
平成 28（2016）年 9月 30日（金），放送センター
で第 1405回放送用語委員会が開催された。

平成 28年 5月 25日に，新しいアクセント辞典
である『NHK日本語発音アクセント新辞典』（以
下『アクセント新辞典』）が発行された。今回の放
送用語委員会では，『アクセント新辞典』の編集
作業中に，用語班で議論になった語について取り
上げ，班内の考え方を報告し，用語委員の意見を
聞いた。取り上げたのは，促音（はねる音・表記
上は小さい「っ」で書かれる）化した語形をもつ
語についてである。漢語と和語，外来語，それぞ
れに促音化の問題があるが，今回は，漢語と和語
について取り上げた 1）。

1． 漢語の場合

1 －1　母音の無声化か？ 促音化か？

「本来声帯の振動を伴って発音される有声音が
何らかの条件によって声帯の振動をなくす現象」

（『大辞林』）を「母音の無声化」という 2）。また，
母音が無声化している部分が促音化して聞こえる
場合がある。特に，「キ」「ク」「チ」「ツ」に「カ行」
が続く漢語で，「キ」「ク」「チ」「ツ」の母音の部
分が無声化する場合と，促音化する場合がある。
そのほか，無声化しているだけなのか，促音化し
ているのか判断に迷う語もある 3）。

例えば「三角関係」は，［サンカクカンケー］と
母音を無声化させて読む（非促音）ことが一般的
である。また，「学校」は，［ガッコー］と促音化
して読まれるのがふつうである。一方，「激高」は，

［ゲキコー］なのか，［ゲッコー］なのか，どちら
とも決めがたい。
A．母音が無声化している語（非促音）4）

例： 化学記号［カカ゜クキコ゜ー］
 三角関係［サンカクカンケー］

B．促音化する語
例：一家言［イッカケ゜ン］

 （［イチカケ゜ン］にはならない）
 学校［ガッコー］（［ガクコー］にはならない）
 石器［セッキ］（［セキキ］にはならない）
C．母音が無声化している（非促音）のか，促音

化しているのか，判断がつきにくい語
例： 活火山［カツカザン］［カッカザン］
 激高［ゲキコー］［ゲッコー］
 水族館［スイゾクカン］［スイゾッカン］

『アクセント新辞典』に掲載する発音を検討す
るにあたっては，Aの語なのか，Bの語なのか，
Cの語なのかを分類し，特にCの語については，
どちらの発音をとるのかを用語班内で検討した。

1 － 2　これまでの検討

第 7 期国語審議会（昭 39〜41）「「発音のゆれ」
について」で「キ音，ク音のあとにカ行音が続く」
漢語の発音について検討された 5）。NHKでは，
これまでの『アクセント辞典』（以下，NHKで発
行してきたアクセント辞典の総称として使用）改
訂の中で無声化と促音化について検討してきた 6）。
各『アクセント辞典』での立項の傾向を以下にま
とめる。また，立項の変遷を表 1，表 2にまとめた。
表は「第 7 期国語審議会」において促音と非促音
で発音にゆれがあるとされた語も含め示した。

『昭和 18 年版アクセント辞典』
非促音の発音を示すのに一部，小書きの「ク」

や「キ」が使われている。語によるものの，非促
音と促音両方の発音が示されている傾向が見られ
る。本来，Bに分類される語にも，あえて非促音
の発音を追加している語がある。当時はラジオの
時代だが，ラジオの受信状況が悪かったため，聞
き取りやすさへの配慮がされ，非促音が加えられ
たようだ。

非促音と促音で，どちらとも決めがたいと思わ
れる語については，両方を認める語，促音のみに
する語，非促音のみにする語，それぞれがある。
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会で検討し，放送用語としての発音を決めた 7）。
また，菅野謙・臼田弘（1979）によれば「日常会
話の中での発音習慣と，放送での聞きとりやす
さの両面から考えると，促音で発音するのがよ
いか，促音でなく発音するのがよいか，判定す
るのが困難だったもの」について，促音と非促音
両方の発音を示した。

『昭和 60 年版アクセント辞典』
『平成 10 年版アクセント辞典』

『昭41年版』とほぼ同様の扱いで掲載されている。

『昭和 26 年版アクセント辞典』
自然の発音で促音化することばは，促音の方向

で統一されている。非促音と促音で，どちらとも
決めがたいと思われる語についても，『アクセン
ト辞典』として非促音か促音かを判断し，一方の
語形だけを掲載している場合が多い。

