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「琉球語音声データベースJについて

危機に瀕する言語

"I"IA訴や英語のように母言語話者の数が数億人

という大言語から、話者が数人あるいは一人し

かいない少数民族の言語まで含めて世界中の言

語の数は6千とも 7千ともいわれるが、その大

半が21ul:紀の終りまでに消滅するのではない

かといわれ、 ft~ PJ.~の場合有力な大言語を残し、

9害11以上の少数言語が話されなくなるのではな

いかと危1具されている。その消滅のスピードは、

自然破峻や稀少生物の絶滅を上回るとみる研究

者もいる.言語が消滅するというのはどういう

ことだろう.f;-r ~江や文法書、テキス ト、あるい

はカセ ットテープに言語が登録されたり記録さ

れたりしても、その言詩の話し手がいなくなり、

生きて使われなくなれば、消滅したことになる。

fl3iE球的資J17データベースJについて

…狩俣繁久 l 

図j耳目由の係編成が変わりました ….. .・H ・，. 5 

狩俣繁久

B111iが 'i~滅の危機に瀕するとはどんなことだろ

う.円 liiIJj白人(1999)は、次のようにいう。

自1仙の危機JEを占うのは.話し手の数ではない匝婆な

さめては. 子どもが母語として習得しているかどうかであ

ろう ι J~Mtとしての習得がストップすることは.縦唱の方、

が切れることであり. 繁殖能力的なくなった生物倒にたと

えることができるかもしれない.

円、「絶滅。〉運命にあるmoribunclJrtnfio fどもがすで

に1，]-めとして習得しなくなった五而・

1 位1理にiIiiしたendangeredJ言語. 子どもがまだほ

・iliとして習得しているが、現状のままでは二一世紀

よまでにο〕の仲間入りをする可能仰 があると巧えら

れる，lJR.

