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香港卑語の音声・音韻について(その 1) 

西国文信

Phonetics and Phonology of Hong Kong Cantonese (part 1) 

Fuminobu NISHIDA 

はじめに

700万を超える人口を誇り，ビジネス・金融・

観光のみならず東西文化の要衝としてまさに国際

都市たる香港は，様々なものを揮然一帯とならし

める吸引力を有する。それにより全中国の人民が

移民としてやってきたのである。広東人・福建人

はもとより，北方人もかなり多く流入してきてい

るのも周知の事実である O イギリス・アメリカ・

フィリピン・インド・パキスタン・ベトナムから

の移民も少なくない。 2006年の統計によると，卑

語系の言語の話者が90.8%. 英語2.8%. 閑語系

l.2%.客家語が 1.1%.潮州語0.8%. そして普通

話が0.9%構成されており，これらが香港で行わ

れている主要方言(言語)である I。香港は言語

的に卑語の区域に当る。

卑語とは中華人民共和国広州市及び香港の両都

市の口語を標準とする広義の漢語の一方言であ

る。一方言と言っても，世界の他の地域では母語

話者及び使用地域からすると一国家の国語に相当

する規模を有する。特に卑語は中華人民共和国広

州市・広西省や香港をはじめ，シンガポールな

ど東南アジアにおいて，実用的なコミュニケー

ションの手段として，即ち，広域共通語Oingua

franca) として社会・文化・経済などの各方面で

重要な機能を担っている。詳しく言えば，中国大

陸部に 4，600万，香港に 530万，シンガポールに

31万，マカオに 50万，マレーシア 75万，ベトナ

ムに 50万，インドネシアに 18万，サンフランシ

スコに 18万，オランダに 7万，タイに 3万，ニュー

ジーランドに 2万，フィリピン・コスタリカ・ブ

ルネイ・ナウル・カナダ等に数千人の話者を有す

る一大言語である。中国大陸部では広東省・広西

省南部で行なわれている (Lewis2009) 0 

香港人の日常生活では，卑語が絶対的に多くの

場面で用いられている。英語は返還以前は公用語

であったが狭義の中国語たる「普通話Jも中国大

陸や台湾の影響もあり，多いに普及してきている

のも事実である。

正式に国家の認定を受けた民族だけでも 56を

数える多民族国家たる中華人民共和国は，その人

口の実に 92%を漢族が占める。この漢族が使用す

る言葉を「漢語」と呼ぶ。通常我々が中国語と称

しているのはこの「漢語Jであり，台湾 (2，000

万人)・香港・マカオ (600万人)でも使用され

る。更にシンガポールなど世界に散らばる 2，500

万人を下らない華僑・華人もこの言葉を話す。ま

さに世界の五人に一人が使う，最も使用人口が多

い言語である。一口に「漢語」といっても， ヨー

ロッパ大陸など包含してしまうほどの広大な地域

で，しかも 13億以上の人々によって用いられる

言語であるが故，その空間的差異つまり地域差は

大きく，一般に方言と称されるものの聞では，相

互に意思疎通が不可能 (mutuallyintelligible)な

ほどである。そこで，北方方言を基礎方言とし，

北京語を標準音とし模範的な現代口語文の著作

を文法の基準とするものとして定められた「普通

話」とよばれる共通語が学校教育などを通じて普

及し中国全国・台湾・シンガポールなどで通用

する。我々が学習するのはこの「普通話」であり，

「国語」または「華語」として知られているもの

である。狭義の中国語が「普通話」であるのに対

して，広義の中国語はおよそ中国語と見倣される

言語・方言全ての総称である。

教育については後述するが，学校で使用される

言語は複雑な様相を呈する。「港式普通話(香港

式共通語)Jを話す者も増加している。教育にお
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ける一番の問題点は，書き言葉(文語)と話し言

葉口語の甚だしい講離である。書き言葉(書面語)

