ρhonetics， from 

the study of sounds as points of contrast in a system (ρhonemes). 

1.e.ρhonology. (p. 12) 

この場合も phoneは体系内の対照の点、で、ある phoneme と関係がな

いようにもとれるし両者の関係がどんなものか明でなし、。この点

0' Connor (1973 p. 272)が phoneticsは‘what sounds are'に関

し， phonologyは‘what they do'に関するとするのに賛成出来る。

また S.A. Schane (1973 p. 8)が生成音韻論 (generativephonology) 

の音単位としてどこかある人聞の言語において言語的に有意義である音

だけとし (adescription of just those sounds which can be linguistical-

ly significant in some human language)，その記述を普辺的音声学

(a universal phonetics)の目標としているのに賛成しなければならな

L 、O

結局，音声学と音韻論は取扱いの単位としては同じく音韻であるが，

音韻論は以前よりもより組織的に研究されるようになってきている音韻
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の相互関係や結合関係に見られる構造や機能またはその数量化を研究す

る分野と見倣すのがより妥当であろう。この点では Jakobsonが既に

1932年に次のように述べているのと大して違いはないことに危るO

Phonology is a part of linguistics dealing witn speech sounds with 

regard to the functions which they fulfil in a given language， where-

as phonetics has for its task the investigation of speech sounds from 

a purely physiological， physical and psycho-acoustical point of view. 

(1962 p. 231) 

N 

さて先に述べたように，音韻決定の基準としていくつかが明確になっ

てきたことは認めなければならないが，その基準を適用するとき心掛け

なければならないことがあるC それはこれら基準の相互関係を忘れずに

作業を進めることであるO 殊に均衡や規則性を適用する場合にそうであ

るO 言語は構造をなしていることは誰も否定出来ないであろう。しかし

その構造が完全な均衡や規則性を示すものかどうかは別問題であるO 自

然言語では均衡の乱れている事例を示すことは容易で、ある O しかしとも

かく一応均衡を前提として進むことも必要であろう。ただ注意すべきこ

とは言語事実と非言語事実の区別を忘れないことである。音韻決定にお

いても，同一性が重要な基準であり，その同一性が調音方法や位置によ

るものであり，それによって均衡がある程度保たれているなら，その同

一性と矛盾するような均衡は最早や言語事実を離れている虚構の均衡な

のである。例えば，英語では子音でも， [m]， [n]， [刀)， [1]など音節を

形成し得ることはよく言われ一般に認められている。ところが音韻を基

にして音節を調べると，多くの場合母音がありそれが音節の中核 (nu-

cleus)をなしているO 上の子音でも実際には時には[;3]を前に持つこ

ともある。例えば chasm[kazam]， spasm [spazam]， etc. しかしそう

でない場合は母音を欠いていることになる。例えば button，gardenな
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どでは jdjはない (cf.0' Connor 1973 p. 146)。この場合上の規則的

な音節構造にあてはまらなし、。それでこれらを「母音十子音」構造，例

えば jdmj，jdnj， j叫ん M/と考えるのである()Francis (1958 p. 150) 

はこれを次のように考える。

…every syllable has a single vowel， and every vowel is the nucleus 

of a syllable. 

しかし，前に述べた彼の方法からすると，異なる「音声型」が基にな

って，それから相補分布や同型性によって音韻が決定され，音韻体系が

出来たのであり，その体系が均衡でない場合 1つの音韻となり得るも

のを 2つの音韻であると解釈し，均衡であるとすることは，出発点とな

った基準を無視していることになる。かくして， 同様に bottle，castle 

はイギリス英語では普通は (b五tD， (ka:sDであるが， これが jb:Stdlj，

jka:s8ljと3れ，この /d/は例えば above，sofaなどの /d/と同じであ

るとすることは，無と有とを同一視しているのであり，その立場は既に

出発点における立場と異ってしまっている。この場合(b:Stdl]，(ka:sdl] 

が普通である英語を想像すると，上の規則は現実の英語よりもこの想像

した英語に，学者が考案した虚構の英語により適当な規則となるO アメ

リカ英語において，一音と認めざるを得ないにもかかわらず， (d<]， 

〔♂:]などを音韻的には「母音+子音」と見倣す場合も同じである。言

語の構造を述べる場合，音韻に限らず，一般的に，このような立場の変

更が，それと明言しないで、起っていることが稀でなくなってきている。

そしてこれが今世紀中期の特色の 1っと思われ，それは構造言語学から

変形生成文法へと継続している。

V 

次に変形生成文法派の基底分節素 (underlyingsegment)6を考えて

みる。彼等の言う音形論 (phonology) においては，音韻なるものを認

6以下「基底音」と呼ぶ。
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めないのが普通であるocf. Chomsky (1967)， P. M. Postal (1968 pp. 

