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はじめに   Les hommes qui ont inventé et perfectionné l’écriture ont été de grands     

   linguistes.    「文字を発明し完成させた人々は偉大な言語学者であった。」 

         Antoine MEILLET  

あらためて「文字の読み書き」の問題を言語学的に考えてみたい。 
 

• 音声言語と書記言語とでは、どのような違いがあるのだろうか？ 
• 「文字」は何を表わしているのだろうか？ 
• 色々な文字を見てみよう。 
• 「規則的」な文字体系とは？ 
• 表音性は文法や発音変化、意味との関係でどう扱われるのか？ 
• 英語の綴り字の「不規則性」の歴史的由来と、その改良運動の大半が 
   失敗した理由を考える。 
• 「表音文字」の機能を考え直してみよう。 
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言語学と文字研究      verba volant, scripta manent. 
                 (話された)言葉は飛び去るが、書かれたものはとどまる。 

            ローマの古諺 

• 文字を持たない言語はあるが、音声のない言語はない（手話は別）。 

 よって「音声言語こそが第一に言語学の研究対象としてふさわしい」                

 と、考えられてきた。 

• その結果、西洋流の近代言語学は「文字」自体の研究を軽んじてし
まった。 

• 自然言語にとって「音声言語」こそが「自然」な言語体系であり、「書
記言語」は「人工物」であって「言語学本来の対象ではない」、という
訳なのだろう。 
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音声言語と書記言語（１） 

•  「音声言語 / 書記言語～文字言語」 「話しことば / 書きことば」 

  「口頭語 / 文章語」；<話し聴くという音声のコトバ / 書き読む文字のコトバ> 

  cf. 「口語体 / 文語体」 「口語文 / 文語文」 

         「言文一致」 

 

• spoken language / written language           

• colloquial language / literal language～literary language 

  

• 言語媒体の違いか？ 文体の差か？ 
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音声言語と書記言語（２） 

• Parler est agir, écriture est faire.「話すことは行なうことであり、書くことは作ることであ
る。」            Étienne GILSON 

• 音声言語：直接的コミュニケーションが基本。 

           具体的な場面・文脈の中で具体的な聞き手に向かう。 

           会話・談話は「話し手と聞き手の共同作業」―あいづち・間。 

     省略・繰り返し・言いよどみ・filler・非論理的展開も。 

           音声は瞬時にドンドンと消える。 

• 書記言語：具体的な場面と具体的な読み手から独立して (も) 成立する。 

     何らかの内容をコトバに定着させてそこに保存するために文字を使用する。
     規範的・論理的・内省的・自己完結的になりがち。 

verba volant, scripta manent. 「(話された)言葉は飛び去るが、書かれたものはとどまる。」 
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音声言語と書記言語（３） 

• 話しことばと書きことばは（…）その性格、役割が大きく異なるのであ 

 って、いずれか一方が言語の基本だというものではない。 

 1)「本来音声でしかない言語を文字にしたものが書きことばである」 

 という理解も、あるいは 

 2)「理性的反省を経た書きことばこそが言語本来の姿であって、場面   

 に依りかかっている話しことばなどは言語としてくずれたものだ」 

 というような理解も、 

 ともに正しくないであろう。 

          古田 (編著) (1990:33)を改変 
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文字の分類 （１）その前に…基本的な言語学概念を少々 

• 言語記号の二重分節性 double articulation (André MARTINET) ；ヒトの言語の特徴の一つ 

• 言語は「意味の単位」と「音の単位」という二段階の下位単位に順番に区切られる。 

 1) 文は意味を表わす単位（形態素:morpheme）に下位区分される。１言語に形態素は無数にある。 

 2) 形態素はさらに音の単位（音素:phoneme）に細区分される。           １言語の音素の数は有限。 
          (11音素～百数十?音素) 

• 形態素：意味をになう最小単位   ｛ ｝  で形態素(群)を表わす。 

• 音素  ：意味の差を生み出す音の最小単位  / /  で音素(群)を表わす。 

★  [ ]で音声表記を表わす。 

★ < >でラテン文字以外の文字をローマナイズした綴りを表わすことにする。つまり、ロ 

    ーマ字以外の文字をローマ字に写したもの（翻字：transliteration）のこと。 
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文字の分類 （１）´ 

• 「文字を分類する」 ➡｛文字｝,｛を｝,｛分類｝,｛する｝：意味の単位（形態素
のレヴェル）への下位区分 

 ｛ ｝は形態素を表わす。 

• ｛文字｝➡も・じ [mo.ʑi]➡/m/, /o/, /z/, /i/：音の単位（音素レヴェル）へ
の細区分 

 [ . ]は音節の切れ目；/  /は音素を表わす。 

         ｛分類｝ ➡ぶ・ん・る・い（拍レヴェル；cf. [bɯｎ.ɾɯ(.)i]音節レヴェル）  

    ➡/b/, /u/, /N/, /r/, /u/,  /i/  （音素レヴェル） 

 /N/はかな文字「ん」に相当する１拍分の音素（撥音） 
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文字の分類 （１）´  ́

• 語   文字   を   分類する     ３語 

 

• 形態素 ｛文字｝｛を｝｛分類｝｛す｝｛る｝    ５形態素 

  

• 音節  [mo.ʑi][o][bɯn.ɾɯ(.)i][sɯ][ɾɯ]     ８(～7)音節 

   

• 拍（mora） モ・ジ・ヲ・ブ・ン・ル・イ・ス・ル    ９拍 

   

• 音素  /m//o/,/z//i/,/o/,/b//u/,/N/,/r//u/,/i/,/s//u/,/r//u/ 15音素 
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文字の分類 （２）  

• 表音文字(phonogram)：何らかの音素やその組合せを表記する文字 

 ・音素文字(phonemic script)：（主に）音素を表わす文字 

  例 alphabet：ラテン文字（ローマ字）、ギリシア文字、キリール文字、グルジア

 文字、ヘブライ文字、アラビア文字 etc.  