に関して言えば，香港で用いられるものは，中国

大陸・台湾で用いられるものとは少しく異なる。

所調「書同文」の原則があるが，香港人の書くも

のは言わば白話文である。 1997年主権が中国に返

還された香港は，元来卑語が優勢な地域であるが，

返還直前は返還後を見越して普通話の修得熱が高

まっていた。 20世紀も目前とした現在も普通話の

使用状況は増大しており，今後，普通話の使用範

囲はますます拡大していくここと思われる。

しかるに，現在でも卑語が日常の私的・公的活

動の広範な分野で機能している。将来的にもこの

状況は変らないものと思われる。次に過密都市香

港における言語事情を少しく述べる。

1.香港卑語とは

現在の香港では英語と中文が政令により公用語

として認められているが，歴史的には，被支配者

の言語として長い間低い地位に甘んじてきた中国

語の地位を高め，公的役割を拡大しようという民

意は 1963年 10月，中国語を教授言語とする香港

中文大事創立となって結実し， 1974年2月，中国

語は英語に次ぐもう一つの公用語としての地位を

獲得した。ここでの中国語は，事実上口語として

の卑語(広東語)，文語としての標準中国語(普

通話)を意味している。

優位言語が母語か否かで，各々の社会的地位・

経済的地位が決定するという現実からすると，英

語を話せないと色々な意味で不利である事は確か

である。しかしながら，かつて香港は英国のコロ

ニーであり，官庁の公用語が英語であるのでかなり

の人が英語を操り，その意味でbilingual社会であ

り，広東語と英語が実際上の linguafrancaでもあ

ると言われたのは，英語の役割を強調し過ぎており，

香港の実状を正しく伝えている事にはならない。広

東人と非広東語系少数派(上海人・潮州人・客家・

インド人・パキスタン人・ネパール人等)の間，ま

た異なる少数派同士の問で意思疎通が行なわれる

時，媒介言語と成るのは広東語である。香港の生

活者にとり，広東語以外の言語・方言の知識はプ

ラス・アルファであり必要不可欠なものではない。

メディア・娯楽は広東語が主体である。英語能力

が有利な就職条件と結びつくのは事実だが，仕事

を得るために英語がなくてはならない訳ではない。

教育の場における広東語の役割も徐々に拡大して

きた。今では幼稚園から高等教育機関まで広東語

だけで教育を受けられる道が聞かれている。

ここで香港の教育について少しく述べる。香港

に於いて，英国が主権を手中にして以来 90年以

上にもわたって教育を軽視し続けてきた事を知る

人は余り多くないと思う。香港で義務教育が開始

されたのが 1980年である事を聴いて驚かない人

は少数であろう。日本では「不学の子なからしめ

ん」と謡った小学校令が発布されたのが 1900年

であるから，香港政庁が如何に教育に関して無頓

着であったかが伺えよう。因みにかつて日本が台

湾を統治していた時代は，辺部な高砂族の山地に

も学校を建設し積極的に教育を施したのである。

極少数のエリート香港人を育成するための高等

教育機関として SirF. Lugardの建議により 1911年

に香港大撃が「英国の大学におけると同時の教育

を中国人に施すこと」という設立理念の下に，遅れ

て1963年に J.S.Fultonの建議で香港中文大撃が設

立されるなど，教育に全く関心がなかった訳ではな

い。植民地を支える重要な存在たる香港各界の中

枢で活躍を期待される若き人材に対しての投資は

惜しまなかった。戦後，香港が貿易中心地から加

工貿易を背景にした工業貿易基地へと発展するに

つれ，所謂 3R's(読み・書き・算数)位は必要であ

るとの認識が芽生えてきた。にも拘わらず，香港政

庁は自ら学校建設には着手せず，せいぜい私立学

校に助成金を出す位で、あった。義務教育が本格化

したのは， 1971年の大部分の小学校での授業料を

無償化であり， 1978年には中学3年まで授業料無

償化の延長，そして 1980年には待望の中学3年ま

での教育の義務化が決定・施行されることとなった。

次に，香港における卑語の位置について触れ

たい。 1990年に採択され， 1997年7月1日より

施行されている『中華人民共和国香港特別行政

匝基本法(百ebasic law of the Hong Kong special 

administrative region of the People's Republic of 

China)jの総則第9条では，

「香港特別行政匝的行政機関，立法機関和司法

機関，除使用中文外，還可使用英文，英文也是正

式語文。」

とあるが，ここに言う「中文」とは中国の共通語

たる「普通話」を指していると思われる。従前公
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用語は英語と広東語であったが，公用語に順位・

