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上海語の変調域
―会話教材音声を用いた量的分析―
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The Tone Sandhi Domain of Shanghai Chinese:  
A Quantitative Analysis Using Conversation Text

Yasunori TAKAHASHI*

要旨：上海語では複数音節からなる語句で変調が起きる。この変調のドメイン（変調域）は1980年代から理
論的アプローチや中国語方言学的記述の枠組みで考察されており，最近では実験音韻論的研究が変調域の適
格性に関する聴覚音声学的データを提供した。本稿では上海語の変調域に関する従来の研究をまとめた上
で，会話教材を用いて変調域の産出データを分析する。観察された変調域の基本的な特徴は先行研究の分析
で説明可能であるが，未報告の変調形成パタンも観察された。

キーワード：声調，変調，上海語，変調域，フット，統語構造

SUMMARY: In Shanghai Chinese, tone sandhi occurs in polysyllabic words and phrases. The domain of tone sandhi has 
been investigated in terms of not only theoretical approaches but also dialectological description since 1980s, and recently 
a laboratory phonological study provides auditory-data about the well-formedness of the sandhi domain. This paper sum-
marizes previous studies of the sandhi domain of Shanghai Chinese and analyzes production data of the domain using 
conversational text. Although basic characteristics of attested sandhi domains could be explained by previous studies, we 
found some formation patterns of the domain that have not been reported previously.
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1.　上海語の声調と変調

上海語は呉方言グループに属する中国語（漢
語）方言の1つであり，主に中華人民共和国上海
市中心部（市区）で用いられる。他の中国語方言
と同様に声調言語であり，単独音節時には表1に
示すような5つの声調（本稿では「基本声調」と
呼ぶ）を持つ 1）。
上海語では複数の音節からなる語句に「変調

（tone sandhi）」が適用される。許ほか （1988）によ
ると上海語には「広用式変調」と「窄用式変調」
の2種類が存在する。Zhang （2007, p. 267）は変調
の特性に基づいて前者を “left-dominant tone exten-

sion”, 後者を “right-dominant default insertion” と呼
んだ。後者の変調については髙橋（2011, 2013）が
音響音声学的な分析を行い「発話速度と関連した
音声的な現象」であると主張し，それ以降の研究
（Zhang and Meng 2016, Yan 2018など）もこれを支
持する 3）。本稿では音韻的な変調である「広用式
変調」を考察対象とするため，単に「上海語の変
調」と呼ぶときは「広用式変調」を指す。

*神戸大学（Kobe University）

 

表1　上海語の基本声調（許ほか 1988, p. 8）

名前 T1 T2 T3 T4 T5
中国語名 陰平 陰去 陽去 陰入 陽入
調値 2） 53 34 23 55 12

研究論文



—    —99

上海語の変調域

上海語の変調の最大の特徴は，第一音節の基本
声調のカテゴリーが語句全体のピッチの値を決
定する点であり，第一音節の基本声調が特定で
きれば2音節以上の語句がどのような調値を取る
のかを予測できる。変調の例を（1）に挙げ，5音
節変調までの調値一覧を表2に示す。（1a, b）で
は第一音節の “三” の基本声調T1, （1c, d）では
“四” の基本声調T2が2音節語全体の調値（前者
は［55. 21］，後者は［33. 44］）を決定する。
（1） 上海語の変調の例（Duanmu 1999, p. 2）

a. “三 （T1）＋杯 （T1）”
 → ［55. 21］：「3杯」
b. “三 （T1）＋盤 （T2）”
 → ［55. 21］：「（皿などが）3枚」
c. “四 （T2）＋杯 （T1）”
 → ［33. 44］：「4杯」
d. “四 （T2）＋盤 （T2）”
 → ［33. 44］：「（皿などが）4枚」

変調の音声実現については，Chen （2008）や
Takahashi （2013）が詳細に分析を行っている。本
稿ではピッチの具体的な実現ではなく，変調が起
こる単位「変調域」の問題に注目したい。以下で
は，先行研究による上海語の変調域の考察を整理
した上で，量的なデータに基づいて変調域の特性
を分析する。

2.　上海語の変調域に関する先行研究

上海語の変調域に関する先行研究は，「韻律
理論（Metrical Theory）に基づく演繹的分析」と

「方言調査に基づいた帰納的分析」の2種類に大
別できる。両者とも1980年代から本格的に着手
されたが2000年代以降はこの問題を取り上げる
研究は少なくなった。しかし，2018年にYanが実
験音韻論の手法を用いた分析を行い，この問題に
ついて新たな知見を提供した。上海語の変調域の
先行研究は分析手法が多岐にわたり，その理解に
は生成音韻論や中国語方言学などの多方面の知識
が必要とされる。そのため，すべての分野の先行
研究をまとめたレビューは管見の限りどの言語で
も行われていない。そこで，本稿ではまず上海語
の変調域に関する先行研究を整理する。2.1節と
2.2節で理論的分析と記述的分析をそれぞれ概観
し，2.3節では最新の研究であるYan （2018）につ
いて詳述する。

2.1　韻律理論を用いた演繹的分析
上海語の変調域について韻律理論の観点から
最初に考察を行ったのはYip （1980）である。Yip 
（1980, p. 164）は上海語の変調域が左側から階層
的に形成される強弱拍フットであると主張した。
この解釈では，初頭音節は強ストレスを持つため
基本声調を維持するが，後続音節はすべて弱スト
レスのため基本声調が削除されると考える。Yip
は「初頭音節が語句全体のピッチを決定する」と
いう変調の特性を説明するためにこの解釈を提案
したが，具体的なフットの形成プロセスについて
は言及しなかった。

Yip （1980）に続いて上海語の変調域を理論的
に考察したのはWright （1983）である。Wrightの
分析は「声調連結単位（tone bearing unit: TBU）」