山) 1首:#.な回ICJ言語.将来にわたって確尖に話されつ

づけるだろう言語。
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成球太学問 l 版関，~H自惚

危機言語のほとんどが位界各地のマイノリテ

ィーの言語であり‘これまでマイノリティーの

人々は差別され‘迫害されてきた。 しかし、価

値観が変化し、マイノリティ ーの文化が見直さ

れつつある。しかし、民具や工芸品のような物

質文化や、芸能や歌のような様式をもった文化

にくらべて、言語は複雑なシステムで、 継承が

むつかしいのである。

明治12年に沖縄県として日本に くみこまれ

るまで460年間も独立国として繁栄していた琉

球王国の言穏としての琉球諮(琉球方言と もよ

ばれる)も、若い |止代への継河えがなされず、伝

統的な琉球語を第一言語にする話者の他界と高

齢化によって存続が危ぶまれているが、琉球語

は、さきの①②①のいずれに属するのだろう。

いまのI'tJ縄の子どもたちが琉球諮を話すことは

おろか聞いて理解することもできないとするな

らば、どんなに楽観的にみても②危機に瀕して

おり、かぎりなく①に近く 、このままの状況が

つづけば絶滅の運命にあるといわさeるをえない

だろう。

沖縄言語研究センター(代表上村幸雄琉球大

学名誉教媛、現j巾縦大学教綬〕 では20年以上

も前に琉球語の危機的な状況を必慮し、硫球語

の組織的な研究 と記録・保 f下をはじめたョ

1979年から始まった、琉球列島のすべての伝

統的な集落の方言を調査するプロジェクトのほ

かに、琉J)R~討の音声そのものを記録保存する仕

事を1988年からはじめ、 1989をlーからは文部省

科学研究費重点領域研究「日本語音声J (研究

代表者杉藤美代子)の琉球列島班(代表者上半l

幸雄「琉球列島の音声の収集と研究J)の仕事

として行った。

そして、そのときの成果をもとに平成10年

度から文部省科学研究費を得て取り組んでいる

のが「琉球語音声データベースJ (研究代表者

石川友紀琉球大学附属図書館長)である。この

研究計画には、附属図書館研究開発室の高良富

夫(工学部教J刻、大胡太郎(法文学部助教授)、

名嘉111国一(元琉球大学教育学部教夜L そして

狩俣が研究分担者として参加しているが.いず

れも沖純言語研究センターのメ ンバーである。

研究の目的は今帰仁方言音声データベースと首

里 ・那朝方言音声データベースを琉球大学総合

情報処明!センターの大型コ ンピ二Lータを利用し

2 
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てー j荒球大学附属図書館 のホーム ページ

(httjコ// rYl1kYl1-!ang.l j b.l1-rYl1 kYl1.ac.jp/) 上

で公開するものである。

今帰仁方言音声データベース

今帰仁方言音声データベースは、 『沖縄今帰

仁方言辞典~ (角川苦手庖 1983)の全項目(約

17J 3千語)とその耳l例について録音した音声

をデータベース化し、それを辞典の文字資料と

リンクして、琉球大学附属図書館のホームペー

ジ上ですでに一般に公開しているものであるa

~i' I[制今帰仁方言辞典j (以下町市典』と倒的

は、 イ[1'宗線政善(琉球大学名誉教段、沖縦言語

研究センター初代代表.1908-1995)が故郷の

今帰 (~，H字与耳目嶺の方言をまとめたものである。

今帰仁万言は、硫球王朝Jが成立する以前、各地

に裂肢が割拠していたころ、 沖縄本島の北半分

を支配していたといわれる北山の居城のあった

地域の応言であるe 今帰仁方言に代表される北

部方吉は、奈良時代以前の円本語が有していた

とされるハ行子音の口音を保持するなどの古い

特徴がみられ、 首里JJ日開の)J言を中心にする中

南部/j言と大きく対立する方言である。

(' I J宗機先生は、 この W~'F Ú~~ の出版と長年の

疏球JJ言研究が認め られ、1983年に日本学士

院伐を沖縄出身者としては初めて受'員されてい

るo 1'1'純言語研究セ ンターでは、この『辞典』

の全項目と用例を 1988年ーから約 3年間かけて

DAT (デジタルオーディオテープ)37巻に録

音した。話者は仲宗根先生の幼いL頁からの矧友

f1'単線燐(故人) と山内光子で、 録音作業は利J

宗恨先生のご自宅で島袋幸子が行った。

「琉f;R語音声データベースJでは、約2万6

千項目の男女の音声の切り出しを島袋幸子が一

人で行い、外問美奈子(沖純言官官研究センター)‘

冗内川芳麻(庇峨大学人文社会科学研究科大学

院生)が附国際システム(本社那覇) の|自ブJを

得ながら文字データとのリンクと確認作業を行

った。この作業には1998-99年度の 2年間かか

った。



硫球k学附属i五:1-;:生節調』

首里・那覇方言音声データベース

首m.那弱j方言音声データベースは、国立国

語研究所繍『沖縄語辞典』をもとに、首里方言

()jJ伊lも大l慨に地有lD、那廠方言も追加し、 一般

利用者の利便を考l色してカナ文字表記を併記し

たものを作成し、その全;頃臼と用例をDATで

録音し、文字資料とリンクさせて、今年度末ま

でに全面公開するものである。

~ì4'純語辞典』は、国立国語研究所に持ち込

まれたお袋盛敏の原稿をもとに、当時因。fの所

員だった上村幸雄が島袋盛敏‘比嘉春海lの協力

を得ながら整思し直して‘ 1963年に刊行され

たものである。 ~沖縄語辞典』には琉球王国の

都があった首里の士族男子の方言が収録されて

いて、琉球穏を代表する方言の辞典である。

『沖純語辞典』は長らく品切れ状態にあった

が、多くの人々の要望によっておととしの l月

に地li¥llされた。しかし、 一ヶ月足らずで売り切

れてしまい、さらに刷用1/されたが、それもすぐ

に品切れになって、手に入らない状態が続いて

いる。政治経済の'1'心地であった首皇、却li摘の

方言は、 j荒f求訴全体の共通話的な役割を果たし

ていただけでなく、首里、 那覇を中心にする中

南部地域が人口の上からも硫球列島全体の 7割

以上を占めていて.その意味でも中南部方言は

重要な方言なのである。

沖縄言語研究センターでは那覇市教育委員会

委託事業「那覇市方言記録保存j の一環として

1 988fjõから ~i中純言語辞典』の全項目を見直し、

現在でもその簡を使用するかどうか、語形や意

味に変化がないかなどの雑誌容を行った(協力者

久手堅慾犬、イタ狩典子)。また、隣接するJJli朝
方言との異同の確認(福地伯方)と、民俗語誌を

中心にした那新方言の追加(的問麗進)を行った。

首里 ・那覇方言音声データベースでは、首虫

出身の久手堅窓炎、イ中里政子のお二人に新たに

用例を作ってもらいながら、語HSや意味の検討.

