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パラトグラフィー・リンゴグラフィーによる
日本語ラ行子音の特徴について∗
竹石

絵梨 † ・福盛

貴弘 ††

【要旨】本稿では、パラトグラフィーおよびリンゴグラフィーという静的な生理音声
学的方法を用いて、日本語のラ行子音を観察した。この方法は、塗布剤がついた口蓋
あるいは舌で調音位置を判断するものであるが、/da/と/ra/の違いについては、接触面
積の差によって破裂音かはじき音かという調音様式を判断できると想定した。結果と
して、両者の区別は接触面積が相対的に小さい方がはじき音であることが確認できた。
他に/ra/が側面音になる者、/da/の調音の際に舌背全体が口蓋に接触する者がいること
も確認できた。
キーワード： パラトグラフィー、リンゴグラフィー、ラ行子音、接触面積、調音様
式

1.

序

1.1

日本語のラ行子音

日本語のラ行子音に関する研究は古くからおこなわれており、枚挙にいとまがない。そういった
中で、比較的新しい概説書でのラ行子音に関する記述を確認する。
はじき音が持続音に分類されている理由だが、日本語では「イロ(色)」
「オリ(折)」
「ウル(売
る)」など、母音間の[ɾ]がこれに該当する。定義上は、舌尖が 1 回だけはじくようにふるえる
ということになっているが、事実上 2 回ふるえることもあるし、場合によって接近音として
実現されることも珍しくない。さらに、最近の傾向としては若年層を中心に、[l]音化傾向も
顕著になっている。
こうした実情に照らして、「たった 1 度だけはじく」という定義を金科玉条のものとせず、
柔軟な解釈をこれに加えることによって持続音の仲間に分類しておくほうが、はるかに現実
的だろう。

城生佰太郎(1998：104-105)

ラ行の子音であるが、母音間では舌尖と歯茎とによる閉鎖が狭い面積でごく短く軽く行わ
れるはじき音[ɾ]である。側面はじき音の[ɺ]が現れる可能性もあると言う人もいる。[d]は舌端
と歯/歯茎による閉鎖でその接触面積は広く、閉鎖の度合いは強い。その違いは、たとえば「エ
∗ 本研究は、大東文化大学研究倫理審査委員会の承認を受けて行ったものである。また、本研究は科学研究費基
礎研究 C（26370458）の助成を受けている。本研究執筆にあたって、匿名査読者のコメントが有益であったことに
対し、この場を借りてお礼申し上げる。
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ラ」と「エダ」を発音して舌の接触具合を観察すれば明らかである。
斎藤純男(2003：11)
ラ行については、個人差が大きく反映しますが、ひとまず多くの人が語中で調音している
有声歯茎はじき音の[ɾ]を示しておきました。調音位置については、[t]などと同様に歯音〜歯
茎音といったように幅があります。
語頭では軽いそり舌による破裂音で調音する人もいれば、側面接近音の[l]や側面接近はじき
音[ɺ]で調音する人もいます。

福盛貴弘(2010：215)

これらのように、日本語のラ行子音は通説的に歯茎はじき音[ɾ]で調音されていると言われながら
も、各個人やまた同一個人においても音環境によって音のゆれがある子音の 1 つである。
1.2

パラトグラフィー・リンゴグラフィー

1.2.1

パラトグラフィー・リンゴグラフィーとは

パラトグラフィー(palatography)・リンゴグラフィー(linguography)とは、音声を調音する際、口蓋
と舌がどのように接触しているのかを観察する生理音声学の実験手法であり、今から百年以上前か
ら用いられてきた 1。パラトグラフィーとは、口蓋や舌の表面に墨や色素を塗布して特定の音を調音
し、舌の接触によって色素がはがれた、あるいは付着した部位を観察する手法である。この方法に
よって得られた図をパラトグラム(palatogram)と呼ぶ。それに対して、リンゴグラフィーは、口蓋に
色素を塗布して調音し、口蓋に接触した舌面を観察する手法である。この方法によって得られた図
をリンゴグラム(linguogram)と呼ぶ。
パラトグラフィーに関しては、被験者の口腔に直接墨を塗る直接法からはじまり、人工口蓋をは
めて観察する間接法、人工口蓋に電極を埋めて接触の時間長まで知ることができるダイナミックパ
ラトグラフィーというように手法が進化している。対するリンゴグラフィーは吉沢典男(1984)では、
方法論的な難しさから、あまり進展しなかったといわれている。
本稿における実験手法は被験者の口腔に直接塗付材を塗って、調音した際の接触面を観察する、
静的・直接法で行った。この手法を用いた理由は、以下の点に集約できる。(1)実験のための大掛か
りな器材を用意する必要がない。(2)口腔に直接塗付材を塗るため、口蓋の型を採って人工口蓋をつ
くる手間や時間の負担が被験者にかからない。(3)侵襲性が低い方法であるため、比較的簡単に実験
が行える。
1.2.2