序列の規定はない。英語と広東語の二言語併用で

不自由を感じなかった香港社会での普通話の役割

は今後どう展開するかは我々はしかと見守って行

く必要がろう。

教育使用言語については，第 136条で

「香港特別行政匝政府在有教育制度的基礎上，

自行制定有闘教育的発展和改進的政策，包括教育

体制和管理，教事語言，経費分配，考試制度，撃

位制度和承認皐歴等政策」

とあるのみである。

国際都市香港は，言語使用からみた場合，圧倒

的に卑語社会である。漢語と英語を二大主要言語

とする香港の言語状況を要約すれば，香港は主と

して一言語使用の二つのコミュニティーが共存

し，少数の二言語併用中国人が言語的仲介者であ

る様な社会，即ち，個人的併用よりも社会的二言

語併用によって特徴付けられると言えよう。卑語

が日常の私的・公的活動の場で広範にわたって使

用されているが， とはいえ，英語と卑語の二言語

併存社会であることは周知の事実であるが， 1997 

年の主権返還後の状況は大きく変貌を遂げ通ある

ように思われる。

2010年7月5日，広州市の諮問機関たる人民政

治協商会議が地元テレビ局の広東語番組を普通語

に改めるべきだとの提案したところ地元住民が反発

した事件は記憶に新しい。これに端を発し 7月25

日には広東語保持を要求する 2000人規模の抗議集

会が聞かれ，市当局は広東語番組を継続する意思を

表明したが，抗議活動は香港にも飛ぴ火し8月1日

には香港でも広東語擁護の住民デモが行われた20

言語は日々使用される中で変化して行くもので

ある。即ち，地域差・年代差・性別・社会階層等

により相違が生じる。その相違・変化を認める事

も大切だがそのまま放任しておくとその相違・変

化が大きくなる過ぎることも有り得る。現代は以

前と比べて地域差が実際の距離以下に小さくな

り，またテレビ・ラジオなどのコミュニケーショ

ン手段の発達により，画一化が図られてきている。

相互のコミュニケーションを容易且つ円滑にする

ために政治的に言語の規範化を行なうこともまま

見られる。香港卑語もその例外ではない。

言語共同体及び個人における言語の非等質性の

観点からヴァリエーションの研究が始り，言語変化

や言語接触のモデル構築となって結実した社会言

語学的研究の観点からしても 綿密な実態調査に基

づいて体系的に分析する必要があるが，香港卑語は

均一化がほぼ終了している言語と看て差支えない。

今後は広東語・英語・普通話，これら 3つの言

語(方言)が主要な地位を占めるであろうが広東

語の勢力は衰えることはないであろう。

本稿では，卑語方言の一変種としての，均質的

な言語状態にあると言える香港卑語の音韻体系に

ついて解説する。子音要素・母音要素・声調体系

を概観した後，香港卑語の音韻体系をめぐる諸問

題について詳説する。

2.卑語の一般的特徴

卑語の言語特徴として挙げられるのは，

1)中古漢語の全濁声母(有声破裂破擦音)が，

中古漢語の声調の平声及び上戸の一部を条件と

して無声有気音に対応し，その他の条件では無

声無気音に対応する。

2)音節末子音 (coda) として，破裂音(入声)

のーpパ止と鼻音の -m，-n，-ngがそろっており，

中古漢語の末子音の区別を良く保存している。

3)声調では， r切韻』に反映される中古漢語の

子上去入の四声及び四声のそれぞれを二分する

陰陽の別をよく反映している。入声では，中古

漢語の陰入が母音の長短を条件に二分される。

4)中古の軟口蓋破裂音 *k(無声無気音)は硬口

蓋化されておらず，そのうち中古の吐， (無声

有気音)が条件無しに f，h (摩擦音化)となる特

徴的変化を示している。

5)軽唇音f，vの声母は，基本的に摩擦音[司となっ

ており，中古の喉頭摩擦音 *h，*6と合流している。

6)軽唇鼻音の *wが [m]となり，中古の両唇鼻

音 *mと合流している。

等である。

歴史的に看て，卑語はしばしば保守的な言語と

称される。音韻体系において， r切韻』の音節末子

音と声調の枠組みを保存しており，卑語で唐詩を詠

ずると本来の押韻を保っていることがよく理解でき

る。それ故，卑語の母語話者は他の如何なる漢語諸

方言の話者にもまして強い方言意識を有している。

音節顕子音は，卑語も多くはその区別を失って

いる。また後述するように介音を持たない点でも

革新的であると言い得る。
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3.先行研究について

卑語の音韻に関する研究はあまたあるが. Yang 

1981や CheungYat-Shing and Yu'en Gan 1993の如

き索引によって先行研究を把握することが可能と

なっている。ここでは主たる先行研究について触

れることにする九卑語の音韻記述に関するもの

としては. Wil1iams， S. W. 1856. Tonic dictionaη 

01 Chinese language in the Canton dialect. Canton: 

Chinese Repository.や EitelE. G. 1887. A Chinese 

dictionary in the Cantonese dialect. Lonon: Trubner. 

がこの分野の晴矢となっている。しかしながら，

これらは時代的な制約もあり記述にも不備があ

り，卑語のみならず他の諸方言も混同して取り

扱っていることもあって 今日的視点からすると

学術的価値はさほど高くなくただ歴史的な価値を

有するのみである。その点. 1888年に第2版が

香港で刊行された J.Dyer Ba11による Cantonese

Made Easyは従前の西洋人による広東語音を修正

を目的に広州市の， しかも最も標準とされている

西関音に準拠しているため当時の発音を知る極め

て重要な資料となっている点で注目される 40

卑語の音声・音韻の正確な記述として歴史上初

めて著されたのは Jones，D.組 dK.T. Woo 1912. A 

Cantonese phonetic reader. London: University of 

London Press.である。続いて近代の言語科学を

中国言語学に適応した最初の学者である Bernhard

Kar1gren の Etudessur la Phonologie chinoise. 

Stockholm: Gotembourg. (19日-26)[中訳本:趨

元任・鐸常培・李方桂合訳《中国音韻学研究》上

海，1940]や Analyticaldictionary 01 Chinese and 

Sino・Japanese.New York: Dover. (1923， reprinted 

in 1974)などは精密な観察を基礎とした記述があ

り，これら卑語の資料が中古漢語の再構成に大き

く寄与したことは周知の事実である。

かの王力は《中国音韻学}(1936-37上海:商務

印書館)において卑語の音韻について IPAを用い

て表記しているが，これは前述の Karlgrenの著作

を反映したものである。

Wong， S. L. 1940. A Chinese syllabary pronounced 

according to the dialect 01 Canton. Hong Kong: 

Chung Hwa (reprinted in 1974) も伝統的な枠組み

による記述である。

また中国言語学会の巨匠，趨元任 (ChaoYuen 

ren)の手になる Chao.1947. Cantonese Primer. 

