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  0  はじめに

話しことばの韻律については，近年，音響分
析の機器・ソフトの急速な普及により，音声学
の分野を中心に多様な研究が行われている。し
かし，その解釈の前提となる基本的モデル（仮
説）にはいくつかの異なる立場があり，それよっ
てアクセントやイントネーションという用語自体も
使い方が異なる。統語や意味，談話など音声
以外の領域との関係が複雑であることに加え，
こうした基本的モデルの違いが韻律研究の総
合的な理解や議論を難しいものにしてきた。

こうした状況のなかで，異なる立場から現在
の知見をつきあわせて議論を深めようと，平成
22年10月の日本語学会秋季大会で，シンポジ
ウム「イントネーション研究の現在」が開催され
た。主なテーマは「音韻的な句のまとまりの形
成と実現のあり方の変異」とされた。このシン
ポジウムは，テーマそのものが，放送での音声
表現を考える上で重要な「意味とイントネーショ
ンの関係」に関わる上，研究の前提となる基本
的なモデルや用語についても議論される貴重な
機会でもあった。

本稿では，今回のシンポジウムでの議論を
参考に，従来の韻律研究の前提となってきたい

くつかの基本的モデル（本稿ではこれを「アク
セント観」と呼ぶ）を示し，そのなかで『NHK
新版日本語発音アクセント辞典（1998）』（以下，
NHKアクセント辞典と略記する）の次の改訂に
あたって基本とするアクセント観を示す。その上
で，音声表現への応用という視点から近年の韻
律研究についての概観を試みる。

なお取り上げる韻律研究の多くは東京方言
（東京語とも呼ばれる）を対象にしたものだが，
放送のことばは共通語を前提としており，共通
語の韻律は主に東京方言に負っている。このた
め今回は引用部分を除き原則として共通語とい
うことばを使う。

全体構成は以下のとおりである。

1　韻律の諸要素

2　アクセント

2.1 アクセント観の変遷

2.2 音程変化で見るアクセント

2.3 上昇音調と下降音調の違い

2.4  アクセントの分類と表記

2.5 アクセントと自然下降

3　句頭音調（句頭の上昇）

3.1 上昇音調は句のはじまりを示す

3.2 アクセント観による解釈の違い
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3.3 不自然な上昇とは

3.4 上昇音調と特殊拍

3.5 上昇音調とプロミネンス

3.6 「早上がり型」「遅上がり型」

4　句末音調

4.1 句末音調は話者の態度を示す

4.2 句末音調と終助詞（文末詞）

5　音調句

5.1 音調句は句を示す音のまとまり

5.2 小音調句と大音調句

5.3 複数の大音調句のまとまり

5.4 音調句と放送表現

6　おわりに

  1  韻律の諸要素

共通語の韻律について，全体の概略を表1

に示す。なお韻律（prosody）とは話しことばの
音の高さ・長さ・強さの変化の総称とされるが，
本稿では音程変化の面に絞って考える。従来は
アクセントとイントネーションというふたつの用語
が主に使われてきたが，どちらも多様な意味で
使われるため，本稿では変化の要素ごとに再定
義をする。

句とは，一般的な辞書の定義に従い「ひとま
とまりの意味を表す語のひとまとまり」を指す。
句は節や文なども含み，いわゆる一語文のよう
に一語だけで句になる場合もある。

また表1は，後述のアクセントを狭義にとらえ
るモデル（アクセント観）に基づくもので，アク
セントを広義にとらえるモデルでは句頭音調をイ
ントネーションではなくアクセントの一部に含め
ている。ただ，その場合でも音程変化の要素
や機能についての考え方はほぼ同じである。

  2  アクセント

2.1  アクセント観の変遷　
平成22年のシンポジウムでは，近年の音声

学の主な韻律研究が前提としているアクセント
観が主にふたつのやや異なるモデルに分かれる
ことが指摘された。しかし，それらはいずれも，
現行のNHKアクセント辞典のアクセント観とは
異なるものであり，従ってNHKのアナウンサー
の教育のなかでも全くと言ってよいほど触れられ
てこなかったものである。このため，まずこのア
クセント観の違いと変遷について概観する。

