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はじめに
新アクセント辞典の改訂作業では，2008年10月

にNHKの全国のアナウンサーを対象に，現行アク
セント辞典の全項目調査とアンケートを実施した。

この調査は，9月1日に開かれた第2回のアクセン
ト辞典改訂専門委員会で決定した，「アクセントの
見直しが必要と思われる語を調べることを目的に調
査をする」ことに基づいて実施したものである。

現在，個々の語について集計・分析を行っている
が，今回は，まず調査用紙のアンケートのなかから，
主な意見を紹介する。

＜調査概要＞

1　調査の目的と方法
単語のアクセントは，伝統的に変わらないものと，

時代とともに変化するものがある。
今回の調査の目的は，本文の見出し語およそ6万  

9,000語と，付録の複合名詞などを合わせた，およ
そ10万語をすべてチェックし，アクセントがゆれてい
る単語と，ゆれていない単語を分類することにある。

そして，アクセントがゆれている単語を語種
別（和語・漢語・外来語・混種語など）に分類し，
傾向を分析し，2009年度の第2回アクセント調査

（音声吹き込み方式）の調査語，およそ500語を抽
出する作業の資料とすることである。

調査方法は，記述式で，アナウンサーを年代ごと
に，若年層（23歳～ 34歳），中年層（35歳～ 44歳），
高年層（45歳以上）と3グループに分けた。一方，『ア
クセント辞典』を，付録の複合名詞や外国地名も含
め，20ページ程度に分割し，53グループを作っ
た。そして，アナウンサー全員をこの53グループ
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用紙に，改訂が必要と思う語について
変更・追加・削除などを記入してもら
う記述式（最後に主に自由記述のアン
ケートを添付）

に年代層ができるだけ均等になるように割りふっ
た。（1人がチェックする語は，およそ1,500語と
なった。）

また，アンケートには，後述のように，分担した
ページ以外でも気になるアクセントや，改訂に向けて
実現してほしい要望を記入してもらった。

2　アンケートの概要
自由記述のアンケートでは次のような質問をした。
1．アクセントの変更が必要な語（追加・削除・

順序変更など）
2．追加語（新たに加えた方がよいと思う語）
3．削除語（削除した方がよいと思う語）
4．付録部分についての意見
5．資料部分についての意見
6．その他の意見
以下に，それぞれ多く寄せられた回答や目立った

意見を紹介する。

3　アクセントの変更について
アンケートでは自分の担当ページ以外で，アクセン

トを変更してほしい語を自由回答で書いてもらった
が，予想以上に意見が集中した。

もっとも多くのアナウンサーが指摘したのは，海
藻の「ワカメ（若布）」である。以降，『　』は，各ア
ナウンサーから寄せられた意見を，なるべく原文ど
おりに抜粋した。
＊『ワカメのアクセントについて，現場で必ず話に出てき

ます。どこかで，なぜ第 1アクセントが〔ワカメ〕な
のか，説明する文章を載せてはどうでしょうか。（40

代前半）』
＊『（ワカメの）生産者も頭高で言っていた。〔ワカメ〕

を先にできないか。（50 代前半）』
＊『アクセント辞典どおりのアクセントで読むと，違うので

はないかと指摘を受けます。（30 代前半）』
前回の改訂で頭高型を2番目に採用したが，伝

統的な中高型が1番目にあるため，議論されること
も多いのだろう。

また，古くから伝統が守られ“教育アクセント”と



81FEBRUARY 2009

加すべきと思います。ニュースを担当して感じるのは，
非常に読む機会が多いということです。ぜひご検討
ください。（30 代前半）』

＊『ケータイ，絵文字など携帯電話に関することばを加
えた方がよいと思う。（20 代後半）』

1998年版の追加語は｢インターネット｣｢ワープロ｣
「フロッピー」だったことからも，この十数年の技術
の進歩と社会変化の激しさがうかがえる。個別の語
では「ブログ」「サイト」｢ウェブ｣「ホームページ」「ア
クセス」「プロフ」「プロバイダー」「ワンセグ」「ブロー
ドバンド」「ドメイン」「デリート」「サーバー」「ユー
ザー」「スキャナー」などが追加語にあがった。