Cambridge， Mass: Harvard Univeristy Press.は教学

を目的として書かれたものではあるが，学術的価値

は頗る高く今日でもその価値は色槌せてはいない。

生成音韻論 (generativephonology)の立場から

書かれた最初の研究は Cheng，Teresa.1968. The 

phonological sysytem 01 Cantonese. Berkeley: 

Project on Linguistic Analysis. 2ふ1.である。次

に世に出されたものとして. Hashimoto， oi kan-

yue. 1972. Studies in Yue Dialect 1:・Phonology01 

Cantonese. London and New York: Cambridge 

University Press.が挙げられよう。これらの研究

は形式主義にこだわるあまり弁別特徴 (didtinctive

featu児)を多用しているきらいがある。

これに対して，ほぽ同時期に出版されたもの

として Kao，D. L. 1971. Structure 01 the syllable in 

Cantonese. The Hague: Mouton.があるが，該書は

構造主義的な記述に徹している。難をいえば，先

行資料のローマ字表記に依拠するあまり音声実体

からかけ離れた分析も散見される。

4.香港島語の音声

4.1音節構造

如何なる言語でもそうであるが，広東語では「音

節」という音的単位が重要な役割を担っている。

卑語を含む漢語では，表意文字たる漢字一字がー

音節で発音される。換言すれば，意味を有する語

葉項目(1exicalitem)の基本単位はー音節であり，

それを表記する基本単位が漢字一字である。

広東語の音節構造は以下の如く纏められる:

音節 (syll出，le)

分節音素(鉛抑制)・・・・・声母 (onsetfm拍 1)

融ぷ¥¥議側
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音節中で分割可能な最小単位を segmentと称す

る。分節要素 (segmentaI)としては，声母 (onset/

initiaI)は音節の必須要素であるが，声母が無い音

節=ゼロ声母も存在する。韻母 (rime/finaI)は，必

須要素で母音性の高い要素からなる韻腹 (nuclei)

と，任意要素で子音性の高い要素たる韻尾 (coda)

とで構成されている。超分節要素(suprasegmentaI)

たる声調は音節の必須要素である。つまり，母音

的要素より成る音節核 (nucleus) に超分節要素

(suprasegmental) たる声調 (tone) がかぶさった

音節が最小音節単位となり，それに子音的要素な

ら成る声母(initiaI)とやはり子音的要素からな

る韻尾 (coda)が組み合わさって音節を形成する。

音響音声学的に見ると，一音節の長さは下記の如

くである(数値は平均値)50 

宮子声

灰声(長母音)

(短母音)

音節全体の長さ

340 

358 

302 

母音部の長さ

302 

211 

103 

以下では，中国語学の慣例に従い，声母(音節

頭子音)，韻母(母音と音節末尾音の組み合わせ)• 

声調の 3類に分けて解説する。

4.2子音

子音音素は以下の如くである。 11内は音素表記，

[ ]内は音声表記である(以下同様)。

/bl [p]:無声無気両唇閉鎖音 (voicelessunaspirated 

bilabial stop) 

英語の /blに比して voiceonset timeはかなり短

く，破裂の度合も弱い。

Ipl [ph]:無声有気両唇閉鎖音 (voicelessaspir創刊

bilabial stop) 

上の /bl[p]と弁別的に唇の破裂の度合はかなり

強い。

1m! [m]:有声両唇鼻音 (voicedbilabial nasaI) 

日本語のマ行よりも唇をしっかりと閉じて調音

する。成節子音 (syllabicconsonant) となりうる。

/町田:無声唇歯摩擦音 (voicelesslabiodental 

fricative) 

上歯を下唇に軽く当てて気流を摩擦して調音す

るO

/ψ[t] :無声無気歯閉鎖音 (voicelessunaspirated 

alveolar stop) 

舌尖を歯茎に当てて調音する。英語の Id/に比

して voiceonset timeはかなり短く，破裂の度合も

弱い。

/ν[th] :無声有気歯閉鎖音 (voicelessaspirated 

alveolar stop) 

舌尖を歯茎に当てて調音する。上の Id/に比し

て，破裂の度合はかなり強い。

Inl [n]:有声歯唇鼻音 (voiceddental nasaI) 

舌尖を歯茎にしっかり当てて閉鎖させ，気流を

鼻に通して調音する。

11/ [1]:有声歯茎側面音 (voicedalveolar lateraI) 

舌尖を歯茎に当てて，気流を舌の両側に通して

調音する。

Ijl [ト白:無声無気歯茎破擦音 (voiceless

unaspirated alveolar affricate) 

前舌を歯茎のやや後方部につけ破裂の度合を弱

くして調音する。話者によっては口葦化の度合が

甚だしく， 日本語のチャ行に近い様に調音する話

者もいる。

1 chl [tsh -1f']:無声有気歯茎破擦音 (voiceless

aspirated alveolar a血'icate)

前舌を歯茎のやや後方部につけ破裂の度合を弱

くしつつ，気流を強めて調音する。

話者によっては口蓋化の度合が甚だしく，日本

語のチャ行に近い様に調音する話者もいる。

Isl [s]:無声歯茎摩擦音 (voicelessalveolar fricative) 

日本語のサ行より強い気流を伴う。

Igl [k]: 無声無気軟口蓋閉鎖音 (voiceless

unaspirated velar stop) 

