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 導入 

 言語を獲得するためには、人間の幼児は、絡み合った帰納的問題を解決しなけれ

ばならず、それは子供が直面する最も厳しい計算上の課題の 1 つとして代表され

る。 

 この問題の最も初期的かつ基本的な問題の一つが、連続する音声を単語、音節、

音素などの異なる単位に分割することである。 

 様々なレベルの言語構造で分割の問題が繰り返されるのだが、それがレベル毎に

解決されるのか、あるいは、レベル間の相互作用によって解決されているのか

は、いまだに明らかにされていない。 

 

 本研究では、発話の時間的構造の予測可能性（predictability in the temporal 

structure）が、この問題の解決の糸口につながるかどうか、検討する。 

 そこで今回、3 つの異なる統計的アプローチを用いて 18 言語のサンプルにおける

音声の時間的構造の予測可能性を調べる。 

 特に、次に登場する音節核（母音）が、前の音節が発生した時間からどのように

予測されるか、検討する。 

 また、前の音節の強勢が、次に登場する音節核の予測に役立つかどうかについて

も検討する。 

 

 言語における韻律（Rhythm）は単なる音節の時間的予測可能性よりも明らかに複

雑なものである。 

 しかしながら，発話における韻律の概念の多くは言語の音響システムの知識に依

存している。 

 我々が持つ予測可能性の概念はつまり、音韻知識としての音韻の概念よりも基本

的な何かであると言える。 



 心理学の韻律研究の起源にさかのぼってみると，我々は”rhythmic”を連続する音

の時間的規則性として呼び，”rhythmical”のことを時間的間隔のパターンとして

呼んでいる。 

 Bolton(1894)の研究では、入力された聴覚刺激の持続時間や強度が、音響分割に

おいて、比較的重要な役割を担うことを実験的に示した。 

 そこで今後我々は発話の規則性（rhythmic）に重点を置く。 

 特に、音節核の発生が音節の持続時間から予測できるかどうかを検討する。 

 したがって、本研究では分析において音節核のデータのみ扱う。 

 

 言語における時間的構造の予測可能性を定めるために，形式的そして地域的に異

なる 18 の言語のコーパスを調べた。 

 実際のスピーチの時間的構造に興味があるので、単語リストを使用することは有

用ではないとして、短編小説を使用した。 

 IPA(International Phonetic Association, 1999)の物語文を今回は採用した。 

 

 本研究では、発話サンプルから音節持続時間の予測可能性を測るために 3 つの統

計的手法をとる。 

 それぞれの手法で、発話サンプルの長さごとに、予測を立てる。すなわち、 

 Length0: 言語の世界的分布特性は、次の音節がいつ発生するかを決定する 

 Length1: 次の音節の出現するときは、前の音節、すなわち、隣接する要素の

相対的持続時間の非ランダム分布が存在する 

 Length >1: 次の音節が出現するときは、複数の前の要素の持続時間に基づく 

 

 刺激と方法 

 刺激：コーパス 

 オーディオファイルは IPA に収録されている、「北風と太陽」を、各言語で使用

した。（各言語の情報は Table 1 参照） 

 瀬部手の文章が、5-13 の文に分けられ、177 個（中央値）の音節で構成されてい

た。 

 

 方法：アノテーション 

 本研究では、音節核の注釈（アノテーション）を手動で行った。 

 音節核は、耳で特定され、その正確な位置は振幅が最も高く、調和構造が最もは

っきりしている個所を特定した（Figure 1）。 

 さらに、話し手がどこにポーズを置き、どのように韻律（リズム）を区切るのか

特定した。 



 また、評価者間の一貫性を保つために、4 つの言語に 2 人の評価者が注釈をつけ

た。 

 同じ言語の評価者間の誤差の平方和は、異なる言語間の誤差の平方和の 10 倍以

下であった。 

 