3吾設の追加などを行い、さらにお二人の音声を

DATに録音している園また、那覇方言に関し

ては崎間麗進氏の音声を録音している。録音に

は外間美奈子、仲村俊子 ci中部II言語研究センターl

仲間恵子(沖縦言語研究センター)があたり、

沖純県立芸術大学附属研究所のスタ ジオを利)1'1

さぜてもらった.
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百見はー聞にしかず

どんなに正確な発音記号をもってしても、実

際、の音声にはかなわない。それは当然のことで

はあるが.実際の音声を多くの人が利用できる

メディアで、 しかも大量に提供するのは困難で

あった。しかし、近年の技術革新がそれを可能

にしている。ホームページを開設し、インター

ネットを利用すれば、誰でも(特に若い人に)

どこからでも音声付の辞書がひけるのである。

話者が少なくなってしまった、とりわけ文字に

~It き表しにくい音声を有する言語の場合、音声

とともにデータベース化し、インターネッ トを

通して公開するのは、危機言語の記録保存と継

承(学習)のための方法としてたいへん優れている。

rJ涜球語音声データベース」では、標準語か

らでも、 )J言からでも検索できる。さらに、動

物、縞物、地名、料理、遊戯といった意味分野

別の検索も可能である。また、動向、形容洞、

副制、感動向などの品詞別の検索もできる。音

声ーも16bit11 kI-Izと16bit48kl-Izの2種紙を用

意ーしてある。前者はダウ ンロードの時間を短く

できるようにしたもので、後者は音質を重視す

る研究者向けのものである。研究者向けには一

般向けよりも検索方法のメニューを泊やしてあ

る。

一般向けが誰でも利用できるのに対して、研

究者向けはあらかじめ登録してもらってパスワ

ー ドでアクセスしてもらうことになっている。

この研究首向けページを設けたのも本データベ

ースの特色の一つであろう.

参考 宮岡{白人(1999) r危機に瀕した言語ー

崩れゆく言語と文化のエコシステムJ (~月刊

言語J 1月号)

(かりまた しげひさ・琉球大学法文学部教綬)
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~成研潜彦声ヌータベ'-AのfJeCI才~
. 琉球語音声データベースへのアクセス

図書館ホ ムベージ http://www.lib.u-ryukyu.ac.jpIこアウセス、 「電子化資料と図箸館活動」→ 「学術資料集」

→「琉球語音声DBJをク リックする

琉球語音声データベースのメインページから，

の函面がでてきます

それぞれの方言データベースをウリッヲすると. 方言検索のため

(アヲセス経路がわかりにくい時は、 Site Mapを参照してください)
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明[1主語音声データベースでは次の方法によって，
されている方言を検索することができます.

( 1)見出し語検索
検索文字を入力して検索する.

収録

検索のために入力して文字が「部分一致」か「完全一致』
か選択することができます.

.方言から検索する
方言音声から検索する場合は，探したい方言(単語)を

カタカナ(全角)で入力し，検索ボタンをク リックしてく
ださい.

.襟準語(日本語)から検索する
標準語から検索する場合は，標準語在ひらがな，または

漢字で入力し，検索ポ$'ンを?リックしてください.

検索機能の他に、下記の索引も用意されています.

(2)標準語五十音別索引

(3)方言五十音別索引

(4)力テゴリー別索引
標準語に訳すのが難しい方言や標準語で対応する単語が

よくわからないときの手がかりにもなります.
たとえば 「動物」をク リッヲすればl デーヲベースに

収録されている「動物」に関係する方言の 覧が表示され
ます.

(5)品開別索引
標準語に訳すのが離しい方言や標準語で対応する単語が

よくわからないときの手がかりにもなります.
たとえば 「名詞」をク リッウすれば，データベースに

収録されている方言のうち r名詞Jの 覧を表示します.