表2　上海語の変調の調値（許ほか 1988, p. 24）

第1音節の声調 2音節 3音節 4音節 4） 5音節

T1 ［53］ ［55. 21］ ［55. 33. 21］ 　［55. 33. 33. 21］ ［55. 33. 33. 33. 21］
T2 ［34］ ［33. 44］ ［33. 55. 21］ 　［33. 55. 33. 21］ ［33. 55. 33. 33. 21］
T3 ［23］ ［22. 44］ ［22. 55. 21］ 　［22. 55. 33. 21］ ［22. 55. 33. 33. 21］
T4 ［55］ ［33. 44］ ［33. 55. 21］ 　［33. 55. 33. 21］ ［33. 55. 33. 33. 21］
T5 ［12］ ［11. 23］ ［11. 22. 23］ a. ［11. 22. 22. 23］ 

b. ［22. 55. 33. 21］
［22. 55. 33. 33. 21］
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を音節ではなくモーラに設定した点が特徴的であ
るが，変調域の分析に関しては音節を単位とする
「左側が強い（left strong）フット」を提案してお
り，Yip （1980）と一致している 5）。Wrightはフッ
トの形成プロセスにも言及しており，基本的には
語の左から右側に向かって2音節ごとにフットが
形成されるが，第3音節がextrametricalになる場
合は先行する2音節フットに組み込まれて3音節
フットを形成することを容認した。一方，4音節
のフットが形成されることは認めず，4音節の変
調は2つのフットから構成されていると主張した
（pp. 179–180）。
以上のフットを用いた解釈に対してSelkirk and 

Shen （1990）は，形態統語構造と音韻構造にお
ける境界の共通性や関連性に注目したEnd-based 
Theoryの観点から上海語の変調域を考察した。
まず彼女らは，上海語母語話者の直感では複合
語の一番左側の音節に強ストレスがあることが
支持されない点，およびストレスの違いによって
母音の弱化や短縮化が起きない点を指摘し，上
海語にストレスが存在することに疑問を呈した
（p. 315）。そしてフットの代案として，上海語の
変調域は音韻語（phonological word）であると主
張し，（2）のような音韻語形成規則を提案した。
（2） 上海語の音韻語形成規則（Selkirk and Shen 

1990, p. 320）
Phonological Word: ｛Left, Lex0｝
※  Lex0は名詞，動詞，形容詞に属する語を
表す。

この規則は「音韻語の始端と名詞・動詞・形容詞
の始端を一致させること」を指示する 6）。Selkirk 
and Shenは「語彙的な要素（名詞・動詞など）」
に「1つ以上の機能語（代名詞・語気助詞・数量
詞など）」が後続するときに1つの変調域にまと
まる傾向が強い点を重視し，それを説明するため
に機能語が音韻語の始端になれない（2）の規則を
提案した。この規則の強みとしては，音韻語内部
の要素間の統語関係には言及しないため，あらゆ
る統語構造の要素を1つの音韻語にまとめられる

点が挙げられる。例えば，文末に現れる「発生・
出現」の語気助詞 “勒 ləʔ”（北京語の文末の「了」
に相当）は先行する語と1つの変調域を必ず形成
するが，“勒” に先行する要素はあらゆる統語役
割を取りうるため，統語関係で規定した音韻語
形成規則を設定すると “勒” が含まれる変調域の
説明は非常に煩雑になる。そこでSelkirk and Shen
は，統語的な情報を含まない（2）のような規則を
提案した。

Selkirk and Shen （1990）に対して，Duanmuは
1990年代前半までに大きく発展した韻律理論に
基づいて，ストレスの観点から上海語を含む中
国語方言の変調の類型化を試みた（Duanmu 1993, 
1995, 1999, 2009など）。まずDuanmu （1993）で
は，変調の特性に基づいて中国語方言を官話型
（Mandarin-languages）と上海型（Shanghai-languag-
es）に二分した。前者の類型に属する方言は語句
を構成するすべての音節の声調が語全体のピッ
チに関与するが，後者の類型では初頭音節のみ
が語句全体のピッチに関与する。Duanmu （1993, 
pp. 12–13）は，官話型の方言では軽声音節を除い
たすべての音節が2モーラからなる重音節である
が，上海型の方言ではすべての音節が1モーラか
らなる軽音節であると区別した上で，Weight-to-
Stress Principle（重音節であればストレスが置か
れる）とAssociation Domain（AD）という概念を
利用して2つの変調の違いを説明した。ADとは
ストレスが置かれる音節が始端となる領域を意味
しており，ストレスが置かれない音節は自身の基
本声調を失い先行音節の基本声調によってピッ
チが決定される。この解釈に従うと，北京語で
は軽声音節以外はすべて重音節であるため各音
節が個々にADを形成し，複数音節からなる語句
でも個々の音節の基本声調が失われることはな
い。一方，上海語はすべての音節が軽音節である
ため，なんらかの音韻操作を設定しないとどの音
節もADを形成することができない。そのため，
Duanmu （1993, p. 26）は上海語にストレスを付与
する規則群を設定した。この規則群は形態素レベ
ル・複合語レベル・句レベルからなり，形態素レ
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ベル・複合語レベルでは構成素の左側にストレス
が付与され（left-headed stress），句レベルでは右
側にストレスが付与される（right-headed stress）。
また，ストレスが隣接することを禁止する制約
（Clash Resolution）も設定した。これらの規則と
制約によって複数音節からなる複合語では初頭音
節にストレスが付与されて変調が起きるが，「動
詞＋目的語」のような動詞句では目的語にストレ
スが置かれるため変調が起きにくくなると主張
した。Duanmu （1993, p. 18）は自らの分析とSel-
kirk and Shen （1990）の分析を比較し，Selkirk and 
Shenの規則（2）は音韻語の始端のことしか扱って
おらず初頭音節以外の声調が削除される理由が説
明されていないと指摘し，上海語には「音韻的な
ストレス」もしくは「韻律の卓立（metrical prom-
inence）」が存在すると主張した。また，類似の構
造を持つ複合語でも音節数によって変調の形成
方法が異なる例（例えば，“商学院”「ビジネスス
クール」は3音節で1つの変調域を形成するが，
“語言学院”「言語スクール」は4音節で1つの変
調域を形成することも「前半2音節＋後半2音節」
の2つの変調域を形成することも可能である）を
挙げ，これらの例はSelkirk and Shen （1990）の規
則（2）では対処できないが，Duanmu （1993）が提
案した「形態統語構造に従った循環的な（cyclic）
ストレス付与」と「隣接ストレスの禁止」を利用
すれば変調域の違いを説明できると主張した 7）。
さらにDuanmu （1995）では上記の複合語の例
に加えて，1つの名詞であっても外来語などでは
複数の変調域を形成する例（例えば，“加利福尼
亜”「カリフォルニア」は “加利” と “福尼亜” の
2つの変調域を形成する）やフォーカスが置か
れた音節では新たに変調域が始まる例（例えば，
“沙発廠”「ソファー工場（沙発：ソファー）」は
通常は3音節で1つの変調域を形成するが，“廠”
「工場」を強調したい場合にはこの音節が単独
で変調域を形成して「2音節＋1音節」の2つの
変調域となる）を挙げ，これらの例はEnd-based 
Theoryに基づいた分析では扱えないが，ストレス
付与に基づいた分析であれば説明可能であるこ