 方法：言語を持続時間にマッピング 

 以上の手順ですべての言語の音節核を注釈した後、隣りあった音節核同士の時間

的距離（INI）、強勢の違いを測定した。 

 したがって、すべての言語が、2 つのベクトル D =(d1,d2,...,dn)と I =(i1,i2,...,in)

を持つこととなった（Figure 1）。 

 また、音節の持続時間については、対数として扱った。 

 これは、ヴェーバー‐フェヒナーの法則に基づいており、数学的に扱いやすいた

めである。 

 

 分析と結果：単純分布測定 

 言語の分布予測可能性、すなわち INI の存在および頻度に関する情報がその言語

の時間的編成に関する情報を提供するかどうかを調べた。 

 各言語を標準化するため、Kolmogorov- Smirnov（1948）分析により、各言語の

D をその言語の経験的 INI 分布と同じ平均および標準偏差を有する理論的正規分

布との差として計算した。 

 次に、この尺度が、発話リズムの一般的な尺度と比較することによって、時間的

変動性（nPVI）とどのように関連するかを試験した。 

 この nPVI は、以下の式で求められる、隣接する持続時間間の変動性の尺度であ

る、といえる。 

 𝑛𝑃𝑉𝐼 =
100

𝑛−1
∑ |(𝑑𝑡 − 𝑑𝑡+1)/0.5(𝑑𝑡 + 𝑑𝑡+1)|𝑛−1

𝑡=1  

 この時、nは音節の数であり、因子100は数を0と100の間で正規化する。 

 INIの高い言語は、強い時間的変動性、nPVIを有することになる。 

 Figure２で示すように、Kolmogorov- Smirnov（1948）分析による、標準化分布

とnPVIの間に相関関係がみられた。 

 つまり、この分析は、一般的な規則性（rhythmicity）の尺度によってとらえられ

た言語の時間構造のほとんどが、音節核が正規分布期間に存在するかどうかを評

価することによって、同様に十分に判断することができることを意味する。 

 

 

 



 分析と結果：時間的構造の分布統計 

 音声タイミングの分布に対するベイジアン推論 

 分布を使ったアプローチとして、ベイジアン推論を介して完全な事後分布P(μ, 

σ|R)を計算する、というものがある。 

（μ＝平均、σ＝標準偏差、R＝観察されたデータ） 

 ベイズ統計（Gelman et al.,2004）による手法を用いれば，帰納的問題のためのバ

イアスのかかっていない P(μ,σ)を公式化することが可能になる。 

 つまり、音節の時系列を知覚する理想的な学習者が利用できる予測可能性の程度

を定量化することができる。 

 言い換えれば、これらのデータを知覚するであろう学習者をモデル化し、ベイジ

アン推論を介してμおよびσ2の推定値を誘導し、これらの推定値を使用して将

来の音節の発生時間を予測することができる。 

 学習者がサンプリングしたμとσ2の推定値を支持するランダム性を考慮するた

め、モデルには、パラメータの事後確率を積分し、各パラメータ設定の下で予測

を計算、そしてデータを与える。その後パラメータの事後確率によって予測を重

み付けする。 

 学習者のモデルを以下に設定した。 

 𝑝 (ｒ
𝑛𝑒𝑤

|𝑅, 𝐹) = ∬ 𝑝 (ｒ
𝑛𝑒𝑤

|𝜇, 𝜎2) 𝑝(𝜇, 𝜎2|𝑅, 𝛷)𝑑𝜇 𝑑𝜎 

= 𝑡𝑛−1(�̅�, 𝑠), 

 この時、ｒ^newは推定される新しい区切りを表し、ｎは観察されたデータの数を

指す。またΦは上のパラメータで、r ̅は観察されたデータRの平均値、さらに、

ｓはr ̅の分散である。 

 これをもとに、言語ごと、分布を計算した（Figure3A）。 

 