国語学の辞典類や辞書などで「アクセント」
の項目を引くと，これまで「アクセントとは個々
の語について決まっている高低または強弱の配
置」（金田一1957）という定義が冒頭に示され
ているのが普通だった。この定義に従い，日本
語のアクセントについては，拍（mora）ごとに高
低の2段階の相対的な音程のどれかを指定し，
その配置を「型」として分類するという方法が主
流だった。これを仮に，①「アクセント＝高低2

用語 音程変化の要素 主な機能
アクセント 下降の有無とその位置 １語のまとまりを示す，語彙を識別する

イントネーション

句頭音調
句頭の上昇の有無 句のはじまりを示す
句頭の上昇の変化（上昇幅・速度） 話者の意図・態度を示す

句末音調 句末（文末）の変化のしかた 話者の（話題や聞き手に対する）態度を示す
音調句 句頭の上昇で始まる音調のまとまり 句のまとまり（＝意味のまとまり）を示す
自然下降 句中の緩やかな下降 句の長さが予測できる

表 1
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段階」観とする。なお，高低3段階以上を想定
する説もあるが拍ごとの音程の配置という基本
的な考え方は同じである。

一方，拍ごとの音程を見るのではなく，音程
の変化つまり上昇部分と下降部分に着目するア
クセント観が昭和初期に宮田幸一氏によって提
起された。このなかで「東京語では語の冒頭
の上昇はすべての単語に共通なものであるから
表記は省略してもよい」（宮田1927）とされ，下
降音調をアクセントの中心と見る考え方が生ま
れた。この考え方を発展させた服部四郎氏は，
音を下げる力のある拍を「アクセント核」として

「アクセント核があるかないか，あるとすればど
の拍にあるか」（服部1954）だけを考えればよ
いとし，これが①と並ぶアクセントのモデルと
されるようになった。ただしこの服部氏の考え
方は下降音調をアクセントの「弁別的特徴」と
定義する一方，上昇音調についてもアクセントの

「非弁別的特徴」と定義し，広義のアクセントに
含めている。これを②「アクセント＝音程変化」
観とする。

この観点をさらに進めたのが，アクセントの
定義をより狭くとって「単語における声の下降に
関するきまり」（川上1961a）と定義するアクセン
ト観である。これを③「アクセント＝音程下降」
観とする。川上蓁氏が提起したこの観点は，ア
クセントを定義すると同時に，上昇音調を「語
のきまり」から切り離し，意味によって変化する
イントネーションの一部とすることで，それまで
句末音調の問題に限られがちだったイントネー
ション研究に新たな視点を導入するものでも
あった。川上氏は「アクセントは声の下降に関し
ては規定するが，上昇に関しては全くの自由放
任である」「言葉の音調には大きな自由と無限の
ニュアンスが込められている」（川上同上）とし，

当時開発されたばかりのピッチレコーダーを取り
入れて（川上1963），この上昇音調の多様な変
化について先駆的な研究を行った。

この③の観点は，その後，音声学会現会長
の上野善道氏ら音声学者に受け継がれたが，
方言によっては高低2段階的な分析が有効なも
のがあることや，音響分析のハードルの高さも
あってか，一般の国語学の研究者にはなかな
か広がらなかったようだ。しかし，近年パソコ
ンの音声分析ソフトにより多様な音調の変化を
分析できるようになったことから，音声学の分
野ではこの上昇音調の変化が大きなテーマのひ
とつとなり，川上氏のアクセント観の先見性が
あらためて評価されている（前川2006，児玉
2007）。②の立場でも上昇部分を意味によって
変化するものととらえる場合は③に近くなる。た
だし，②と③については，3.2で述べるように言
語学上の有標・無標のとらえ方の違いが音調の
解釈に基本的な違いをもたらす点に留意する必
要がある。

NHKアクセント辞典は，金田一春彦氏が長
く編集委員をつとめてきたことなどから，これ
まで基本的に①の高低2段階のアクセント観を
前提に編集が行われ，現行版の解説部分もそ
の立場で書かれている（金田一1966）。ただし，
金田一氏も下降音調をアクセントの「タキ」と名
付け，いわゆる尾高型と平板型との区別（花と
鼻など）に関連して，②のアクセント観にも理解
を示している（金田一1956）。このためNHKア
クセント辞典の表記は，拍ごとの高低のうち高
い部分を上線で示すとともに，音程の下降位置
にカギをつけることで②の観点を一部加えたも
のとなっている。

