言語学論適時別号（ユ993）

水海道方雷におiナ る 閉鎖晋の有声イヒ
佐々木 記

1．はじめに

宮島（1g61b）によると水海道方言には以下に示す子音の音素がある。

（1〉

水海道方言、の子音音素（宮島1961b：242）

／k，g．り．t．d．n．p．b．m．s．J．h．c．ts．z，tJ．h．5．r，j
このうち、無声閉鎖音と無声破擦音ほ母音間の環境に来たと垂以下に例示するように督
声化を被る。

（2） 母音間閉鎖音の有声化（例）
／t／→【d〕

【mida】（見た）

ハs／→〔くd）z〕

【れaヱul（夏）【法王〕

／tJ／−・【（d）5】

〔05a】（お茶〉

／k／→［g］

［hadage〕（畑＝

このように、無声閉鎖音と無声破擦音は、有声化という現象に関して同じように振る邦

うので、この方言では1つの自然頬（naturalclass）を形成しているものと見られる。以
下、筆者が「閉鎖音」について言及するときには無声破擦音に関しても言及しているも
のとする。なお、有声破擦音は「子音の無声化」に関して有声摩擦音と同様の振る舞い
をする場合があるため、問題が複雑である。有声破擦音の水海運方言音韻論における地
位に関しては機会を改めて論じることにしたい。

（2）に／p／の有声化の例がないのは日本語の音韻論における／p／の特殊な地位によるもの
である。／p／を含む語録のはとんどはオノマトペや漢語、外来語であるが、宮島（1961b）
の指摘にもある通り母音間閉鎖音の有声化が外来言吾に対してほ強く働かない以上、／p／→

一112一

〔b】の例を見いだすことが出来ないのは当然である。

なお、「母音間閉鎖音の有声化」を「＞」ではなく「−・」で表したのは次の事情によ
る。宮島（1981a）が明らかにしたように「母音聞閉鎖音の有声化」は、母音の無声化など
に比べると比較的最近起こった音韻プロセスである。いくら最近起こったプロセスであ

っても現在は作用していないのなら、適時変化として「＞」で表記すべきだ。しかし、
詳細は佐々木（199Z）に譲るが、このプロセスの外来語への波及や動詞形態音韻論におけ
る言吾幹未開鎖音の振る解い方などから筆者はこのプロセスが現在でも作用しているもの
と考える。それ故に共時的規則としてトヰ」で表記するのである。

本稿では、水海道方言において、母音間での有声化がなぜ閉鎖音に限られているのか、
そしてこの有声化現象を条件づけているのは何かという2つの問題について考えてみた
い。

2．東北方言における閉鎖音の有声化の説明

前章で示した母音間における閉鎖音の有声化は東北地方の諸方言においても見いださ

れる現象である（井上1968）。東北地方の緒方言においても無声摩瀬音がこのプロセスを
被らないことは同様である。小倉（1g33：了3）は、閉鎖音は母音間で有声化するが摩擦音は
有声化しないという制限が他の言語にも見いだされることを指摘している。だが、なぜ
母音間の有声化に音の調音様式にしたがってこのような制限があるのかということに関

しては全く説明を行っていない。

金田一（1932）及び小倉（1983）はこの現象を一種の同化と見なしている。金田一（1932）
は後続する母音の有声性による同化、すなわち逆行同化である可能性を示唆してはいる

が、前後に母音がある場合だけに起こる現象なので、順行・逆行両方向の同化である可
能性もあるとしている。一方小倉（1933）は「第二音節以下の頭音が濁音化することは、其
の直前にある母音によって有声化せられた結果と見られぬことはないが‥．（5g）」とし、
J順行同化の可能性を示唆している。

