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アクセント辞典改訂事務局では，第3回『アクセ
ント辞典』改訂専門委員会を開催し，2008年秋に
実施した「第1回アクセント辞典・全項目調査」の
報告と，秋以降に予定している「第2回全国アナウ
ンサーアクセント調査（音声調査）」の調査語の選
定方法や，調査手法について主に審議した。審議
の概要と，今後の課題などについて報告する。

Ⅰ．第 1回　全項目調査の概要と傾向
全国のアナウンサーの協力で実施した「第1回現

行アクセント辞典・全項目調査」は2部構成で，第
1部はアクセントの追加・削除・入れ替えなどを記
入してもらう方法，第2部は主に付録部分について
の要望や，日ごろ使用していて感じている意見を記
入してもらった（第2部の要望や意見については，
すでに『放送研究と調査』2月号に概要を紹介し
たので，本稿では省略する）。

ここでは，改訂専門委員会で事務局から報告し
た「第1回現行アクセント辞典・全項目調査」の結
果から見えてきた傾向について記す。

今回，アナウンサーがアクセントや発音の変更
を希望する語は，約1万2,000 語で，全体の約
15％になった。前回改訂時調査（1996 年）では
若年・中年・高年層から2人ずつとOBの計7人に
チェックをお願いし，指摘されたのは約6,700 語
だったが，今回の調査では，アナウンサー全員に，
1人あたり約1,500 語を担当してもらい，上述のよ
うに約1万2,000 語と，より詳細な結果を得ること
ができた。

アクセントに関する指摘全体では，のべ約2万
3,000 件，そのうち，アクセントの記載順序の入れ
替え希望が約8,000 件，放送では使わない型の削
除希望が約1万1,000 件，新しい型の追加希望が
約4,000 件あった。

『アクセント辞典』改訂  第 2 回調査に向けて
～第 3 回『NHK 日本語発音アクセント辞典』改訂専門委員会～

メディア研究部（放送用語）　坂本　充 　　　

委員会では，調査結果の中から，以下のような
特徴的な傾向について報告した。

1．単純名詞への指摘
2．複合名詞への指摘
3．平板式の単純動詞・形容詞への指摘
4．複合動詞への指摘
5．伝統的な型の5拍以上複合動詞への指摘
6．動詞・形容詞の転成名詞への指摘

1．単純名詞への指摘
Ａ．二字漢語の頭高化への指摘

二字漢語については，約1,800 語について指摘
があった。そのうち，現行版では平板型のみ記載
している語に頭高型を追加してほしい，また，現
行版では，平板型と頭高型という型の順を入れ替
えてほしいという要望が相当数あった。以下に代
表例を紹介する。

Ｂ．和語名詞の尾高型衰退への指摘
和語名詞で特徴的だったのは，現行版では，

平板型・尾高型の順になっている語の，尾高型を
削除したほうがよいのではないかという意見が多
くあったことである。

【本稿で表記するアクセント記号】
　＝平板型
①＝頭高型　②＝中高型②，または 2 拍語の尾高型
③＝中高型③，または 3 拍語の尾高型 … 以下同様

○0

◆ 頭高型追加希望（現行　のみ）
市政　退治　転記　呉音・語音　日舞 など

○0

◆ 頭高を第 1アクセントにする希望（現行　& ①）
僅差　岩塩　論外　注視　大火　認可 など

○0
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さらに，複合語の後部が漢字2字のなかで，「〜
機械･器械，〜期間・機関・器官，〜規則，〜試験，
〜資金」など， 1拍目の母音が無声化する語のア
クセントにゆれが目立った。