見出し語検索のー朽IJ (完全一致と部分一致を選択できる)

ー→
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図書館の係編成が変わりました

2000年 4月 1日から図書館事務組織が次のように変わりました。

情報管理課 FAX: 098 (895) 8154 
総 務 係 … ・ 図書館の庶務、会計その他に関すること

895-8153 e-maiJ: g己neraj@lib.u-ryukyu.ac..ip

資料情報係…・ 図書・雑誌の選択・発注・塁走銀(医分館を含む)

895←8156 e-mail: 111ateinfo@lib.u-rYllkyu.ac..ip 

デーデーベース係…・ データベースの作成、目録デ タの調整

895-8159 e-mail: datab@jib.u-ryukYll.ac.jp 

システム管理部…・ 図書館システム及び電子図書館の維持管理i.t電子化資料の作成

895-8161 e-mail: sysCan@lib.ll-ryukyu.ac.jp 

情報サービス謀 FAX: 098 (895) 8169 

資料サービス係…・ 貸出返却、関r覧z室書架‘去書占庫の鮒
895-8166 巴日寸l口111百lail:serviばce@j日ib.u一寸rYllkYll.ac..i凡p】

参考調査係…・ 参考調査、相互協力・文献複写業務‘国際資料・沖純資料の利用

895-8168 e-mail: refer巴n@jib.u-ryukyu.ac.jj)

電子情報係…・ 利用指導を含む、情報リ テラシー教育の惟進、ホームページの運用調整等

895-8167 巴l11ail:ejr~e同@j i b.u-rYllkYll.aC .jj)

医学部分館 FAX: 098 (895) 1059 

医学情報係…・ 医学部分館の貸出返却、閲覧室書梨、書庫の維持管理

【7月の予定1

会は休業期(上映13;30-)‘その他
は通常期(上映(1)15;00-.(2)18;0口

上映場所琉球大学附属図書館 1階

事目的ホル又は 11唱AV視聴室(共

同学習室)

7月 5日 (水)カサプランカ CASABLANCA /1942/ 7Jリカ映画 103分

7月12日(水)誰がために鐙は鳴る FOR WHOM THE BELL TOLLS /1943/ 

アメリカ映画 103分

7月19円(水)ガス燈 GASLIGHT /1965/ ytl)1J映画 114分

7月26日(水)追想:ANASTASll1. /1956/ 7J1)1J映画 105分

[8月の予定】

8月 2日(水)禁じられた遊び:JEUX INTERDITS /1951/ 77況映画 82分

女 8月 9日(水)追悼宮川一夫 1年忌スペシャル級生門 /1950/大|決 87分

*8月16日(水)お熱いのがお好き SOME LIKE IT ]-[OT /1959/ Uリ1J映画

食 8月23日(水)クレオパトラ CLEOPATRA /1963/了刈j)映画 246分

女8月30日(水)マイ・フェア・レディ MY FAIR LADY /1964/ Y)I)!J映画 173分

【9月の予定】

女 9月 6日(水) 七人の侍 /1954/東宝 207分

*9月13日(水)民族の祭典(オ1)ンピ7第1音10: FEST DER VOUくER-OLi.'MPIAL TEIL-1 / 

1938/ドイツ映画 115分

女日月 20日(水)炎のラ ンナー CI-IARI0TS OF FIRE /1981/イギ1);(映画118分

5 
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-Jtilills.写'l;tW e b I L L el震で~
WeblLL，Web図書購入の利用開始

この ILL依頼は、いつでも(図書館が閉まっていても)利用することができます
図書館ホムペジhttp://www.lib.u-ryukyu.ac.jpにアクセス、
WeblLL依頼は、 「情報倹索」→ rWeblLL依頼」をクリック
Web図書購入は、 「情報検索J→ rWeb図書購入」をクリックする

※ この操作にあたっては、 [Enter Jキーを使用しないようにすること
I L L(lnterLibrary Loan)とl立、

本学図書館に所蔵していない資料を全国の大学が援助してく れるサービスです。
利用にあたっては、 WebOPAC、W巴bCATなどで、本学内の所蔵をよく確認してくださ い

※ 

• 

1 . Iししイ衣車買ログオン
口グオン画面

利用者 ID、パスワ ド入力

利用者D工学生証、職員証の ID
パスワ ドこ(f総合案内j 内線8170で要確認)

パスワ ドの初期値は上記でご確認ください内
パスワ ドは利用者自身が変更することができます.