   ・音節文字(syllabary, syllabic script)：（主に）音節や拍を表わす文字 
例 日本の「かな文字」（平がな・片カナ）、線文字Ｂ、楔形文字（の大半） etc. 

• 表語文字(logogram)：語・形態素やその組合せを表記する文字 

     例  漢字、トンパ文字（中華人民共和国の雲南省のナシ語の象形文字） 

• 表意文字(ideogram)：意味概念を音とは切り離して表わす文字 

      例 楔形文字やエジプト「象形」文字の限定符(determinative) 
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文字の分類 （３） 音の粒の大きさ (granuality) 

• 文字(群)が「どの段階の音」を表しているかに応じて、「音の粒の大きさ」 

 が異なる、という説がある。 

 

1. 漢字     １～数音節の語や形態素に対応する大きなオトの粒 

 

2. かな文字    １音節・１拍に対応する中程度のオトの粒 

 

3. アルファベット 音素に対応する細かいオトの粒 

 

• 音の粒が細かいほど、より細やかな音の分解・分析が必要となるらしい。 
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アルファベットとは？ （１） 

 

• それ[=1928年]までトルコ語はアラビア文字表記で右から左へ書いて
いたのを、近代化のためにアルファベットにしなければいけないと言っ
て、アルファベットで左から右へ書くようになった。トルコ語の独特な発
音をアルファベットでは表記しきれないので、新しい文字表記もつくり
ました。            池上 & 佐藤 (2015：54 f.) 

  

• 頓珍漢な記述!  

• アラビア文字はアルファベットではないのだろうか？ 

• 英語のようなABC・・・XYZの26文字だけがアルファベットなのだろうか？ 
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アルファベットとは？ （１）´ トルコの文字改革 

• アラビア文字時代(～1928)の(オスマン)トルコ語の「コーヒー」の綴り字 

هوهق       ⇐  右から左へと綴られた 

 ⇒ <=qhwh> /kahve/ 文字表記は子音文字のみなので、読み手が母音 
         を適宜補って読んでいた。 

 (語源はアラビア語―綴りはほぼ同じ―の  (/qahwa(t)/  ةوهق

  ※アラビア語⇒トルコ語⇒イタリア語⇒フランス語・英語 

    qahwat(un)      kahve           caffè               café        coffee 

 

• ラテン文字化改革以降(1928～)のトルコ語の「コーヒー」の綴り字 

 kahve /kahve/ ：音素表記そのもの 
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アルファベットとは？ （２） 

• 英語の  A B C ・・・ X Y Z  26文字だけが「アルファベット（alphabet）」な
のではない! 

 

• 音素文字タイプの文字体系の大半が実は「アルファベット」である。 

 

• 例：ラテン文字（ローマ字）、ギリシア文字、キリール文字、ゴート文字、 

     ルーン文字、グルジア文字、アルメニア文字、フェニキア文字、ヘ 

   ブライ文字、アラビア文字、アラム文字、満洲文字、蒙古文字 etc. 
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文字見本（１）-１ 音素文字の例 ラテン文字 

フィンランド語  

 Kalevala kertoo Kalevalan kansasta ja sen suhteesta varakkaaseen  

 Pohjolan kansaan.  

 

 特殊な文字は何もないにもかかわらず、 

 外国語なのでもちろん音読はできても原文の意味はわからないですね！ 

  「カレワラはカレワラ民族と豊かなポホヨラの民族との間の関係につい 

    て物語っている。」 小泉 (1983:109)より 

 ★北方のポホヨラ民族と南方のカレワラ民族との対立・闘争の話。 
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文字見本（１）-1´ 音素文字の例 ラテン文字 

ヴェトナム語 のローマ字正書法：quốc ngữ クォ(ク)・ングー 

 (Nước) Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam     
   国               共      和       社   会  主  義    ヴェト  ナム 

• 単語ごとではなくて、音節ごとに分かち書きする。 

• 文字の上・下に色々な補助符号がつく!   

   11短母音音素を11母音字で表記 a ă â e ê i o ô ơ u ư 

   6声調(6 tones)を5つの声調符号で表記 a à ả ã á ạ ; ê ề ể ễ ế ệ；etc. 

• 23子音音素を18子音字で表記  b/ɓ/, ph/f/；th/tʰ/, đ/ɗ/, x/s/, d～gi/z/； 

   s/ʂ/, tr/tʂ/, r/ʐ /；ch/c/, nh/ɲ/；k～c～qu/k/, kh/x/, ｇ～gh/ɣ/, ng～ngh/ŋ/ etc. 
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 補足：ヴェトナム語の６声調 
• 1 高平  陰平声  thanh ngang 符号なし 

 ma 「幽霊、お化け」 

• 2 低平  陽平声  thanh huyền grave符号 

 mà 「しかし」 

• 3 高上  陰入声  thanh sắc   acute符号 

 má 「母」「頬」 

• 4 低曲  陰上声  thanh hỏi   hook符号 

 mả 「墓（地）」 

• 5 高曲  陽上声  thanh ngã    tilde符号 

 mã 「(漢字語成分の)馬」「粗悪品」「ヤード」 

• 6 低下  陽入声  thanh nặng  dot符号 

 mạ 「めっき」「苗」 2016/11/27 18 

                                                

歴史的には、末子音が消滅した 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:VNtone.jpg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:VNtone.jpg


文字見本（１）-2 音素文字の例 ギリシア文字 

κοινή コイネー(ギリシア語)  

  ἐν   ἀρχῇ     ἦν  ὁ  λόγος, καὶ ὁ  λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,  καὶ θεὸς  ἦν  ὁ   λόγος. 