パラトグラフィー・リンゴグラフィーを用いた日本語音声の研究

パラトグラフィー・リンゴグラフィーを用いた日本語音声の研究は、吉沢典男(1984)の中で以下
のような研究例が紹介されている。
歯科医、荒井賢一は「パラトグラムによる日本語調音の生理学的研究――第 1 篇 正常篇、
第 2 篇 異常篇」によって種々の新知見を報告している。
荒井は、口腔診査、発音明瞭度試験、発声調査などによって、音声器官に異常がなく、ま
た方言を有しない、東京の 17〜30 歳までの成人男女各 30 名、計 60 名を被験者に選んだ。各
被験者の口腔をアルギン酸印象剤によって印象を採取し、この模型によってバイタリウム製
1

本節の説明は、福盛貴弘・桐越舞(2012)を参照している。
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の人工口蓋板(厚さ 0.2mm, 重さ 4g)を作製した。そして、これに墨汁を塗布して Linguagram
をも同時に描記して記録をとっている。(中略)
これまでのパラトグラフィーによる研究は、研究者自身の例か、せいぜい他者 1 人か 2 人
のものについての調査・研究が多く、場合によっては資料としての一般性を欠く恐れがなか
ったわけではないが、荒井はその欠を補うべく、まとまった数の被験者によって実験を重ね
たのである。
荒井は、被験音(約 100 余)と被験者 60 人から得られたパラトグラムを種種の角度から分析
している。
荒井賢一(1958)では、日本語音声のパラトグラムを以下の 5 つの型に分類して分析を行っている。

荒井賢一(1958)第 4 図パラトグラムの分類型

p.7 より引用

これらの 5 型の違いは、この被験者個人個有の差異ではなく、発音と関係の深い、全被験者
に共通している型の差異である。
そこで、パラトグラムを論ずる上には、これら 5 型に名称をつけて区別することが、結果を
のべたり、考察を進めたりする上に、望ましい方法であると考えられる。
著者は、第４図に示す(イ)のパラトグラムが印象的に V 字型をなすところから、これを「V
型」、(ロ)を同じく「C 型」、(ハ)は、何れも印記されないものであるところから「N 型」(ゼロの
型――0 型とすると、「O 字型」と紛らわしいので N 型にした)、(ニ)を同じく、「H 型」、(ホ)を
同じく「U 型」と名付けた。
この中で、ラ行子音及びダ行子音は以下のように分類されている。
発音の種類(各行別)との相関でみると次のような傾向を認めることができる。(中略)
(d)

多く C 型に現れるもの
タ行

(e)

ナ行

ダ行

ほとんど H 型に現れるもの
ラ行

リャ行
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また、実験結果の一例として紹介されている、ラ行及びダ行のパラトグラム・リンゴグラムは以
下の通りとなっている。