以上のようなNHKアクセント辞典の従来の
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編集方針は，共通語の音声教育にも当然影響
してきたと考えられる。上野氏は特に①のアク
セント観の問題点として，「（高低配置の）型を
真面目に練習すればするほど，そこから抜け出
すのが難しくなる」「アナウンサーの発音でも，
改まれば改まるほど不自然な上昇（3.3で詳述
する）がついてしまう例はいくらでもある」と指
摘する一方，③の観点について，「単に理論の
問題だけにとどまらず，文レベルの音調の発音
練習や教育においても効果を発揮する」（上野
2003）と実践教育上の利点を強調している。こ
のため，現在改訂作業を進めている次のアクセ
ント辞典では，従来の高低2 段階のアクセント
観に基づく表記をあらため，上昇・下降音調を
表記するという方針を改訂専門委員会で決定し
ている（坂本2008）。この表記方法は3.1で述
べるように②と③のどちらのモデルにも対応す
るものだが，本稿では音声表現への応用という
面では③のモデルが適当だと考える。なお現
在のアクセント辞典改訂専門委員（外部）は，
相澤正夫氏，井上史雄氏，上野善道氏，水谷
修氏の4人である。

2.2  音程変化で見るアクセント
音程変化を基本にしたアクセントのとらえ方と

はどういうものか，「青い屋根の家」を例に説明
する。

まず，アクセントを拍ごとの音の高低の配置と
してとらえる場合「青い」「屋根の」「家」のそれ
ぞれの語（厳密には語ではなくアクセント単位と
呼ばれる）は，アオイ→低高低，ヤネノ→高低
低，イエ→低高，と表記できる。この3語をそ
のまま連結すると，次のような音調になる。

A アオイヤネノイエ→低高低高低低低高
しかし，このように語が連結してまとまった

意味を表す場合は後続語に上昇音調が表れず
音調が一体化することが，東京方言の特徴と
して早くから指摘されており（神保1925，宮田
1928），Ａの音調は不自然に聞こえる。実際の
音調は2段階では表記できないが，高・中・低
の高低3段階にすれば表記できる。

A’ アオイヤネノイエ→中高中中低低低低
それでは「青い屋根の家がある」ではどうか。

これは3段階表記でも表記できない。ただし低
から高までを①から⑤で表すとすれば，下記の
ように表記できる。

B　アオイヤネノイエガアル
　　→④⑤④④③③③③②②①
しかし，こうした方法ではきりがない上，

A, A’,Bを統一的に説明することも困難である。
これに対して，前述の宮田氏は，拍と拍の

間にある音程の変化部分に着目し，上昇音調を
｛／｝，下降音調を｛＼｝などの記号で示す表記
法を提案した。そうすると，「青い屋根の家」「青
い屋根の家がある」「青い屋根の家がある通り
を歩く」はそれぞれ次のように表記できる。

A’’ ア／オ＼イヤ＼ネノイエ
B’ ア／オ＼イヤ＼ネノイエ＼ガア＼ル
C  ア／オ＼イヤ＼ネノイエ＼ガア＼ルトーリ＼

オアル＼ク
このように音程変化が何段階に増えても全体

の音調表記が可能であり，それぞれの違いも
明確にとらえられる。なお，Ｃについては，「こ
のようには発音しない」あるいは「できない」と
感じる人もいると思われるが，これについては
5.4で解説する。

2.3  上昇音調と下降音調の違い
次に，上記の音程変化のうち，下降音調は

「個々の語について決まっている」が，上昇音調
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はそうではなく，意味によって変化するという点
を見ていく。なお，意味とは，コンテクスト（文
脈や状況）によって話者が付加するニュアンス
や話者の意図・態度なども含む。こうした要素
は「語用論的意味」と呼ばれる。ある語に伝え
るべき重要な情報がある（つまり語用論的意味
がある）場合，その語に「フォーカスがある」と
も言う（郡2003）。
「青い屋根の家」では「アオイ」の語中に上昇