とを示した。結論として，Duanmu （1995, p. 256）
は「（上海語の）変調域は韻律的な領域である（a 
tonal domain is a metrical domain）」と主張した。

Duanmuの一連の研究は上海語の変調域をフッ
トと考える点でYip （1980）やWright （1983）の
流れを汲むが，そこからさらに韻律理論を用い
てフットの詳細な形成方法を提案し，End-based 
Theoryに基づいたSelkirk and Shen （1990）の分析
よりも優れている点も明確に示した。Duanmuの
主張は現在の上海語の理論的研究では広く受け入
れられており，中国語の声調・変調に関する代表
的な入門書であるChen （2000），Yip （2002）とも
にその解釈を支持している。

2.2　方言調査に基づいた帰納的分析
前節で取り上げた韻律理論を用いた先行研究
は，まず音韻規則を提案してその後様々な語句に
適用する演繹的な手法が一般的である。一方，中
国語学の方言調査の枠組みでは記述に基づく変調
域の帰納的な考察が行われている。この枠組みで
の代表的研究としては，許を中心とする調査チー
ムが1980年代に行った上海語の包括的調査が挙
げられる。以下では，この調査チームの集大成的
な報告と言える許ほか （1988）に基づいて方言記
述の観点からの変調域の考察を概観する。
許ほか （1988, pp. 42–46）では広用式変調と窄

用式変調の適用範囲の違いを論じており，これ
が変調域の問題と直接関連する。第1節で述べた
ように窄用式変調は「発話速度と関連した音声的
な現象」（髙橋 2011）であり，変調域の点から見
ると「文末以外の位置にある単独音節の変調域」
に適用される（Chen 2000, pp. 314–315）。例えば
“炒飯” という2つの単音節形態素が「チャーハ
ン」という複合語（3a）で使われる場合は2音節
で1つの変調域を形成して広用式変調が適用され
る一方，「飯を炒める」という動詞句（3b）で使
われる場合は複合語と同様の広用式変調が適用さ
れる例に加えて，各音節が1つの変調域を形成し
第1音節に窄用式変調が適用される例が記述され
ている。このように異なる変調が適用されること
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は「形成される変調域の違い」を反映する。
（3） “炒 ［tsᴐ T2］ 飯 ［vɛ T3］” における広用式・窄

用式変調の使い分け（許ほか 1988, p. 49；括
弧は変調域，下線は窄用式変調が適用される
音節，数字は変調適用後の調値を示す）
a. 複合語「チャーハン」：（炒33飯44）
b. 動詞句「飯を炒める」：（炒33飯44） or 
（炒44） （飯23）

許ほかによると広用式変調の適用範囲は広く，
形態素間の組み合わせ（4a），内容語同士の組み
合わせ（4b），内容語と機能語の組み合わせ（4c）
など各種の統語構造の語句で適用される一方，窄
用式変調は適用範囲が比較的狭く，大半は動詞＋
目的語構造（4d），主語＋述語構造（4e），動詞＋
補語構造（4f），副詞的な修飾構造（4 g）で適用
されると主張する。また，広用式変調と窄用式変
調の適用は句内部の結合の度合いや出現頻度，習
慣などによって決定し，常用される語句（4h）や
句内部で強調する箇所がない語句（4i）などは広
用式変調が適用されることが多いが，句を構成す
る音節が多い場合は窄用式変調が多く適用される
と許ほか（1988, p. 43）は指摘する。それらに加
えて，2種類どちらの変調も適用できる語句の例
（4j, k）も多数挙げられている。
（4） 広用式変調と窄用式変調の適用例と調値（許

ほか 1988, pp. 42–46；括弧は変調域，下線は
窄用式変調が適用される音節，数字は変調適
用後の調値を示す）8）

a. （興致） ［33. 44］：「興味」
 興：interest, 致：interest
b. （軋朋友） ［11. 22. 23］：「友達をつくる」
 軋：associate, 朋友：friend
c. （用光勒） ［22. 44. 21］：「使い終わった」
 用：use, 光：used up, 勒：achievement 

particle
d. （打） （球） ［44. 23］：「球を打つ」
 打：hit, 球：ball
e. （雨） （大） ［33. 23］：「雨が強い」
 雨：rain, 大：big, strong

f. （記） （牢） ［44. 23］：「しっかり覚える」
 記：remember, 牢：firm
g. （哈　哈） （笑） ［55. 33. 34］： 「ハハハと笑う」9）

 哈哈：laughing voice, 笑：laugh
h. （殺　猪） ［33. 44］：「豚を殺す」
 殺：kill, 猪：pig
i. （天　亮） ［55 .21］：「空が明るい」（強調なし）
 天：sky, 亮：bright
j. （唱　歌） ［33. 44］ または （唱） （歌） ［44. 