荒井賢一(1958)パラトグラム個人別台帳の例

ラ行のパラトグラム

p.4 より引用

荒井賢一(1958)パラトグラム個人別台帳の例

ダ行のパラトグラム

p.5 より引用

荒井賢一(1958)の分類ではラ行は H 型、ダ行は C 型となっており、上図ではその接触位置の変化
は顕著であるが、はじき音と破裂音の調音方法の相違による接触面積の変化を確認することはでき
ない。接触面積の変化がないという点は、1.1 で取り上げた斎藤純男(2003)の見解と異なっている。
城生(1991)では、日本語のラ行におけるエレクトロパラトグラフィーによる所見が紹介されてい
る。要約すると以下のとおりである。
＜語頭と語中の違い＞
・「ロバ」：接触は後ろから始まる。→1/63 秒で後部歯茎あたりに達する。→3/63 秒で歯茎に達
する。
・「アラ」：接触は後ろから始まる。→1/63 秒で後部歯茎あたりに達する。→3/63 秒で歯茎に達
する。
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※第 2 音節でアクセントを担わない「アラ」の「ラ」の方が、接触点が少ない。
＜日本語と韓国語の違い＞
・「ラジオ」「ブリ」：最前列に接点がある。→歯茎音
・「라디오」「뿌리」：最前列より若干後ろに接点がある。→後部歯茎音
1.3

目的

本稿の目的は、パラトグラフィー・リンゴグラフィーの静的手法を用いて、荒井賢一(1958)の 5
型分類で H 型となっているラ行の接触位置の検証と、斎藤純男(2003)で述べられている舌の接触面
積の大小による破裂音とはじき音の弁別の観察である。
加えて、これまでの諸家の記述で指摘されているラ行子音の個人間や音環境による接触面の変化
及び子音のゆれについても、パラトグラム・リンゴグラムから観察していく。

2.

方法

2.1

被験者

日本語共通語話者６名に協力いただいた。以下に一覧を示す。

2.2

氏名

性別

生年

S.J.氏

女性

1986

埼玉県 熊谷市

I.M.氏

女性

1985

〜7 歳 埼玉県 蕨市 7 歳〜 栃木県 足利市

O.H.氏

男性

1985

埼玉県 与野市(現 さいたま市)