また，これらの語のアクセントをつける際には，
『コンピューター用語やネット用語は平板にしてほし
い。（30 代後半）』という意見もあった。

さらに，次の意見も世相を反映したものである。
＊『経済・株関連用語の充実を望みます。（30 代前半）』
＊『経済用語を追加してほしい。「弱含み」「下げ止まり」

「評価損」「含み損」など。（30 代後半）』
＊『化学物質のアクセント。「メタミドホス」「クロルデン」

…など。（20 代後半）』
＊『“食”関連の番組が増えているため，野菜や果物な

ど食材の名前や料理用語も豊富に載せていただき
たい。（30 代後半）』

現行版ではほとんど載せていない固有名詞につ
いては次のような要望があった。
＊『ニュースで出現頻度の高い寺や神社の名称について，

新たに加えてほしい。（30 代前半）』
＊『歴史上の人物や近現代の人物名のアクセント。（20

代後半）』
＊『鳥や動物の名前，とくに絶滅危

き ぐ

惧種などのアクセントが
わからないことが多 あ々ります。（20 代後半）』

＊『古典芸能や文化（お茶・お花など）の分野の充実を
望みます。（50 代前半）』

＊『プロ野球，プロサッカーチームの球団名。（30 代後半）』
今回の改訂では候補語の洗い出しを行い，大

幅な追加が必要と思われる。

5　削除語について
削除語については，個々の語で不要だという

指摘があるものの，次のような意見もあった。
＊『明治・大正期の作品の音読の機会が多いので，なるべ

くその時代のことばは残してほしい。（50 代後半）』
＊『文学・芝居などに登場する可能性はあり，また，「こ

ういう言葉もある」と伝えて欲しいので，あえて削ら

呼ばれる「クマ（熊）」は現在尾高型アクセントし
か認めていない。前回の改訂の際も議題にのぼっ
たが，アナウンサー調査で尾高型が77％，頭高型
が19％と，比較的規範が守られているため変更し
なかった。
＊『クマのアクセントで頭高型を第 2 アクセントとして採

用してはどうでしょうか？（50 代前半）』
＊『熊〔クマ〕を追加。個人的には〔クマ〕しか言いま

せんが，多くの人が〔クマ〕と発音しますので。（40 代

後半）』
＊『日常は〔クマ〕と頭高で言う人が多い。スタッフが

原稿を読むときによく指摘するが，スタッフ本人は習
慣で間違えてしまう。そろそろ頭高を認めてもよい
のでは。（30 代前半）』

若年層だけではなく，高年層にも頭高型を認め
てほしいという声があった。

気象用語では「暴風」のアクセントに意見が集
まった。（現行〔ボーフー〕のみ）

＊『平板に変えるべき。「暴風雨〔ボーフーウ〕」と聞
き間違えやすい。（30 代後半）』

＊『平板アクセントを認めるべき。微風，強風，薫風
など風の強弱や性質を表すものは平板アクセント。

（50 代後半）』
その他に意見の多く集まった語は以下のとおり。

（○のなかの数字はアクセントの下げ核の位置を示す）
・「アドレス」（現行①）平板を加える，または平板

のみにする。
・「無料」（現行○0 ①）①を削除する。
・「小麦」（現行②○0 ）②○0 順序を逆に，または平

板のみにする。
・「とうじ＜杜氏＞」（現行①）平板を加える。
・「メール」（現行①○0 ）順序を逆に，または平板の

み。とくに電子メールの意味では平板のみにする。
・「キャラクター」（現行①②）平板を追加する。
・「市政」（現行○0 ）頭高を追加する。

これらの語は，改訂の候補語として，次回の音
声調査に盛り込んでいきたい。

4　追加語について
新たに掲載してほしい語は，時代を反映して，イン

ターネット・コンピューター関連の語に意見が集中した。
＊『インターネット用語がまだ少ない気がします。たとえ

ばネットは網という意味の〔ネット〕しかありません。
（30 代後半）』

＊『コンピューターやインターネット等 IT 関連用語を追
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7　複合語について
複合語についても指摘があった。
＊『四字熟語や複合語などの用例を増やす。それぞ