音調｛／｝があったが，この句の前に「その」が
ついた場合を考えると，この青い屋根の家がす
でに話題に出ていれば，共通語では，　　

D ソ／ノアオ＼イヤ＼ネノイエ
となり「青い」に上昇音調が表れない。
しかし「青い」ということをあらためてはっきり

と示したい場合は，
D’ ソ／ノ＼ア／オ＼イヤ＼ネノイエ
のように，「アオイ」がいったん下がった音程

から始まり，上昇音調が表れる。
また，さらに「家」を強調したい場合は，
D’’ ソ／ノ＼ア／オ＼イヤ＼ネノイ／エ

のように，「イエ」に上昇音調が表れる。
図1に，それぞれについて実際のピッチ（F0）

曲線の例を示す（音声は筆者）。

このように上昇音調は意味によってその有無が
変わる一方，アクセント核による下降音調にはこう
した変化はない。下降音調は語彙の弁別にも関
わっているため，音調が変わってしまうとその機
能を担うことができなくなるためと考えられる。

2.4  アクセントの分類と表記
アクセントの分類は，東京方言についての近

年の研究論文などでは，アクセント核の位置
を記述する方法が一般的である。例えば，「青
い」は2拍目に，「屋根」は1拍目にアクセント
核があると言う。「赤い」はアクセント核がない
と言う。また場合によっては，拍数を語末から
数える方がよい場合もある。例えば「家」「最高
裁判所」などは語末にアクセント核があるので，
語頭から数えると「家」は2拍目，「最高裁判所」
は9拍目というように，語によって位置が異なる
ことになる。これを語末から数えてマイナス1拍

図１-a　D ソ／ノアオ＼イヤ＼ネノイエ

図１-b　D’ ソ／ノ＼ア／オ＼イヤ＼ネノイエ

図１-c　D’’ ソ／ノ＼ア／オ＼イヤ＼ネノイ／エ
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目とすれば同じ位置と見ることができる。
また，アクセント核の位置を数字で示し，語

末から数える場合はマイナス記号をつけ，核が
ない場合は◎とすることで，「青い②」「屋根①」

「家－①」「赤い◎」などの簡略な表記ができる。

2.5  アクセントと自然下降
日本語に限らず一般に話しことばには，話の

途中で徐々に音程が下がってくるという現象が
見られる。主に呼気圧（音声学では声門下圧と
呼ぶ）の低下による生理的な現象と考えられる
ため自然下降と呼ばれ，通常の音調表記では
省略されるが，表記がなくても実際には下降が
あることに注意しなければならない。川上氏は，
自然下降の例として「ア／レワウマ＼イ」のレワウ
マの間のゆるやかな下降を挙げ，①の高低2段
階に基づくアクセント表記からは，「レワウマは
本来真っ平であるべき，といった誤った観念論
が生まれてくる。表記と解釈とは悪循環をなす
おそれがあるから注意しなければならない」（川
上1963）としている。特に音声表現の面では，
後述するように大きな意味のまとまりを表現しよ
うとする際は自然下降が大きく影響してくる。

図2に川上氏による「アレワウマイ」のピッチ
の記録例を示す。

なお，句中の音程の下降については，「青い屋
根の家」や「青い大きな家」のようにアクセント核
がある語に後続する語は句頭の上昇が抑えられ，
音程が段階的に下降するという「catathesis（カ
タセシス）」（Pierrehumbert＆Beckman1988）
の概念がしばしば用いられる。しかし，本稿
の立場では，「赤い素敵な家」などアクセント核
のない句でも自然下降による句全体の下降があ
り，またアクセント核の有無に関わらず後続語の
上昇音調は意味によって変わるととらえるため，

「catathesis」の概念は不要と考える。

  3  句頭音調（句頭の上昇）

3.1  上昇音調は句のはじまりを示す
③のアクセント観では，上昇音調は語レベル

の音調ではなく句レベルの音調であり，句のは
じまりを示す機能があるとし，これを句頭音調
と呼ぶ。従って文のはじめには原則として上昇
音調が表れ，また文中に表れる場合は，そこ
で意味のまとまり（＝句）が切れて新たな意味
のまとまり（＝句）が始まることになる。この句
の切れ目を「句切り」と呼ぶ（川上1961b）。こ
のため，上昇音調は句切りを示す，と言うこと
もできる。