<=en arkhê(i) ên ho lógos,  kaì ho lógos ên  pròs tòn theón,kaì theòs ên ho  lógos.>   

「初めにことばが在った。そのことばは神の傍らに在った。そのことばは神であ 

   った。」          『新約聖書』「ヨハネ福音書」 (1:1-2)；訳文は大貫 (2004：148)より 

• ３種類の高低アクセント符号： ´ (acute),  ` (grave),  ~ / ^ / ͡ (circumflex) 

• ２種類の気息符号 :  ʿ  ʾ ―語頭の母音の前の気息音/h/の有無 

• <s>を表わす文字シグマ(σίγμα)は語頭・語中では σ、語末では ς と書き分ける。  

• 古典ギリシア語の帯気音は後に摩擦音に変化した。 

 χ <kh> /kʰ/➡/x/[x]～[ç]；θ <th> /tʰ/➡/θ/；φ～φ <ph> /pʰ/➡/f/ 
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文字見本（１）-2´ 音素文字の例 ギリシア文字 

現代ギリシア語（の内のΔημοτική <Dhimotikí>/ðimotikí/「民衆口語」） 

 Aπ’ όλα πριν υπήρχε ο Λόγος  κι ήταν ο Λόγος   με  το Θεό,   κι ήταν Θεός  ο Λόγος. 

<=Ap’ όla prin  ipírkhe  o Lóghos ki ítan  o Lóghos  me to Theó, ki ítan  Theós o Lóghos.> 

   /ap óla  prin  ipírxe    o  lóɣos    ki ítan  o   lóɣos   me to  θeó    ki ítan  θeós   o  lóɣos/ 

                   「ヨハネ福音書」 (1:1-2) 

• 強勢アクセント符号の一本化(acuteのみに)：μονοτονικός<monotonikós>法 

• 語頭の/h-/は発音されなくなっていたので、気息符号は廃止された。 

• Iota化―υ/ü/[y], η/ē/[εː], ει/ei/, οι/oi/ が ι/i/と同音素に；綴りは元のまま。 

• β/b/, δ/d/, γ/g/が摩擦音のβ/v/, δ/ð/, γ/ɣ/に；cf. μπ/b/, ντ/d/, γκ/g/ 
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文字見本（１）-３ 音素文字の例 キリール文字 

ロシア語  

① PECTOPAH <=RESTORAN> [rʲɪstarán] 「レストラン」 

② вoдa <=voda> [vadá]「水」 ； вoдкa <=vodka> [vótka] 「ウォッカ」 

③ киcлыe пирoжки <=kislye pirožki> [kʲíslɨe pʲiróʃkʲi] 「酸っぱいピロシキ (pl.)」 

④ киcлый пирожок <=kislyj pirožok> [kʲíslɨj pʲiraʒók] 「酸っぱいピロシキ (sg.)」 

• 音素/i/の２種類  и <i>   [i] 軟かい子音([kʲ][pʲ][lʲ] etc.)の後で；語頭で 

    の実現音 ы <y>  [ɨ] 硬い子音([k][p][l] etc.)の後で  

• 強勢アクセントのない o は [a]と発音する（つづりは o のまま）。 

• 無声(音)化：有声子音は無声音の前で対応する無声子音の発音になる。 
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文字見本（１）-４ 音素文字の例 グルジア文字 

グルジア語 (=ジョージア語）      (cf.日本人パントマイム藝人コン 

① გამარჯობა <=gamarǰoba> 「こんにちは」 ビの藝名「が～まるちょば」) 

   ჯ <= ǰ >は破擦音素/ʤ/を表記する子音文字 

② მამა <=mama> 「父」； დედა <=deda> 「母」 （父・母は逆ではない!） 

③ ფული <=puli> 「お金」； პური <=p’uri>  「パン」 

       პ /p’/ 放出音(=ejective) 
• 大文字と小文字の区別はない。 
• １文字が１音素に対応―33文字で33音素を表記する。 
  ５母音文字=５母音音素   ა /a/ ； ე /e/ ； ი /i/ ； ო /o/ ； უ /u/  
  28子音文字=28子音音素  ფ /p/ [pʰ] (帯気音), ბ /b/, პ /p’/ (放出音), მ /m/；etc. 
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文字見本（１）-5 音素文字の例 ヘブライ文字 
• 現代ヘブライ語(Modern Hebrew)              ← ←   ← ← 

.     םובזכויותיה םבערכ םושווי ןי חורינולדו בנ םי האדנכל ב
    <＝ kl  bny  h’dm  nwldw  bny  ḥwryn  wšwwym  bʿrkm  wbzkwywtyhm.> 
      →   →   →      

  「全ての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とに 

    ついて平等である。」    「世界人権宣言」 第一条より 

• 右から左へ書く（アラビア文字も同様）。 ・大文字と小文字の区別はない。 

• <n>は通常のנ以外に語末形ןがある。םも<m>の語末形で、通常はמ。 

• 基本的には文字は子音のみを表記；母音などは符号で示される(ことも)。 
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文字見本（１）-6 ハングル (한글<han-gŭl>) 

• 韓国語/朝鮮語のために15世紀半ばに創製された独自の表音文字 

• 文字の構成要素（文字素/書記素：grapheme）は音素文字的だが、文字素を 

  組み合せて音節ごとにまとめて１字として書かれる。 

   ①ㄱ ㅏ ㄹ ㅂㅣ  ⇒  갈비 <gar-bi> [kal.bi] 「あばら肉」➡カルビ 

 [k/g  a   l/r  p/b  i] 

    ②ㅁ  ㅊ            김치  <gim-ci> [kim.ʧʰi] 「キムチ」 
 ｍ     ｃ [ʧʰ](帯気音) 

• 現在の正書法は発音通り（音素表記）ではなく、音変化や文法変化を加味し 

 た表記 

        ③감사합니다. <gam-sa-hab-ni-da.> [kam.sa.ɦam.ni.da] 「感謝いたします(=ありがとう)。」 

 ｂが鼻音nの前で後続鼻音と同じ種類の鼻音のmの音に変化した。綴り字は元のまま。 

   ＊専門用語では「逆行部分同化（regressive partial assimilation）」と言う。 
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文字見本（２） 音節文字の例 かな文字 