れのことばの意味とアクセントで対応できるが，
ニュース直前などで迷う時がある。たとえば「第
○○管区気象台」など。（40 代前半）』

＊『行政機関の名前や法律の名前など，ややこしいも
のがある。たとえば「職業能力開発大学校」など。

（40 代後半）』
複合語については，辞典の本文に網羅することは

できないが，解説の部分で今まで以上にわかりやす
く説明を施していく必要があると思われる。新しく
採用するアクセント記号では，複合語について表示
がしやすいというメリットがあるので，アクセントに
精通していない人でも簡単に運用できるような工夫を
していきたい。

8　活用形と助詞・助動詞がついた場合について
用言の活用形についても，ゆれが目立つので，記

述してほしいという要望が多かった。
＊『動詞や形容詞の活用形のアクセントについては，本

文にものせて活用形を調べる手間を省くようにして
はどうか。（40 代前半）』

＊『活用や助詞，助動詞によってどのように変化するか
を理解しないと，せっかく正しい発音やアクセント
を探しても文章の中で使えない。できればアルファ
ベットでグループ分けしている今の形より，複数ペー
ジにまたがってでも助詞などを表の中に書き込んで
ある方が使いやすい。（40 代前半）』

＊『活用形でいつも悩むので，ぜひ活用形をとり上げて
ください。（30 代後半）』

＊『活用形のアクセントで要注意のものは，それぞれの
見出しに記していただけると助かります。（20 代後半）』

9　地名の地元アクセントについて
今回は全国のアナウンサーに調査を行ったので

「地名の地元アクセント」に言及する声も多かった。
＊『地名の地元アクセントのクレームがくるものを是非。

姫路・彦根・池田・キタ・ミナミ等。（大阪局）』
＊『地元アクセントと全国の人が読んでいるアクセントの

違いがある場合どうしたらいいのか，かなり迷います。
（アナウンス室）』

＊『地元アクセントについては許容として載せてほしい。
（さいたま局）』

＊『地名は地元のアクセントにあわせるべきか，共通語

なくてもよいと思います。（50 代後半）』
＊『時代に合わずとも，存在したことばとしてアクセントと

ともに収録していただきたい。ことばがどんどん単純
化し，数・質ともに貧しくなってしまうと思います。（50

代前半）』
一方で次のような指摘もあった。

＊『10 ～ 20 年前のニュースで使われたが，今はほとん
ど聞かないもの（例「適マーク」など）は，ニュース
セクションとのすり合わせで大胆に減らしてもよいの
ではないか。（30 代後半）』

＊『一度も引いたことのない語がある。削っていかない
と無駄なものが多くて利用しにくい。電子辞書化の
場合は別（何でも載せていてこそ意味あり）。（50 代

前半）』
指摘にもあったように，書籍版の場合，ページ数

の関係で新語を入れるためには削除が必要だが，
電子版ではその悩みは解消される。また，次のよう
な提案もあった。
＊『削除の必要はあまり感じませんが，歴史に出るもの

は＜歴＞などマークを付けて対応するのはどうで
しょうか？（30 代後半）』

6　「数詞＋助数詞」について
付録・解説の部分では，「数詞＋助数詞のアク

セント」に悩む切実な意見が多数寄せられた。
現在は付録部分で，およそ270の助数詞について

1 ～ 10までの発音とアクセントを掲載しているが，数
詞が11以上の場合も載せてほしいという要望が，ア
ンケートのなかでは，最も多くあった。
＊『「数詞 + 助数詞の発音とアクセント一覧表」について，

1 ～ 10 までしかアクセントが載っていないので，11
以降も載せてほしいです。（20 代後半）』

＊『数詞のアクセントで百，千，万のアクセントを追加して欲
しい。また「羽」（ワ・バ）など 2 種類の読み方がで
きるものの優先順位をつけてほしい。（30 代前半）』

＊『｢ 数詞＋助数詞のアクセント｣ については，用例をで
きるだけ増やすことはできないか？ 若い女性キャス
ター（スタッフ）などは特に，数字のアクセントに悩む
ことが多く，用例がないと｢イザ！｣という本番直前
に確かめられない事も多い。（40 代前半）』

今回の改訂では，「11 ～ 100＋助数詞」について
も記載することを計画している。

また，特にゆれが指摘されている「13日」「15分」
「2月」「4月」などについては，アクセント辞典改訂
専門委員会で議論していく予定である。
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のアクセントで放送するべきか判断に迷うことが多
いです。（徳島局）』

など，地元に密着した放送をめざしている各局の姿
勢と，全国放送になった場合の，いわゆる共通語ア
クセントとの違いで，アナウンサーが困惑しているこ
とがうかがえる。