3．平板型の単純動詞・形容詞への指摘
平板型の単純動詞・形容詞について，中高型を

追加希望という指摘も多くあった。

これらの語は，活用形の問題も同時に考えてい
かなくてはならない。

4．複合動詞への指摘
複合動詞で，中高型と平板型がある語で平板型

を削除したほうがよいという意見も多くあった。

5．伝統的な型を持つ 5 拍以上の複合動詞への指摘
5 拍以上の複合動詞の2，3 拍目にアクセント

核のある型は，古い感じがするので，放送では使
わないという意見が多かった。

6．動詞・形容詞の転成名詞への指摘
入れ替えや削除希望の指摘の多かった語に，

「〜み，〜げ，〜さ」など，動詞・形容詞の転成名
詞や活用形に接尾語がついた語もあった。

これらの語は指摘にかなりばらつきがみられ
る。今回の改訂では型を整理するためにも，今後，

Ｃ．外来語名詞の平板化への指摘
外来語名詞では，従来から指摘されているが，

今回も平板化の傾向が顕著に現れた。

また，「バッテリー」のように，「投手・捕手」の場
合は，従来どおり頭高型，電池については平板型と
いうように，アクセントによって意味の弁別をした
ほうがよいという意見も多く寄せられた。

Ｄ．和語名詞の伝統的な頭高型を避ける傾向
現行版には，伝統的な和語名詞の頭高型が掲

載されているが，放送ではもう使用しないので削
除してもよいという意見も多く寄せられた。

このような伝統的なアクセントを新版でどう扱う
か，改訂の大きなポイントになると思われる。

2．複合名詞への指摘
複合名詞についても，多くの指摘が寄せられた。
後部が漢字1字の複合名詞のなかで，現行版で

は，中高型と平板型がある語の中高型は不要という
意見が多かったものもあれば，平板型を削除という
指摘もかなりあった。

◆ 平板型追加希望
アダプター②　アドレス①　クラブ①　グラス①
キャラクター① & ②　サポート② など

◆ 中高型追加希望（現行 のみ）
＜動詞＞かじかむ　おどける　通わす　ちらつく
＜形容詞＞遅い　煙い　軽い　眠い　甘い など

◆ 平板型削除希望
奪い返す④& 　崩れ落ちる⑤&
話しかける⑤& 　備え付ける⑤&  など

◆ 頭高型削除希望
海坊主③ &（伝①）　大飯①&　
大食い　&①　小づめ①&　
小生意気③ & ② & ① など

◆ 尾高型削除希望
（現行　 &③）切手　家出　きこり　味見 など
（現行　 &④）足止め　草分け　ひざ詰め など

○0
○0

○0 ○0
○0

◆入れ替え希望→平板型が優勢（例：〜剤）
育毛剤③& 　解毒剤③& 　解熱剤③&  など

◆起伏型を削除希望→平板型のみへ（例：〜金）
予約金 &③　積立金 &④　身代金 &④ など

◆平板型を削除希望→起伏型のみへ（例：〜炎）
口内炎③& 　腎臓炎③& 　関節炎④&  など

○0

○0

○0 ○0 ○0

○0 ○0

○0 ○0

○0

○0 ○0
○0 ○0

◆ 伝統的なアクセント②を削除希望
いきり立つ④ &（②）　たたき伏せる⑤ & ② &　
思い上がる⑤& &（②） 泳ぎ回る⑤& &（②） など

○0
○0 ○0

＜〜み＞おかしみ④ & & ③　苦しみ & ④ & ③
＜〜げ＞優しげ③ & 　卑しげ③ &
＜〜さ＞新しさ③ & ④　弱 し々さ④ & ⑤ など

○0 ○0
○0 ○0



104 　MAY 2009

かどうかをチェックし，結果データを送る方法。
Ａ，Ｂ案の場合，結果の集計にかなりの時間と人

手がかかること，Ｃ案の場合は，集計作業は比較
的早くできるが，音声吹き込み方式ではないことを
説明した。それに対し，次のような意見が出た。

● 従来，アクセント調査は「読ませる調査」が主流で，
それだけが本来の音声調査であるかのようにいわれ
ている。しかし，Ｃ案のような「聞かせる調査」が
ありうるし，適切な調査法だと思っている。十数年
前に NHK 文研の協力を得て実施したが，ひと月で
数百人のデータが集まり，数週間のうちにコンピュー
ターに入力できて，多変量解析を施すこともできた。
今回もそれをお勧めしたいと思う。（井上委員）