N.T.氏

女性

1985

山形県 天童市

S.A.氏

女性

1985

茨城県 つくば市

K.M.氏

女性

1985

埼玉県 草加市

調査資料

日本語のラ行音
2.3

言語形成地

/ ra / / ri / / ru / / re / / ro /

及び、ダ行音の / da /に対する調査を行った。

実験手順

実験は 2007 年 8 月〜12 月に行ったデータをもとに、2014 年 7 月〜9 月にかけて一部のデータに
関して追験を行った。実験場所・実験道具は以下のとおりである。
実験場所：大東文化大学 板橋校舎 2 号館 6F 2-0623 教室 日本語学科共同研究スペース
実験道具は以下のとおりである。
・塗付材(食品添加物用備長炭の粉末を食用油と混ぜたもの)
・絵筆(新品のもの)
・鏡(タテ 15cm×ヨコ 4.5cm)
・消毒薬
・舌ブラシ
・歯磨き粉
撮影機材：デジタルカメラ(Nikon 社製 COOLPIX S1・Nikon 社製 COOLPIX S200)
実験を開始する前に、被験者にフェイスシートに記入していただいた。そのフェイスシートを元
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に被験者の体調が良好であるかを確認し、実験の説明に移った。
被験者へのパラトグラフィー、リンゴグラフィーの実験手順の説明は以下のとおりである。
＜パラトグラフィー説明＞
舌に食用粉末炭をサラダ油で溶いたもの(以下：塗付材)を塗るので、その状態のまま普段自分が自
然に言っている音を発音してください。
発音したらその状態で、舌をどこにもつけないように口を開いてください。
口を開いたら、そこに鏡を入れて上顎を写し、塗付材のついた部分を写真に撮ります。
＜リンゴグラフィー説明(パラトグラフィー実験後)＞
パラトグラフィーの反対で、今度は上顎に塗付材を塗ります。
さっきと同じように普段自分が自然に言っている音を発音してください。
発音したら、舌をどこにもつけないようにして口の外に出してください。
舌の塗付材のついた部分を写真に撮ります。
なお、塗付材は食用のものを使用しているため人体に無害であること、無味であり不快な味や感
触がしないこと、また使用する絵筆も新品であることなども、実験を始める前に説明し、被験者の
了承を得た。
以上の説明で被験者に実験内容と手順を把握してもらい、実際の実験に移った。
本実験では普段被験者が自然に発話している/ r /音を観察することが目的のため、被験者が意識を
してダ行音の影響を受けて普段と違う/ r /音を出すことを避けるために、ラ行音から先に実験をした。
(採録順＜例＞：1 / ra / → 2 / da /、1 / ra / → 2 / ri / → 3/ da /)
実験はパラトグラフィー、リンゴグラフィーの順に行った。
パラトグラフィー・リンゴグラフィーともに、塗付材を塗る前に被験者にこれから採録する音を
何度か練習してもらい、内省で被験者自身が普段どおりに発音できると確認してから、実際に塗付
材を塗った。
パラトグラフィーの実験は、舌を出来るだけ出してもらい塗付材を全面に塗り、そのまま舌を口
蓋等に接触しないように口腔内に戻してもらった。発音する際には、実験者が音の確認のため「ラ
リルレロのラ」
「ダヂヅデドのダ」等の声を被験者にかけ、実験者の「いっせーの」という合図の後
に発音してもらった。発音後、すぐに口を出来るだけ開けてもらい、口腔内に鏡を差し入れ、口蓋
の様子を 2〜4 回ほど撮影した。なお、実験で使用した鏡は、1 回ごとに消毒して清潔を保った。
リンゴグラフィーの実験は、口を出来るだけ開いてもらい、口蓋および歯の裏まで全面に塗付材
を塗った。その状態のまま口を閉じてもらい、パラトグラフィーの実験時と同様に、実験者が音の
確認のため「ラリルレロのラ」「ダヂヅデドのダ」等の声を被験者にかけ、実験者の「いっせーの」
という合図の後に発音してもらった。発音後、舌を口蓋に接触しないように注意して出来るだけ前
に出してもらい、舌の様子を 2〜4 回ほど撮影した。
両実験とも、被験者の負担軽減のため、発音後の撮影はできるだけ短時間で行うように心がけた。
撮影後は、その都度口腔内の塗付材を舌ブラシや歯磨き粉を用いて落としてきてもらった。
基本的に 1 つの音に対し、パラトグラフィー・リンゴグラフィーを 1 回ずつ行ったが例外として、
口腔内の唾液量の関係で接触部分に塗付材がはじいて付着しなかった場合は、その状態のまま再度
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調音し直してもらった。被験者が発音後、調音した音が普段と違っていると感じた場合は、1 度口
腔内を洗浄してもらい、再度採録を行った。
なお、1 人の被験者に対し、1 日に採録できる音は４つまでと設定して実験を行った。その理由と
して、口腔内の塗付材を落とす際に使用する舌ブラシの使用回数が通常使用で規定されている回数
を超えるため、舌に負担をかけてしまうためである。また、被験者の拘束時間も考慮してこの回数
が限度であると考えている。
2.4

分析方法

パラトグラム・リンゴグラムの分析は、撮影した写真データをもとに接触部分を観察した。パラ
トグラムの場合は、調音位置が歯、歯茎、後部歯茎のうちのどこに接触しているか、リンゴグラム
の場合は、舌の接触面が舌尖か舌端かということを主に観察した。加えて口蓋、舌面ともに塗付材
の接触した部分の形が馬蹄形になっているかどうかも観察した。
写真データを観察する際、口腔内の唾液量の関係で塗付材がはじいてしまっており、わずかしか
塗付材が付着していない場合は、パラトグラムであればリンゴグラム、リンゴグラムであればパラ
トグラムのデータと照らし合わせて接触を判断した。

3.