• かな文字（仮名）：日本固有の音節文字で、漢字が「本物の文字」という 

 意味の「真名(まな)」と呼ばれたのに対して、「仮りの文字」の意。 

 

  ・ひらがな（平仮名）：「平易な仮名」の意。 

 ・漢字の草書体をさらに崩して簡略化したもの 

 ・主に女性が用いたので「女手（おんなで）」とも呼ばれた。 

 

  ・カタカナ（片仮名）：「漢字構成要素の片割れ[=一部分]の仮名」の意。 

 ・多くは漢字の一部分を省略した略書き 

 ・初めは漢文訓読の際の訓点の速書きとして使い出された。 
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文字見本（２）´ かな文字の字源 

• ひらがなの字源の漢字と草書体 ・ カタカナとその字源の漢字   
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文字見本（３） 表語文字の例 トンパ(東巴)文字 

• ナシ(=納西)象形文字とも：中華人民共和国雲南省のナシ族に伝わるトンパ
教の経典（トンパ経）用の象形文字。  近年は町おこしにも活用されている。 

 

 

      天   ＋    雨       ⇒     雨季  (「天から雨が降りつづく季節」) 

 

 
 

     

    昼    ⇐    太陽  夜   ⇔     月  
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「かな文字」のヒミツ？ （１） 

• あるフランス語学・言語学 T先生の就学前のお嬢さん（５歳）がイタリア旅 

  行中にひらがなで手紙を書いているのを見かけたイタリア人の中学生が 

  驚いたのを目撃して、突然「かな文字のヒミツ」を悟ったというエピソード。 

• この学者は、ひらがなが「音節文字」だからこそ日本語をすらすらと書けた 

 のであり、「単音文字・音素文字」を用いる西洋諸語では就学以前―「正書 

 法」を学校で身につけないうち―には「正しく」綴ることはできない、と結論し 

   た。 

 

• この結論は果たして「妥当」だろうか？ 
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「かな文字」のヒミツ？ （２） 

• 平がな（や片カナ）を覚えれば、一応は日本語が表記できるのは、
「かな文字が音節文字であるから」…ではない。 

 

• 「かな文字」の一文字が日本語の音韻体系（撥音や促音を含む）の１
つの拍にほぼ対応している（例外は拗音などが２文字で１拍となる場
合のみ）のがその理由であろう。 

• １文字が原則として１種類の音素群に対応しているからこそ、話す通
りの拍に対応する「かな文字」を順番に綴っていけば、一応は書記言
語が書けるはず。   <この原則の例外は後述> 
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「かな文字」のヒミツ？ （３） 

• アルファベットを覚えさえすれば、その言語を表記することが可能な言
語は存在するのだろうか？ 

 

• そのような言語は西洋諸語の中にも存在する。 

 

• それは……これまでに既に紹介したあの……言語がそうである。 
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「規則的」な文字体系 

• フィンランド語は１文字がほぼ１音素に対応している。 

 したがって、話すとおりに、つまり音素の順番のとおりに対応する文字 

 を並べていけば、フィンランド語が正しく書けるはず。 

 

• グルジア語も同様に１文字が１音素に対応している。 

 

• セルビア語/クロアチア語も「規則的」な文字体系らしい。 

 

• 人工言語のエスペラントも同じように１文字が１音素に対応しているの 

   で、話すとおりに書き、書いてあるとおりに音読することが可能。 
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フィンランド語の発音と文字 （１） 

• ８母音文字で８短母音音素を表記する。 

 a /a/[ɑ], e /e/, i /i/, o /o/, u /u/, y /ü/[y], ä /ä/[a～æ], ö /ö/[ø]   

• 長母音は母音字をダブらせる。 aa[ɑː], ii[iː], yy [yː], uu [uː], öö[øː], etc. 

  tuuli「風」；cf. tuli「火」「彼(女)/それが来た[tullaの三人称 単数 過去]」 

 taloon「家の中へ」;cf.talon「家の」（共にtalo「家(が)」の変化した語形） 

• j /j/：ヤ行の子音（「英語のｙの音」に相当） 

• 重子音は「詰まる音」で発音し、子音字をダブらせる。 

 tulla「来る(こと)[不定法]」;cf. tuli「来た[過去形]」「火」   

•  b, c[s], f, g, š[ʃ], z[ʦ]は外来語のみに使用される;q, w, xは稀。 
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フィンランド語の発音と文字 （２） 

• Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan luona. Sana oli Jumala, ja hän oli 
alussa Jumalan luona. Kaikki on luotu hänen kauttaan, eikä mitään ole 
luotu ilman häntä. Hänessä oli elmämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo 
loistaa pimeydessä, mutta pimeys ei ole sitä koskaan käsittänyt. 

 「初めにことばが在って、ことばは神の傍らに在った。ことばは神で 

   あ った。万物はことばによって成り、成ったものでことばによらずに 

   成ったものは何一つなかった。ことばの内に命が在った。命は人間 

   を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いていて、暗闇は光を理解   

   しなかった。」           『新約聖書』「ヨハネ福音書」(1：1-5) 
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エスペラントの発音と文字 （１） 

• 原則は「１文字と１音素とが対応」；１文字は1とおりの発音のみ。 

• 黙字なし―読まない文字はない! 

 

• c /c/ はいつでも [ʦ] の音― [k][s][ʧ][θ] と発音されることはない。 

• s /s/ が[z][ȝ][ʃ]の発音になることはない。Cf. 英語の please, pleasure, sure 

 

• 字上符号を活用して「１文字で１音素に対応」― ŝ [ʃ], ĵ [ȝ]；ĉ [ʧ], ĝ [ʤ]；ĥ [x] 

• /ks/や/gz/という子音音素連続が ｘ の文字で書かれることはない。 
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エスペラントの発音と文字 （１）´ 

• 半母音は j [j～ĭ]と ŭ [w～ŭ]。 

• j, ŭ は母音字と組み合わされて、二重母音を形成する。ej；aŭ, eŭ etc.  