後舌を軟口蓋または硬口蓋にしっかり付け，破

裂の度合を弱くして調音する。

Ik/ [kh]:無気有気軟口蓋閉鎖音 (voicelessaspirated 

velar stop) 

後舌を軟口蓋または硬口蓋にしっかり付け，破

裂の度合を強くして調音する。

Igwl [kw]:円唇無声無気軟口蓋閉鎖音 (rounded

voiceless unaspirated velar stop) 

後舌を軟口蓋または硬口蓋にしっかり付け，破

裂の度合を弱くして， しかも唇をしっかり丸めて

調音する。

1 kwl [khw]:円唇無声有気軟口蓋閉鎖音 (rounded

voiceless unaspirated velar stop) 

後舌を軟口蓋または硬口蓋にしっかり付け，破

門

i
唱

E
i
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裂の度合を強くして， しかも唇をしっかり丸めて

調音する。

/h/ [h]:無声声門摩擦音 (voicelessglottal fricative) 

日本語のハ行より調音点は後ろである。

/ng/ [1)]:有声軟口蓋鼻音 (voicedvelar nasaI) 

後舌を硬口蓋に押付けて気流を鼻に通して調音

する。

/y/ [j]:両唇渡り音 (bilabialglide) 

中舌を出来る限り硬口蓋に近づけ，摩擦を伴う

位に調音する O

/w/ [w]:歯茎渡り音 (alveolarglide) 

唇を出来る限り丸めて，摩擦を伴う位に調音す

る。

以上 19種類を纏めると下記の如くになる。

bilabial labio-dental alveolar palatal velar glottal 

stop p/ph t1th kJkh 

fricative f s h 

affricate 包/tsh~ !f!f 
nasal m n n 
liquid 

glide J 明/

4.3母音

母音音素は以下の如くである。

/i/高前舌非円唇母音 (highfront unrounded voweI) 

日本語のイよりも口をしっかり左右に開いて調

音する。

/y:/高前舌円唇母音 (highfront rounded voweI) 

唇を丸めてイを発音する。

11/高前舌非円唇母音 (highfront unrounded voweI) 

/i/をより緊張させて調音する。

/e/中前舌非円唇母音 (midfront unrounded voweI) 

前舌を広めに聞き，唇をしっかり聞いて調音す

る。

/ゆ/中前舌円唇母音 (midfront rounded voweI) 

口をつぼめて「エjを発音する。

/ε:/低前舌非円唇母音(Iowfront unrounded 

voweI) 

日本語のエより口を広めに聞いて調音する。

/a:/低前舌円唇母音(Iowfront rounded voweI) 

/ e :{を円唇化して調音する。

/8/低中非円唇母音(Iowmid unrounded voweI) 

laxな暖昧母音である。

/A:/低中舌非円唇母音(Iowmid unrounded voweI) 

日本語の「ァ」より口を広めに開けて調音する。

/U: /高後舌円唇母音 (highback rounded voweI) 

日本語の「ゥ」より口を丸めて調音する。

/u/高後舌円唇母音 (highback rounded voweI) 

/u/より舌を低くし，弛緩して調音する。

/0/中後舌円唇母音 (midback rounded voweI) 

日本語の「オ」より高めに，口を丸めて調音する。

/'J/低後舌円唇母音(Iowback rounded voweI) 

日本語の「オ」より緊張させて調音する。

以上纏めると下記の如くになる。

1: o 

y: φ: u: 

e O 

E: a: 'J: 

官

a: 

/がを主母音とするグループ以外は，相補分布を

なすが，長短それぞれの母音の音色は異なる。

4.4声調

ここでは香港卑語の声調体系について詳述す

る。香港卑語は弁別的特徴として 6つの基本声調

を有する。実際には卑語の音声レベルで 9種類の

声調が存在するが，先ずそれらについて説明する。

(数字は. 5を最高. 1を最低とする声調の pitch

を表す。詳細は Chao1930.参照。)