 ベイズの効果：結果と考察 

 図3Aから、言語間の分布の類似性は直感的に明らかである。 

 構造の定量的な尺度を解釈することができた。 

 特に、情報理論的差分エントロピー（differential entropy）について報告する。 

 差分エントロピーは、一次時間的規則性に関する分布情報に応答して、不偏で理

想的な学習者の予測の情報内容を直接定量化する（分布ではなく量的な比較がで

きる）。 

 ℎ(𝑟𝑛𝑒𝑤) = ∫ 𝑝(𝑟𝑛𝑒𝑤|𝑅, 𝛷) 𝑙𝑜𝑔𝑝(𝑟𝑛𝑒𝑤|𝑅, 𝛷)𝑑𝑟𝑛𝑒𝑤 

 

 Tabel1は各言語の事後確率分布の差分エントロピーを示す。 

 その値が低ければ、より高い予測可能性を表すことになる。 



 総合考察 

 時間的構造は発話処理において中心的な役割を担う。 

 我々が知る限り、その時間的構造が、発話信号の予測可能性をどのように定めて

いるのか、定量化した研究はない。 

 ただ、注目してほしいのが、本研究では低次の時間的規則性に焦点を当てたとい

う点である。（発話の韻律情報ではなく音節の距離と強勢に焦点を当てていた） 

 ベイズ推論を用いたモデルでは、低次のレベルで最大限簡潔に、予測可能性を定

量化することができた。 

 これらの結果は、音節のタイミングに時間的規則性があるという一般的かつ十分

に証明された考え方を示すことができた。 

 しかし、この規則性は、発話の韻律（rhythm）の主観的経験を説明するには十分

ではない(Lehiste,1977)。 

 

 次に、AMRAを用いて、より高次の時間分解能で存在しうる予測可能性を定量化

しようとした。 

 しかしながら、それを支持する結果は得られなかった。 

 ARMAモデルは過去の線形結合に基づいて将来の予測を行うことができるが、こ

れはあまりにも制限的かもしれない。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1 | Nuclei annotation methods. The nuclei of each syllable (denoted by the corresponding 

syllable number 1,2,3,...) were annotated using acoustic information and visual information from 

the sound wave (top), the spectrogram (bottom, Fourier’s window length equals 0.05 s), and the 

signal intensity (yellow curve). Distances between adjacent nuclei are denoted by ds and is are the 

corresponding differences between intensities of adjacent nuclei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2 | Two  ways of measuring rhythm variability. For each language, the nPVI is plotted against 

our non-uniformity measure, showing a good correlation between the two (linear fit in gray). 



 

 

 

 
TABLE 1 | Information and numeric results for each language that was annotated and analyzed.  

Language specs Descriptive statistics Distances Ideal Learner Predictions ARMA Modeling 

and Distributions 
 

Language Language 

family 

ISO References 
 

Number 

of nuclei 

Number of 

rhythmic 

phrases 

Median of 

distribution 

(ms) 

 
Normality nPVI 

 
Estimated 

LR-INI 

mean 

Estimated 

LR-INI 

variance 

Differential 

entropy 

 
(p,q) and 

differencing 

order of 

Size of 

akaike set 

% Akaike 

weight 

taken up by 
                best ARMA  d = 1 

Arabic Afro-Asiatic ara Thelwall and 
 

211 15 173 
 

0.07 38.6 
 

0.02 0.25 0.72 
 

(5,3),1 30 93.96% 

   Sa’Adeddin, 1990                

Arrernte Pama–Nyungan aer Breen and Dobson,  220 18 177  0.074 35.4  −0.02 0.23 0.70  (1,1),1 21 98.89% 

   2005                

Cantonese Sino-Tibetan yue Zee, 1991  123 20 144  0.076 26.8  0.06 0.11 0.35  (0,0),0 30 7.62% 

Dutch Indo-European nld Gussenhoven, 1992  159 18 148  0.078 45.9  0.04 0.33 0.87  (2,3),1 19 99.12% 