『昭和 41 年版アクセント辞典』
現代では促音化することが一般的と思われるB

に分類される語については，促音化した発音で
掲載している。また，Cに分類されるような促音
か，非促音かで迷う語については放送用語委員

昭和18年版 昭和26年版 昭和41年版 昭和60年版 平成10年版 新辞典

悪化 アッカ，アクカ アッカ アッカ アッカ アッカ アッカ

学科 ガクカ ガッカ ガッカ ガッカ ガッカ ガッカ

学会 ガッカイ，
ガクカイ

ガッカイ，
ガクカイ ガッカイ ガッカイ ガッカイ ガッカイ

学級 ガッキュー，
ガクキュー ガッキュー ガッキュー ガッキュー ガッキュー ガッキュー

表 1　『アクセント辞典』掲載の変遷（現在，促音化で定着していると思われる語）

表 2　『アクセント辞典』掲載の変遷（促音・非促音でゆれがあるとされる語）

昭和18年版 昭和26年版 昭和41年版 昭和60年版 平成10年版 新辞典

悪感情 アッカンジョー，
アクカンジョー アクカンジョー アクカンジョー アクカンジョー アクカンジョー アクカンジョー

一個人 イッコジン イッコジン イッコジン イッコジン イッコジン イッコジン

音楽会 オンカ゜クカイ オンカ゜クカイ オンカ゜クカイ，
オンカ゜ッカイ

オンカ゜クカイ，
オンカ゜ッカイ

オンカ゜クカイ，
オンカ゜ッカイ

オンカ゜クカイ，
オンカ゜ッカイ

各界 ― カクカイ カクカイ カクカイ カクカイ （1）カクカイ，
（2）カッカイ

角界 ― カクカイ カクカイ カクカイ，
カッカイ

カクカイ，
カッカイ

（1）カッカイ，
（2）カクカイ

赫々 カッカク，
カクカク カッカク （1）カッカク，

（2）カクカク
（1）カッカク，
（2）カクカク

（1）カッカク，
（2）カクカク

（1）カッカク，
（2）カクカク

活火山 カッカザン カッカザン カツカザン，
カッカザン

カツカザン，
カッカザン

カツカザン，
カッカザン

カツカザン，
カッカザン

逆効果 ― （1）ギャクコーカ，
（2）ギャッコーカ

ギャクコーカ，
ギャッコーカ

ギャクコーカ，
ギャッコーカ

ギャクコーカ，
ギャッコーカ

ギャクコーカ，
ギャッコーカ

激化 ― ゲッカ ゲキカ，ゲッカ ゲキカ，ゲッカ ゲキカ，ゲッカ （1）ゲキカ，
（2）ゲッカ

劇化 ― ゲキカ ゲキカ ゲキカ ゲキカ ゲキカ

激高 ゲキコー，
ゲッコー ゲッコー ゲッコー ゲッコー ゲッコー （1）ゲッコー，

（2）ゲキコー

三角形 サンカクケイ （1）サンカッケイ，
（2）サンカクケイ

サンカクケイ，
サンカッケイ

サンカクケイ，
サンカッケイ

サンカクケイ，
サンカッケイ

サンカクケー，
サンカッケー

水族館 スイゾクカン スイゾクカン スイゾクカン，
スイゾッカン

スイゾクカン，
スイゾッカン

スイゾクカン，
スイゾッカン

スイゾクカン，
スイゾッカン

没交渉 ボツコーショー ボツコーショー ボッコーショー ボッコーショー ボッコーショー ボッコーショー
無声化の記号◯は，『昭和41年版』から使用。

「エイ，ケイ，セイ」は，『新辞典』では「エー，ケー，セー」にした。
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『アクセント新辞典』
過去の用語委員会および『アクセント辞典』での

検討内容を踏まえ，「語構成となじみ度」「放送で
の使用実態」を考慮に入れて，語形を決めた。『平
10年版』から発音を変更した語は表 3に示した 8）。
●語構成

ある語が，どのような要素によって組み立てら
れているかということを「語構成」という。例えば，

「神学校」「進学校」と「新学校」は語構成が異な
る。「神学＋校」「進学＋校」と「新＋学校」である。
こうした語構成から発音は，前者の2つは［シン
カ゜ク］＋［コー］，後者の「新学校」は［シン］＋

［ガッコー］となる。ただし，『アクセント新辞典』
には，「神学校」は［シンカ゜ッコー］，「進学校」
は［シンカ゜クコー］と，異なる発音で立項した

（「新学校」は立項していない）。「神学校」と「進
学校」のように，同じ語構成でも発音が異なる場
合がある。その語がよく使われたり，古くから使
われたりして，語の構成の前の部分と後ろの部分
とがより密接に結びつき，語構成を意識せずに使
われる語は促音化する。こうしたことを考慮に入
れ，「神学校」は促音，「進学校」は非促音として
掲載した。

●放送での使用実態
NHKのニュースでどのように発音されている

のかを調べた。「NHKニュース総合検索」（部内
資料）で，ニュース音声を聞き，実際の発音を確
認した。

1 － 3　まとめ

母音が無声化しているだけ（非促音）なのか，
促音化しているのかを検討するためには，語構
成が判断材料の1つにはなるが，同じ語構成で
も「神学校」「進学校」のように発音が異なるこ
ともあり，語ごとに検討するしかない場合が多
い。漢語の場合，促音化した語形が俗に響いた
り，乱暴な発音に響いたりするということはない。
そのため放送では「できるだけ促音化させず，非
促音としたほうがいい」とも言い切れない。その
点，促音化した語形が口頭語的と言われる和語
とは異なる（和語については後述）。促音と非促
音で判断が難しい語については，両方の語形を
認めて掲載した。

表 3　『アクセント新辞典』で変更した語（無声化と促音に関連して・漢語）

『新辞典』 『平成10年版』

各界（①カクカイ￣　カ1  ，②カッカイ￣　カ1  ）
＊「各回」は「カ ／クカイ￣」で立項，

「角界」は「①カッカイ￣，②カクカイ￣」で立項
← 各界（カ＼クカイ　□）

くも膜下出血
（①クモマッカシュ ＼ッケツ，②クモマクカシュ ＼ッケツ） ← くも膜下出血（クモマッカシュ ＼ッケツ）

激化（①ゲ＼キカ　□，②ゲ＼ッカ　□）
＊「劇化」は「げきか」のまま

← 激化（ゲ＼キカ　□，ゲ＼ッカ　□）

劇作家（①ゲキサッカ￣，②ゲキサクカ￣） ← 劇作家（ゲキサクカ￣，ゲキサッカ￣）

激高（①ゲッコー￣，②ゲキコー￣） ← 激高（ゲッコー￣）

著作家（①チョサクカ￣，②チョサッカ￣） ← 著作家（チョサクカ￣，チョサッカ￣）

著作権（①チョサ＼クケン　ク，②チョサ＼ッケン） ← 著作権（チョサ＼クケン　ク，チョサ＼ッケン）

著作権法（①チョサクケ＼ンホー，②チョサッケ＼ンホー） ← 著作権法（チョサクケ＼ンホー，チョサッケ＼ンホー）

腹くう（①フククー￣，②フックー￣（医学））
腹こう（◯フクコー￣）

← 腹こう（フクコー￣）

腹くう鏡手術
（①フククーキョーシュ＼ジュツ，②フックーキョーシュ＼ジュツ）

← 立項なし
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2．和語の場合

2 －1　和語の促音化とは？

歴史的には，「持ちて」が「持って」になったり，
「寄りて」が「寄って」になったりする促音便があ
る 9）。こうした語は，現代では促音化した語形だ
けが使われる。一方，「追いかける」に対して「追っ
かける」，「引き返す」に対して「引っ返す」，「差
し引く」に対して「差っ引く」，「取り組む」に対
して「取っ組む」のように，語の一部である「ひ