以上から、東北方言にの場合水海道万富も含まれる）における母音間閉鎖音の有声化
に関するこれまでの説明には次の2点が欠けていたことがわかる。
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（3） a．母音間における有声化がなぜ閉鎖音だけに起こって摩擦音には起こらないの
か

b．母音間における閉鎖音の有声化は順行同化なのか逆行同化なのか

3．80nOrity hierarchy

この事でほなぜ閉鎖音は母音間で有声化を被るのに摩瀬音は有声化を被らないのだろ

うか、という点について考えてみたい。

宮島（1g61b）の音素目録からも明らかなように、この方言では閉鎖音にも摩擦音にも有
声対無声の対立があ、る。この点で閉鎖音と摩擦音は母音や「流音」（鼻音十接近音十／rノ）
と対立している。

閉鎖音の有声化というプロセスが馴こ有声化であるならば、もともと有声音であり有
声対無声の対立がない「流音」に鮎響を与えないのは当然であるとしても、無声摩擦音

が有声化を被らないことに関して特別な説明が必要となる。
母音間における有声化に関して無声摩擦音が無声閉鎖音とは異なる搾る舞いをする点

は、［十COntinuant】のfeatureを持つ者はこのプロセスを被らない、とすることによって
表すことが出来る。

（4） ［十COれ‡Onantal．−50nOran亡．−eOntinuanり→【voice］／V＿Ⅴ
だが、これでは何故卜continuant〕の音がこのプロセスを被らないのか、という疑問が
残る。筆者は母音間閉鎖音の有声化を写OnOrity hierarchy上の移行として捉えることに
より、閉鎖音と摩擦音の振る得い方の遠いを説明したい。

言語音（segment）は、開音様式や聞こえ、音節の核になり．易いかどうかなどによって無
声閉鎖音を一方の梅とし母音（有声）を一方の極とする階層をなしていると考えられて
いる。こうした考え方は、すでに今世紀初めの音声学の文献に見いだされるものである
（Je印erSen1904）［注3〕。今日の音韻論では依存音韻論（Ander60n＆餌en1987）が、この
考えを直接反映させた音韻標示を提唱している。依存音韻論では言語音の調音様式と有

声性をcompomentは紺Clと州の組み合わせと両者の間の依存関係によって表している○
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lclが優位になるはど音のsonorityは低くなり、IVlが優位になるはど音のsonorityほ高

くなるとされている。この標示方法によるとsonority hierarchyは次のように表現され
ることになる。なお、下につけた1〜6の数字は音のsonorityを示すために筆者がつけ
たものである。1が最小で6が最大である。

（5） ＄0れOTity hierar8hyくAndersoれ ＆Ewen1987：158）［注51
Voiceles＄

VOiced voiced

＄tOp

StOp

rricative nasalliquid vowel

lc；Vl
lc：Vl
1c：Vl
‡
voiceless IVJ

lV1 1Vl lV1
‡

l

lCl

IC r lC：Vl

fricative
2

1

3

4

5

6

有声化や摩擦化あるいは子音の接近音への変化は1enition proce＄Sとして捉えられて
重た．しかし、従来のfeatureによる音韻梯示では【voice】や［continuant〕や［consonantal］

の値（±）の変化として相互に関連性のないものとして表さなければならなかった0（5）の
棲示方法によるならば、これらのプロセスは川の優位性の増大すなわち音のsonorityの
増加として一覧して捉えることが出来る。

水海道方言の母音間閉鎖音の有声化を（5）のsonority hierarchy上の制限として捉える
と次のように表すことが出来る。

く8） 水海道方言の母音間閉鎖音の有声化
‥．VCV‥．（ここでの「C」及び「Ⅴ」は子音及び母音を表す）
l．

（s…Ority≧2）

これは音韻プロセスとしては「sonoritylから2への引き上げ」となる。依存関係上の
制限としては（6）の位置の子音はlVlを全く含まないことが許されないということになる0
無声摩擦音はすでに州と相互依存の関係で川を含んでいるのでこのプロセスまたは制