調型 調類 調値 語例

第一声

第二声

第三声

第四声

民
U

F

h

d

q

J

可

i

F

b

q

d

q

d

ワ臼

敷

苦

富

扶

詩

史

試

時

高平調 陰平

高昇調 陰上

中平調 陰去

低降調 陽平
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第五声 低昇調 陽上 23 市婦

第六声 低平調 陽去 22 事父

第七声 高平調 陰入 5 識忽

第八声 中平調 中入 3 世法

第九戸 低平調 陽入 2 食滑

声調はある一定の型を有する。音節間の相対的

な音の高さ以外に香港卑語の音節では高低変化を

伴うものも存在する。聾調の高低変化を伴わない

ものを平調(Ieveltone) .高低変化を伴い上り調

子のものを高昇調 (risingtone) .高低変化を伴い

下り調子のものを下降調 (fallingtone) .曲折を

伴う声調には昇降調 (rising-fallingtone)や降昇調

(falling-rising tone)などカまある。

香港卑語の第一声は元来高降調であったと思わ

れるが，共時的には高平調であるためここでは高

平調とする 60

上図の通り，中国の伝統的分類に従えば，平・

上・去・入の四声調が，主に声母(initial)の清(調

音時に声帯の振動を伴わない音，無声無気の閉鎖

音・摩擦音・破擦音を全清，無声有気の閉鎖音・

摩擦音を次清と称する)と濁(それ以外の音，無

声有気の閉鎖音・摩擦音・破擦音を全濁，有声有

気の閉鎖音・摩擦音を次濁と称する)を条件にそ

れぞれ陰 (highregister)・陽(Iowregister)の二類

に分化し入声は更に陰入が母音の tense/laxを条

件に三つに分岐する事によって合わせて九種類の

声調があるということになる。広東語を中心とす

る卑語では，中古の無声声母(全清・次清)を持

つ音節は全て pitchの高い陰類と共起し有声声

母(全濁・次濁)を持つ音節は大部分pitchの低い

陽類と共起する。平声と入声に関してはこの陰陽

の別は例外なく当てはまるが，上声と去声は卑語

下位方言ではここでの分化と同様の声調分化が見

られる。

声調とは，学者により解釈が異なるが，中国語

をはじめとするアジアの諸言語においては，一音

節にかかる pitchの変化であり，特に意味の区別

に直接関わるものを指す。声調はまたの名を「四

声Jとも言い，中国語の所調「平上去入」を指す。

南朝の時代既に声調は四つに分類されていた事は，

梁の沈約の『四声譜』の成立からも伺える。単音

節言語では，ー形態素がー音節であり. segmental 

な音韻とともに suprasegmentalな要素として，そ

の字ひいては形態素の弁別に与している。

「普通話」は声調は四つであるが. 1930年代に

作成・公布されたラテン化新文字には声調符号が

なかったように，一般に声調の数が少ない漢語北

方諸方言では声調の機能的負担はそれほど大きく

ないように思われる。それに比して，広東語をは

じめ闘南語・客家語など漢語南方諸方言や南方少

数民族言語では声調の数が多いことが特徴となっ

ている O

卑語は各音節についてほぼ十全な音節声調の実

現を見るタイプの言語である。音節固有の実現も

ない訳ではないが，ほんの一部の擬態語・擬声語

的表現や接頭語に限られる点でも他の漢語諸方言

と異なる。

香港卑語の声調は音声レベルで 9種類認められ

るが，音韻レベルでは 6種類にまとめられる。そ

の理由は. -p，-t，-kで収音する入声調は音節構造が

異なるのみで.pitchは相応の滑音調と同じである O

すなわち，陰入は陰平と，中入は陰去と，陽入は

陽去とそれぞれ同じ高さである。従って，本稿の

表記も 6声で統一する。これも卑語教学に寄与せ

んとするためである。

5. 香港卑語の音韻

5.1 声母

bilabial labio-dental alveolar palatal velar glottal 

stop b/p d/ g/k 

fricative f s h 

affricate zh/ch ~ zh/ch 

nasal m n ng 

liquid 

glide JW 

以下に声母にかかわる諸問題に触れたい。7

Q
U
 

1
i
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5.1.1 有気音/無気音の対立

卑語において有気音/無気音の対立は弁別的

であり，以下の如き対立を示す。 Minimalpair (最

小対)を挙げることにする。

b [p]とp[ph]覇 ba3一伯 pa3.拝 bai3一派 pai3.

不 bat1一匹 patl，碧 biklー僻 pikl，悲 beil一披

peil 

d[t]とt[th]単 danlー灘 tanl，堆 doulー推 toul，

多 dolー施 tol，督 duklー禿tukl

g[k]とk[kh]鶏 gailー渓kail，急 gapl一給kapl，

居 goul-拘 koul， gw[kw] とkw[kwh]瓜 gual

一誇 kual， 軍 gwanlー坤 kwanl， 帰 gwail-ー規

kwail 

tS[1s]と tsh[!f']支jilー痴 chil，卒jot1ー出 chotl，

煎jinl一千 chinl

5.1.2円唇化

g[kw]とk[kwh]のw[w]は摩擦と伴うものでは

なく. g[k]とk[kh]がそれぞれ円唇化しているこ

とを示す(この点で普通話の介音 [u]とは異なっ

ている)。

内

4

1
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b

g
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o
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o

 

w
m
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光
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F
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b

p

E

o

b

 

港

各

剛

個

字例

伝統的な読音(正音)ではこれらを区別してい

る。その差は単に円唇化しているか否かのみであ

る。但しこの円唇化も近年非円唇で発音される

傾向にあり，その傾向は若年層で特に顕著である。

5.1.3介音の問題

多くの研究者は. /iu/暁 hiu2. /ui/灰白il等の最

初の母音要素は長くまた強く発音され. / w /は/

g /. / k /の声母との結びつきが強いことから，

香港卑語には介音は存在しないとの立場を採って

いる。ここでも同ーの立場を採る。

5.1.4 ts/tshと

これらの音は自由変異 (freevariation) をなすも

のである。

例字:朱 zhul柱 chu5輸 sul

将 zhongl昌chongl箱 songl

5.1.5 /n/と/1/

現在多くの香港人は [n]と凹を区別しない傾向

にあり，一般にこれら二つの音素を凹として発

音することが多い。

3.1.6 ゼロ声母と /ng/声母

ゼロ声母と /ng/声母との混同が見られる。

例字:正音=硬ngang6，岩 ngam4，媛 ai2，鴨 ap3

俗音=ang6， am4， ngai2， ngap3 

絶対的多数がゼロ声母で発音されるが，これは

機能負担量を低下させるからである。

5.1.7 k，khとkW，kwhの合流

軟口蓋音は合口を保存する傾向があるものの.