（い）」「き」「し」「ち」「り」などが促音になる語
形と促音にならずにそのまま使われる語形と2つ
の語形をもつ語がある。

漢語の場合は，発音が非促音であっても促音で
あっても，語の意味が異なるということはないが，
和語の場合は，非促音と促音とで，意味・語感が
異なる場合がある。

例えば，「引き込む」と「引っ込む」では，「引
き込む」は「電話線を引き込む」「風邪を引き込む」
などと使われるが，「引っ込む」は「家に引っ込む」
という使い方がされたり，「引き下がる」「くぼむ」
という意味・語感で使われたりする。

このように，非促音と促音で意味・語感が異なっ
た語を，『アクセント新辞典』では関連づけをせ
ずに，それぞれ立項した。

また，意味・語感が異なるわけではないが，非
促音と促音の語形がある語については，関連づけ
をして立項した。非促音と促音の2つの語形があ
る語の中には，両方を同等に認めたものと，推奨
の語形と，許容の語形とを決めて掲載したものと
がある。現代語としては，非促音が多く使われる，
反対に，促音のほうが多く使われる，などがはっ
きりしているものは，多く使われる語形を推奨と
した。

一般的に促音化した語形しか使われなくなって
いる語もある。こうした語は，促音のみを掲載した。
例えば，「追っかけ」「ひっかき回す」「引っ込める」

「吹っ切れる」などである。

2 － 2　これまでの検討

各『アクセント辞典』の掲載の変遷は表 4 に示
した。

『昭和 18 年版アクセント辞典』
考え方としては，第1章の「漢語」と同様である。

放送での聞き取りやすさを考え，非促音の形を重
視している。また，当時の東京語の日常会話にあ
らわれるようなもので，俗語的な発音と判断され
る語形は掲載しないようにしている。例えば，「真っ
青」の［マッサオ］は掲載されているが，［マッツァ
オ］は掲載されていない。ただし，「突き殺す」の
ほか，その促音形［ツッコロス］（「突っ殺す」）も
掲載されていたり，「引き裂く」の促音形が［ヒッ
サク］だけでなく［ヒッツァク］も掲載されてい
たりしており，語によっては，俗語的な発音も掲
載している。

『昭和 26 年版アクセント辞典』
第 1章「漢語」の場合と同様であるが，『昭 18

年版』では，非促音にしたものでも，実際の自然
な発音では促音化する語については，促音で統
一している。

『昭和 41 年版アクセント辞典』
第 592回放送用語委員会（昭 40.11.18）で，関連

したことばについて「用語の決定」がされている。

◯引きこもる　×引っこもる
　（それまで　◯引きこもる，◯引っこもる）
①引き裂く　②引っ裂く
　（それまで　◯引き裂く，◯引っ裂く）
①引き込み線，②引っ込み線
　（それまで　◯引き込み線，◯引っ込み線）

『昭 18年版』『昭 26年版』とは異なり，非促音
と促音の両方の語形を示す項目が多くなっている。
また，促音の語形は「俗語」として立項している。

『昭和 60 年版アクセント辞典』
『平成 10 年版アクセント辞典』

『昭 41年版』とほぼ同様の考え方で，立項にも
あまり差はない。

『アクセント新辞典』
『平 10年版』から変更せず，語形はそのままで

掲載した。ただし，多くの促音形についていた「俗
語」の指定をはずした。
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昭和18年版 昭和26年版 昭和41年版 昭和60年版 平成10年版 新辞典