結果・考察
実験結果の写真の提示はすべて、左がパラトグラム、右がリンゴグラムとなっている。

3.1
3.1.1

/ra//da/の接触面の比較
接触面の形が馬蹄型

●S.J.氏

図 1-1

/ra/

図 1-2

/da/
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表 1：S.J.氏

パラトグラム・リンゴグラム接触位置
パラトグラム リンゴグラム

/ra/

歯茎

舌尖

/da/

歯＋歯茎

舌端

●I.M.氏

表 2：I.M.氏

図 2-1

/ra/

図 2-2

/da/

パラトグラム・リンゴグラム接触位置
パラトグラム

リンゴグラム

/ra/

歯茎〜後部歯茎

舌端

/da/

歯〜後部歯茎

舌端
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●O.H.氏

表 3：O.H.氏

図 3-1

/ra/

図 3-2

/da/

パラトグラム・リンゴグラム接触位置
パラトグラム リンゴグラム

/ra/

歯＋歯茎

舌尖

/da/

歯＋歯茎

舌端

3 名は/ra/及び/da/の接触面の形がパラトグラム・リンゴグラムとも馬蹄型になっており、調音の
際一度口腔内が完全に閉鎖しているとことがわかる。このことから、3 名とも語頭におけるラ行子
音は有声歯茎はじき音[ɾ]で調音されているといえる。
次に/ra/と/da/の接触面積の大きさを比較する。S.J.氏は歯茎＋舌尖で調音されている/ra/に対し、
/da/は歯・歯茎＋舌端調音しているため、/ra/よりも広い部分で閉鎖していることがわかる。
I.M.氏も同様に、/ra/が歯茎〜後部歯茎＋舌端で調音しているのに対し、/da/は/ra/よりもパラトグ
ラムの接触位置が広がり、歯〜後部歯茎＋舌端で調音していることがわかる。
O.H.氏について、パラトグラムでは/ra//da/ともに歯＋歯茎で調音されているが、リンゴグラムを
みると/ra/は舌尖、/da/は舌端で調音されているため、舌の接触面の幅が/da/の方が大きくなっている。
また、/da/のほうが/ra/に比べ、口腔のより奥の方まで閉鎖による接触があることがわかる(図 4)。
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図 4：O.H.氏

パラトグラム/ra/(左)・/da/(右)

荒井賢一(1958)の分類の中で、ダ行は C 型、ラ行は H 型に大別されている。ダ行の C 型について、
被験者 3 名の/da/は 1.2.2.に提示した荒井(1958)のダ行音のパラトグラムと近似した形となっている。
しかしラ行に関しては、被験者３名の/ra/は舌尖、あるいは舌尖を含む舌端が歯茎付近に接触して
おり、接触面の形は 5 型分類の中で C 型に近いため、荒井(1958)の H 型とは一致しない結果となっ
た。
また、接触面積の大小については斎藤純男(2003)で指摘されているように、はじき音[ɾ]の接触面
は破裂音[d]と比較して、小さくなっていることが確認できた。
3.1.2

接触面の形が馬蹄型以外

ここでは、/ra/と/da/の接触面の形が大幅に異なっているものをあげる。
●N.T.氏

図 5-1

/ra/

図 5-2

/da/
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表 4：N.T.氏

パラトグラム・リンゴグラム接触位置
パラトグラム

リンゴグラム

/ra/

歯茎

舌尖

/da/

歯〜後部歯茎

舌尖〜中部舌背

●S.A.氏

表 5：S.A.氏

図 6-1

/ra/

図 6-2

/da/

パラトグラム・リンゴグラム接触位置
パラトグラム リンゴグラム

/ra/

歯茎

舌端

/da/

歯〜硬口蓋

全体

2 名の/ra/については、パラトグラム・リンゴグラムともに馬蹄型に接触しており、口腔内で 1 度
閉鎖が起こる有声歯茎はじき音[ɾ]で調音されていることがわかる。
続いて/ra/と/da/の接触面について比較をしていく。N.T.氏の/ra/が歯茎＋舌尖で調音されているの
に対し、/da/は歯〜後部歯茎＋舌尖〜中部舌背で閉鎖して調音しているため、/ra/よりも広い部分で
閉鎖していることがわかる。リンゴグラムに注目すると、舌尖的だった/ra/に対し、/da/では舌の大
部分が口蓋と接触している様子がわかる。
S.A.氏の接触面についても、/ra/が歯茎＋舌端で調音され馬蹄型に接触しているのに対し、/da/は
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パラトグラムでは歯〜硬口蓋全域、リンゴグラムでは舌全体が接触しているため、接触面積の差が
一目瞭然である。
両名とも/da/は/ra/と比較して格段に閉鎖によって接触した面積が大きいといえる。
3.1.3

