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2005/09/29 

『八丈島言語調査』の概要とその音声データのデジタル化について 

長谷川 教佐 

１.はじめに 
 

２.『八丈島言語調査』の概要 
（1）『八丈島言語調査』の概略と目的 

1)概略 

・1991 年に実施された日本語学科北村ゼミ第１期生による卒業研究のための調査 

・当時の八丈島の言語状況（主としてアクセントの変化とその要因）についての現地調査 

・故北村先生、坂本先生（調査方法 長谷川）の指導のもと、ゼミ生など 10 人で実施された。 

2）目的 

・八丈島の言語*1 については、以前より言語学者から注目され、過去に何度も各種の大学・研究機関による言語調

査が行われてきた*2。 

・かつて北村先生も参加された 1950 年の『八丈島の言語調査』（国立国語研究所）から相当期間が経過しており、

現在の八丈島の言語使用状況（とくにアクセント）がどのように変化しているか、またその変化の要因を社会経済

的要因や人々の意識・行動などとの関連で考察する。 

 

（2）調査の方法 

1）調査の準備 

a.予備調査 

・関係者への協力依頼と、現地状況の視察により調査の可能性を探った。 

b.サンプリング 

・事前に学生３名が八丈島を訪問し、被調査者のサンプリング作業を行った。 

・当時の八丈島の人口は 9565 人であったが、15 才から 84 才までの 7676 人をサンプリングの対象とした。 

・住民基本台帳を使用して、地区（大字）ごとの層化無作為（系統）抽出を行い、313 のサンプルを抽出した。（人

口の少ない地区への補充サンプルを含む） 

 

サンプリング対象者数 サンプル数 

 三根  4374      115      

 大賀郷 2837       77     

 樫立   634             41 

 中之郷 1118             39 

 末吉   602             41 

 

c.質問紙調査 

ⅰ質問項目（資料参照） 

１. 氏名、2.性別、3.生年月日、4.住所 5.生育歴（場所、期間、理由）6.学歴 7.家族方言（出身地ほか）、 

8.父母の出身地 9.島外の人との接触度、10.島言葉についての意識 11.八丈島との関わり（定住希望、地元紙購
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読、伝統芸能への参加） 12.テレビ（視聴時間、購入時期、テレビで使用される言葉の使用）*3 

ⅱ調査方法 

・ 事前に被調査者に調査票を送付し、アクセント調査を行った折に記入を確認の上回収した。 

 

2）本調査 

a.アクセント調査項目 

・北村先生が中心となって 30 の単語、文節、短文を用意（資料参照） 

b.アクセント調査の方法 

 調査者が被調査者にカードを順番に１枚ずつ見せながら、２回ずつ読んでもらい、アクセントを記録・録音した。 

 

 (3)調査の評価 

1)サンプルの代表性 

・住民登録だけして居住していないもの*4 や調査拒否が意外に多く、結果的には 169 サンプル（質問紙）が得られ

た（回収率 54.0％）。 

・無作為抽出をもとに調査を行っていることと回収率からみて、当時の八丈島の言語状況についてのほぼ正確な資

料が得られたと考えられる。 

2)質問紙調査項目の妥当性 

・質問や回答形式は、学生が考え作成した。そのため必要な質問が不足したり*5、また回答形式に後の処理に困る

ような形式のものもあったが、卒業研究ということを考えるとやむを得ない。 

・基本的なデモグラフィック要因や意識・行動については質問しているので、データベース作成のうえで特段の支

障はないものと考えられる。 

3)音声データの音質 

・録音の主たる目的がアクセント表記入の補完であったため、録音についてはあまり重視していなかった。（録音の

ための充分な機器の用意や事前の録音方法の指導など）そのため音質が良くないものが混ざっている。 

・録音は被調査者の自宅や職場などで行われたので、周囲の雑音が混じっているものも多い。 

・ アクセントの特徴などを把握する上での障害になるほどのものはそれほど多くはないようである。 

 

３.『八丈島言語調査』の音声データのデジタル化 
 (1)八丈島調査デジタル化プロジェクトの目的 

1)プロジェクトの契機と目的 

a.契機 

・『八丈島言語調査』の資料（アクセントの音声資料）がそのままずっと残されたままになっているので、北村先生

が亡くなられたのを機に、貴重な音声資料をデジタル化しようという提案がなされた。 

・カセット・テープ（アナログ）の保存では、湿気やカビによる損傷、あるいは磁気の転写による音質の劣化が進

み、また早晩再生機器がなくなってしまう。 

b.目的 

ⅰ音声資料をデジタル化していつでも利用可能な型式に変換して保存すること 

ⅱそれらをデータベース化して内外の研究者が利用できるようなシステムを構築することの可能性を追求こと 

ⅲ研究者が収集した音声資料を公開するための諸問題（著作権、肖像権など）を考えて、活用の可能性を探る。 
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2)今回のプロジェクトの課題 