限から自由であると解釈される。

このプロセスを柑nOrityを反映したものとして捉えるならば、摩擦音がこのプロセス
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を被らないのは閉鎖音に比べてSOnOriLyが大きいからであると説明することが出来る。
したがって、このプロセスを説明するためには従来のfeatureに基づく音韻標示よりも、
依存音韻論のように音のsonorityを直接反映させることが出来る標示方法の方が望まし
いといえるだろう。

4．有声化の起こらないケース

この草以降では、有声化が起こらない環境について考察することにより、これまで論

じた音のsonority以外の母音間閉鎖音の有声化の条件を明らかにしたい。
水海道方言では次のような場合、閉鎖音が母音に挟まれていても有声化が起こりにく
い。

（7） a．閉鎖音がgeminateの場合
b．母音の無声化によりconsonant elusterを形成している場合【注6〕
c．複合語の申の形態素境界にある鳩舎
d．漢語・外来語の一部
e．長母音・二東母音の後

（7a．b）の場合、有声化は絶対に起こらない。凍北地方の方言の一部にはgeminateも有声
化を被るものもあるようだ（〔udde］（売れて）．［agga］（有るか）等の例が井上（1968）に引用

されている）が［注7〕、水海道方言では音のメロディーレベルが単一であるか否かに関わ
らず、（8）に示すように子音が2つの連続するスロットを占めている場合には有声化は起
こらない。

（8）

a．geminate b．consonant cluster
ー
γ

α

ハし

＼／

C−β

C C

（α．β−γは任意のメロディー、
α≠β≠γ）

（7c．d，e）の場合、閉鎖音の有声化は絶矧にブロックされるというわけではない。宮島
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（1g61b）によると（7c）の鳩舎、「もとの語とのつながりがうすれると有声化する（248）」、つ

まり複合冨吾が複数の形態素から成り立っているのではなく、つながった形式が固定化して
単一形態素のように認減されるようになった場合には、もとほ形態素境界にあった無声

閉鎖音でも有声化されるようになるというわけである。（7c）の例としては【tJikatabi】
（地下足袋／d3ika−tabi／）等が、そして複合語の形態素境界でも有声化してしまう例とし
ては〔05aユ（お茶〔0−りa〕）等が挙げられている。（7d）も「一般に漢語や外来語も、それが
方言の体系の一部とみていい桂皮につかわれる以上は濁音化する（248）」という。

（7e）は、閉鎖音の有声化を起こす程度に「方言の体系の一部」に組み込まれた外来語
や漢語にも働く制限である。宮島（1g61b）に例として挙げられている［taekjagu】（退却）が
その性質をよく表している。すなわち、短母音に挟まれた／k／は有声化して〔g】になって
いるが、前に二重母音があり後ろに短母音がある／kj／は有声化していない。ただし（7e）
の制限にも例外はある。［de：gu］（大工）、【bjo：gi】（病気）などである。宮島（1961b）は長

母音や二重母音の後の閉鎖音が有声化するかしないかは「生活語としてはいった年代ま
たは度合い」の遅いによるのだろうとしている。長母音の後で有声化が起きにくいとい
う傾向は東北地方の方言においても見いだされる（井上1g68）。
ここで指摘しておかなければならないのほ、閉鎖音の「前に」長母音または二重母音
がある場合に有声化が起こりにくいという記述はあっても、閉鎖音の「後ろに」長母音

または二者母音がある場合に有声化が起こりにくいという記述は管見の及ぶ限り見あた
らないということである。したがって、（7e）の制限祀長母音または二重母音を挟んだ対
称的な分布上の制限ではなく、長母音または二重母音の後ろに閉鎖音がある場合にだけ
存在する非対称的な制限である。

無声閉鎖音の有声化が起こりにくい環境のうち（7a．b．e）の3つは音声環境によるもの
である。筆者はこれらの音声環境による閉鎖音の有声化の阻止（傾向性ではあるが）につ