有声歯茎はじき音[ɾ]以外の/ra/

●K.M.氏

表 6：K.M.氏

図 7-1

/ra/

図 7-2

/da/

パラトグラム・リンゴグラム接触位置
パラトグラム リンゴグラム

/ra/

後部歯茎

/da/ 歯〜後部歯茎

舌尖
舌端

/ra/の接触面について、/da/と同様に口腔内に馬蹄型に墨が付着しているのが見てとれるが、図 8
に○で示したとおり、パラトグラム・リンゴグラムともに同じ箇所で塗付材が付着していない部位
がある。
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図 8：K.M.氏

/ra/

ここから、調音の際、舌先と歯茎での閉鎖はあるが、口腔内は完全には閉鎖されず、気流が舌の
側面から放出されていると考えられ、/ra/における/r/音は歯茎側面接近音[l]で調音されているといえ
る 2。
3.2

/ra/以外のラ行子音

パラトグラフィー・リンゴグラフィーで得た結果のうち、特徴的だったものを挙げる。
3.2.1

後続の母音による接触面積の変化

後続する母音によって、同じ位置で調音をしていても接触面の形が変化するものがある。以下は
その代表的だった N.T.氏の/ri/と/ru/のパラトグラム・リンゴグラムである。
2

側面音で調音されていると判断するにあたって、パラトグラフィー・リンゴグラフィーと同日に行った同氏の/ra/
と/da/の音響実験のデータを補足として以下に示す。

図：K.M.氏

/ra/(左)・/da/(右)

解析装置は、大東文化大学 板橋校舎 2 号館 20623 教室に設置された PC にインストールしている KAY 社製 Multi
Speech を用いた。音声データはサンプリングレート 44100Hz・量子化 16bit・mono で録音したものを使用した。ス
ペクトログラムの提示は、KAY 社製 Multi Speech を使い、サンプリングレート 44100Hz に対し、256pt・252.34Hz
の帯域幅で算出した。
スぺクトログラムで/ra/をみると、子音部分に持続したフォルマントが確認できる。このフォルマント周波数はそ
れぞれ、F1―564Hz・F2―2125Hz・F3―3331Hz となっており、子音部分の持続時間長は 66msec となっている。こ
の持続したフォルマントと時間長に加えて、パラトグラム・リンゴグラムを照らし合わせた結果、口腔内で閉鎖が
完全に行われず、図 8 の○で囲んだ箇所から気流が放出されているものと判断した。
また、持続時間の長さから側面接近はじき音[ɺ]ではなく、歯茎側面接近音[l]で調音されていると判断した。
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図 8-1：N.T.氏

/ri/

図 8-2：N.T.氏

/ru/

/ri/・/ru/ともに歯茎＋舌端で調音されているが、図 9-1・図 9-2 の○で囲んだ部分に注目する。

図 9-1：N.T.氏 /ri/

図 9-2：N.T.氏 /ru/
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パラトグラムでは硬口蓋、リンゴグラムでは中部舌背の辺りが/ri/のほうが/ru/に比べて多く接触
していることが読み取れる。これは/r/が後続の母音/i/の影響で硬口蓋化し、調音の際に中部舌背が
硬口蓋の近くまで盛り上ったためだと説明できる。
また 6 人中 5 人の被験者にも/ri/について接触面積が一部広くなるという同様の特徴がみられた。
この点については、1.2.2 で引用した荒井賢一(1958)のラ行音のリンゴグラムの特徴と一致した結
果となった。
3.2.2

/r/が側面接近音[l]

K.M.氏は 3.1.3.で挙げた/ra/のほかにも後続母音によって/r/が[l]で調音されているものがある。以
下は[l]で調音されていた/re/と/ro/のパラトグラム・リンゴグラムである。

図 10-1：K.M.氏 /re/

図 10-2：K.M.氏 /ro/
/re/の接触面について、口腔内に馬蹄型に塗付材が付着しているのが見てとれるが、図 11 の○で
示すとおり、ある個所だけ舌が接触していない部位がある。
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図 11：K.M.氏 /re/
パラトグラム・リンゴグラムともに同じ箇所が接触していないことと、3.1.3 で挙げた/ra/と同様
の位置であること踏まえ、調音の際口腔内は完全に閉鎖されず、気流が舌の側面から放出されてい
るものと考えられる。
同氏の/ro/に関して、パラトグラム・リンゴグラム上では完全に口腔内で閉鎖が起こっているよう
に見えるが、こちらも側面接近音[l]で調音されている。その特徴について同じ位置で調音され、尚
且つはじき音である同氏の/ru/と比較する。