53］：「歌を歌う」
 唱：sing,　歌：song
k. （交　抜　我） ［55. 33. 21］ または （交抜） 
（我） ［55. 33. 23］：「私に渡す」

 交：deliver, 抜：to, 我：I

許ほか （1988）の考察をまとめると，語句全体を
1つの変調域とする広用式変調と複数の変調域に
分割する窄用式変調はそれぞれ適用されやすい統
語構造があるものの，どちらの変調も適用可能な
語句も少なくない。そのため，例外を許さない強
い規則では変調域の正確な予測は困難である。
許ほか （1988）は方言調査の報告として大量の
質的データを提供した。その後，毛 （1997）が上
海語の変調域の量的分析を初めて行った。彼は
64文746音節の上海語発話から308個の変調域を
同定した。このうち77個は単独音節の基本声調
がそのまま実現し，残りの231個が複数音節か
らなる変調域であった。毛 （1997, p. 89）による
と，308個の変調域のうち69.8％に当たる215個
は語彙的な要素と対応可能であるが，約3割に当
たる97個の変調域はそのような対応が見られな
い「特殊な構造」であると指摘した 10）。「特殊な
構造」を持つ変調域の例を（5）に示す。（5a）で
は「形容詞＋的＋名詞」，（5b）では「名詞＋前置
詞（介詞）＋代名詞」で1つの変調域を形成して
いる。
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（5） 「特殊な構造」での変調域 （CL：類別詞，
1sg：1人称単数；毛 1997, p. 89）
a. 年紀 （軽 的 辰光）「年齢が若いとき」
 age young de time
b. 抜　　只　（電話　抜　我）「電話を私にかける」
 call CL phone to 1sg

毛 （1997, pp. 90–91）は自身の調査結果から，静
的・連合的な変調域は語彙レベルに属する音韻語
だが，語や文の組み合わせの中では（つまり連辞
的には）統語論・語用論的な機能を持つと考え，
上海語の変調域と対応する単位は「線条的文法構
成素（linear grammar constituent）」であると主張
した。しかし，この概念は管見の限り他の先行研
究では一切用いられておらず，その定義や特性に
関する説明も論文中には与えられていない。それ
に加えて，毛の調査は分析方法や結果に関する詳
細な情報が提示されていないため調査の全体像が
つかめず，結論の妥当性を判断することはほぼ不
可能である。
前節と本節で見てきた上海語の変調域に関する
先行研究は1990年代までに行われたものである
が，2000年代に入るとこの問題はほとんど扱わ
れなくなる。しかし，2010年代後半になってYan
が実験音韻論の観点からこの問題の考察を行っ
た。次節では，彼女の博士論文を基に出版された
Yan （2018）を紹介する。

2.3　Yan （2018）による実験音韻論的研究
Yan （2018）は上海語と無錫語の変調域を比較

し，それぞれの母語話者が判断する変調域への適
格性を分析することで，個々の方言の変調域の特
性を明らかにしただけではなく，2方言の変調の
音韻的な違いが母語話者の回答にも反映されるこ
とを示した。この研究の最大の意義は上海語と無
錫語の変調の音韻的な違いを母語話者の反応から
明らかにした点にあるが，以下では上海語の考察
部のみ（Chapter 4, pp. 43–77）を紹介する。
まずYanは変調域の形成に影響を与えうる要因
として，語彙の出現頻度（lexical frequency），意

味の透明性（semantic transparency），統語構造
（syntactic structure）の3点に注目し，これらの要
因が母語話者の変調域に対する適格性の判断に
どのような影響を与えるのかを調査した。実験
では2音節からなる180語句（修飾語＋名詞から
なる名詞句：90個，動詞＋名詞からなる動詞句：
90個）と3音節からなる180語句（2音節の修飾
語＋1音節の名詞からなる名詞句：60個，1音節
の修飾語＋2音節の名詞からなる名詞句：60個，
1音節の動詞＋2音節の名詞からなる動詞句：60
個）を用い 11），それぞれの語句について異なる
変調域で発音された音声を上海語母語話者70名
に聞かせた上で，その音声の適格性を4段階のス
ケールを用いて回答させた。それに加えて，これ
らの語句の出現頻度や形態素の分析可能度を4段
階のスケールを用いて回答させる実験も別に行っ
ている 12）。これらの実験によって得られた回答
データに対して，混合効果モデルと重回帰分析に
よる2通りの分析を行っている。

Yanの実験結果は以下のように要約できる。ま
ず，2音節の名詞句は動詞句よりも「2音節で1つ
の変調域」を形成した音声の方が適格性が高く，
出現頻度が高いと回答される名詞句ほどその傾向
が強くなる。反対に動詞句は出現頻度が高い語句
ほど「1音節＋1音節の変調域」の音声の適格性
が強まる傾向にある。意味の透明性に関しては，
個々の形態素の意味が語句全体の意味解釈におい
て曖昧な動詞句ほど2音節の変調域を形成する傾
向がわずかに見られたが，名詞句では意味の透明
性の影響は有意ではなかった。
次に3音節の語句の結果を見てみよう。

Yan （2018）では「1音節＋2音節」の名詞句と動
詞句の比較，および「1音節＋2音節」vs. 「2音節
＋1音節」の名詞句の比較の2種類の考察を行っ
ている。前者の結果としては，名詞句は動詞句よ
りも「3音節で1つの変調域」を好む回答が得ら
れた。名詞句では出現頻度が高くなるほど1つの
変調域を好む傾向が観察されたが，動詞句では出
現頻度の効果は有意ではなかった。また，意味の
透明性はどちらの句においても有意ではなかっ
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た。「1音節＋2音節」と「2音節＋1音節」の2種
類の名詞句の比較では，好まれる変調域に違いは
観察されなかった。
以上の結果から，Yan （2018, p. 74）は2音節で

も3音節でも変調域の形成に最も強く影響を与え
る要因は統語構造であると主張した。上海語の変
調域の研究において，Yan （2018）は大規模な量
的データを再現可能な形で収集・調査し，名詞句
と動詞句の変調域の傾向の違いを明確に示したこ
とに加えて，（2音節のみではあるが）統語構造
で正反対に働く出現頻度の効果を初めて明らかに
したなど新たな知見を提供しておりその意義は大
きい。その一方で，Yanの調査は上海語母語話者
の聴覚的な判断のみに頼っており，産出データに
おいても同じような結果が得られるのかは検証さ
れていない。
以上が上海語の変調域の先行研究の概要であ
る。これまでの考察を総合すると，上海語の変調
域は形態統語構造など構造的な要因の影響を大き
く受けつつも出現頻度など言語使用と関連する要
因の影響も受けており，同じ語句でも異なる変調
域で実現する可能性があることが分かる。一方，
未解決の問題として，実際の発話において変調域
がどのように分布しているのかを示す信頼性の高
いデータがないこと，理論的分析と記述的分析を
総合した研究がなされていないことが挙げられ
る。これらの問題を解決するため，筆者は上海語
の会話教材を用いた変調域の分析を行った。