3-31)。そうすると彼等の言う単位音はいかなるものであろうか。変形

生成文法では，そう自覚されているかどうかは別として，形態素・語・

語群・文など全般にEって，形態上異っていても，意味からしては同じ

であるか，またはよく似ていると考えられるものが存在するというごく

普通な正しく普辺的な(uni versal)自然言語の一面即ち synonymyに

注意を向け，それを彼等の言う変形規則によって説明するのである。従

って深層構造から変形規則によって表層構造に導き，そして更にそれに

音形規則を適用して変形して現実の音になって表われる形態に導くので

ある。このような場合，形は異っていても形態素としては同一であると

考えられるものが取扱われざるを得なくなる。例えば， divine-divinity， 

1!ne-1!near; ser~ne-ser~nity， m~ter寸n~tric; profgne-profgnity， sgne-

sgnityなどのような音形態上の交替を示すものがかなりある。これらに

あっては，結合する形態素の違いによって形が異なる，即ち 2つの異形

態素 (allomorph)があることになる。

言うまでもなく，言語のこのような面は変形生成文法以前にもとり上

げられていたomorphophonologyとか morphophonemicsと呼ばれて

いるものは正しくこうした面での研究である。そしてこの場合単位とし

て形態音韻 (morphophoneme)を提案したプラーグ学派ではそれを次

のように定義している。

a ~et of phonemes functioning in a given phonemic segment of 

the morpheme in all phoneme implementations of that morpheme. 

0. Vachek 1966 p. 80). 

H. A. Gleason (1961 p. 82) は複数形を示す /-z~-s~-iz/ のどれ

を基本形 (baseform) とするかはたいして重要でないとしているO が

これを更に進めると A.A. Hill (1958 p. 134)のようになる。彼は形

態音韻を‘aphoneme consideted as a member of a morpheme'とし

て，例えば， calf~calves に見られる /f/ と /v/ の交替について説明す
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るのに特に /1ヲ/を考える。しかしこれを‘aphoneme /f/ which is 

replaced by thephoneme /v/ in this morpheme when the plural su伍x

.is added'としている。従って単数・複数関係において /v/との関連に

おいて考えられた /f/なのであって，その具現形は現実の({]であるO

ところが変形生成派ではその取扱い方が更に進んでいる。長iJち同一形

態素には同ーの音形が基底にあるとすることである。 Chomsky(1967 

p. 76)では音形部門 (phonologicalcomponent)を physicalphonetics， 

systematic phonetics， taxonomic phonemics， systematic phonemics と

し， systematic phonemicsは morphophonemicsとしているので，完

全に音形部門の中に入っているO 先にあげた例においては，これら対応

した音の根底にこれらとは別な音の存在を考える。それが環境に従って

それぞれ上に示したような音になると考える。即ち上の例に見られる母

音について基底母音としてそれぞれ /i/，/e/， /震/を考える。そして

vary-variety， manag~r-manag~rial， algebrg-algebrgicなどの場合も，

基底母音はそれぞれ上のはりの (tense)母音に対ーするゆるみの(lax)

母音 β/，/e/， /a/であるが，変形によって後の段階では， divjne， ser笠ne，

profgneと同じ過程をとると考える (N.Chomsky & M. Iialle 1968 

pp. 178 ff.) 0 7 このように音声が明かに異っていても基底音は同じであ

り，反対に， divjne， varjetyのように音声は同じでも基底音はそれぞれ

/i/， /i/と異なる。従ってこれら基底音は決して現実の音声そのものから

抽象して出来たものではなく，また他の多くの学派の音韻とも異なる性

質のものであるO 即ち同じ 1つの形態素であれば，それを表わす形態も

基底におし、ては同じであると考える。一般に同じ形態素と言う場合，意

味や機能が同一であるという前提があるO 従って意味や機能が同一であ

れば，形態も同一であると考えることになるが，これは自然言語では妥

当な考ではなく，彼等の主張する深層構造と表層構造が 1対 1で対応し

ないということとも合致しないυ この点深層から表層への統語部門の変

7以下頁数は同書のを示す。
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形と音形部門の変形とでは性質が異なるのである。前者で出 Z対 1'"0対