• x の文字の他にも、 y, w, q の文字も通常は使わない。 

 

• 後ろから二番目の音節の母音に固定された強勢アクセントがある。 

• 母音で終わる音節(開音節)のアクセントのある母音は長めに発音される。 

 

2016/11/27 35 



エスペラントの発音と文字 （２） 

エスペラントの単語を読んでみよう。    例外なし! まったく規則的! 

① scienco [sʦi.én.ʦo]「科学」 (cf. 英語・フランス語science) 

② ekspreso [eks.préː.so] 「急行 ; 速達」(cf. 英語express) 

③ knabo [knáː.bo]「少年」(⇠ドイツ語[古語]Knabe「わらべ」) 

④  ŝarĝo [ʃár.ʤo]「積み荷；負荷」(⇠フランス語charge) 

⑤ ĉeĥo [ʧéː.xo]「チェコ人」 ; ĵazo [ȝáː.zo]「ジャズ」 

⑥ jam [jám]「もう既に」 (１音節)  

⑦ iam [íː.am]「いつか；ある時」 (２音節) 

⑧ ankaŭ「～も」；eŭro「(EUの通貨単位の)ユーロ」 (どちらも２音節) 
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エスペラントの発音と文字 （３） 

• c [ʦ], ĉ [ʧ], ŝ [ʃ], ĝ [ʤ] や アクセントに注意して、文章を読んでみよう。 

 

 En la komenco Dio kreis la ĉielon kaj la teron. Kaj la tero estis senforma kaj  

  dezerta, kaj mallumo estis super la abismo;kaj la spirito de Dio ŝvebis super 

 la akvo. Kaj Dio diris : Estu lumo;kaj fariĝis lumo.           [Zamenhof訳]  
                     

 初めに、神は天と地とを創造された。そして地は混沌であって、そして闇 

 が深淵の面(おもて)にあった。そして神の霊が水の上を動いていた。そし 

 て神は言われた。「光あれ。」 こうして、光が出来た。  

                   『旧約聖書』「創世記」（1：1-3) 

• あくまで、書いてあるとおりに発音すればよい。 
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文字と音素との対応関係（１）  

• 同音異綴り異(義)語（homophone）：同じ音(素)だが綴りが異なり別の意味。 

  フランス語： ①/siɲ/  signe「記号」,   cygne「白鳥、スワン」 

                        ②/so/  sot「馬鹿」,   saut「跳躍、ジャンプ」 ,  seau「バケツ」,  

   sceau 「印、印璽」   

      ③/vɛ̃/   vin「ワイン」,   vain 「無駄な」,    vingt 「20」,  

    vins / vint 「来た[venirの一&二人称 / 三人称 単数 直説法 単純過去]」,  

   vînt 「来た[venirの三人称単数 接続法 半過去]」 

   vaincs / vainc 「打ち負かす[vaincreの一&二人称 / 三人称 単数 現在] 」 

   ドイツ語  ：④/ｒa:t/  Rad「車輪」,      Rat「忠告」     

       英 語     ：⑤/ｖein/ vain「無駄な」 , vein「静脈」, vane「風見」 

                            ⑥/rait/  right 「正しい/右、権利」,      rite「儀式、儀礼」,    write「書く」 ,  

      wright「(複合語で)製作者」 

• １種類の音素（群）に複数の綴り字が対応している。 
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文字と音素との対応関係（１）´ 

• /i:/を表わす英語の12通りの綴り 
 she, sea, see, seize, Leigh 「リー (人名；イングランドの地名)」, people, key,  
 believe , magazine, alumnae 「女子卒業生[の複数形]」, amoeba「アメーバ」, 

 quays「波止場」   堀田 (2011：106 f.), 竹林 & 桜井 (1985：19) 

• /u:/を表わす英語の９通りの綴り 
 move, food, you, through shoe, fruit, truth, true, blew 
• /ε/を表わす英語の９通りの綴り 
 bed, bread, many, friend, said, says, heifer「若い雌牛」, leopard, bury 
• /ʤ/を表わす英語の８通りの綴り 
 educate, just, adjective, bridge, gym, pigeon, virgin, soldier  
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文字と音素との対応関係（２） 

• 同字異音異(義)語（homograph）：同じ綴りだが音(素)が異なり、別の意味 

     英語：bow /baʊ/「お辞儀」   bow /boʊ/「弓」 

    sow /saʊ/「雌豚」   sow /soʊ/「播く」 

        tear /tIɚ/「(１粒の)涙」  tear /tεɚ/「引き裂く」 

                  lead /li:d/「導く」              lead /lεd/「鉛」 

        read /ri:d/「読む」           read /rεd/「読んだ ; 読まれた」 

        live/lɪv/「住んでいる」(動詞)  live/laɪv/「生きている」 (形容詞) 

    slough /slaʊ/「泥沼」       slough /slʌf/「抜けがら」         

• １種類の綴り字に複数の音素（群）が対応している。 
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文字と音素との対応関係（２）´ 

• ghの綴りが表わす英単語の６通りの音素(群) 

   high /  / (黙字), ghost /g/, cough /f/, hiccough /p/, doghouse /gh/ 

   Keighley /θ/「キースリー：イングランド北部の地名」         堀田 (2011：105)、他 

 

• oughの綴りが表わす英単語の８通りの音素(群) 

   through /u:/, thought /ɔ:/, though /oʊ/, plough /aʊ/「犂(すき)」,    

   enough /ʌf/, cough /ɔf/, hiccough /ʌp/, thorough /ə/ 
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文字と音素との対応関係（３） 

日本語の「現代かなづかい」の表音性の例外（１） 

 