追いかけ，
追っかけ

― ― オッカケ ― オッカケ オッカケ

追いかける，
追っかける

*オイカケル，
オッカケル

*オイカケル，
オッカケル

*オイカケル，
オッカケル

*オイカケル，
オッカケル（俗）

*オイカケル，
オッカケル（俗）

*オイカケル，
オッカケル

追い払う，
追っ払う

オイハラウ，
オッパラウ

*オイハラウ，
オッパラウ

*オイハラウ，
オッパラウ

*オイハラウ，
オッパラウ（俗）

*オイハラウ，
オッパラウ（俗）

*オイハラウ，
オッパラウ

切りたて，
切ったて

キリタテ，
キッタテ（絶壁）

*キリタテ，
キッタテ

*キリタテ，
キッタテ

*キリタテ，
キッタテ

*キリタテ，
キッタテ

*キリタテ，
キッタテ

巾着切り，
巾着っ切り

キンチャクキリ キンチャクキリ キンチャクキリ，
キンチャッキリ

キンチャクキリ，
キンチャッキリ

キンチャクキリ，
キンチャッキリ

キンチャクキリ，
キンチャッキリ

しゃちほこ立ち，
しゃっちょこ立ち

シャチホコダチ，
シャッチョコダチ

*シャチホコダチ，
シャッチョコダチ

シャチホコダチ，
シャッチョコダチ

（俗）

シャチホコダチ，
シャッチョコダチ

（俗）

シャチホコダチ，
シャッチョコダチ

（俗）

シャチホコダチ，
シャッチョコダチ

しゃちほこ張る，
しゃっちょこ張る

― ― シャッチョコバル
（俗）

*シャチホコバル，
シャッチョコバル

（俗）

*シャチホコバル，
シャッチョコバル

（俗）

シャチホコバル，
シャッチョコバル

突き返す，
突っ返す

ツキカエス，
ツッカエス

*ツキカエス，
ツッカエス

*ツキカエス，
ツッカエス

*ツキカエス，
ツッカエス

*ツキカエス，
ツッカエス

*ツキカエス，
ツッカエス

突き込む，
突っ込む

ツキコム，
ツッコム

ツッコム ツッコム *ツキコム，
ツッコム

*ツキコム，
ツッコム

*ツキコム，
ツッコム

突き殺す，
突っ殺す

ツキコロス，
ツッコロス

ツキコロス ツキコロス ツキコロス ツキコロス ツキコロス

突き転ばす，
突っ転ばす

ツッコロバス *ツキコロバス，
ツッコロバス

*ツキコロバス，
ツッコロバス

*ツキコロバス，
ツッコロバス（俗）

*ツキコロバス，
ツッコロバス（俗）

*ツキコロバス，
ツッコロバス

突き放す，
突っ放す

ツキハナス，
ツッパナス

*ツキハナス，
ツッパナス

*ツキハナス，
ツッパナス

*ツキハナス，
ツッパナス

*ツキハナス，
ツッパナス

*ツキハナス，
ツッパナス

取り組む，
取っ組む

トリクム トリクム *トリクム，
トックム

*トリクム，
トックム

*トリクム，
トックム

*トリクム，
トックム

引き返す，
引っ返す

*ヒキカエス，
ヒッカエス

*ヒキカエス，
ヒッカエス

ヒキカエス，
ヒッカエス

ヒキカエス，
ヒッカエス

ヒキカエス，
ヒッカエス

ヒキカエス，
ヒッカエス

引き込み線，
引っ込み線

*ヒキコミセン，
ヒッコミセン

ヒキコミセン，
ヒッコミセン

◯ヒキコミセン，
◯ヒッコミセン10）

（1）ヒキコミセン，
（2）ヒッコミセン

（1）ヒキコミセン，
（2）ヒッコミセン

（1）ヒキコミセン，
（2）ヒッコミセン

引き込む，
引っ込む

*ヒキコム，
ヒッコム

*ヒキコム，
ヒッコム

*ヒキコム，
ヒッコム

*ヒキコム，
ヒッコム

*ヒキコム，
ヒッコム

*ヒキコム，
ヒッコム

引き込める，
引っ込める

*ヒキコメル，
ヒッコメル

ヒッコメル ヒッコメル ヒッコメル ヒッコメル ヒッコメル

引きこもる，
引っこもる

ヒキコモル *ヒキコモル，
ヒッコモル

ヒキコモル ヒキコモル ヒキコモル ヒキコモル

引き裂く，
引っ裂く

*ヒキサク，
ヒッサク，
ヒッツァク

*ヒキサク，
ヒッサク

ヒキサク，
ヒッサク

ヒキサク，
ヒッサク

ヒキサク，
ヒッサク

（1）ヒキサク，
（2）ヒッサク

引き剝がす，
引っ剝がす

― ― （1）ヒキハカ゜ス，
（2）ヒッパカ゜ス

（1）ヒキハカ゜ス，
（2）ヒッパカ゜ス

（1）ヒキハカ゜ス，
（2）ヒッパカ゜ス

（1）ヒキハカ゜ス，
（2）ヒッパカ゜ス

引き剝ぐ，
引っ剝ぐ

― ― （1）ヒキハク゜，
（2）ヒッパク゜

（1）ヒキハク゜，
（2）ヒッパク゜

（1）ヒキハク゜，
（2）ヒッパク゜

（1）ヒキハク゜，
（2）ヒッパク゜

吹きかける，
吹っかける

フキカケル，
フッカケル

*フキカケル，
フッカケル

*フキカケル，
フッカケル

*フキカケル，
フッカケル

*フキカケル，
フッカケル

*フキカケル，
フッカケル

吹き飛ばす，
吹っ飛ばす

フキトバス フキトバス *フキトバス，
フットバス（俗）

*フキトバス，
フットバス（俗）

*フキトバス，
フットバス（俗）

*フキトバス，
フットバス

＊印：別立項になっているもの。立項に関連づけなし。
「（2）」：『新辞典』では，第2読みが「許容」として掲載されている。

表 4　『アクセント辞典』掲載の変遷（和語）
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2 － 3　まとめ

和語の場合，促音化した語形がくだけすぎてい
たり，乱暴だったりする場合がある。口語的な表
現で，使う人を選ぶ発音と言えそうだ。例えば，

［ツッパナス］や［ヒッパカ゜ス］などは，どんな
場面でも使えるというものではなく，「放送のこ
とば」として推奨できるものなのかという問題の
ある語形である。しかし，促音化した語形すべて
に問題があるわけではない。口語的な表現として
促音化した語形のほうがしっくりくる場合もある。
非促音のみに統一していくべきというものではな
いと考える。

3．その他の促音

3 －1　促音添加

非促音の語形に，促音に変化するような部分が
ないのに，促音化がおきる場合がある。例えば，「開
け広げ」に対して「開けっ広げ」，「上面（うらつら）」
に対して「上っ面」，といったものである。

このように促音が添加される場合，促音の語形
は，非促音の語形よりも語調が強くなる。また口
語的で俗な感じになる。

3 － 2　これまでの検討

各『アクセント辞典』の掲載の変遷を表 5に示
した。

『昭和 18 年版アクセント辞典』
菅野謙・臼田弘（1979）によれば，『昭 18年版』

は，「全国共通語を目指すという立場から，俗語
的の発音と判断されるものをかなり削った」とあ
る。促音添加に関連する語が，俗語的な発音と
判断される場合もあったようで，「中くらい」の