いて考案することにより、第2章の（3b）に示した「母音間における閉鎖音の有声化は順
行同化なのか逆行同化なのか」という問題に関して金田一（1g32）が留保付きで示唆トた

r逆行同化説」を以下の章で再評価したい。なお、（7c，d）は社会言語学的な側面や1exicon
の構成といった観点から興味深いが、これ以降この論文では考察の対象から外すことに
し別の機会に論じることとしたい。
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5．有声化と音韻論的統率関係（逆行同化としての有声化）

「母音間における閉鎖音の有声化は順行同化なのか逆行同化なのか」という問題を考

える前に、まず、閉鎖音の有声化の音声的条件は「母音間」であることだけなのかどう
か考えてみたい。閉鎖音が母音間に位置していることが有声化の条件であるということ
は、以下に図示するように単一のスロットに結びっいた閉鎖音の前後のスロットが母音
によって占められているといい直すことが出来る。

（9） ‥．V C V．．．
r

卜continuant〕

前章の（8a．b）は閉鎖音の前後いずれかのスロットが母音ではなく子音になっているので
（9）に違反している。したがって、（8a．b）すなわち（7a．b）は有声化の条件を満たしていな
いことになり、閉鎖音のそのような瑠璃で閉鎖音の有声化が起こらないのは当然といえ
る。

では、有声化は（9）の条件を満たしているならばどんな鳩舎でも起こるのだろうか？
（9）は単一のスロットを占める閉鎖音の前後が母音であることだけが指定されており、前
後の母音が長母音であるか否かといった点については指定されていない。だが、前章で
述べたように閉鎖音を取り囲む母音が長母音・ニ重母音であるか否かという問題は有声

化の条件を規定する上で無視することが出来ない。閉鎖音の前に長母音やこ電母音があ

る場合、有声化が起きにくい。
この閉鎖音の有声化が当該閉鎖音を囲む母音の長さによって左右されるという現象を、

スロット聞の音韻論的統率関係という点から考察してみよう。

5．1．音韻論における統率関係
Ⅹaye．Lowen8ta…＆ Vergnaud（1990）（以下XLV（1990））によれば音韻論的統率関係には
大きく分けて2つの種類があるという。音韻論的構成素の内部に存在する統率関係（構成
素内統率（conさtituent gov8rれment））と音韻言論的構成索と音韻論的構成乗を結び付ける統
率関係（構成索間統率（interconstituent government））である。KLY（1990）によれば音韻
論上の構成煮は0（onset）、R（rhyme）、N（nucleus）の3つしか存在しないという【往り○
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これらの構成索は枝分かれしている場合と枝分かれしていない鳩舎があり、枝分かれし

ている場合の枝の数ほ最大限2本までであるという。以下に枝分かれした各構成素を示
す。

（10） a．0の枝分かれ b．Rの枝分かれ c．Nの枝分かれ
O

R

R

㌔」

㌔」

㌔」

￣−∴＿ ・・l、−＿

構成素内統率は（10）に示した枝分かれした構成素内の2つのスロットの間に成立する統
率関係であり、統率する側は3つの場合いずれも右側のスロットで、統率の方向性は
「左から右へ」と定まっている。また、いずれの統率関係も隣接しているスロットの間
でしか成り立たない。一方、構成東関統率は（10）の構成索の間に成り立つ統率関係で、
構成素内部の統率する側（head）が構成素間統率でも統率する側となる。

b．N O N
】

t

（11）a■卜7
X ㌔」

二二三三・＿
XX l∴く 」
（→）

㌔」くx）

構成素間統率の方向性は一般に「右から左へ」であるが、（11b）に示したnucleu古間の統
率は、「左から右へ」の場合もある。餌rris＆Ⅹaye（1990）によれば英語の諸方言におけ
るflappiれgは「左から右へ」のnucleus間の構成索間統率によって引き起こされるという。

（11）に示した3つの構成東関統率の中で、母音間閉鎖音の有声化を考える上で重要な
のは（11b）のnucleu古間の統率関係だが、この統率関係はどんなnucl飢椅の間にも成り立っ
というものではない。Charette（1989）によれば統率される仰がその内郡に統率関係を有 l