• わ   助詞以外の/wa/ 

 は―/wa/ 助詞の/wa/の場合のみ 

     /ha/ 助詞以外の/ha/ 

 

            /he/ 助詞以外の/he/ 

• へ―/e/  助詞の/e/の場合のみ 

  え  助詞以外のア行の/e/ 

• を―/o/ 助詞の/o/の場合のみ 

  お  助詞以外のア行の/o/ 

 

単純に「発音どおりに書き、書いてあるとおりに読めばよい」、という訳にはいかない場合も。  
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文字と音素との対応関係（３）´ 

日本語の「現代かなづかい」の表音性の例外（２）  オ段長母音 

 

• こおり―/koori/ 「氷」   ・とおり―/toori/ 「通り」 

 こうり            「行李」「公理」 …      とうり        「党利」「桃李」… 

     /kouri/ 「小売」 
 
 

※ローマ字の表音性の例外   ★四つ仮名（じ/ぢ;ず/づ)の書き分け 

• ゆう yû     「夕」     標準語など多くの日本語方言で、音韻上は 

 ゆう yuu―/juu/   「結う」     二つ仮名(/zi/, /zu/)の区別のみ 

 いう iu           「言う」 
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文字と文法・発音変化・意味との関係 
        形態音韻論（１） 

ロシア語の正書法  вoдa   <=voda>   [vadá]  「水」   

     вoдкa <=vodka> [vótka] 「ウォッカ」 

• 発音通りに綴る（音素表記）のならば、   

  「水」は *вaдa  <=*vada> 

  「ウォッカ」は  *вoткa <=*votka>  
   となるはず。 

• 形態素の｛вoд｝を実際の発音の違い（[vad]や[vót]）にかかわらず、 

   常に同じように綴ることで、意味が理解しやすくなる。 

 

• これを形態音韻論的表記や形態音素表記と呼ぶ。 
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文字と文法・発音変化・意味との関係 
        形態音韻論（２） 

ドイツ語  /ｒa:t/ 「車輪が」 ；/ｒa:dəs/ 「車輪の」 

  /ｒa:t/ 「忠告が」 ； /ｒa:təs/ 「忠告の」 

• 「車輪が」と「忠告が」 とは同じ発音だが、正書法では 

  Rad「車輪が」；Rades 「車輪の」 

  Rat 「忠告が」；Rates  「忠告の」 

 と形態音素表記をすることで、 

   「～が」と「～の」における｛車輪｝という形態素が同一の綴りで表され、   

 意味が摑みやすくなる。  
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文字と文法・発音変化・意味との関係 
       リエゾン（liaison） 
• フランス語 

         ①petit   [pə.ti]    「小さな」 

         ②petit ami  [pə.ti.ta.mi]   「ボーイフレンド」 

 

         ③premier    [pʁə.mje]             「第一の」 

   ④premier étage  [pʁə.mje.ʁe.taȝ] 「一階（日本風の数え方では二階に相当）」 

• 韓国語/朝鮮語（のハングル） 

   ⑤여덟    <’jɔ-dɔrb>     [jɔ.dɔl]         「八つ」   

   ⑥여덟이 <’jɔ-dɔrb-’i>  [jɔ.dɔl.bi]    「八つが」 

• 単独の発音時では発音されない語末子音字が後続の母音の前で復活する！ 

• 発音はされないのだが、単独の発音時でも語末子音字を書いておく、というよう 

 に実際の発音よりも意味の理解を優先させた綴り字法。 
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文字と文法・発音変化・意味との関係 
      アンシェヌマン (enchaînement) 
• フランス語 

 ①il [il]「彼は」,   est[ε]「～である」        (*は実在しない綴り方) 

 ②il est [i.lε]「彼は～である」（発音通りに*i lestや*i l’estとは書かない!） 

• 韓国語/朝鮮語（のハングル）   ※日本の朝鮮語学界では「リエゾン」と呼ぶ。 

 ③봄    <bom>   [pom]  「春」,  이<’i> [i]「が[主格助詞]」 

 ④봄이<bom-’i> [po.mi]「春が」(発音通りに*보미とは書かない!) 

 

• 単独の発音時での音節末子音が後続の母音と共に音節を形成し、新たな音節頭 

 子音として発音されるもの。 

 (～)VC♯♯V(～)  ⇒  [V.CV] (♯は単語の境界)  

 

• 文法要素や語、形態素が常に同じように書き表されるので、意味が摑みやすい。 
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英語の綴り字規則とその例外（１） 母音(字) 

• 「V+C+e♯」の母音字の読み方は「アルファベット名称読み」（magic e） 

 cake/keɪk/, these/ði:z/, nice/naɪs/, home/hoʊm/, cute/kju:t/ 

•  「アルファベット名称読み」の例外 
① machine/məʃi:n/, police/pəli:s/, magazine/mægəzi:n/   
② have/hæv/, give/gɪv/, live/lɪv/  
③ above/əbʌv/, dove/dʌv/, glove/glʌv/, love/lʌv/  
④ come/kʌm/, some/sʌm/  
⑤ done/dʌn/, none/nʌn/, one/wʌn/ 
 
・ 例外の、そのまた例外!! 

        move/mu:v/, prove/pru:v/ 
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英語の綴り字規則とその例外（２） 子音(字) 

① 「軟らかいｇ」(soft g) /ʤ/:e, i, yの文字の前で 
 gentle, giant, gym 

② 「硬いg」(hard g) /g/:a, o, uと 子音字の前、および語末で 
 gate, go, gum, glad, grow, bag 

③ e, i, yの前で/g/と読ませたい場合はgu-と綴る。 

 guest, guide, guy  cf. guard   

 

④ 例外的なgの発音: e, iの文字の前でも「硬いg」 

 get, give, begin, girl, geese「gooseの複数形」 , lager「ラガービール」 
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英語の綴りの「不透明性：intransparency」 