改訂専門委員会で審議するつもりであるが，全国
のアナウンサーに，各地の地元アクセントで放送すべ
きだというのは至難の業で，現状では，付録の－資
料集・解説－Q＆A（ｐ11）にあるように，＜「地名
のアクセントについては，全国放送では共通語アクセ
ントを用いるが，地域放送では地元視聴者の要望が
強く，地元の慣用によるアクセントを用いるほうが親
しみやすいという場合には，地元アクセントを用いて
もよい」ことにしています。地名のアクセントは，その
地域の慣用から生まれてきたもので尊重しなければ
なりませんが，全国の地域名を地元アクセントで発音
し，放送することはかなり難しいといえます。＞という，
いわゆる“ダブルスタンダード＝二重基準”で対応する
しかないのではというのが，従来の考え方である。

10　外国地名について
国際化の時代で，取材地も増え，また，ニュース

でも初めて聞くような地名がたびたび出てくるように
なった。それを反映してか，外国地名について，もっ
と多く掲載してほしいという要望が多かった。
＊『外国の地名で「サマーワ」「ペシャワル」など，さ

らに，過去のサミットの開催地の地名など，ニュー
スで出る可能性のあることばは網羅しておくべき。（40

代前半）』

11　解説部分について
＊『現状の付録はやや専門的。広く一般者にも興味がわ

くトピックを解説してはどうか。（40 代前半）』
＊『無声化の法則，例外があいまいになっている。鼻濁

音も第一声から鼻濁音で話すアナウンサーがたまに
いるので，どんな時に鼻濁音になり，あるいはならな
いのかわかりやすく説明する必要がある。（30 代後半）』

＊『アクセントを引く辞典以外のページにも目を通したくな
るように工夫されてはいかがですか？ アナウンサー
は，ニュースやナレーションの準備の段階で引くこと
が多いわけですが，わずかな時間でもひきつける見
やすさ，わかりやすさ，読み進めたくなる構成をお願
いしたいと感じます。（30 代前半）』

終わりに
現在，市販の電子辞書にアクセント辞典を搭載し

ているものがあるが，それを愛用しているという意
見もあった。

さらに，『CD-ROMやSDカードで持ち運べるよう
にしてほしい』『パソコンや携帯で使える辞書ソフト
を配布してほしい』『インターネット上で使えるアクセン
ト辞典を作り，常にデータを新しくしてほしい』など，
メディア展開に関する意見も多かった。当然，先を
見据えつつ，検討していかなくてはならないと事務局
では考えている。

最後にアナウンサーから，ほかの職種について次
のような意見があった。
＊『放送現場で意外にアクセント辞典が軽視されている

ように感じます。辞典ではこうなっていると記者や
PD に説明しても「そんなのおかしい！」と相手にさ
れないことが多々あります。少なくとも内部の人間に
対しては辞典の意義・権威をもっと強調してもいい
のではないでしょうか？（30 代前半）』

＊『若手 PD なども辞典の読み方を理解していると助か
ります。見ても読めないという声をたびたび耳にしま
す。（40 代前半）』

今後，放送では，ますますアナウンサー以外の
職種の人が登場する機会が増えていく。

また，朗読奉仕をしている人たち,タレントや声優
を志している人たち,学校の放送部の生徒・学生た
ち，日本語を学習している外国人など，多岐にわた
る人々に活用されている。21世紀最初の『日本語発
音アクセント辞典』は，一部の人のための専門辞書
ではなく，人前で話をする人すべてに愛用される辞
書をめざして，本編も付録部分も，そして，電子辞
書も検討していく必要があると思われる。

アクセント辞典改訂専門委員会の事務局では，今
回のアンケートで寄せられた主な意見や，少数では
あっても重要な意見について吟味し，すべての意見
を取り入れることはできないにしても，第3回アクセ
ント辞典改訂専門委員会に報告し，専門委員の率
直な意見や感想，助言を求め，なるべく寄せられた
意見を反映できるようにしたいと考えている。

なお，個別に回答はできないが，『新アクセント
辞典』に関する要望は，今後も，NHK放送文化研
究所・メディア研究部・放送用語グループにお寄せ
いただきたい。　　　　　　　

　　  （さかもと みつる）


