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琉球首里方言の単語のピッチ・ノゼターンの分析
高良淵夫＊大城樺＊
Pitch-PatternAnalysisofRyukyuanWordsinShuriDialect
TomioTAI〈ＡＲＡａｎｄＪｕｎＯＳＩＩＩＲＯ
Abstract

TheRyukyudialectisageneraltermforthedialectsdistributedoverfour

islandRroups：Ａｍａｍｉ，Oki11awaMjyakoa】1dYaeyama，anditrepresentsa
majordivergencewithintheJapaneSe]anguagewiththemainlandJapanesedia、
１ecL

ThusitisimportanttostudytheRyukyudialectinordertounderstandclearIy

ancientJapanese，thehistoricalchangesinJapaneseandfinallymodemJapanese、
Ｕｐｔｏｎｏｗ，theRyukyudiaIectshavebeenstudiedalmOststrictIyauraly，andfew

studieshavebeendoneintermsofengineering
lnthispaper･ｗｅｔｏｏｋｕｐｔｈｅＳｈｕｒｉｄｉａｌｅｃｔａｓｔｈｅｓｔandardRyukyuandiaIect，
andstatistica]lyanalyzeditsaccentpattern・Wealsoobjectivelyexaminedthe

traditionallinguisticunderstandiｎｇｏｆｉｔ，utilizingthedigitalsignalprocessing
technique、Ａｓａｒｅｓｕ]t0weconfirmedthetraditionallinRuisticunderstandingsand

expressedthemmoreprecisely

KeyWord：Pitch-pattem，Ryukyudialect，Shuridialect，
Digitalsignalprocessing

l・まえがき折(2)~(5)は少なかった。特に琉球方言のアクセント
に関する音満分析はこれまで行われていない。

琉球方鐡は，奄芙・沖縄・廓古・八頭山の４群鰯そこで本鰭丈では，琉球方首の中から代表的な首
に分布する方首の総称であるが，方首学上は本土方里方百をとりあげ‘ディジタル慣号処理の手法に基
曾とともにロ本譜を二分する大力御である。また，づき，首里方首のアクセント型について銃if的に分
本土方箇と琉球方首とが祖語を同じくすることは，折を行い，首騰学的知見をより客観的に検肘し、さ
現在では定規である｡(】》従って,琉球方薗を研究すらに厳密にする。日本語のアクセントは、物理的に

ることは，古代日本語の解ＭＩＩ，ｎ本識の変避，ひいは音の高さ（ピッチ）の変化に対応する(6)とされて
ては現代日本鑑を理解する」名で､i要であると考えらいることから，ここでは，首里方首の単鰭のピッチ・
れる゜パターンの分析を行う。
琉球万百に属する方言の大部分は，文字画旙（書
きことば）としては必ずしも発達しておらず，むし２．首里方雷のアクセント
ろ青71J爾語（緒しことば）としてよく保存されたも

のであることが多い。従って，琉球方哲を研究する首里方首の辞典として定評のある「沖縄鴎辞典」
ためには，その音声を分析する必要がある。しかし，の解脱鰯(7)に，首里方画のアクセントについての記
琉球方曾の音声の分析法としては，これまで大方述がある。それによると，首里方曾のアクセントは

聰取に頗るのみであり，客観的手法による音声分次のようになっている。
受付：1987年５月９日

・琉球大学工学部電子・怖報工学科

Dept・ofElectronicsandlnformatio、Engineering，Fac・ｏｆＥｎｇ．
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「首里方蘭のアクセントは平板ｊ;！と’ず隙1Mの兵つに