している場合、nuCleus間の統率関係はブロックされるという（MiTLinality Condition
（Charette1989：187−171））。つまり、枝分かれしてその内部に構成素内統率関係が成立

しているnucIBuS（苛長母音■二重母音）は統率される側には立ち得ないということである。
したがって、nuCleu8間の統率関係の方向性が「左から右へ」であれば（12a）が成り立た
ず、「右から左へ」であれば（12b）が成り立たないことになる。
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（12）

a・＊「 「

h・■「T 「
N O N

N O N

l＼ l l＼

さ＼ l l＼
X（x）x

X X X

も㌔

X（x）

5．2．母音間閉鎖音の有声化の制限とMiれimality Condition
以下、前章で概観したⅩLV（1990）らの音韻論的統率の概念を用いて水海道方言における
母音間閉鎖音の有声化の条件について見てみることにする。
水海道方言の母音間閉鎖音をKLV（19gO）の構成索観にしたがって示すと以下のようにな
る。（13）は閉鎖音を囲むnucleusの枝分かれに関する可能な全ての組み合わせである。・

（13） a．［mida］（見た） b．［ge：tO】（ゲートボール）c．【亡Oge：】（時計）
＼Ⅹ／

N− X−

O− X−

e

g

0

N − X−−0

−

0− Xl・・⁚−L

N∵−→X

e

0−−X！t

N − X−

g

＼X／

O− X−

N∵−∴X−1a

O− Xl−d

N− Ⅹ−1

0−X−−m

d．【50：tO：】（上等）

0

−

XlO

X

＼X／

−

N−

O

X−

＼X／

N−

t

01Xl・5

く13）を閉鎖音の有声化の有無に関して分放すると以下のようになる。
︶

O

⁝＼Ⅹ

X

−
X

X

N−

−

（13c）（＝‥．

NIX

N

X

X

−

N−−

︶
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−
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（13d）（‡∴．

Nl−X

ヽ′

N

＼X

O−

N一−−∴X

b，有声化なし （13b）（；‥．

O

（14） a．有声化あり （13a）（＝‥．

（14）から有声化が起こらないのは枝分かれしたnucleusが閉鎖音に先行している場合であ
ることがわかる。

母音開閉鎖音の有声化は、れuCleus間の構成東関統率が成り立つ場合だけに起こる現象
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であると仮定しよう。（13a）の構造は枝分かれしたnucleusを含んでおらず、MiniTnality
Conditionに抵触しないのでnucleus間の構成索間統率が成り立っていると見なしても問
題はない。だが、（13b．c．d）は枝分かれしたnucleusがあるためMini¶ality Conditionに抵
触する可能性がある。水海道方言におけるnucleus間の統率関係の方向性が「右から左へ」
か「左から右へ」かによって（13b．c．d）の3つの構造のうち1つはMiniTnality Conditionに
抵触しなくなる。水海道方言におけるnucleus間の統率の方向性が「左から右へ」である
なら閉鎖音の後ろに枝分かれしたnucleu5がある場合に有声化は阻止され、「右から左へ」
であるなら閉鎖音の前に枝分かれしたnucleusがある場合に有声化が阻止されることにな
る。（14）に示したように閉鎖音の後ろではなく前に枝分かれしたnucleusがある場合に有
声化がブロックされているので、統率の方向性は「右から左へ」ということになる。
これまでの考察かゃ、筆者は水海道方言における母音開閉鎖音の有声化の条件を以下
のように規定する。

（15） 水海道方言における母音問閉鎖音の有声化の条件
a．単一スロットを占める閉鎖音に直接隣接する音が両側とも母音である
b．閉鎖音が構成索間統率の成り立つnucleusの間に位置している
c．nucleus間の統率関係の方向性ほ「右から左へ」である