応しない記号化が問題であり，後者で出ともかく実質面での対応、を主て

前とする具現化が問題たのである。

しかし基底音設定の際考えられる言語的資料は上述のようなものばか

りではなく，例えば， father， Chicago等の [d:-J， laud， brawlの(::>: J 

も基底音として等しく /a/を持つ (pp.206ーの。これらも分布状況によ

って異なる音声になると考えられるが，しかし意味の上では先の例のよ

うに連関がないからそれとは異なる。更に volcano [-nouJ， macaroru 

[-ni: Jなどの最後の母音は基底音ではそれぞれ /0/と/i/である

(pp.τ4ーの。この場合もまた，上の 2つの場合ι性質が異なるのであ

り，これは語のアグセントに関係する彼等の音形規則に好都合だからで

ある。即ち規則が適用出来るよう tこ基底音が決定されるのであり，これ

は先に述べた均衡や規則性のために音韻が決定されるのと同一性質のも

のである。

以上のように基底音の設定の基準も一様ではないが，主もかくそれを

設定し英語の母音はゆるみの(lax)β/，/e/， /$ん /uj，/οん/::>/とこれ

に対応するはりの (tense)/i/， /eん/aん/ロ/， /δん/否/及び/安ん/a/

とするのである。所謂二重母音は変形によって生ずるので、ある (p.236)。

子音に関しても同様である。例えば， eritiçism'--"-critiçize-ci'iti~al， 

allege~allegation などの c や g で表わされる子音はそれぞれ同じもの

と考えられる (p.219)。そうして彼等の言う‘lexicon'ではこの基底

音が弁別的素性 (disti-nctivefeatutes)でもって表わされている。従っ

てこうした立場からすると，英語の頼りと音の対応が乱れてし、ると一般

に言われていることは必ずしも妥当であるとは言えなくなる。同一基底

音を持っているからこそ，例えば， ne:tion-ngtional， se:ne-se:凶tァ， etc. 

において同一文学 aを用いていることになる。

さて基底音そのものが以上のような音としては虚構的なものであれ

ば，これの設定に影響を与え，一方これに適用される変形過程も一部の
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変形生成文法派が主張するように決して設語使用者の能力 (compe-

tence)で誌なく騒々全っく 3言語学者自身の考案したあのに過ぎなし、

こういう意味でこれらは総て Twadお11(1957) の王子議と克己性質のも

ので、ある。かくして， OUえば， satisfyは satisfactionとの対応鴎認によ

って基蹴管形は /s~芸t十 Ìs十 fïk/ の揺く z 文字 sa の部芳の母音は Im/

り， faの部分の基底母管は li/であり，更にその後にル/が入っ

ている。そうして上に述べたように稜等の‘lexicon'での表記はこのよ

うな基底音についてのものになる (p.201)。そしてこれが変形によって

実擦の奇声形態となる。

このような農機をも抽象として らの捨象とi吟じように耳元教う額

向は既に述べたように変形生成文法派以前にも認められる。アメリカの

ある慌が認める音韻や，または先に述べた形態音

くmorphophonem的に対するある見方にも見られる。しかし一般的には

アメリカの構造?言語学読ではまだ務声との連関から速く離れることには

した。形態督識の場合は， Bierwisch (1971 pp. 28-9)も述べてL、

るように，議静生成文法派はこの言論現象に披等の変形規則を譲沼する

のに，先に述べたような領向の考方を様薮させたおのと考えられる己そ

うして形移生成文法派ではこのような基成音形が変第して現実の議々の

なり得るので， ~自の学派のように苦言、韻の存複を認めることな必

要としないのである。 伊jえばChomspyは分類学的変額論 (taxonomic

phonemics)の存在を必要としないし Postalはこれに組当ず

う自律的苦議論 (autollomonsphonemics)を認めない。

この点についてもう少し考えてみる。それは変形生成文法誌では典な

~'l投資6帯在をあたかも詩ーであるかのように耳元援うことである。訟統

派の努韻そのものの主主義もー激したものとなっていないが，いかに音韻

そのものが抽象的なものであるとする立場に立っても，ぞれを具現した

ものを提訴しようとすれば，多くの場合互に似通った音声としてその具

現形を提読することが可能なのである。ところが変形生成文法採にあっ

..，..106 



音韻再考

ては，基底音形そのものの具現形がその性質においていかに異っていて

も構わないのである。今一度例示すれば， divineと divinityでは先に

述べたように，基底母音は /i/であるとされるが，その /i/はどちら

にも具現されていなL、。しかしまた先にも述べたようにこの/i/が 2

つの形態素が同一で、あるということを示す単なる記号に過ぎないものか

というとそうではなし、。これは音の形なのである。また現実にこのよう

な対応がなく[i:Jとなる語においても基底母音 /i/を認めているので

あるO そうすると，現実に対応する(i: Jを持ち得るものと，持ち得な

いがある対応関係を示す場合に設定されるものとを同一基底母音 /i/と

することは，正しく「存在すること」について 2つの異質のものを混同

しているものであろう。

先に述べたように変形生成文法派では，音韻論に限らず，一般にこう

した傾向が目立ってきている。例えば， G.Lakoff (1970 pp. 59 f.， 85 

f.，89)は， transgression， transgressorに対して， transgressが現にある

から， -ion，-orの名詞があれば，それだけで対応する動詞形が現にあ

ろうとなかろうと，その動調を‘lexicon'にあげることによって，彼が

賛成しない変形生成文法派の一派即ち‘lexicalist'の立場による変形生

成文法の欠点を正すことが出来ると考える。そしてそれは仮定的な現実

に起らない項目が‘lexicon'v;こ示されることを許すことによってのみ可

能だと明言しているO

..it can be corrected only al10wing hypothetical， but non-occurring， 

items to be represented in the lexicon. 