分かれる。アクセントはIiiIiilにと仁定患っているか，

没す』L本脇I波数について分析することにする，
」､のiiuj山では．「渦いまたは『低い，とはな.〕て

アクセントのⅡ1位をなすもの１．fいわゆる「丈1,10で

いるか，’ｆｉｌＩＭｆか?蝿際にはどCl)１Ｗ典である‘)かIﾘ1Ａ

ある。

かで＃ＩＦい畑fAgllLilLJli燕で…ｊ１．１ドらに靴〈」と

．，F極!(1のアクセントを排つlilliliは，はじめｌＩＩｆＭｌ史

されているか．ど'千か災際に．苅竺であるか腿l1Ijで

のあるいはやや低いHPljさで始まIL終りまで大体'0リ

ある'・次iii以I;て(よ．これのグ)JALにiii趣しつつｹ)Ⅱｉ

ヒ満さが続く．

する．

１ざ降型のアクセントを持つliL船は14板41のlil鵬よ

りも高く始まり，かつ雛ｌモーラは姉２モーラ以'；

3．音濟資料

と比べてやや強く苑瀞冬れあ。そしてＺモーラｄＭｉ

（:Jlifｾﾞﾈ;１１１，ｉ''１繩iMi僻！(↓か'P》肱粋した'1広板jVljil;`/Ｉ

の場合には第１モーラだけか'１W〈、城２毛一ラは低

Ｉ９１ｉｈ、１ｲlWIUili1i/fj91i/１，，il:ｉＨｌｉ“･Iオ'1リハ編,lilPiﾘ)次

い⑥

３モーラ以１２のlflljWC'〕IillMlでI小jln7Mr鮒２そ

什Ｉ粉（ルヤ'1：７７戯、５４rFllllI､１.'１１に〈I(Iii；ｋｆＩｉ：３５

うまでか1脚〈,以施)．Ｅ…~ｼljlKllL〈終ll5fで､Ｗ川：

戯，’l1jfllIIliW｢'１１に(I:(i(）が総）Iiしぬ7(iiJ(で､ｈ為．ノミ

１に（･ｌＷ１ﾋﾞﾈ1〉:して)ⅡいたfiWWt,(す。lii1i冊の１k枠

続くⅢ
以1..のことから，ｉ､ＴＩＭノハirに』;いてもアクー１２シ’．
は！…次近似として,１Ｗ)''1$ざ（ピッチ）⑪変化に

粂('|(１．１ﾙ(１１１１として雌jIjI'糀介よむいfi1i`ｌとし，Ｉｉ１Ｉｉ

付‘),i＃いにﾄﾘ；しAl'すい…船｢Iりなl1lij罐遡り<した!，

対応すると似われる.ｉｉｔって本倫文でｌｉ１ピ，ゾチを
Tab]ｅＩＷ｢)ＴｄＩｉ瓠（)fShuridia]ectusediKlLheexperiment．
jlf板Ｊ１リアクーヒントｌｉ

２モーラ

Pａｍｉ（'１１町）

、i慾ｉ（水）

7Ｎｎｉ（稲）

7Ｎｍｉ（梅）

?uｍｉ（i雌）

7ada（かたき，あだ）

Ｚｌｎ

(銭）

FIama（ほら穴）

mlllTll

(耳）

7iju

（あなた）

?a鷲ari（束）

7ｕＮｚＬＩ

wlnaHu（炭）
３モーラ

下降ﾁ１１アクセントリt譜

'ｕｄｕｉ，

(J(k）

（姉リ）

鷲aIzaN

（蚊）

judai

（よだれ）

ｍｉｚｕＮ

（いわし）

ｅｅｍａ

（八，111）

X1aNzi（難儀）
RａＮｌＭｒｉ（いたずら）

'jl1lWicj

（うるう）{）

(ガジマル）

?ajH【iI11LlN

IJ〕I｢物）

R我ｚ１ｎｌｔＩｒｕ

０１モーーラ

５モーラ

,illLlmuN

（lJUc物）

biNgata（染め物oDIlAIの渦）

，ｉＮ ｇｕｎＭ

(織剃1）

naclgwl1

deebiru〈～です｡）

nuciguSui（命の薬,おいしい物）

?inamuduci（料理の名）

?aNdaguci

7Nmaridusi（生まれ年）

(お世辞）

nanacibusi（北斗七星）

?aNmajoo（あれまあ）

?ikirasaN（少ない）

gazirimuN（やせ細った者）
tiNgzlara

合計

（泣き)肘）

gaNzuu（頑丈）

19譜

（天の川）
19語
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アクセントをii1Mくるためには，より［|然な苑)trを