（15）を【taekjagu】「退却」の例に当てはめてみると次のようになる。

（16） ／taekjakuノ→［taekjagu〕
0−−V∧−−t

ll「「「
O N O N

＼ t lll

［u］から【a］へは構成東関統率が成り立っているので有声化が起こるが、【a】から【ae］へは、
【ae］の内部に（構成索内）統率関係があるため構成索間統率が成り立たない。それ故に構
成索内統率が成り立っていない母音間の［kj】は有声化を被らないことになる。
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筆者は（15）に示したように母音間閉鎖音の有声化が「右から左へ」すなわち逆行方向
の構成素間統率によって条件づけられていると考えるので、第2輩の（3b）の問題、すな
わち有声化は順行同化なのか逆行同化なのかという問題に関しては、金田一（1932）が幾
分留保をもって示唆した逆行同化説を支持する。金田一（1932）は「併し、前後に有声音に
挟まれてのみ起る故、前後からの影響であるかも知れぬ」とし逆行同化説に留保を付けて
いたが、前後に有声音（この鳩舎母音）がある場合だけにしか起きない現象であることは、

nucleus間の構成索間統率が条件となっていることを示しているだけであって、同化の遅
行性を否定する根拠にはならない。

6．まとめ

筆者は本稿第3章、・罪5尊で水海道方言における母音開閉鎖音の有声化は閉鎖音を取
り囲む母音間の統率関係によって条件づけられた音のsonorityの増大であると規定した。
そしてさらに、統率関係の方向性から金田一（1932）が馴果付きで示唆した逆行同化脱が
指示できるものであることを示した。

第5章以下で、閉鎖音に隣接する母音閥の統率関係について論じる際、筆者は耗輪を
複雑にしないために例外の問凝を意図的に無視した。しかし、実際には第4草でも述べ
たように、長母音が閉鎖音の前に来る場合、つまり（15）からすると閉鎖音の両側の母音
聞に統率関係が成り立っていない以上有声化が起きるはずのない鳩舎にも有声化は起垂

ている（〔de：gu】．【bjo：gり）。したがって、（15）は「この条件を滞たしていなければ絶対
に有声化ほ起きない」という絶対的な法則というよりは、「この条件を満たしている場
合には有声化が起きやすいが満たしていない場合には起きにくい」という傾向性として

解釈すべきであろう。また、傾向性ほ「漢汚・外来語」に限られたものではない。［so：t且】
（く＊／somna／「そんな」）のように「和語」でも畏母音の後で閉鎖音が有声化しない例があ

る。したがって、この傾同性は和摺にも波及しているようだ。この傾向性が水海道方嘗
においてどのような範囲の語録に対して作用しているのかについては今後の研究辣潜と

したい。

【注】■
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1） この子音音素日報は宮島く1961b；241）では「子音」と「半母音」に分けられていた
ものを含んでいる。なお、東北北部の方言と逼ってこの方言には前鼻音化閉鎖音は

音素としては存在しない。音素の表記方に関して原文では破擦音には／c／が当てられ
ていたがここではハs／で表すことにした。パ／についても／tJ／で標示することにし
た。／ー／はtrillではなくflapである。／g／．［g］は有声軟口蓋閉鎖音を表すものとする。

2） 本稿では u は、音声・音韻両方の標示で非円唇の母音を表すものとして用いて
いる。したがって、本稿の【u〕及び／u／は円唇母音ではなく非円唇母音である。なお、
／ts／の有声化したものを単に［ヱ］とせず［（d）z］としたのほ、閉鎖性が若干保たれてい
る有声化青もあるからである。口蓋化した破擦音についても同様である。