a.データベース作成の問題 

・どのような型式でデジタル化してデータベース化するか、また質問紙調査のデータとのリンクをどのように行う

かなどの問題（公開できないとしても、将来に備え技術的に可能な方法を探る） 

・どのような方法で公開すれば、他の研究者によるデータの再利用（２次分析*6）ができるのかの技術的検討 

b.データベース公開の問題 

・収集された資料をデータベースとして公開するときにもっとも問題になるのは、被調査者（インフォーマント）

の公開に関する了解である。 

・被調査者の音声は、たとえ匿名であっても被調査者自身あるいは親しい人が聞けば、特定化が不可能とはいえな

い（単語や短文の読み上げなので実際には非常に困難）。 

・再度被調査者全員に公開についての許諾を得ることができれば問題ないが、実際問題としては非常に困難である。 

・このような場合、公開に向けて考慮しなければならない点はなにか、またどのような処理が必要なのかについて

考える必要がある。（何らかのガイドラインの構築の必要性） 

 

 (2)16年度の活動 

・昨年度は、関係資料の収集（カセットテープや関係資料の収集、整理（カセットテープ音声と被調査者の照合）

およびカセットテープに入っている全ての音声データのデジタル化（PC への取り込み）を行った。 

 

1）資料整理と照合 

 アクセント音声テープ 162 

 調査票有効回収数   169 

2）デジタル化 

a.デジタル化  カセット・テープから PC への取り込み（30語・句・短文一括）、不要部分の削除 

b.音質の評価  それぞれの各語・句・短文の音質評価 
 

 (3)今後の課題 

1)音質の良い音声資料を使って、サンプルデータベースを作成する。 

 ・単語・文節・短文ごとに音声を分割 30 の単語・文節・短文一括データから分割（あるいは一括のまま処理） 

 ・アクセント情報を記述し、データベース化 

 ・社会言語学的パラメータ（質問紙調査項目）による検索システムのプロトタイプの作成 

2)音声資料の電子化とその公開に関する講演会（研究会） 

3)デジタル化、データベース化とそれに伴う問題点の整理 

4)データベースの公開へ向けての問題点の整理 

 

 (4)データベース作成に関する問題 

1）保存媒体の問題 

2）質問紙調査結果とのリンクしたデータベースのあり方 

3）保存形式（圧縮形式）の問題 

  

 (5)データベース公開に向けての問題 

1)データのプライバシーについて 
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a.従来の方法 

・調査で収集したデータ（画像・音声・文字などの情報）の公表（口頭（スライドなど）・論文など）は、研究とい

う公益的性格と個人を特定できない形で（古くは研究ということで無頓着に*7）データの公表が行われてきた。 

・公表の方法についての厳密な基準はなく、それぞれの学問分野における慣例に従ってなされたきた。公表される

範囲・方法も限られており、その情報にふれる人間も限定されていた。 

b.プライバシーの問題とその対応 

・近年個人のプライバシーの問題が重視されるようになり、また WWW のような新しい公表方法が出現してくると、

誰でもがそのデータにふれる可能性が高まってくるので、調査データの公表は大きな問題になってくる。そのため

発表の際に被験者の承認を明記するよう求めている学会誌もある*8。 

・統計的に数値化されたデータはともかく、人間の音声は氏名や住所がなくても、その人をよく知っている人であ

れば、その声の質からある程度人物を特定できる可能性が高まり、プライバシーを侵害する可能性が出てくる 

 

2)音声データに関する問題 

a.音声の著作権 

 著名人（俳優やタレントなど）の場合であろうと一般人の場合であっても、発話が本人の意見・思考の表明や表

現（世間話も含む）であれば、本人独特の意味内容のある音声表現であるので、著作権が発生する。 

・今回のようなカードの文字を読みあげる場合は、本人の著作権はないものと考えられる（著作権はリスト作成者）。 

b.音声の肖像権 

・肖像権は「その人の承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影・公表されない権利として、プライバシー権

の一形態と見なされる」*9 ものだが、法律的には明文化されていない。 

・プライバシーの保護の観点から判例で認められている*10。しかし明文化された規程がないために、明確な定義や

権利の及ぶ範囲についてはまだいろいろな解釈があるようである*11。 

・肖像権は、プライバシーの保護（人格権の一部）という面と、経済的な価値の保護（パブリシティ権）という面

の二つの面がある。従来問題となってきているのは、本人の許可なく撮影された写真（画像）の公表などであるが、

音声についても肖像権が認められているようである*12。 

・著名人（俳優、タレントなど）の音声は経済的価値を持つため、パブリシティ権として許諾なく公表はできない。

また一般人の場合であっても、特定の方言を話す唯一の人ということになれば、経済的価値を持つかもしれない。 

【問題点】 

・プライバシーの保護としての音声の肖像権は認められているのか？ 

・親しい人物でも特定できないような場合は、肖像権を侵していないという解釈ができるか？（判決より） 

・肖像権の消滅期限については、本人の死亡時とするのが判例もある通説だが、学説としては分かれている*13。こ

れをどう考えるか？ 

 