● 今回の音声調査のテーマは「放送として何がふさ
わしいか」ということだから，自分自身がどうい
うふうに使っているかはそれほどこだわらず，聞
いて違和感がない，自然であるという判断でもい
いと思う。実態調査とは呼びにくいが，「聞き取り」
という形でかなりの問題点がカバーできるのでは
ないかという気がする。（上野委員）

● 効率的にやるなら「聞かせる調査」をアナウン
サー 500 人全員に，しかも語数は多くやって
もらう。それとは別に，質的な部分をチェック
したいものについては録音してもらう調査で企
画をする。調査項目の 1 と 4 については聞き取
り判定に非常になじむという気がする。2 と 3
は数十人程度にきちんと録音をとれるようにする。
そういう折衷案もあると思う。（相澤委員）

以上のように，Ｃ案「聞かせる調査（抵抗感調
査）」を支持する意見が多く，アナウンス室の委員
からも賛同を得た。「聞かせる調査」によって，改
訂候補にあがった語についてより多くの語数を調
べ，その上で，実際の音声を聞く必要があるもの
については，音声吹き込み方式で行うという今後
の方針を確認した。
「聞かせる調査」の設問は，同一単語に複数の

アクセントをつけて，どれが放送にふさわしいか
選択する方法，ランダムに聞いてもらい，○×で
回答する方法，問題のあるアクセントのみ聞かせる
方法などさまざまな案が出た。今後，事前調査な

詳細な調査が必要と思われる。
以上は大まかな傾向であるが，事務局の報告に

ついて，次のような意見があった。
● ことばやアクセントの削除は慎重にやったほうが

いいと思う。パソコンのリセットのように簡単に
削れるものではない。先生方の意見を聞いて，
ていねいに判断をしていったほうがいいと思う。
今，自分が使っていることばを基準に，それに
合っているかどうかだけで適切なアクセントかど
うかを判断するものではないと思う。（佐藤委員）

● 語によっては高年層のデータを見て判断するな
ど，覚悟して制限をすることも必要かもしれな
い。何もかも拾ってしまうと一貫性がなくなる。
例えば複合動詞の 2 拍目のアクセントに抵抗が
多いという結果が出ているが，主にどの年代な
のか知りたい。全体には予想以上に変化してい
る感じがする。（水谷委員）

Ⅱ．第2回　アナウンサー音声調査について
全項目調査で得られた結果をもとに，今年の秋

以降，全国のNHKアナウンサーを対象に，音声
による「第2回アクセント調査」を実施したいと考
えている。委員会では，限られた語数で，改訂作
業に必要なデータを効果的に得るためにはどのよ
うな調査語の選定方法がよいのか，また，調査の
手法について助言を求めた。

調査したい主な項目は，次のとおり。
1．第 1 回調査で指摘のあったアクセントにゆれの

ある語や，変化の傾向について。
2．実際の発音を聞かないと実態がつかめない語に

ついて（母音の無声化や鼻濁音を含む語など）。
3．用言の活用形や助詞・助動詞がついたときのア

クセントについて。
4．過去に調査データがある語で，経年変化や年

代差に注目すべき語について。

また，調査の手法について次のような案を提示した。
Ａ案 . パソコンを利用して，NHK の回線を使い，

収録音声を集める方法。
Ｂ案 . 留守番電話機能を利用して集音する方法。
Ｃ案 . 例文を事務局で事前に録音し，アナウンサー

は，再生された音声を聞いて，放送でふさわしい
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＊ 共通語のアクセントで注意すること
名詞，用言，数詞 + 助数詞，活用形，助詞・
助動詞がついた場合のアクセントなど。新しいア
クセント記号についても解説。