且つ合流もしやすい。日本でも歴史的仮名遣いで，

闘を「くわん」と表記していたが現在では「かん」

に統ーされている事実もある。 gwとkwにおける

wは摩擦を伴わず. g，kの円唇化を示すものであ

る。この点で普通話の介音 [u]と性格が異なる。

例:園 [kwo:k]→ [ko:k]

光 [kwo:I)]→ [ko:I)]

下記のペアも発音の区別を失う傾向にある。

k:加 gal 街 gail 寛 ging2糞 gan吉 gatl

kw:瓜gwal亀 gwail畑 gwing2 軍gwanl

骨 gwatl

5.2韻腹 (nuclei)

音節中で最も聞こえの大きい (sonorityの高い)

部分であるが，香港卑語の韻腹は次の三つに分類

可能である。①単母音，②複母音，③音節化鼻

音 (syllabicnasaI)。

5.2.1 単母音

全部で十一個 (1此 y，e ，aムaι ゆ，o，a)あり，

前者7個が長母音，後者4個が短母音である。高

母音である [i，y， u]以外のその他の長母音は皆対
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応する短母音が存在する(それらは長母音より調

音部位がやや高めになる)。

母音の長短 (quantity)の対立は，音質 (quality)

の違いもあり短母音は単独では韻母にはなれず，

韻尾を伴わなくてはならない。

5.2.2複合母音

複合母音は一般的に二つの母音音素からなり，

一つ目の音が主母音となり，聞こえ (sonority) も

大きく発音される。これはベトナム語・タイ語を

はじめとする東南アジアの諸言語に普遍的に見ら

れるものである。二つ目の音素は高母音[ーi，-u，-y]

である。複合母音実際は単一の母音であって，調

-
]
:
 

-

1

・1

m

w

 

n

m

 

o
n
 

a
-
-

-w 

ド

e
c
m仙

O

E

広

江

0

1

y:n 

句

0

3

n

n

n

n

 

c
α
@
官

a

u

句

勺 官W 官m

a:] a:w a:m 

u:] 

ow 

;):] ;):n 

m 

5.3.1 韻母のまとめ

香港卑語の音節内における中核母音と末尾音の

主な組み合わせを整理したものである。

a (長母音)を主音とする韻母

a ↑白 pal

al 太 taii3

au 教 gau3

am 三 saml

an 班 banl

ang 行 hang2

ap 鴨 ngapl

at J¥ bat3 

ak 客 hak3

a (短母音)を主音とする韻母

ai 禦 lai4

au 構 gau3

音の際に変化が生じた結果であるとする見方も有

る。

5.2.3成節子音

一般的に子音は自ら音節を構成することは出来

ないが，鼻音 (nasal)や流音(liquid) 等の聞こ

え (sonority) の高い子音は例外的に音節を成す

ことが出来る。香港卑語では• 1m!と/日/が韻腹と

なり得る。

5.3韻母(音節核母音と末子音の組み合わせ)

以下は韻母(音節核母音と末子音の組み合わせ)

の音声表記の一覧である 80
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eI) ek 

α:。 ぼ:t

k

k

t

t

t

t

 

c
配

@

官

a

u

官k

a:k 

官n
a:I) 

up 

a:p 

nリ

nリ
、

J

o
-
-
-

ok 

;):t ;):k 

am 心 saml

an 蚊 manl

ang 等 dang2

ap 十 sap6

at 七 chatl

ak 得 dakl

e (長母音)を主音とする韻母

e 写 se2

el 四 sei3

eng 嶺 leng5

ek 錫 sekl

。を主音とする韻母

。 靴 hol

。ng 想、 song2

ok 着 jok3

oi 水 sou2

唱
E
A

ヮ“

Akita University



が実際今日行われている香港卑語を観察したとこ

ろに基づくと，これらは自由変異と言ってもよく，

このことは [ik]と[ek]に関しても平行性が保たれ

ている。

bing2 

beng2 

beng6 

chengl 

cheng4 

dengl 

deng6 

geng6 

kengl 

meng4 

pekl 

sek6 

2

2

6

d

d

v

1

6

6

1

#

 

時

時

時

・

m
-
m
時

時

時

時

・

叫

M
U

凶

K
M
M
d
d
d
d
.
g
u
m
-
m
A
d
 tik3 tek3 

餅

丙

病

清

晴

丁

定

競

傾

名

癖

食

賜

域

1 (長母音)を主音とする韻母

I 椅 yi2

票 piu3

甜 tim4

見 gin3

接 jip3

鉄 tit3

信 son3

出 chot1

on 

。t

母韻るすル』音

声

主
・
明
記

を

s

s

)