I)のピッチ脳波数とした。このピッチ周波数を上述

111Lる必ilMlがある`，そこで側:)Ii擁】|i(においては．採取

の平板H1｣i１１膳すべてについて平均した。下降型単語

打力《;)iiぬるlMii冊およびそげ)liMliに対応するlい､{;/｝

についても側榔に行い，平板型単語の平均値と下降

（11U;(ノハi）を苑liIiせず，身振りをjl1えたなぞかけ

'1W1jliiW)`1A均liHとの震(下降型一平板型)を求めた。

形式により，，IiIi打からでざるだI十TwT1Hプバ1本ﾙﾋﾞの鑑

これを表２に示す。表２ではピッチ周波数の差をオ

ｒｆをｲﾘることを`し､がけた。i;ﾊ村がif々のⅡ1,禍につき

クターブ単位（ＯＣＬ）で示してある。

３凹1発'1Iした蘭:'9Jをカセット・テーープ・レコーダに

次に，抽出した全ての単語のピッチ周波数のパ

鉢ffし．鍬fi:状態の」い、６のをひとつ7Ｗ(涜科とし

ターンを，炎lのようにアクセント蝋とモーラ数で

８甑IMIに分鮒し，各々の穂類において共通するピッ

て擁川した。
鍬11fした761Mのｌｆ声は，ｉ汁鰍機で処珂!するため．

チ・パターンを求めた。

５ｋ山uuiILjui魁ワィルタをjmjlljした後，サンプIノン

Ｍ１(a)に，例として，３モーラ下降型単騎のすべ

グ周波数101ＳＩＩ妬ｌ１ｔｆ化ﾄﾞﾉ１度１２ビットでAI〕斐換き

てのピッチ・パターンを示す。図１(a)からわかるよ

れ．訓･獄機のメモリに取り込まれる．さらに，この

うに，｜釦しIblWiに属する単語でもその発話持統時間

汗)Iiiir料をＩｉ１皮でも繰返し彼)１１できるように，フロ

や平均ピッチ周波数にばらつきがあり，この図から

ッピーディスクに橘納した`．

共通のパターンを見い出すことは困難である。そこ

4．ピッチ・パターンの抽出

の線刷伸綱を行う。すなわち，その極瓢に属するす

でまず，発鋪の持続時間長をそろえるため，時lH1軸
べての単語の発緒持続時間長が，平均発麟持続時間
、itjiliのピッチNil波数は､ケプストラム法(8)に雌づ

長に蝉し<なるように正規化を行う。その結果を図

き．フレーム長25.6,s，フレーム周Ｗ１１０．０，sで分

１(b)に示す。次に．個人差や性別などによる声の高

析し抽出した。抽出結果には，抽出鶴リを除去する

低差を除くため，対数周波数尺度上で各パターンの

ため，５点メディアン・スムージングを施しさら

平均値が等しくなるようにそれぞれ上下に平行移動

に．これにより除去されない誤りは，視察により鯵

する。その結果を図１(c)に示す。肢後に，各時点に

Ⅱﾐした。

おいて，通り合ったパターンの平均をとり，平均化

まず始めに，単語の始まりにおけるピッチ周波数

ピッチ・パターンを求める。図ｌ(｡)に平均化ピッチ・

を，平板JW1アクセント単語および下降型アクセント

パターンを示す。図１(d)の実線は，各時点における

以濡について比鮫した。

ピッチの欄幽偏差を表しており，ここでは標ＮＩＩ偏差
を平均ｲi11からの上下幅として示した。

｣仙綴の飴まりとして．ここでは，（)ｍ鄙～5OmS1

80ms～130,s，１６０，s～210,sの３区間をhlWlし，

以上の方法で８柧類の平均化ピッチ・パターンを

求めた。これらを図２－図９に示す。

各区Ｍ１においてピッチ周波数を，聴徽の特性に合っ
た対数周波数尺度上で平均し，これを各単語の飴ま

Table２Pitcbfrequencydi【ferencesbetweenthenatandthe

descendingaccenttypesatthebeginniｎｇｏｆｔｈｅｗｏｒｄｓ．
区間〔ｍｓ〕
Ｏ～５０

８０～130

1６０－２１０

下降型〔Hz〕

差〔０ct.〕

性別

平板型〔Ｈ２〕

男

１４１．８

１４４．５

０．０２７

女

１５３

0

１５８

５

0

0５１

男

１５６

９

1６４

９

0

０７２

女

1７２

１

1７８

８

0

０５５

男

161

５

１６９

９

0

0７３

女

1７４

１

１８１

７

0

0６２
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jIijiliMiともいえる櫛)１k万荷のⅡi誰のピッチ・パター
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