3.　会話教材を利用した上海語の変調域の
分析

本研究では会話教材を用いて上海語の変調域
の量的分析を行った。この分析の目的は，先行
研究の問題点である変調域の分布の全体像を明

らかにすること，聴覚音声学的な手法で得られた
Yan （2018）の調査結果を産出データから検証す
ること，および量的なデータと理論的な解釈の統
合的な考察を行うことの3点である。

3.1　調査手法
3.1.1　使用するデータ
中国で出版された上海語の会話教材の『学説上
海話』 （丁 2004）を使用した。この教材は全26課
からなり，それぞれの課は男女の長めの会話，慣
用的な語句，文法項目の解説と例文で構成されて
おり，付属CDにはこれらの例文や語句のすべて
が収録されている。教材音声は男性と女性の話者
各1名がかなり早めの発話速度で読んでいる。教
材音声を上海語母語話者1名（1991年生まれ）に
聞かせて音声全体の感想を求めたところ「やや丁
寧な上海語である」という回答を得た。本研究
では全26課のうち第1課から第10課（pp. 31–78）
までの教材音声を分析対象とした。
3.1.2　分析方法
筆者は第1課から第10課までの教材音声を聞き
ながら変調域の確定作業を行った 13）。変調が適
用された音節は単独音節時の基本声調とは明らか
に異なるピッチを取るため，上海語非母語話者で
ある筆者でも変調域の確定は容易に行えた。確定
作業の結果，155個の発話（3538音節）から1798
個の変調域が得られた。

3.2　結果と考察
3.2.1　変調域の全体的分布
まず，変調域の全体的な分布から見ていこう。
表3では調査対象となった1798個の変調域の音節
数ごとの分布とその割合を示している。この表を
見ると2音節の変調域が最も多く4割以上を占め
ており，2番目に多いのは1音節の変調域（単独

表3　調査対象の変調域1798個の音節数（割合は少数第二位を四捨五入した）

音節数 1音節 2音節 3音節 4音節 5音節 6音節

トークン数 592 796 306 85 18 1
割合 32.9％ 44.3％ 17.0％ 4.7％ 1.0％ 0.0％
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音節の声調がそのまま反映されるか窄用式変調
が適用される音節）14）で約三分の一を占め，その
次に3音節の変調域が続くことが分かる。一方，
4音節以上の変調域は少数である。
上記の結果のうち，2音節および3音節の変
調域が多いこと，および4音節以上の変調域が
少ないことは2.1節で見た理論的な考察（特に
Duanmu 1993, 1995）から予測できるが，「1音節
の変調域」がこれほどまで多くなることは先行研
究から予想できない。1音節の変調域が多くなっ
た理由を考察するため，筆者は1音節変調域の語
の品詞に注目した（表4参照）。
表4を見ると，1音節の変調域を形成するのは
動詞，代名詞，副詞，名詞が多いことが分かる。
動詞は文の述語の主要部となり単独で変調域を形
成する傾向が強いことは，先行研究ですでに指摘
されている（許ほか 1988, Yan 2018など）。また，
代名詞と名詞は文の主語として用いられることが
多く，これらの主語が単独で変調域を形成するこ
とは先行研究から明らかである（許ほか 1988）。
一方，副詞がどのような変調域を形成するのか
は先行研究でもほとんど議論されていない。表4
を見ると，単独で変調域を形成する単音節副詞
（134トークン）は名詞（44トークン）よりも多
い。また，　音節数を問わない場合，分析対象で
ある会話教材テキスト内で320トークンの副詞が
観察されたが，そのうち68％に当たる219トーク
ンで副詞単独の変調域が形成された。以上を踏ま
えると，副詞は単独で変調域を形成する傾向が強
いと言える 18）。（6）では単音節の副詞が単独の変
調域を形成した例を示す。（6a）では事柄の継起
を表す “就”, （6b）では程度の大きさを表す “老”, 
（6c）では否定を強調する “也” が単独で変調域
を形成する。
（6） 副詞が単独の変調域を形成する例（括弧は変

調域を示す。SFP：文末語気助詞；丁 2004）
a. （葛么） （我） （就） （回 去 了）
 so I just return go SFP
 「それなら私は帰るよ」（p. 37）
b. （伊面） （老） （遠 個）
 there very far SFP
 「そこ（商店）はとても遠いよ」（p. 41）
c. （雨） （也） （勿 落） （一　眼　眼）
 rain also not fall a little
 「雨も少しも降らない」（p. 65）

今回の調査で単独音節の変調域が多く観察された
のは，扱ったデータの口語的な性格が強かったこ
とが関連しているのではないかと筆者は推測す
る。今回分析に用いた会話教材は日常的な話題に
ついての会話を模した文章が大半を占めており，
代名詞だけではなく発話者の態度や評価を伝える
副詞が多く出現する。前述したように副詞と（主
語の位置にある）代名詞は単独で変調域を形成す
る傾向が強く，単音節の代名詞と副詞が多数出現
する会話テキストでは物語文など他の文体よりも
単独音節の変調域が多く観察されるのではないか
と筆者は考える 19）。
次に，4音節以上の変調域を見てみよう。

Wright （1983）やDuanmu （1993, 1995など）では
2音節の変調域（フット）が標準的であり，extra-
metricalな音節がある場合は3音節の変調域も許
容される。一方，4音節以上のフットは特殊な状
況でないと形成が難しい。例えば，Duanmuのス
トレス付与の規則に従う場合は “Stress Reduction” 
という任意的な音韻操作が適用されないと4音節
の変調域は形成されにくい（この点については注
7を参照）。本調査でも4音節以上の変調域は104
トークン（5.8％）と少数であり，上記の理論的
な解釈と矛盾しない。また，個々の例を詳細に見