［チュックライ］というような当時，東京の日常
会話で使われていた語形は，一部は取り入れられ
なかった。一方で，［コレダケ］に対しての［コレッ
タケ］，［ウワスベリ］に対しての［ウワッツベリ］，

［フキサラシ］に対しての［フキッツァラシ］のよ
うな語形は掲載されている。

『昭和 26 年版アクセント辞典』
掲載は『昭18年版』とほぼ同じだが，［ウワス

ベリ］に対しての［ウワッツベリ］や，［フキサラシ］
に対しての［フキッツァラシ］などは削除されて

いる。いずれも江戸・東京のことばとして使わ
れることがある発音である。

『昭和 41 年版アクセント辞典』
第 590回（昭 40.10.28），第 592回（昭 40.11.18）

の放送用語委員会で関連のことばについて「用語
の決定」をした。

①アツクルシイ（暑苦しい），
②アツックルシイ（暑っ苦しい）
　（それまで，アツクルシイ，アツックルシイ）
◯オカ゜クズ，×オカ゜ックズ
　（それまで　◯オカ゜クズ，◯オカ゜ックズ）
◯カタカワ，◯カタカ゜ワ（片側），
×カタッカワ（片っ側）
　（それまで　◯カタカ゜ワ，◯カタッカワ）
①カタクルシイ，カタク゜ルシイ（堅苦しい），
②カタックルシイ（堅っ苦しい）
　（それまで　◯カタクルシイ，◯カタックルシイ）
◯キモダマ（肝だま），◯キモッタマ（肝ったま）
　（それまで　◯キモッタマ）
①セセコマシイ，②セセッコマシイ
　（それまで　◯セセコマシイ，◯セセッコマシイ）
◯ハネカエリ，◯ハネッカエリ
　（それまで　◯ハネッカエリ）
◯マルキリ，◯マルッキリ
　（それまで　◯マルッキリ）
①ヨコタオシ，ヨコダオシ（横倒し），
②ヨコッタオシ（横っ倒し）
　（それまで　◯ヨコタオシ，◯ヨコッタオシ）

第 1章で示した「漢語」の場合と同様で，促音
と非促音の語形が考えられる語で，促音の語形が
俗になりすぎないものについては，2とおりの発
音を示した。

『昭和 60 年版アクセント辞典』
『平成 10 年版アクセント辞典』

『昭 41年版』から特に大きな変更は見られない
が，『昭 26年版』で削除された［フキッツァラシ］
の発音が復活している。また，「（芋の）煮転がし」
が新たに立項されているが，一般的によく使われ
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表 5　『アクセント辞典』掲載の変遷（促音添加）