このように考えてくると，変形生成文法派の基底音はその他の学派の

音韻とは異質のものであり，それよりもっと現実の言語から離れ，説明

のために考案されたものであるoSchane (1973)は伝統的な音韻の存在

を否定していないようであり，この点、他の変形生成文法派と異なるので

ある。しかし彼はその音韻のレベノレは正しいものではなく，充分抽象的

左ものではなく，あまりに音声的基礎に近すぎると言っている。
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It is not that generative phonologists denied a level more abstract 

than the systematic phonetic one， but rather that the phonemic level 

was not the right one. 1t was not abstract enough; it was stil1 too. 

close to the phonetic ground. (p. 7) 

Schaneのこの見解にも賛成出来なし、。音声と音韻の関係と音韻と彼

等の基底音との関係は単に抽象の度合の問題でなく，異質のものであ

る。しかしこの異質のものをあたかも同列のものの程度の差の如く取扱

うのが現代の言語学の目立った傾向で、ある。多くの点で変形生成文法と

は異なる生層文法においても，こういう点で，また基底音に関して，変形

生成文法と同じ傾向を示しているocf. D. G. Lockwood (1972 pp. 198. 

f.，297)。

勿論基底音についてまた音形規則についても学者の聞に意見の違いが

あるo Chomskyが構造言語学における音韻設定を批判したように，変

形生成文法派内においても， Chomsky and Halle (1968)に対する批判

が見られる。例えば，彼等においては， coinなどの母音の基底母音とし

て他の基底音との関係上/宝/を認める (pp.191-2)。これに対して今井

邦彦 (1971pp. 353 ff.)はこれを認めなし、。また gira妊eの基底音形を

/jiraffe/の如く 2重の fと eを設定することにも今井 (p.357)は賛

成しなし、。尚他にも，アクセントに関するものをも含めて，多くの人

から批判的意見が述べられているO もし英語使用者の言語能力を重要視4

したとしても，その能力そのものを直視しようと努めるならば，このよ

うなごく普通な語に関して，このような見解の違いが生ずる筈はなかろ

う。これは正しく学者の説明のためによる意見の違いなのである。従っ

て音に限らず，一般的にもっと根本的に考えなければならない点がある

と思われるO

限定された資料に基づいて，一般的に妥当すーる理論を得るには，あるω

段階では，更に資料にあたることを中止して，それ迄の資料を基にして

仮設をたて，モデノレを作らざるを得ず¥これはやむを得ないことであ
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る。しかしあ:まりにも性急に仮設をたてることには詮翠しなければなら

ない。次にそのモデルは釈しい資料に合わなければならなし、っこ

しなければならないことであるが，資料がそデノレに合うよう

ぞれを解釈して，あたかもそデルが新 1しい資料にも合うので，そ

を捨てる必嬰がないと主張するよラなことは灘けねばならないの更に現

にモデルに合わないのに，異なる性質の f存在jであることを無捜して

虚講物な設定し，モデルに合わないの り，深層はそれに

と主張するこみは避けなければならなし、これらのlゃに

表記可能なものもあるが，時には通常の人簡の行為として将来長い間そ

デルに会うようなものが出議しないことを互に認めざる合得ないような

:場合もある。そのような時，研党対象の一面だけ合とり上げ、て，対象は

くperformancりではなく，能力 (compε提出記〉であり， しか

強含9な姿における能力であると強弁することは師飽のあることと

れないであろう 8

ともかく，彼等の基底育の存授を音としては研究者の滋講として認め

たとしても，その為に，必ずしも意味が ..A定しているわけではないが，

るζ とにはならなL、。なしろこれこ

の形態 tの3議霊喜婆害な単依でsミる5資搭が趨かに大でで、あるとf波g

の音穣は物理的なものでマ、あれ心王現竪的なもぞの〉で、ああ1れれ，相鵠分布・

:均衡などを完全に満足さもをるように設定怒れたもので、なく，ともかく現

ら抽象されたもの，またはそれに対応するものであることが

大切である。
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