なお語を単独で発音する場合は1語が1句
になるので原則として句頭音調が表れる。従っ
て，アクセント辞典で単独の語の音調を示す
場合は，アクセント核とともに語ごとの上昇音
調の基本位置を示すことになる。この場合，ア
クセントを広義にとらえても狭義にとらえても結
果的に同様の表記になる。基本位置は，アク
セント核が1拍目にある語は1拍目の前，アク
セント核が2拍目以降にある場合は2拍目の前
だが，3.3で述べるように2拍目が特殊拍の場

図 2　川上蓁（1963）より（縦軸は Hz）

[   ア「 レ ワ ウ マ 　イ   ]「
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合は異なる。
句切りとはどういうことか。例えば先ほど2.3

で見た例では，Dは1句，D’は2句，D’’は3
句に分かれると考えることができる。

D　ソ／ノアオ＼イヤ＼ネノイエ
＝［ソノアオイヤネノイエ］

D’  ソ／ノ＼ア／オ＼イヤ＼ネノイエ
＝［ソノ］［アオイヤネノイエ］

D’’ ソ／ノ＼ア／オ＼イヤ＼ネノイ／エ
＝［ソノ］［アオイヤネノ］［イエ］

なお，2.3で「アオイ」の上昇音調に先立つ予
備的下降の存在を指摘したが，いわゆる平板
型の語に頭高型の語が接続する場合も同様の
下降と上昇がある。例えば，「その大きな家」を
1句で発話するときは

Ｅ　ソ／ノオ＼ーキナイエ
となるが，「大きな」を強調する場合は 2 句に分
かれ，「オ＼ーキナ」の前に「鋭く切れ込んだ音
調の谷」（川上 1961b）が表れる。

Ｅ’　ソ／ノ＼／オ＼ーキナイエ
図3に，それぞれについて実際のピッチ曲線

の例を示す（音声は筆者）。　　
なお川上氏は句切りを縦線｛｜｝で表記し，

前の語の最後の音が高い場合はこの位置で中
立的な「中音」に戻るとした。この表記を取り入
れるとＥ’は，ソ／ノ｜／オ＼ーキナイエ

となる。しかし，前の語の最後の音がすでに下
がっている場合は｛｜｝の位置で音程が変化し
ないとするなど，この表記だけでは実際の音程
変化がわかりにくいことや，句切りは上昇音調
の位置でも判断できることから，本稿では｛｜｝
の表記はせず，音程変化を表記している。

3.2  アクセント観による解釈の違い
上昇音調の意味による変化の解釈について

は，①②のアクセント観と③のアクセント観によ
る基本的な立場の違いがある。

①②では，上昇音調を語の本来の音調の一
部と考えることから，上昇がある場合が無標

（unmarked），ない場合が有標（marked）と
なる。従って，上昇がない場合は「弱化」や「同
化」などととらえ，その理由の解釈が必要にな
る。このため，例えば①のアクセント観からは，
複合語のアクセントとは別に語の連結に適用さ
れる「準アクセント」（神保1925）を想定したり，
あるいは②のアクセント観からは，「弱化」の有
無について，意味的限定関係か補足的説明か，
普通名詞か固有名詞か，フォーカスがあるかど
うかなどの「さまざまな要因」（郡2008）を想定
するなど，やや複雑な解釈が求められがちだっ
た。

一方，③では上昇がない場合が無標，ある
場合が有標となり，上昇がある場合にその理由

図 3-a　Ｅ　ソ／ノオ＼ーキナイエ 

図 3-b　Ｅ’　ソ／ノ＼／オ＼ーキナイエ
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を解釈することになるが，これは語用論的意味
（句頭を示すという意味も含む）の有無だけを考
えればよい（上野2009）。音声表現に応用する
場合も，「その語に意味がある場合は上昇させ
る，意味がなければ上昇させない」という単純
な原則を基本に置けばよく，極めて明快である。

なおこの上昇音調について，意味は考慮に
入れずに，統語上の切れ目がある場合はそこ
に上昇音調が表れるとするモデルもある（窪薗
1995）。これも上昇がない場合を無標とする点
では③のアクセント観に近い。ただ，統語構造
だけではDとD’やEとE’のような変化は説明
できない。統語上の切れ目があってもそこに意
味の焦点を置くかどうかという話者の判断が関
わるため，やはり語用論的意味によるというこ
とになる。統語構造は「意味を介してイントネー
ションに密接に結びついている」（郡1992）とも
言える。