• そもそも、「英語の発音と綴り」の関係は、 

  1種類の音素(群)に何種類もの綴り字が対応していたり、 

   逆に 

  １種類の綴りに何種類もの音素(群)が対応していたり 

  することがとても多い。 

• 「文字と音との対応規則」が複雑な上に、さらに例外が多い。 

 

• したがって、英語は非常に「不透明な（opaque）」文字体系である。 
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英語の「不規則な綴り」の由来 英語史（１） 

• 英語史の時代区分 

        449～ 大陸のゲルマン人(Angles, Saxons, Jutes)がブリテン島に渡来 

① 古英語 OE (Old English) (449/450)～1100/1150 
        1066  Norman Conquest EnglandはNormandy人に 
           支配されることに 

② 中英語 ME (Middle English)                  1100/1150～1500 
        1475  Caxtonが初の英語印刷物をベルギ
       ーのブリージュで刊行し、翌年英国
       初の印刷所をロンドンのウェストミ
       ンスターに開設  

③ 近代英語 ModE (Modern English)                      1500～1900 
 
 

④ 現代英語 P(D)E (Present-Day English)                       1900～ 
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英語の「不規則な綴り」の由来 英語史（１）´ 

綴り字の固定化と正書法の確立 

• 15世紀後半に英語の印刷が始まり、無秩序で混乱していたそれま
での綴り字法が固定化に向かう。 

• 17世紀後半には綴り字の固定・確定への基礎が固まる（ex. i/j, u/v, 
i/yの使い分け）。 

• 1755年刊行のDr. Samuel Johnsonの本格的英語辞典A Dictionary of 
the English Languageで、正書法がほぼ確立する。 

• 18世紀末～19世紀にかけて、アメリカでは一部の語で簡素化した綴
り字法が定着し、英米のspellingの差異が生じる。 
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英語の「不規則な綴り」の由来 英語史（２） 

nameの語史を例に挙げる（発音と綴り字の変遷）。 

• 1,000年前までの古英語ではnama/náma/という発音だった。 

• 語末の-aが弱化し、第一音節も長母音化し、name/ná:mə/に変化。 

• 語末母音の-eが発音されなくなるが、綴り字はそのまま。 

• 1400年～1700年頃の間に、長母音のaの文字の発音が
 /a:/⇒/ε:/⇒/e:/       [大母音推移（Great Vowel Shift）の一部] 

 と変化したために、name/ne:m/に。 

• 18世紀に長母音/e:/が二重母音の/eɪ/に変化したことにより、最終
的に現在のname/neɪm/に。 
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英語の「不規則な綴り」の由来 英語史（３） 

• 大母音推移（Great Vowel Shift）  1400年～1700年頃の間に生じた英語
史上最大の組織的な母音体系の大変化 

① /a:/⇒/ε:/⇒/e:/（その後⇒/eɪ/に）    name, take   

② /ε:/⇒/e:/⇒/i:/      sea, meat 下線の語が同音に 

 （一部は/e:/の後①と合流し/eɪ/に）   break   

③ /e:/⇒/i:/       see, meet, green 

④ /i:/⇒/əɪ/（その後⇒/aɪ/に）     find, mild, wife     

⑤ /ɔ:/⇒/o:/（その後⇒/oʊ/に）     coat, home, stone 

⑥ /o:/⇒/u:/（一部はその後/ʊ/に(さらに一部は/ʌ/に))  prove, food;look;blood  

⑦ /u:/⇒/əʊ/（その後⇒/oʊ/に）     house, town  

        （一部は⑥と合流し/ʌ/に)   country, tough 
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英語の「不規則な綴り」の由来 英語史（４） 

• machine/məʃi:n/, police/pəli:s/は、なぜ*/mə(t)ʃaɪn/や*/pəlaɪs/ではないのか？
 （*は実在しない音形） 

 

• machineは1545年に、policeは1530年にフランス語から借用された単語であり、 

 大母音推移の/i:/⇒/əɪ/の変化が終了してしまっていた時期以降に英語に採り 

  入れられたので、大母音推移とその後の母音変化をこうむらずに元のフランス 

  語の発音を継承した。 

• magazine/mægəzi:n/（初出：1583）に関してもほぼ同様の事情。 

 

• chを/ʃ/と発音するのは借用当時のフランス語の発音によるもの。 
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英語の「不規則な綴り」の由来 英語史（５） 

• 縦線を有するv/u, m, nの文字(minim letter)に隣接する母音字uは、
紛れやすかったので、曲線的なoの字に書き換えて綴られることが
あった。 

• 古英語cuman/kuman/⇒中英語come(n)/kʊm(ə)(n)/(⇒come/kʌm/) 

• 一部の語の/ʊ/は中舌化(centralization)して/ʌ/になった。 

 above/əbʌv/, dove/dʌv/, glove/glʌv/, love/lʌv/  

 some/sʌm/  

 done/dʌn/  

• none/nʌn/, one/wʌn/は標準語以外の方言の発音の影響による。 
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英語の「不規則な綴り」の由来 英語史（６） 

• フランス語の影響で、中英語期にｇの文字は： 

① i, e, yの文字の前では「軟らかいｇ」(soft g) /ʤ/ 

② それ以外の位置では「硬いｇ」(hard g) /g/ 

という棲み分けが生じた。 

   ③ i, e, yの文字が続く場合でも/g/と発音させたい場合は-u-を挿入し  

    てgu-と綴る。 

というフランス語式の綴り方も採用されたのだが、③はすべての場合に
一律に適用されたわけではなくて、本来語(≒固有語)を中心に 

   ④ get(⇐古ノルド語), give, begin, girl(⇐語源不詳), geese, lager(⇐ドイツ語) 

というような、例外的な語が残存することになった。 
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英語の綴り字改良運動失敗の理由（１） 

• 書記言語は音声言語よりも保守的であり、一旦固定化した綴り字は 

 たとえ発音が変化しても、旧来の方式を保持し続ける傾向がある。 

 