昭和18年版 昭和26年版 昭和41年版 昭和60年版 平成10年版 新辞典

開け放し，
開けっ放し

（1）アケハナシ，
（2）アケッパナシ

*アケハナシ，
アケッパナシ

アケハナシ，
アケッパナシ

アケハナシ，
アケッパナシ

アケハナシ，
アケッパナシ

アケハナシ，
アケッパナシ

開け広げ，
開けっ広げ

（1）アケヒロケ ，゚
（2）アケッピロケ゜

*アケヒロケ ，゚
アケッピロケ゜

アケヒロケ ，゚
アケッピロケ゜

アケヒロケ ，゚
アケッピロケ゜

アケヒロケ ，゚
アケッピロケ゜

アケヒロケ ，゚
アケッピロケ゜

頭から，
頭っから

（1）アタマカラ，
（2）アタマッカラ

*アタマカラ，
アタマッカラ

（1）アタマカラ，
（2）アタマッカラ

（1）アタマカラ，
（2）アタマッカラ

（1）アタマカラ，
（2）アタマッカラ

（1）アタマカラ，
（2）アタマッカラ

暑苦しい，
暑っ苦しい

（1）アツクルシイ，
（2）アツックルシイ

*アツクルシイ，
アツックルシイ

（1）アツクルシイ，
（2）アツックルシイ

（1）アツクルシイ，
（2）アツックルシイ

（1）アツクルシイ，
（2）アツックルシイ

（1）アツクルシイ，
（2）アツックルシイ

ありたけ，
ありったけ

（1）アリタケ，
（2）アリッタケ

アリッタケ アリタケ，
アリッタケ

アリタケ，
アリッタケ

アリタケ，
アリッタケ

アリタケ，
アリッタケ

薄気味，
薄っ気味

（1）ウスキミ，
（2）ウスッキミ

*ウスキミ，
ウスッキミ

ウスキミ，
ウスッキミ

ウスキミ，
ウスッキミ

ウスキミ，
ウスッキミ

ウスキミ，
ウスッキミ

上滑り，
上っ滑り

（1）ウワスベリ，
（2）ウワッツベリ

ウワスベリ ウワスベリ ウワスベリ ウワスベリ ウワスベリ

男気（おとこけ），
男っ気

― ― オトコケ，
オトコッケ

オトコケ，
オトコッケ

オトコケ，
オトコッケ

（1）オトコッケ，
（2）オトコケ

堅苦しい，
堅っ苦しい

（1）カタクルシイ，
（2）カタックルシイ

*カタクルシイ，
カタックルシイ

（1）カタクルシイ，
カタク ル゚シイ，

（2）カタックルシイ

（1）カタクルシイ，
カタク ル゚シイ，

（2）カタックルシイ

（1）カタクルシイ，
カタク ル゚シイ，

（2）カタックルシイ

（1）カタクルシイ，
カタク ル゚シイ，

（2）カタックルシイ
からきし，
からっきし

（1）カラキシ，
（2）カラッキシ

― ― ― ― ―

肝玉，
肝っ玉

キモ・タマシイ キモッタマ キモダマ，
キモッタマ

キモダマ，
キモッタマ

キモダマ，
キモッタマ

キモダマ，
キモッタマ

食いはぐれ，
食いっぱぐれ

― ― クイハク レ゚ クイハク レ゚ クイハク レ゚ クイハク レ゚，
クイッパク レ゚

煙たい，
煙ったい

（1）ケムタイ，
（2）ケムッタイ

*ケムタイ，
ケムッタイ

ケムタイ，
ケムッタイも

ケムタイ，
ケムッタイも

ケムタイ，
ケムッタイも

ケムタイ，
ケムッタイ

これだけ，
これったけ

*コレダケ，
コレッタケ

― ― コレダケ コレダケ コレダケ

こればかり，
これっぱかり

― コレバカリ コレバカリ コレバカリ コレバカリ コレバカリ

煮転がし，
煮っ転がし

― ― ― ニコロカ シ゚ ニコロカ シ゚ ニコロカ シ゚

ひざ小僧，
ひざっ小僧

（1）ヒザコゾー，
（2）ヒザッコゾー

*ヒザコゾー，
ヒザッコゾー

ヒザコゾー，
ヒザッコゾー

ヒザコゾー，
ヒザッコゾー

ヒザコゾー，
ヒザッコゾー

ヒザコゾー，
ヒザッコゾー

吹きさらし，
吹きっさらし

（1）フキサラシ，
（2）フキッツァラシ

フキサラシ フキサラシ フキサラシ，
フキッツァラシ

フキサラシ，
フキッツァラシ

フキサラシ，
フキッサラシ

真正面，
真っ正面

（1）マショーメン，
（2）マッショーメン

*マショーメン，
マッショーメン

*マショーメン，
マッショーメン

*マショーメン，
マッショーメン

*マショーメン，
マッショーメン

マショーメン，
マッショーメン

向こう面，
向こうっ面

ムコーヅラ ムコーズラ ムコーズラ，
ムコーッツラ

ムコーズラ，
ムコーッツラ

ムコーズラ，
ムコーッツラ

ムコーズラ，
ムコーッツラ

やぶか，
やぶっか

（1）ヤブカ，
（2）ヤブッカ

ヤブカ ヤブカ，
ヤブッカ

ヤブカ，
ヤブッカ

ヤブカ，
ヤブッカ

ヤブカ，
ヤブッカ

横倒し，
横っ倒し

（1）ヨコタオシ，
（2）ヨコッタオシ

*ヨコタオシ，
ヨコッタオシ

（1）ヨコタオシ，
ヨコダオシ，

（2）ヨコッタオシ

（1）ヨコタオシ，
ヨコダオシ，

（2）ヨコッタオシ

（1）ヨコタオシ，
ヨコダオシ，

（2）ヨコッタオシ

（1）ヨコダオシ，
（2）ヨコタオシ

＊印：別立項になっているもの。立項に関連づけなし。　
「（2）」：『新辞典』では，第2読みが「許容」として掲載されている。
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る「煮っ転がし」は掲載されていない。

『アクセント新辞典』
［オトコケ］（男気）／［オトコッケ］（男っ気），

［オンナケ］（女気）／［オンナッケ］（女っ気），［ヨ
コタオシ］／［ヨコダオシ］／［ヨコッタオシ］，［フ
キサラシ］／［フキッサラシ］／［フキッツァラシ］
について，掲載を変更した 11）。これ以外の語は

『平 10年版』のままとした。ただし，改訂作業中
の用語班内の話し合いでは，「引き込み線／引っ
込み線」の促音の語形が必要ということと，「一
風呂」「（芋の）煮転がし」は，非促音だけでなく，
促音形も掲載したほうがいいのではないか，といっ
たことが問題になった。班内検討の結果，これ
までどおりとした。

3 － 3　まとめ

語によるが，促音添加された語形は，俗な感じ
を与える場合がある。また，現代ではあまり使わ
れない語形も含まれている。日常会話には使えて
も，放送などの公の場では使いにくい表現とも言
える。「放送のことば」ということを考えると，『ア
クセント辞典』では，促音添加された語形をもう
少し整理してもいいのかもしれない。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

意見交換
清水義範委員： 3章であげられている，例えば，「ア
ツクルシイ」が「アツックルシイ」，「カタガワ」
が「カタッカワ」などとなるものの中には江戸っ
ぽい感じのものがある。江戸語はひとつの方言
にすぎないのに，こういったものに「寛容」だ
なというふうに思う。確かによく耳にするもの
が多い。しかし，「ヨコッタオシ」など語によっ
てはそこまで江戸のことばを採用しなくてもい
いのではないかというように感じる。
笹原宏之委員：3章に関して，「カタクルシイ」と「カ
タックルシイ」のように，促音が入ったり入らな
かったりする語形が実際にあり，両方を認めるこ
ととなっている。2つの語形で何が違うかと考え
たときに，なんの区別もなく使うということもあ
る一方で，促音が入ったほうが程度に強調が加わ
るようなニュアンスを個人的に感じることもある。