表4　1音節の変調域を持つ語（592トークン）の品詞 15）

品詞 動詞 代名詞 副詞 名詞 前置詞 16） 感嘆詞 その他 17）

トークン数 180 142 134 44 29 27 36
割合 30.4％ 24.0％ 22.6％ 7.4％ 4.9％ 4.6％ 6.1％
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ていくと，末尾に語気助詞・補語・代名詞などの
「機能語」（Selkirk and Shen 1990）を有している例
が多いことに気づく。4音節の変調域と5, 6音節
の変調域における「機能語」の数を表5に示す。
例えば，「機能語」の数が「2」というのは末尾
の2音節が「機能語」であることを意味する。な
お，表5では4音節変調域の4つの「機能語」の
箇所が空欄となっているが，変調が適用される語
句の第1音節は内容語となるため4音節変調域の
すべてが「機能語」にはなりえないことを反映し
ている。
表5を見ると，4音節の変調域では68.2％の
トークン，5, 6音節にいたってはすべてのトーク
ンで1つ以上の「機能語」を有していることが分
かる。「機能語」は声調の自律性が弱く，変調が
適用されると先行する変調域に組み込まれる傾
向が強い。上海語の変調域形成における「機能
語」の重要性はSelkirk and Shen （1990）で特に強
調されているのに対して，Duanmuの研究では直
接的には言及されていない。しかし，表5で示
した「機能語」を有する変調域の9割強が文末語
気助詞（sentence final particle）を含んでおり 20），
それらの語気助詞が統語構造的には文の付加部
（adjunct）に位置付けられることを踏まえると，
Duanmu （1993）が提案した循環的なストレス付
与をそのまま適用すれば4音節以上のフットが導
かれる。分析例として4音節変調域で1つの機能
語を含んだ “老朋友勒”「古い友人だ」（丁 2004, 
p. 36）のフット形成過程を（7）に示す。（7）では
まず「形態素レベル→複合語レベル」の順に循環
的にストレスが付与され，次にClash Resolution
が適用されると “老朋友” 3音節で1つのフット

が形成される。残った最終音節の “勒” は単音
節の変性フット（degenerate foot）を形成するが，
Duanmu （1993, p. 27）では（明確な形式化は行っ
ていないが）変性フットが生じた際は先行する
フットに結合させており，それに従うと（7）の例
でも最終的に4音節フットが形成される。
（7） Duanmu （1993）のストレス付与規則に基づ

く “老朋友勒”「古い友人だ」のフット形成
過程
  ＊
＊ ＊　   ＊ ＊      ＊ 

老 （朋友） 勒 （老） （朋友） 勒 （老） （朋友） 勒
形態素レベル1 形態素レベル2 複合語レベル
＊ ＊
＊ ＊
（老　朋友） 勒 （老　朋友　勒）

Clash Resolution 変性フット結合

一方，「機能語」を含まない4音節変調として重複
形（12トークン），名詞（7トークン），時間表現
（3トークン），名詞＋“老啥”「など」（2トークン），
疑問表現（1トークン），場所表現（1トークン），
イディオム（1トークン）の合計27トークンが観
察された 21）。これらの表現は内部の緊密性が比
較的強いものや繰り返し出てくる定型表現が多
く，全体で1語として扱われやすい性格を有して
いると言える。
上海語の変調域の全体的な分布を要約すると次
のようになる。変調域の多くは2音節であり3音
節の変調域も頻度が比較的高い。一方，4音節以
上の変調域を形成する際には音韻的に自律性の弱
い「機能語」が含まれる傾向が強い。また，今回
の調査では単音節の変調域が多く観察されたが，
これは口語性の強い会話教材に単音節の代名詞・
副詞が多用されたことが原因ではないかと筆者は
推測した。これらの結果を踏まえて，上海語の変
調域がどのような韻律単位と対応するのかを考
えてみよう。まず2音節・3音節の変調域が多く
なることは「変調域がフットである」という解釈
（Wright 1983, Duanmu 1993, 1995など）と一致す

表5　4音節変調域と5, 6音節変調域に含まれる「機能
語」の数

「機能語」の数 0 1 2 3 4

4音節変調域 
（85トークン）

27 
31.8％

32 
37.6％

19 
22.4％

7 
8.2％

—

5, 6音節変調域 
（19トークン）

0 
0％

7 
36.8％

4 
21.1％

3 
15.8％

5 
26.3％
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る。それ以外の音節数の変調域が観察されたこと
も「機能語」によるフット結合（4音節以上）や
口語的なスタイル（1音節）などで説明ができ，
フットの解釈と矛盾を起こすことはない。以上の
点から，「上海語の変調域はフットである」とい
う解釈は本研究の調査結果を説明する上で最も妥
当なものであると筆者は考える。
3.2.2　名詞句と動詞句の変調域
次に，Yan （2018）で考察された名詞句と動
詞句における変調域の分布を見てみよう。Yan  
（2018）は2, 3音節からなる名詞句（MN：修飾
語＋名詞）と動詞句（VN：動詞＋名詞）の2種
類の統語構造を調査対象にした。このうち3音
節では「1音節＋2音節」，「2音節＋1音節」の
MN構造と「1音節＋2音節」のVN構造を分析
した（「2音節＋1音節」のVN構造はデータが集
められなかったため未調査である）。本研究では
Yan （2018）が分析した構造に加えて，未調査の
「2音節＋1音節のVN構造」も会話教材から集め
たところ，総計で163トークンが得られた（ただ
し「2音節＋1音節のVN構造」は1トークンのみ
だった）。それぞれの構造と変調域を表6に示す。
本調査で得られた名詞句と動詞句は1つの変調
域にまとまるか，統語構造と対応した2つの変調
域に分かれるかのどちらかであった。表6の名詞
句の箇所を見ると，2音節でも3音節でもほとん
どのトークンが1つの変調域を形成することが分