d.音声資料の公表許諾に関する問題点 

ⅰ過去の調査データ 

・多くの調査は調査時から相当時間が経過しているために、すでに死亡した対象者も多く、また現在存命中の対象

者も所在不明の場合も多く予想される。 

・当時は現在のような電子化や Web ベースでの公開は予測されておらず、将来コンタクトをとるための住所記録な

ども残っていないことが多い。 
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ⅱ今後の調査データ 

・ 事後のあらゆる利用（公表方法）について、あらかじめ包括的に同意を得ることは難しい。その時点では将来

どのような方法による公表が可能になるかわからないため。 

・本人の住所記録を残しておいて、新しい公表方法が開発された時点で、改めて確認をとる。しかしこの場合死亡

者や所在不明者には接触できなくなり、データの一部が欠損してしまう（調査時と違う構成になる）。 

・今後も収集したデータの再利用は難しいのか。（音声資料は、過去から継続的に収集されたものは価値が高い） 

 

e.録音許諾の意味 

・どのような意味で、録音を了承したか（八丈島調査） 

 「学生ではその場で聞いただけでは正しく記録できない可能性があるので、正確を期すために録音したい」とい

う説明で許諾（口頭）を得ていれば、被調査者は一般に向けての公表を想定していない。ゆえにそれを WWW などで

公表することはできないことになる。（ただし人物の特定ができなければ公表も可能か） 

・この音声データを WWW で公表するためには、再度本人の許諾（インフォームド・コンセント）を取らなければな

らないか。 

【問題点】 

・死亡した人の音声はどうなのか？ －過去の音声データは歴史的変化を知る上で重要なデータ 

・今後どのようなインフォームド・コンセントを行えばよいのか？（個別的、包括的）（口頭、書面） 

・公表されるものの内容の問題 

  単に指定された単語や短文を読む場合も、個人のプライバシーに該当するのか 

 

f.許される公表方法の条件 

・本人が死亡している。 

・個人の特定ができないようにする。 

地区別、年代別、性別のみによる抽出で、カードの読み上げ音声（１単語、１文節、１文）を WWW 公開するこ 

とは可能か？ 

・公表範囲の制限 

  所属・目的を確認した上で公開（パスワード管理など）、コピー防止の対処（ストリーム形式） 

 

【注・文献】 

*1 http://www.nhk.or.jp/a-room/kotoba/47tokyo/47episode06.html 

*2 大島一郎編『八丈島方言における言語変化－共通語化の側面を中心として』東京都立大学国語学研究室 1987 

PP274-281 （八丈島の言語研究に関する文献目録）  

*3 1989 来島者 約 165000 人（空路、海路） 

  テレビ放送開始 NHK  1965 

                    民放 1970 （TV 東京は 1983） 

八丈町役場編集・発行『1990 年 町勢要覧はちじょう』1990 P13 

*4 前掲書 P5 参照 

*5 たとえばテレビ以外のマスメディア（仕事 ラジオ、新聞、雑誌）や学校教育、島外で育った友人との接触の影

響など 

*6 佐藤博樹・石田浩・池田謙一編『社会調査の公開データ－２次分析への招待』東京大学出版会 2000 など 
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*7 安藤寿康「プライバシーはどう守られる？」安藤寿康・安藤典明編『事例に学ぶ心理学者のための研究倫理』ナ

カニシヤ出版 2005 P113 

*8「ヒトにたいして行われた研究については患者，被験者の承認，ならびに所属機関(施設)の承認を受けた旨を方

法の項に必ず記載する．」 

日本心臓血管麻酔学会機関誌 投稿規定 http://www.jscva.org/info-for-contributors.html 

*9 船越一幸『情報とプライバシーの権利－サイバースペース時代の人格権』北樹出版 2000 P28 

船越一幸『情報とプライバシーの権利－サイバースペース時代の人格権』北樹出版 2001 P26 

*11 静岡産業大学国際情報学部メディアセンター「著作権と肖像権・パブリシティー権」 

http://www.fujieda.ssu.ac.jp/media/others/rrm/rrm2.htm#2.1 

*12「音声についても著作権や肖像権に相当するものが認められている。」 

「肖像権は，法律に定められた権利ではなく，憲法の基本的人権に関わるプライバシーの問題です。声から個人が

特定できて，それが無断で利用されたときに，訴えられるなどして初めて問題になります。」 

古井貞煕 http://www.asj.gr.jp/qanda/answer/84.html（日本音響学会） 

*13 中村俊介「その他の知的所有権」 http://www.geocities.jp/shun_disney7/lec5.html 

 