要するに「カタクルシイ」より「カタックルシイ」
のほうが「カタクルシ」さが増すというニュアン
スである。日本の人々の間でどれくらい共有され
ている意識なのかということが気になる。この「強
調」という意味合いを『アクセント辞典』に記述
するに値するかどうかという問題は，全国調査な
どが行われれば解明されてくるかもしれない。
荻野綱男委員：今までのいきさつを見ても，意見
が割れており，結論は出しにくい問題だ。「ゆれ」
ている語があるとしてもそれが意識されているの
かどうかも微妙だ。個別に見ると「激高」は「ゲッ
コー」で「ゲキコー」はおかしな感じがする。一
方，「水族館」は，「スイゾクカン」で，「スイゾッ
カン」という発音はおかしいように感じる。しかし，
確かに両方の読みが行われている。促音で読むよ
うな場合，読みがなはどう書くだろうか。読みが
なは「すいぞくかん」と書いているが，［スイゾッ
カン］と読んでいるのではないか。ふりがなと発
音がずれており，ずれていることが意識されてい
ないのではないか。このように「ゆれ」の実態が
複雑で，これに決めるということが難しい。試しに，
インターネットで検索した。「一個人」は，例外
でふりがなも「いっこじん」となっているものが
出てきたが，ふりがなでは，促音ではないものが
多かった。「引き込み線」「引っ込み線」について
は，「引っ込む」と「引き込む」では語源は同じ
でも意味が違う。このように，促音とそうでない
ものとで意味が違う場合がある。どのように意味
が違うのかを考え，その違いも含めて掲載すると
なると，より一層難しいだろう。ではどうするか
だが，個別の事情があり，語ごとに検討するしか
ないだろう。3章の「促音添加」の問題については，
東京に限る話ではない。調査したところでは，山
梨県なども同じ。方言集などを見てもこういった
促音の入った形のものはいっぱい出てくる。関東
地方でもそういうものはたくさんある。放送とし
て望ましいかどうかは別として，もしこういう言
い方を導入することになっても，そんなに違和感
なく受け入れてもらえるのではないか。
井上由美子委員：法則を決めることはとても難し
いと思うので，1章の問題に関しては，なじみを
中心に慎重に一語一語検討していくという今の方
針でやっていくしかないだろう。2章と3章の問
題については，基本的にはことばをたくさん残し
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たいと考えている。このように残すのはとてもい
いと思う。しかし江戸ことばに寛容だなというの
は，清水委員と同じように感じた。例えば，「は
ねっかえり」などということばは残すのはいいと
思うのだが，「つきころばす」と「つっころばす」
を別に立項する意味の違いというのはあるのだろ
うか。そういったことばがいくつかあるようだ。
町田健委員：促音（二重子音）については，漢語
の場合，連濁と同じで規則がない。形態素の境界
がはっきりしているかしていないかという基準で
考えることができる。切れ目がはっきりしていれ
ば，促音化しないし，一語として認識されれば促
音化するということだろう。「石器」は，「石（せき）」
単独ではあまり使われないので一語と考えられる。

「活火山」は，「活」と「火山」の境界を認定する
のが楽なので，「カツカザン」と言う人も多いの
ではないかと思う。「激高」は，私は「ゲキコー」
と言うのだが，これはよく考えてみると「激」だ
けでは使わない。そのため「ゲッコー」と全体で
一語になっており，促音化していると考えること
ができそうだ。そういった原則がある程度ありう
るかなというふうに考えた。和語の場合も漢語の
場合と同じで，無声化による促音化ということだ。
ただ，和語の場合は促音化をしないことのほうが
多いようだ。「引っ込み線」などは本当に言うの
だろうか。3章の問題は，実際に使う人が多いと
いうことであれば，これで問題はないのだが，西
日本出身者からすると促音を入れすぎているとい
うふうに感じられるだろう。
青木奈緒委員：東京出身なので，意外と促音は多
く使っている。『アクセント新辞典』に「かけっ
くら」ということばの立項があるが，このことば
自体，現代の人で言う人がいるのだろうか。そう
いうことばが含まれているようだ。その反面，「こ
ればかり」に対しての「これっぱかり」は立項さ
れていない。個人的な感覚なのかもしれないが，

「これっぱかり」は「こればかり」とは違い，「こ
んなちいちゃいこと」という意味になる。また，
促音を入れるものを多く認めている寛容さに比べ
て，「ひとっ風呂」「煮っ転がし」を認めていない。
全国的にも「煮転がし」よりも「煮っ転がし」が
使われているようだ 12）。「煮っ転がし」を入れて
もいいのではないだろうか。「ひとっ風呂」も同
じだと思った。「激高」については，「激辛」など，

それまでになかったことばで，「ゲキ」という音
をよく使うようになって，それでよけいに「ゲキ
コー」という発音も聞くようになったのではない
かなと思った。
井上史雄委員：「アクセント専門委員会」の最初
のころの議論を思い出した13）。口頭では『アクセ
ント辞典』と言っていたが，書名は『発音アクセ
ント辞典』となっている14）。日本語の「カガミ」
となる辞書という意気込みがあったようだ。「俗語」
を取り入れる「鏡」となる辞書は多くあるが，一
方で模範としての「鑑」となる辞書は日本ではな
かなかない。『発音アクセント辞典』は「鑑」と
なりうるものである。少なくともNHKのアナウ
ンサーはそれを守ることになっており，「正しい
日本語」というと，『発音アクセント辞典』が基
本になる。当時「アクセント専門委員会」として
はアナウンサーの調査をしたほうがいいと提案し
たが，アクセントだけを考えていて，促音が入る
か，濁音になるかなど「語形のゆれ」については
調査の提案をしなかった15）。語形についてもアナ
ウンサーが放送する立場として，どう考えるのか
を調べておくべきだった。これからでも遅くはな
い。今回の議題に示されているゆれも調査したほ
うがいい。アナウンサーが視聴者のことを考えて
判断した結果を優先すべきだと思う。どういう基
準で促音化が起こるかを説明することは可能だ。
また，単語ごとに違うということもわかる。しか
し一方で，理想的なアナウンサーだとしたら，「煮
転がし」と言ったときに，視聴者がどんなふうに
反応するだろうか，「ゲッカ」「ゲキカ」のどちら
が伝わりやすいだろうか，などを考えて伝えると
思う。今回は，促音化について，和語，漢語にし
ぼっているが，外来語は当然入るべきだ16）。また，
促音化以外にもいろいろな現象がある。「鑑」と
なる辞書として，そういう現象も反映されるべき
だと思う。もう一歩前進することが期待される。