かる 22）。多くの先行研究（許ほか 1988, Duanmu 
1993, 1995, Yan 2018など）が名詞句は1つの変調
域を形成する傾向が強いことを指摘しており，本
研究の調査結果もこの点では一致している。一
方，動詞句を見ると「1音節＋2音節」構造の9割
近くが2つの変調域に分かれたが，2音節では半
数以上の8トークンが1つの変調域を形成した。2
音節動詞句の結果は「動詞句では2つの変調域に
分かれる傾向が強い」というYan （2018）の主張
と一致しない。そこで1つの変調域にまとまった
動詞句10トークンを詳細に調べたところ，常用
表現（“落雨”「雨が降る」，“汏脚”「足を洗う」2
トークン，“上課”「授業がある」，“没問題”「問
題ない」），比喩表現（“読書”「勉強する」，“喫苦”
「疲れる」，“蹩脚”「質が悪い」，“掉槍花”「小細
工をする」），離合詞（“畢業”「卒業する」）であっ
た。これらの表現は句の内部構造が緊密で動詞
句全体で1語と見なすことが比較的容易であり，
ゆえに1つの変調域にまとまったと解釈できる。
Yan （2018）も「句全体の解釈における個々の形
態素の意味の透明性」が曖昧になるほど2音節動
詞句で1つの変調域が好まれる傾向がわずかに見
られることを指摘しているが，この指摘が当て
はまる比喩表現以外に常用表現や離合詞でも1つ
の変調域にまとまる傾向があることはYan （2018）
では報告されていない。
名詞句と動詞句に関する本研究の調査結果は

表6　名詞句と動詞句の変調域

音節数 統語構造 1つの変調域 2つの変調域

2音節 名詞句 88 
100％

0 
0％

動詞句 8 
53.3％

7 
46.7％

3音節 名詞句：1音節＋2音節 21 
95.5％

1 
4.5％

名詞句：2音節＋1音節 21 
100％

0 
0％

動詞句：1音節＋2音節 2 
12.5％

14 
87.5％

動詞句：2音節＋1音節 0 
0％

1 
100％
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以下のように要約できる。名詞句は2音節・3音
節ともに1つの変調域を形成する傾向が極めて強
い。動詞句は内部の緊密度が高くない場合には2
つの変調域に分かれるが，緊密度（もしくは「1
語性」）が高い場合は1つの変調域にまとまるこ
とも珍しくない。以上の結果はYan （2018）の調
査結果と一致している部分も多いが，2音節動詞
句はYanが考えるよりも多くの句が1つの変調域
にまとまって出現したと言える。

4.　結論

本研究では会話教材の産出データを対象として
上海語の変調域を分析した。産出の面から変調域
を量的に分析した研究としては毛 （1997）がある
が，2.2節で指摘したように調査結果が断片的に
しか提示されておらず検証可能性にも問題があっ
た。本研究は会話教材という検証可能な音声資料
を用いて毛の5倍以上のデータを分析し，他の先
行研究との関連も意識して考察を行った。考察の
結果，変調域の全体的な傾向を捉える上で最も妥
当な解釈はDuanmu （1993, 1995）が提案したフッ
トであると筆者は結論付けた。また，変調域と統
語構造との関連性に注目すると，名詞句では変調
域は1つにまとまる傾向が極めて強く，動詞句は
2つの変調域に分かれるのが一般的であるが「内
部構造が緊密」もしくは1語として解釈可能な動
詞句の多くは1つの変調域にまとまって実現し
た。許ほか （1988）は「内部構造の緊密性」が変
調域を決定する要因の1つであることを指摘した
が，この要因の影響を産出面から量的な分析手法
で示したのは本研究が初めてである。
今後の課題としては，データの質の向上が最も
重要であろう。本研究では出版された会話教材の
音声を用いて考察を行った。この手法は検証可能
性が高いという利点があるものの，教材の文章を
「読んだ」音声であり自然な環境で「話した」音
声ではない。現在のところ上海語の自然発話の音
声コーパスは開発されておらず，複数の話者によ
る自然な話し言葉の音声を大量に集めることは容

易ではないが，今後はそのような音声を用いた大
規模な分析を行う必要があるだろう。
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〔注〕

1） 上海語の5つの基本声調は音節構造（頭子音の
有声性，および末尾子音における声門閉鎖音の有
無）によって分布が大きく偏る。そのため，音韻
的対立がいくつあるのかについては複数の解釈が
提案されている。この点は髙橋 （2013, pp. 31–35）
が詳しい。
2） 調値とは中国語学の方言記述で用いられる声
調の表記法である。調査者の聴覚印象に基づいて
ピッチレンジを5分割し，最高のピッチに5, 最低
のピッチに1を割り振る。調値に引かれた下線は
「その音節が短く詰まること」を意味し，主に音節
末子音が阻害音となる「入声音節」で用いられる。
なお，上海語の入声音節では声門閉鎖音が音節末
に現れる。
3） 一方，中国語方言学の先行研究では窄用式変
調が適用されると以下のような調値を取ると記述
する（許ほか 1988, p. 25）。T1: ［53］ → ［44］，T2: 
［34］ → ［44］，T3: ［23］ → ［33］，T4: ［55］ → ［44］，

T5: ［12］ → ［22］
4） T5が第1音節となる4音節変調には2種類の変
種が観察されている。これらの変調変種は本稿が
扱う問題とは関係しない。
5） Wright （1983）は非入声音節（T1, T2, T3を基
本声調として持つ音節）を2モーラ，入声音節
（T4, T5を持つ音節）を1モーラと区別していたが，
フットの形成の際はこれらのモーラの区別を無視
して音節の位置のみでストレスの強弱を決定した。
6） 機能語から文が始まる場合，文の初頭は「韻
律構造適格性制約（Prosodic Structure Well-formed-
ness Constraint）」によってフットが形成されると主
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張した。
7） “商学院” と “語言学院” の場合，まず名詞句
の主要部である “学院” からストレス付与が始ま
り，どちらの名詞句でも “学” に強ストレスが置
かれる。次に修飾部の “商” と “語言” でストレス
付与が行われ，それぞれ “商” と “語” に強ストレ
スが置かれる（ここまでをDuanmuは「形態素レ
ベルのストレス付与」と呼ぶ）。続く複合語レベル
では，形態素レベルのストレスを持つ一番左側の
音節にストレスが付与される。ここまでのストレ
ス付与で “商学院” では “商” と “学” の音節でス
トレスが隣接するため，Clash Resolutionが強制的
に適用されて複合語レベルのストレスを有さない
“学” の音節のストレスが取り消され，最終的に
1つの変調域を形成する。一方，“語言学院” では
“語” と “学” の音節の強ストレスが隣接しないた
めClash Resolutionは適用されず，「2音節＋2音節」
の2つの変調域が形成される。ただし，Duanmu 
（1993, p. 26）は「一番下のレベルのストレスを任
意に削除する」という音韻操作（Stress Reduction）
を別に設定しており，これが “語言学院” に適用
されると複合語レベルのストレスのみが残るため4
音節で1つの変調域が作られる。
（8） “商学院” と “語言学院” におけるストレス付