• 従来の正書法を既に身につけている識字層にとっては、新たな綴り 

   字をわざわざ習得し直すことのメリットを感じにくかった。 

 

• 大母音推移や子音の黙字化などの発音の変化の結果、同音異綴り 

   異(義)語が生じたが、「異なる綴りであることで別の単語である」こと 

   が見て容易に解かるというメリットがある。 
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英語の綴り字改良運動失敗の理由（２） 

• つづり字改良論者も言語学者も、英語つづり字のもっている表意性 

 [=表語性]という点に関しては，しばしば，過小評価という誤りをおか 

 している．  (…) 

 声を出して読むときには，たしかに，音声が問題となる．が，この場   

 合にも，一字一字の文字(letter)が問題とされることはほとんどない． 

   本を読むとき，われわれが認めるのは語(word)であって，一つひと 

   つの字(letter)ではない．語を全体として認め，それを発音している 

 にすぎない．               安井 & 久保田 (2014:87) 
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アメリカ英語の綴り字改革（１） 

• Noah Webster（1758～1843）らによって始められた米語正書法改革は、「これまで成し遂げられ 

 た唯一の綴 り字改革」であり、「アメリカ合衆国の独立と時期的に重なっているというのは、決し 

 て偶然ではない。          クルマス（2014:276）より 

  

Br英語⇒Am英語 ： 綴り字を簡素化（余分な文字を略す；発音に近づける）   
① honour⇒honor, favour⇒favor, colour⇒color 
② litre⇒liter, centre⇒center, theatre⇒theater 
③ connexion⇒connection 
④ travelling⇒traveling, skillful⇒skilful  
⑤ defence⇒ defense, pretence⇒pretense 
⑥ cheque 「小切手」⇒check, risque⇒risk  
⑦ catalogue⇒catalog, dialogue⇒dialog 
⑧ gaol /ʤeɪl/ 「監獄」⇒jail; 

  plough /plaʊ/ 「犂(すき)」⇒plow; 

  draught 「引くこと；下絵、設計略図；為替手形」⇒draft 
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アメリカ英語の綴り字改革（２） 

• WebsterはDissertations(1789)では、大胆な改革綴り字案を提唱したが、 

    draught⇒draftやplough⇒plow以外のほとんどの改良綴り字案は定着しなかった。 

 ①/i:/ ea, ie, ey⇒ee 

       mean⇒meen, speak⇒speek, zeal⇒zeel;believe⇒believe, key⇒kee 

 ②/ε/ ea, ie⇒e 

       bread⇒bred, head⇒hed, breast⇒best, meant⇒ment;friend⇒frend 

   ③daughter⇒dawter, laugh⇒laf,draught⇒draft, plough⇒plow 

       blood⇒blud, tough⇒tuf 

   give⇒giv, prove⇒proov        

• 『簡明英語辞典：A Compendious Dictionary of the English Language』(1806)では保守 

   と革新との中間の中庸の道に方針を変更して、大半は米語として受け入れられた。 
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表音文字の機能（１） 

• 文字は何よりも「読まれる」ためのものである。 

 

• 音素体系が比較的単純な言語の表記には、「表音的」で「規則的」な
正書法がより向いている。 

 

• 文法や発音の変化が激しい言語の表記の場合には、発音に「忠実
に」書かれる「過度に表音的」な文字体系よりも、これらの変化を考
慮して「意味の理解・把握」を重視した文字体系の方が、結局は「読
みやすい」し、「理解しやすい」と言える。 
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表音文字の機能（２） 

• 表音文字の機能は音を表わすこと自体にあるのではなく、単語の音
形の大体もしくは一部を示すことによって、その言語の意味の単位
である語ないし形態素を読み手に想起させることにある。 

 [⇒表「語」性、表「形態素」性] 

 

• つまり、語や形態素が特定できればいいのであって厳密に音声を表
わしている必要はない。 

       斎藤（2010：239)を一部改変 
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表音文字の機能（３） 

• 文字の言語的機能とは，何よりも表語（logographic）ということにある。
これはなんでもないことのようだが，音声と文字の関係をイコールな
いしパラレルであるかのように無意識にとらえる見方に，反省を求め
ているのである。 

 

• 表音すること自体が文字の目的なのではない。表音も表語のため
の一つの手段と見られるからである。 

        田中 他 (1975:174)  

 

2016/11/27 64 



まとめ 

• 英語の不規則な綴り字の由来は英語史で説明できることが多い。 

 

• 表音文字であろうと表語文字であろうと、文字機能の本質は「表語
性」「表形態素性」にある。 

 

• 表音文字の場合、語や形態素の音形（の一部）を表記することで、そ
の不連続な表音文字表記を支えとして元の言語音の連続体に還元
することができさえすればよい。 
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文字に関して(ほとんど)触れられなかった話題あれこれ 

① 文字の起源と系統関係；アルファベット発達史 

② 古代文字の解読と未解読文字 

③ 文字体系と宗教・宗派との関係 

④ 漢字と疑似漢字（国字・チューノム・西夏文字・契丹文字 etc.） 

⑤ インド系文字体系(デーヴァナーガリー文字・タイ文字・チベット文字 etc.) 

⑥ 書字方向、書体・字体の変遷と大文字/小文字の発達 

⑦ 「綴り字発音」(と、俗に言う「百姓読み」）；(非)語源的綴り字 

⑧ 正書法と標準語/方言との関係 

⑨ 文字の「読み書き」と文字社会との関係；特にliteracyとdiglossia, digraphia 

 

⑩ (発達性)Ｄｙｓlexiaと(後天的)Alexiaの関係 

11 「規則的な文字体系」の言語におけるDyslexia 
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これで発表を終わります。 

ＦＩＮＯ  
拙い講演をご清聴いただきまして 

ありがとうございました。 
Mi elkore dankas vin pro via  

afabla kaj pacienca aŭskultado.  
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