3＝eミPerSen（1gOりの場合、母音の開口度や子音の調音位置も音の＄OnOrityを左右す

るものとされている。しかし、ここではそういった要素は関与的とは考えられない
ので、もっぱら音の調音様式と有声性によってSOnOrityを定義していくこととする。

4） componentは依存音韻論における音韻論上の最小単位。この理論では、音韻論上の
最小単位としてfeatureを用いない。音（segment）はいくつかのgestureに分割された
componentの組み合わせによって構成されているものと仮定されている。
5） component間の依存関係の槙示方法は以下の通りである。a：b＝aとbは相互依存関係。
a；b＝aが主要部（head）、bが従属部（dependent）。同様の関係は縦で標示することもあ
る。以下のような鳩舎は上にあるaが主要部で下にあるbが従属部ということになる。
a・・・・−
b

なお、二舌の矢印による依存関係の揺示方法もあり、Anderson ＆餌en（1987）はそち
らの方を主に用いているが、ここでは印刷に使える記号の関係上コロンとセミコロ
ンを用いた棲示方法を用いた。

6） 「母音の無声化によるconsonant cluster」というのは矛盾した表現である。なぜ
なら、無声化していても母音が存在するのならばconsonant clu＄terではないからで

ある。筆者がここで「母音の無声化」という述語を用いたのは、この述語が広く用

いられているからに過ぎない。筆者は宮島（1961a）と同様、母音が「ぬけおちていく」
プロセスと考えているので、正確には「母音の脱落」である。母音の脱落であるな
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らば、その後にconsonant clusterが形成されてもおかしくない。これは決して循環
論法ではない。有声閉鎖音の無声化現象を説明するためにも「母音の脱落」と捉え
るペきである。この間題の詳細については佐々木（1g9Z）及び佐々木（準備中）を参蛸。

7） 井上（1968：83）は「促音音素／Q／（geminateの前半部分：筆者）のあと」では「『力行
夕行の有声化』は起こらない」としているが、その直後に上記の例を含めた有声の
geminateを含む例を挙げている。

8） 札V（1990）は構成索が3つしかない、つまりcodaは構成素として認められないとし
ている。彼らは、こうした構成素の種類や構成薬の枝分かれのあり方は全ての言語
に普遍的であるとしている。こうした見解には筆者は疑問を抱くが、KLV（1990）の構
成索観の妥当性については機会を改めて論じることとし、ここではきしあたり問題
としない。
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lntervocalic stop consonant voicing in Mitskaido dialect

【aれ SASA‡Ⅰ

ln Nit＄kaido dialecttintervocalic stop consonants are voiced．This

phonologicalprocessis videly spreadin the dialects of the north−eaStern
parts ofJapan．

Two problems have remained unsoived in previous studies on this
phenomenon．Oneis Yhy only stop consonants areinfluenced vhile other kinds
of consonants are not．The otheris Yhether the assimilationis progressive or
regre6Sive．

If Ye regard this process as sonority rai8ing，the first problem Yillbe
soIved．＝lSOnOrity hierarchY，StOp COnSOnantS areinterpreted as theleast
sonorous ＄egment and voyels as the most sonorous one，and the other kinds of
segment＄ are Placed between them．If the target ofint8rVOCalic consonant

voicing（＄OnOrity raising）is restricted to theleast sonorous segment．then all
kind of se即entS Other than stops are protected frolれit．

Regarding the s8COnd problem，in order to decide the directionality of
the process．Ye COnSidered some exceptions conditioned by the phonetic
environnent．Regardle＄＄ Ofitsintervocalic position．if a stopis preced8d by
along voYelor a diphthong．voicing does not occur．On the other hand．along
VOYelor diphthong folloYing a stop does not prl∋Vent this process．

Supposing that this process is conditioned by interconstituent government

（b8tYeen nuClei）and that goYernmentis blockedif the governed constitue里
forms a governing domain，the exception mentioned above shovs that
dire￠tionality of th8gOVermnent relationis righ巨to−1eft（regressive）．

Because the directionalitY Of theinterconstitueJlt gOVernImeTlt COnditioning
this processis right−tO−1eft．Ye Should regardintervocalic stop consonant
VOicing as regressive a＄Similation．

（原稿受理日1993年8月25日）
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