3.3  不自然な上昇とは
聞き手の側から考えると，聞き手が共通語話

者である場合，上昇音調が表れるとそこに意味
の切れ目を感じとり，次の語に新たな意味を見
出そうとする。このため，意味が重要ではない
語に上昇音調をつけてしまうと意味と韻律のず
れが生じ，聞き手の理解に混乱をもたらす。例
えば「青い屋根の家」が

A’’’　ア／オ＼イ／ヤ＼ネノイエ
という音調になると，／ヤ＼の上昇によってそこ
から「屋根の家」という，意味が理解できない
句が生じてしまう。

このような，意味上あるいは統語上の句切り
と一致しない「不自然な上昇」は，自分が書い
た原稿を自分で伝えるニュースリポートの場合
でもときおり聞かれるが，これは「話す」ので

はなく「読む」場合に起きやすいことがアナウン
サーの経験上指摘されてきた。その原因として，
意味を伝えるのではなく「発音をはっきりさせ
たい」「丁寧に読みたい」という気持ちが強いと
無意識的に上昇をつけてしまうことや，アクセン
トや自然下降による音程の下降が大きくなると
それ以上音を下げられなくなるため，意味とは
関係なく音程を立て直してしまうことなどが挙げ
られている。

韻律研究で音声分析の素材として使われるの
は多くの場合，lab-speech（実験的統制を受け
た朗読発話）と呼ばれる朗読音声だが，その
場合でも統語上の句境界と韻律のずれがしば
しば見られることが研究上の課題として指摘さ
れている（前川1999）。これも，朗読という場面
でテキストの内容とは無関係に表れがちな上昇
音調が関わっていると推測できる。

この「不自然な上昇」の問題は，基本的な研
究方法に関わる問題も含んでいる。金田一氏は
アクセントを分析する際のふたつの方法の違い
に注意すべきだとして，「有坂秀世氏に代表さ
れる，語音をできるだけ丁寧に発音して，その
時実現した音素を観察して音素を決定する」方
法と，「服部四郎氏に代表される，丁寧な発音
ではどう，ということをしりぞけ，（分布・同化な
どいくつかの原則によって）音素を決定する」方
法を示し，（①のアクセント観に基づき）拍ごと
に音素を決定するには前者が適当だとしている

（金田一1957）。この方法だと「丁寧に発音」す
る場合の音調が無標ということになり，上昇が
あることについて問題にする必要はない。しか
し，後者の方法をとる場合，丁寧な発音に伴う
無意識の上昇という要因をどう評価・統制する
かという問題が出てくる。

被験者がアナウンサーのように意識的な韻
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律制御の訓練を受けていれば「不自然な上昇」
は排除できるが，逆に全体が意識的な韻律に
なっては「本来の音調」を抽出する目的には適
さない。質問に対する答えの形で特定の語への
フォーカスを明確に設定した文を朗読させる方
法（藤崎1989）では，フォーカス以外の要因を
抑制できる可能性があるが，その程度は被験
者によって異なると考えられる。上野氏もこの
点について「演技がうまいかどうかという問題
になってくる」と述べている。
「読む」のではなく「話す」場合，つまりいわ

ゆる自発音声の場合は上記のような問題は起き
にくいと考えられる。ただし，今回のシンポジ
ウムでは，自然談話の録音資料を用いた分析
でも意味と音調のずれが見つかるという報告が
あり（郡2010），この問題の難しさを感じさせ
る。また，自発音声を研究の材料とすることに
ついては，これまで「データが少なく一般化で
きない」「要因の統制がとれない」などの問題が
大きいとされ，積極的に行われてこなかったが，
2004年に大量の自発音声を集めた国立国語研
究所の『日本語話し言葉コーパス』が公開され，
これを利用した研究の進展が期待されている

（前川2005）。

3.4  上昇音調と特殊拍
句頭の上昇が表れる位置は，アクセント核が

2拍目以降にある語は2拍目の前が基本だが，
2拍目がいわゆる特殊拍の場合は異なる。特殊
拍とは，撥音「ン」，促音「ッ」，長音「ー」，お
よび，経済，停車などの2拍目に表れる二重母
音の副音「イ」を指す。