図 12：K.M.氏

パラトグラム

/ro/(左)・/ru/(右)

K.M.氏は/ro//ru/ともに硬口蓋付近の、非常に後ろ寄りで調音をしている。同じ調音位置で調音し
ているが、/ru/ははじき音、/ro/は側音となっているのはなぜか。
図 12 の○で囲んだ部分に注目をする。/ru/の場合、口蓋の奥(奥歯の後ろ辺り)まで舌が接触して
いるのがわかる。それに対して/ro/は硬口蓋半ば辺りで接触が終わっているため、その奥は閉鎖が起
こっていないということになる。つまり奥の閉鎖の起こっていない部分から気流が放出されるため、
/r/は側面接近音で調音されているといえる。
3.2.3

非馬蹄型

S.A.氏は 3.1.2 で/da/における舌の接触範囲が口蓋の大部分に及んでおり、接触面の形が非馬蹄型
となっていたが、同様の特徴が他のラ行音に対してもいくつかみられた。図 13-1・図 13-2 は S.A.
氏の/ru//re/のパラトグラム・リンゴグラムである。
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図 13-1：S.A.氏 /ru/

図 13-2：S.A.氏 /re/
/da/同様に口腔内全体に舌が接触しているため、接触面積は 3.1.2 で提示した/ra/に比べて非常に大
きくなっていることがみてとれる。 3
同氏の語頭/r/音は全てはじき音[ɾ]で調音されているため、接触面の形が馬蹄型となっていなくと
も調音の際口腔内は 1 度完全に閉鎖しているといえる。
しかしこの場合、調音中に舌がどのような動きをして、どれくらいの時間長で口蓋へ接触したの
かということは、残念ながらパラトグラム・リンゴグラムからは読み取ることができない。そのた
めこれが静的観察手法の限界といえるのではないだろうか。

4.

結論
以上で得られた結果及び考察から、結論をまとめる。
接触面積の大小による/ra/と/da/の比較ついて、/r/音がはじき音[ɾ]で調音されている場合、その面

積の差は顕著に表れ、/ra/の方が/da/より接触面積が小さいことが目視できた。この点から、パラト
グラフィー・リンゴクラフィーの静的観察手法によって、接触時間の長短や調音様式を部分的に垣
間見ることができるといえる。
音環境によるラ行子音のパラトグラム・リンゴグラムの接触面の変化に関しては、被験者に広く
その傾向がみられた後続母音/i/の口蓋化の影響による接触面積の拡大がもっとも代表的である。
また一般的な傾向とは別に、3.2.3 で取り上げた S.A.氏の/ru/, /re/のようにはじき音[ɾ]であっても
後続の音環境に伴って接触面が大きく変化する例もみられた。
そのほかに関して、個人によってはラ行子音が側面接近音[l]で調音されるといった子音のゆれの
3

母音の違いによって接触面が異なっている要因については、母音の舌位置が関与している可能性があるが、現
状では不明な点が多い。これについては、今後の課題としたい。
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例もあり、ラ行子音自体の特徴としては個人差に基づく点が非常に大きいということがいえる。
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Characteristics of Japanese Ra-gyôn with palatography and
linguography
Eri TAKEISHI† & Takahiro FUKUMORI††

Japanese Ra-gyôn (/r/ as liquid phoneme) was observed in this paper by using a static method of
physiological phonetics called palatography and linguography.

With this method, the place of articulation

is determined from the palate or tongue with a mixture of edible oil and powdered coal. Regarding the
difference between /da/ and /ra/, the manner of articulation, whether plosive or flap, was assumed to be
determined according to the difference in the contact area of blade of tongue and alveolar arch.
a relatively smaller contact area was successfully confirmed as a flap to distinguish the two.

As a result,
It was further

confirmed that there are people whose /ra/ becomes a lateral and whose overall dorsum of tongue contacts
the palate at the time of articulating /da/.
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