姓

試

立
日母

g

短

-
m
k

Iu 

1m 

Ip 

It 

In 

wek6 

6.声闇交替

6.1変音

声調の調値がある一定の条件の下で別の調値に

交替する現象を「声調交替」と呼ぶ。卑語の声調

交替には言語学的レベルを異にする 2種類の現象

が認められ，一種は単純に音声学レベルにおける

声調交替であり，もう一種は形態音韻レベルにお

ける声調交替である。前者が通常「連読変調」と

呼ばれるものであり，後者が所謂「変音」と呼ば

れるものである。「連読変調」が通常語義的・文

法的変化を引起こさないのに対して. I変音」は

声調交替を通じて，語義的・文法的変化を引起こ

す。変音は一種の形態音韻変化 (morphophonemic

altemation)であって卑語においては北京語と並ん

で少ない。しかしながら，卑語には興味深い声調

交替が認められ，早くから研究者の注意を引いて

きたが，声調交替をめぐる現象の適切な分類は十

分なされてきているとは言い難い。

これまで多くの研究者が混同してきたように卑

語の「変音」と「変調」の現象が区別しにくいの

は，卑語の形態音韻レベルの声調交替とトーンサ

ンデイにいる声調交替の結果として現れる調値が

同一(陰上調)である事からきているのである。

変音を分類すると，①品詞転換を伴うものとして
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wik6 

Ok 

ou (短母音)を主音とする韻母

有 mou5

Yu (長母音)を主音とする韻母

Yu 煮 jyu2

船 sun4

月 yut6

以上のうち. [iI))と [eI)]は広州で行われている

卑語では明確に区別されており，また香港卑語で

も従来文白異読の差異と理解されてきたが，筆者

o (長母音)を主音とする韻母

O 我 nog5

莱 choi3

安 ngonl

挺 tong3

渇 hot3

園 gwok3

Oi 

On 

Ong 

Ot 

U (長母音)を主音とする韻母

U fi古gu2

妹 mui6

管 gun2

閲白t

母韻るす〉
}
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ヨ

q
d
t
i
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o
b
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芋
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n
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』二

u

q
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b
y
-
d
n
 

齢

凍

屋

母短u
 

Yun 

ung 

uk 

Yut 

Un 

ou 

ui 

Ut 
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は動詞・形容調・量詞などで，名詞化されること

が多い，また，②品詞転換を伴わないものとして

は，附加・語義変化を伴うものなどがある。

①品詞を変えるもの

例字:硫 sol櫛， sol櫛で椛く，油 yau2油， yau5 

塗る

②品詞を変えないもの

指小化:変調によって，微少な，二次的な，或

は近親性，軽視するといった意味を表す。

例字:姐je2→家姐 ga1jel，魚 yu5→金魚

gam1yu2 

指大化:変調によって，形容詞の程度の深さ或

は強化の現象を表す。

例字:紅hung4→ hung2hung4真っ赤，長 chong4

→ chong2ch伽Ig4非常に長い

派生化:本義から傍義を派生する。

例字:糖 tong4→ tong2キャンデイーの類，女

noi5→ noi2若い娘

限定化:変調によって，反意・制限を表す。

例字:大 dai6→大 gam3dai6かくも小さい，大

敢大 gam3dai2ただこれだけ大きい

また，借用語は原則として，第一音節は第 I声，

第二音節は第 1声もしくは第 2声になるという頗

る規則的である。

例字:toast多士 to1si2，stamp士担 si6tam2，boss 

波士 bo1si2

以下の動詞は第 2声に変調することにより，完

了の意味を表すことが多い。

例:識 sik1，食 sek6，買 mai5，売 mai6，去 hoi3，死

sei2 etc. 

(本節は全面的に千島英一 .1987.に拠る)

6.2連読変調

香港卑語の連読変調に規則を求めるのは甚だ困

難である。総じて後方の音節に現れる。

例:中文 Jung1man4→ Jung1man2大概 dai6koi3

→ dai6koi2等，陰上に変化するものが多数である。

その多くが強調して表現する際に現れる o

(未完待績)

[註1
1 黄耀壁 .1995.<香港的卑語>(早稲田大学におけ

る講演レジュメ)及びHongKong 2006 Population 

By-census -Summary Results， pp.38-39による。

2 漢語方言保持を巡ってのデモは管見の及ぶ限りこ

れが初めてである。漢語という概念に対する卑語

話者ナショナリズムの台頭と見ることもできょう。

この件に関しては稿を改めて論じたい。

3 香坂順一 .1952.r広東語の研究一一モリソンから趨

元任へ一一Jr人文研究.13.3:35-63に当時までの広

東語研究史が詳細に記されている。また，中嶋幹起.

1994. r現代贋東語辞典J大学書林.では簡にして要

を得た研究史が纏められている O

4 この Ballの表記法による参考書として清水元助.

1973. r簡易卑音字義』広池学園事業部がある。

5 数値は筆者の測定データによる。

6 陰平調に関する歴史的な考察は，遠藤光暁 1987.r卑
語変音の起源Jr論集.1(青山学院大学)28: 197・208.

を参照。

7 所調新興韻母については，吉川雅之 .2002.が網羅

的に論じている。なお，吉川は周辺韻母と呼んで

いることに注意。

8 詳細は.Tsou 1994.張淑儀 2002a.，2002bを参照。
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