山下洋子（やました ようこ）
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注：
 1） 外来語の促音化については，第 1382 回放送用語

委員会で取り上げた。詳しくは，山下洋子（2014）
「放送用語委員会（東京） 外来語の発音・表記に
ついて〜イ列・エ列のあとの「ア」「ヤ」の問題
と促音の有無を中心に〜」『放送研究と調査』第
64 巻第 12 号参照。

 2） 詳しくは，『アクセント新辞典』解説編 p.21 〜 p.26
参照。

 3） 今回の放送用語委員会では，無声化か，促音化
かで迷う語が多いという理由から，「キ」「ク」「チ」

「ツ」に「カ行」が続く発音をもつ漢語を取り上
げた。しかし，無声化している部分が促音化し
ているように聞こえる語は，これ以外にもある。
例えば，「検察庁」「警察庁」「西新宿」など，［ツ］
にタ行が続く場合や，［シ］にサ行が続く場合に，
いずれも，［ケンサッチョー］［ケーサッチョー］

［ニッシンジュク］といった発音に聞こえる場合
がある。また「七転八倒」も［シッテンバットー］
と発音されることがある。詳しくは，臼田弘

（1979）「「タナッカクエー」と「タナカカクエー」
〜放送ニュースの促音化傾向〜」『文研月報』第
29 巻第 2 号参照。

 4） ここに例示した語は『アクセント新辞典』には
促音化した語形を示していないが，実際の発音
では，促音化しているように聞こえる場合もあ
る。詳しくは，注 3 の臼田弘（1979）参照。

 5） 第 7 期国語審議会（昭和 39 〜 41）では，「キ」
「ク」＋「カ行」という構成の語について，「キ」
「ク」の部分が促音になるかどうかが話し合われ
た。この中で，「悪感情，各界，逆効果，逆光線，
逆コース，駆逐艦，的確（適確），適格，三角巾，
三角形，三色旗，水族館，声楽家，俗気（け），
多角形，肉塊，腹腔（こう），北極海，陸海，陸
海軍」などが，促音化するかしないかで「ゆれ」
があるとされた。

 6） NHK の『アクセント辞典』は，これまで『昭和
18 年版』『昭和 26 年版』『昭和 41 年版』『昭和
60 年版』『平成 10 年版』が出版されている。『昭
和 41 年版』までの改訂で検討された「発音のゆれ」
について詳しくは，菅野謙，臼田弘（1979）「放
送での「発音のゆれ」45 年」『NHK 放送文化研
究所年報 24』参照。

 7） 第 592 回放送用語委員会（昭和 40 年 11 月 18 日）
で検討。

　◯促音，×非促音：各戸，各個，学会，学界
　①促音，②非促音：赫々
　◯促音，◯非促音： 活火山，逆光線，逆効果，
  激化，五角形，三角形，
　　  多角形，副官，旅客機

 8） 漢語で母音の無声化に関連した促音化を検討し，
発音を変更した語は，表 3 に示したものだけで
ある。そのほかは『平 10 年版』のままとした。

 9） 「促音便」は，「動詞四段活用，五段活用の連用
形の語尾「ち，ひ（い），り」が「て，た，たり」
につながるとき，促音になる変化」（『新選国語
辞典第 9 版』小学館・2011）。

 10） 第 592 回放送用語委員会（昭 40.11.18）で『①引
き込み線，②引っ込み線』と決定されたが，『昭
41年版』（初版・昭 41.8.10 発行）には「◯引き
込み線，◯引っ込み線」で立項されている。そ
の後の刷で変更。「引き裂く」も決定はされたが，

『アクセント辞典』には反映されていなかった。
 11） 第1403回放送用語委員会（平28.5.20）で報告した。

詳しくは，山下洋子（2016）「放送用語委員会（東
京）  用語の決定」『放送研究と調査』第 66 巻第
9 号参照。

 12） 平成 25 年度「ことばのゆれに関する調査」（平
成 26 年 1 月 10 日〜 1 月 26 日実施）で「煮転が
し」「煮っ転がし」について調査をした。「煮転
がし」を使うという人が 10%，「煮っ転がし」を
使うという人が 89% という結果だった。国語辞
典では「煮転がし」を主見出しに，「煮っ転がし」
は語釈に入れたり，空見出しにしたりしている
ものが見られる。

 13） 「NHK 日本語発音アクセント辞典改訂専門委員
会」については，『放送研究と調査』平成 20 年 8
月号，11 月号，平成 21 年 2 月号，5 月号，平成
22 年 5 月号，平成 23 年 3 月号，平成 24 年 9 月号，
平成 26 年 9 月号参照。

 14） 『昭 41 年版』から『平 10 年版』まで，いずれも『日
本語発音アクセント辞典』という書名で，「発音」
ということばを入れている。なお，『昭 18 年版』『昭
26 年版』は『日本語アクセント辞典』。

 15） 『アクセント新辞典』改訂にあたって実施した調
査については，太田眞希恵・東美奈子（2016）「18
年ぶりの改訂で誕生『NHK 日本語発音アクセン
ト新辞典』」『放送研究と調査』第 68 巻第 7 号参照。

 16） 注 1 参照。

第 1405 回放送用語委員会（東京）
【開催日】 平成 28 年 9 月 30 日（金）
【出席者】 青木奈緒 氏，井上史雄 氏，
 井上由美子 氏，荻野綱男 氏，
 笹原宏之 氏，清水義範 氏，町田　健 氏
 鈴木郁子 NHK 放送文化研究所長 ほか
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