または

希望する処理・・・・

[1 L L依頼申込]
[1 L L依頼状態]

をクリックする
一些主計

日町
一

γ黒区山一
fしし依頼

※依頼申込にあたっては‘
同時|こWebCATを聞いておくこと ※

(1) WebCATの書誌。所蔵確認を行L、、「詳細表示」デ クを
Cut&Pasteで「署名」欄へ砧り込んで依頼書を作成し
て〈ださい。

WebCATで琉大の所蔵があり、 5-6+のような所蔵表

示の場合は、WebCATのくAA*本水虫〉のデ一世を
WebOPACの「詳細検索jのfNCDJの検索キーとして

詳細所蔵の確認をしてください。

→ 

I ，1;t'J主主E

ア l。

れ輔さ?と

，'，:....-! 

ぶ丙おちi叫締棚!

.1 (2) r図書の著者」欄には、論文の著者を記入せず原則として

空欄にしてください
論文の著者は、論題の前に「著者名 /論題」のように記

述してください

i訂iX文相官時;-: l.，~_.) l1l" 

(3)巻号の記述は400(1)のように、巻と号の聞にスベ スを
入れないこと

b長

認確のE' 
賀状頼

U
E
覧
依

k
n
H

一
ーし

キ
八
況

L

刊一

状
vm
頼

依

依

l
」

l
」

円

4

利用者自身が依頼状態を確認できる
[受付済] 依類館(琉大)で依頼手続中
[処理中] 受付館(相手大学)で処理中
[受渡可] 複写到着、現物借用可能
[返却済]現物返却確認

依頼を誤ったときの訂正ができないので.

誤ったデータを送信したときは速やかに
担当係へ連絡されたい
(本館 895-8168 分館 895-1051) 

※ 
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しし依頼申込書の記入例

申込書の記入時の注意事項

WeコC:ATを併用、書名等のデ ータを利用すること

3， I 

• 
支払区分‘貸借/複写 資料種目Ijに留意

巻号の記入li'J 52(日)← voL52 no.6 52巻6号
4 、 4巻叩L4，4号，110.4 ~ JM皿をつけない

論文の著者は 「論文の著者及び標題」の4聞に記入
※ 「著者名J{ユ「図告の著者」が必要な場合のみ使用する

WebCATを併用する場合は I空欄Jとすること
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お知らせ

。 |jH館案内 2000年 7~9 月

7月 B月 9月

11 1'1 火 /)< 木 金 11 1'1 火 水 本 金 11 月 火 水 オに

2 3 4 3 

3 4 日 6 7 、

l， 10 1 J 12 13 14 
1 '. 

lれ I11 

I1、 17 18 19 ‘." 21 ..・、 f) " 

、 24 25 26 28 'ぺ i吋

-開館l時開 通常期・月~金[黒字J 8・30-22:00 '1-.'口・祝 iFi 13:00-20:00 

休業均1]:月~金 ， J 8:30-17:00 上 1::1'祝 介fJ 休館

-休館日 r '/1 J 土・日曜(夏苓休業 8/5-9/30)) 

祝日 (9/15.9/23)、定例休館口 (7/27.8/24.9/28)

※ 医学部分胞の 9月は通常期間館となります。

(年|制の開館案内はホームページをご覧ください)

。長期貸出開始 7月24日から

~ 

U 

'. 
'W 

平成 12年8月5日(土) -9月30円(上)は夏季休業のため、長期の貸出しを行います。貸

出1111数は通常通りで変更はありません。返却期限は、平成 12年 10月 13日(金)です。

また、長期貸出した資料については、貸出延長の手続きはできませんのでご注意ください。

。『読書案内'2000Jがホームページに

学生の知識や技術の修得、あるいは人間形成のための「読書j へのガイドとして企画された 「読

諮案内'2000Jが、先生方の執筆によるご協力を得て完成し、 「読書案内['97.IJ r読書案内 '99J

とともに「附属図書館ホームページ」に燭il悲します。

とにかくホームページを聞いてみることをおすすめします。 rお、あの先生も書いているぞ!J 

と思うものがあるかもしれません。また、先'j=.方の意外な一面を知ることによって、先生方に対

して親近l惑を持つことができ、先生方と学生のみなさんの問でコミュニケーションが持てるきっ

かけになるかもしれません。学生の皆さんがこれを読んで、 「読書Jすることの飲ぴを知り、豊

かな学生生活を過ごすことが出来ればと願っています。

琉球大学附属図書館報“びぷりあ"第33巻第3号(通巻第127呈)
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