与（Duanmu 1993, p. 20を一部改訂）
形態素レベル 複合語レベル Clash Resolution Stress Reduction 

（任意）
 ＊  ＊

  ＊  ＊  ＊    ＊  ＊
a.　［商 ［学院］］ ［商 ［学院］］ ［商 ［学院］］

 ＊
   ＊          ＊  ＊            ＊    ＊

b.　［［語言］ ［学院］］［［語言］ ［学院］］ 適用なし ［［語言］ ［学院］］

8）（4）で挙げられた形態素の基本声調を以下に示
す。興致：T2. T2, 軋朋友：T5. T3. T3, 用光勒：T3. 
T1. T5, 打球：T2. T3, 雨大：T3. T3, 記牢：T2. T3, 
哈哈笑：T1. T1. T2, 殺猪：T4. T1, 天亮：T1. T3, 唱
歌：T2. T1, 交抜我：T1. T4. T3
9） “哈哈笑” では第一，二音節が2音節の変調域を
形成するため表2に従うと［55. 21］（T1変調）の
調値をとることが予想されるのだが，後続音節が
ある場合には［55. 33］と第二音節の調値が変化す
る。許ほか （1988）はこの調値の変化も窄用式変
調として解釈する。

10） 語彙的要素と対応する215個の変調域と「特殊
な構造」を持つ97個の変調域を足し合わせると合
計が312個になり，調査対象とされる308個の変調
域の数を越えてしまう。しかし，毛（1997）には
調査や計測の方法についての詳細な説明がないた

め，上記の点が間違いなのかは判断できない。
11） Yan （2018, p. 45）によると調査対象の語句
は李ほか （1997）から選択された。Yan （2018, 
pp. 113–119）に提示されている調査対象の語句一
覧を見ると，2音節の名詞句と動詞句，および2＋
1音節の名詞句では1例（“条頭糕”「江南地区特産
の菓子の名前」）を除いてすべての音節で内容語を
用いているが，1音節＋2音節構造では “-頭”, “-子”
や “-爿”（普通話の方位を表す “-辺” に相当）など
の接尾辞が最終音節に含まれる例が8例存在する
（名詞句：“香瓜子”「食用のヒマワリの種」，“油墩
子”「上海特産のスナックの名前」，“皮箱子”「皮
の箱」，“右半爿”「右半分」，動詞句：“兜圏子”「ぐ
るぐる回る」，“翻跟頭”「宙返りをする」，“捂被頭”
「掛け布団をかける」，“摜榔頭”「誇示する」）。
12） Yan （2018）は上海語の母語話者の主観的な判
断に基づいて語の出現頻度を推定している。この
ような手法を採用したのは，上海語のコーパスが
今のところ存在せず語の出現頻度を客観的に計測
する手段がないためと説明している。この点に関
しては筆者もYanの説明に同意する。

13） ただし，教材音声のうち各課の慣用的な語句
の部分は分析対象から除外した。この部分は単語
を単独で読む音声が収録されており，文を朗読す
る他の箇所とは異なる性格を持つと筆者は考える。

14） 厳密に言うと，「1音節の変調域」では広用式
変調が適用されないため「変調域」と呼ぶのはふ
さわしくないだろう。しかし，他の音節数の変調
域と統一的な説明を行うため，本稿では「1音節の
変調域を持つ」と解釈する。

15） 品詞を確定する際は閔ほか （1986）と銭 （2008）
に加えて，標準語（普通話）の辞書である現代漢
語詞典（第6版）も参考にした。

16） 中国語学では「介詞」と呼ばれる。
17）「その他」には，指示詞（15トークン），疑問
詞（10トークン），形容詞（3トークン），助詞（3
トークン），量詞（3トークン），時間詞（2トーク
ン）が含まれる。

18） ただし，否定の副詞 “勿” だけは単独音節で
変調域を形成せずに後続の動詞・形容詞と1つの
変調域を作る傾向が強い。本調査では副詞の “勿”
は54トークン観察されたが，そのうち53トークン
は後続の述語と1つの変調域を形成した。

19） 例えば，許ほか （1988, pp. 523–524）に収録さ
れているイソップ童話「北風と太陽」の上海語版
では，単独音節の変調域を形成する代名詞と副
詞は計9トークン（代名詞：2トークン，副詞：7
トークン）あり，物語全体の音節数（194音節）の
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4.6％を占める。一方，本研究で分析した会話教材
では，同様の代名詞と副詞（計276トークン；表4
参照）が全体（3538音節）の7.8％を占めており，
上記の物語文よりも高い比率を取る。

20） 文末語気助詞が含まれる割合は以下の通りで
ある。4音節変調域：1つの「機能語」（32トーク
ン中28トークン），2つの「機能語」（19トークン
中17トークン），3つの「機能語」（7トークン中6
トークン）；5, 6音節変調域：1つの「機能語」（7
トークン中7トークン），2つの「機能語」（4トー
クン中4トークン），3つの「機能語」（3トークン
中3トークン），4つの「機能語」（5トークン中5
トークン）

21） 具体例を以下に挙げる。重複形：“鍛錬鍛錬”
「ちょっとトレーニングする」，名詞：“上海閑話”
「上海語」，時間表現：“十一点鐘”「11時」，名詞＋
“老啥”「など」：“阿姨老啥”「おばさんなど」，疑問
表現：“啥辰光走”「いつ行く？」，場所表現：“煤
気浪向”「ガスの上」，イディオム：“馬馬虎虎”「ま
あまあ」。

22） 名詞句において変調域が2つに分かれたのは，
［我］［娘家］「私の妻の家」の1トークンだけであ
る。
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