Georgian Kartvelian kat Shosted and  173 18 164  0.113 47.8  0.01 0.41 0.98  (0,1),1 19 99.99% 

   Chikovani, 2006                

Hindi Indo-European hin Ohala, 1994  211 23 179  0.033 33.8  0.00 0.19 0.59  (0,1),1 34 91.14% 

Hungarian Uralic hun Szende, 1994  191 13 188  0.037 37.3  0.02 0.22 0.68  (0,1),1 50 65.05% 

Igbo Niger–Congo ibo Ikekeonwu, 1991  159 23 194  0.139 39  0.01 0.25 0.74  (0,1),1 16 100.00% 

Italian Indo-European ita Rogers and  185 20 185  0.056 41  0.04 0.27 0.76  (2,3),1 21 99.83% 

   d’Arcangeli, 2004                

Japanese Japonic jpn Okada, 1991  187 24 131  0.163 49.2  0.10 0.35 0.90  (0,1),1 21 100.00% 

Kunama Nilo-Saharan kun Ashkaba and Hayward,  185 41 196  0.078 41  0.09 0.28 0.80  (0,1),1 17 100.00% 

   1999                

Mapudungun Araucanian arn Sadowsky et al., 2013  161 24 211  0.109 38.1  −0.01 0.25 0.73  (2,3),1 21 99.94% 

Nuuchahnulth Wakashan nuk Carlson et al., 2001  106 13 285  0.077 47.7  0.04 0.47 1.05  (0,1),1 21 99.99% 

Spokane Salishan spo Carlson and Esling,  92 11 364  0.11 42.3  0.01 0.34 0.88  (1,1),1 20 100.00% 

   2000                

Tena Quichua Quechuan quw O’Rourke and  238 36 249  0.112 42.3  −0.03 0.35 0.91  (0,3),1 22 98.43% 

   Swanson, 2013                

Thai Tai–Kadai tha Tingsabadh and  181 33 251  0.064 41  0.02 0.33 0.87  (3,2),1 21 99.99% 

   Abramson, 1993                

Turkish Turkic tur Zimmer and Orgun,  169 14 159  0.055 32.9  0.00 0.17 0.54  (2,4),1 45 60.02% 

   1992                

Vietnamese Austroasiatic vie Kirby, 2011  121 19 214  0.086 36.8  0.07 0.24 0.71  (0,1),1 19 98.19% 

The left side of the table includes ethnographic information about the languages and descriptive statistics of our sample in terms of syllable and phrase structure. The right side of the table provides results for each language. For the first 

analysis, the correlation between the Kolmogorov-Smirnov D and nPVI measures can be noticed. Next, we present measures about an ideal learner’s inference of the LR-INI (the logarithm of the relative INI lengths; see section Analysis 

and Results: Distributional Statistics of Temporal Structure (Order 1)), and the last three columns present the raw results of the ARMA analyses, including both the single best-fitting model as well as the results of calculating the Akaike 

weights and sets. Results from higher-order models should be interpreted keeping in mind the low predictive power of ARMA models for small sample sizes. 



 

 

 

 

 
 

FIGURE 3 | Results of Bayesian and time series analyses. (A) Distributions of the log-ratio of adjacent INIs for all languages: most languages have a wider spread, 

indicating less predictability; a few languages show a narrower distribution (e.g., Cantonese), indicating higher predictability at this level. Normalized histograms 

show the raw empirical data; Solid lines show the ideal learner predictions; Dashed lines show 95% confidence intervals for the ideal learner predictions. 

(B) The proportion of Akaike weights taken up by models that use the ratio between subsequent INI lengths (differencing order d = 1; as opposed to the absolute 

lengths, d = 0) shows that, in the vast majority of language samples, the relative length data provide a better ARMA fit (cfr. last column in Table 1, % Akaike weight 

taken up by d = 1). (C) The accumulated Akaike weights of all fitted ARMA models for each AR-order p do not show a clear picture of a predominant order of the 

ARMA model providing the best fit
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