＊ 共通語の発音で注意すること
母音，子音，連母音，特殊拍，母音の無声化
や鼻濁音などについての解説を掲載したい。

各項目について，個々に検討することはできな
かったが，編集方針としては，特段異議は出なかっ
た。ただし，今後の進め方について次のようなアド
バイスがあった。

● 厳密に書こうとすると，どうしても論文になってし
まう。こちらの書いたものに対して，ここは難しい，
わかりにくいと率直に言ってもらったほうが私とし
ては楽である。いい解説を作るために必要なこと
だと思っている。（上野委員）

● 事務局で基本的な方針やページ数を指示したほ
うがよいと思う。例えば「数詞＋助数詞」の部
分であれば，万まで掲載したほうがいいと思うが，
そのなかの非常に限定的，象徴的な数字だけは
本文中にも出していく。そして，自分で暗記して
覚えていくための表は後ろの解説に載せる。それ
は何ページですむはずだというような規格を事務
局で提示しないと，執筆者は論文を書いてしまう
と思う。（水谷委員）

Ⅳ．今後の予定
今回の審議をもとに，事務局で第1回調査の分

析をさらに行ったのち，調査語を選定し，各委員
の意見をまとめ，次回委員会を開催したい。

その後，秋以降に「第2回全国アナウンサーアク
セント調査（音声調査）」を実施する予定である。

（さかもと みつる）

第 3 回　アクセント辞典改訂専門委員会
【開催日】 平成 21 年 2 月 27 日（金）
【開催場所】 放送文化研究所  会議室
【出席者】 水谷　修 氏，井上史雄 氏
 上野善道 氏，相澤正夫 氏
 佐藤　淳 アナウンス室統括担当部長
 梅津正樹 アナウンス室 専門委員
 原由美子 放送文化研究所 メディア研究部長ほか

どを通じて，検討を重ねたい。
また調査の結果をどのように辞典に反映させて

いくべきかについて，次のような議論があった。 

● 例えば，形容詞は一型化が進んでいる。「厚い・
アツイ　」と「熱い・アツイ②」の区別がない。

「厚い涙」という人がいても，もう驚かなくなっ
た。こういう変化を認めるかどうか。調査結果が
出てきた段階で何を基準にして判断するのかとい
う原則的なところは決めておかないといけないだ
ろう。結果をめぐって一語一語やっていたら永遠
に辞典はできない。（上野委員）

● 今は東京の人でも「2 月・ニガツ①」「4 月・シガツ
①」と頭高型で言う人がかなりいる。そうだから
といって頭高型を認めるかというと絶対認めたくな
い。アクセント辞典では「2 月・4 月」は尾高型だ
と私は思う。委員の先生方がきちんと「なぜならば」
というのを出していただければ，われわれアナウン
サーは納得してそれに従えると思う。（梅津委員）

Ⅲ．付録<資料集・解説>の見直しについて
アナウンサーのアンケートから，現在のアクセン

ト辞典の付録については「難しい」「利用しにくい」
という意見が多く寄せられた。今回はより実用的
で，実践的なものを目指したい。また，今まで手
薄だった「発音」についても，わかりやすい解説を
載せたいという方針を事務局から説明した。

＜資料編＞の内容について
＊「外国の地名」→拡充し本文化。
＊「複合した地名」→用例を整理する。
＊「日本の地名」→本文化を検討。要望の多かった

「地元アクセント」については別項目で解説。
＊「複合した名詞」→見出し語の選択や表示方法

を検討。
＊「数詞 + 助数詞」の一覧表→数詞を100 までに

拡充することを検討。

＜解説編＞の内容について
＊ 共通語の発音とアクセントの概要

この辞典で扱う共通語についての定義を含めて
解説。また，最近の発音やアクセントの傾向に
ついても紹介したい。

○0