従来は①のアクセント観に基づいて，東
京語では「第1拍と第2拍の高さは必ず異な
る」（有坂1941，金田一1966）という「法則」

があるとされ，現行のNHKアクセント辞典
にも明記されている。前項で述べたように語
を単独で「できるだけ丁寧に発音」した場合
は，2拍目が特殊拍の場合でも2拍目の前に
上昇音調が表れることが多い。しかし②や③
のアクセント観で上昇音調は意味によって変
化する要素と考えた場合，1拍目と2拍目の
音程の違いは「法則」ではなく，「丁寧に発音
した場合に表れやすい傾向」ということになる。
そして，丁寧な発音という条件をつけない現実
の音調は必ずしもこの「法則」にあてはまらない
ことが従来から指摘されている。

例えば2拍目が長音，撥音，二重母音の副
音の場合には1拍目から高く発音されるのが一
般的で，鉄道のアナウンスでも実際には／トー
キョー，／シンジュク，／テーシャといった音調
が聞かれる。これは，特殊拍を含む2拍を1音
節ととらえ，東京方言ではこれが拍と同様に音
調単位を担うため「1音節内に上り音調が表れ
るのを嫌ってこの部分が平ら音調をとる」（服部
1954）と解釈されている。　

また促音は後続の子音の口構えをして音声を
1拍分中断する，つまり無音状態になる。従っ
て2拍目が促音の場合，現実に高い音程が表
れるのは3拍目である（川上2000）。例えば「日
本」「失策」の音調はニッ／ポ＼ン，シッ／サクと
なる。この促音の音調について従来①の立場
からは，「ニッポンなどは・・・客観的には法
則に合しない。しかし他のすべての単語が必ず
第2音節（ここでは2拍目の意味）を高くするの
で類推上第2音節を高くする意識があり，主観
的には一致する」（神保1925）といった説明が
行われてきた。しかし，こうしたいわば客観的
音声と主観的説明との不一致は共通語を学ぶ
立場の人には理解しにくい。特に日本語教育の
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分野では，従来の「型」を学べば学ぶほど不自
然な日本語になるという矛盾が指摘されており，
最近のテキストではより現実的な音調の解釈が
行われている（早田2010）。

現在進めているNHKアクセント辞典の改訂
でも，このような学習者の視点を重視し，2拍
目が長音，撥音，二重母音の副音の場合には
上昇音調を1拍目の前に，促音の場合は3拍目
の前に置くという表記に変更することにしている

（坂本2008） 。

3.5  上昇音調とプロミネンス
2.3や3.1で，上昇音調の有無が意味によって

変わることを見たが，上昇音調の位置や変化の
しかた（音程の幅や変化速度）も変わる場合が
ある。

このうち，上昇幅が大きくなる変化は，プロ
ミネンス（卓立）と呼ばれてきた語の強調法の
一部に相当する（郡1989）。例えば

F　ア／オ＼イ／オ＼ーキナイエ
のふたつの句頭が同じ高さであれば，「青い」「大
きな」のふたつの意味は並列関係となるが，ど
ちらかを強調したい場合は，その語の句頭の上
昇を大きくする。いったん上昇した音程はアクセ
ント核で急速に下降し，音調上の高い山を作る
ことになる。また，逆に強調したくない語の句
頭の音程を下げることで音程の差をつけること
もできる。この句頭の上昇の大きさ，あるいは
句頭の音程の差が，強調の程度に対応すると考
えてよい。

なお，プロミネンスは音程の変化だけでなく，
語を特にはっきりと発音するための方法の総称
である。従って，語の前後に間をあける，語を
ゆっくり発音する（テンポの変化），語を強く発
音する（音圧の変化），子音などの調音を念入り

に行う（調音法の変化），りきんで発音する（音
色の変化）などさまざまな方法を含み，実際に
はこれらを組み合わせている。

3.6  「早上がり型」「遅上がり型」
上昇音調は，位置が前後に移動したり，上

昇が複数の拍にまたがる場合がある。基本
位置で上昇する場合は「並上がり型」のイント
ネーションと呼び，これに対して，上昇位置
が前に移動する場合を「早上がり型」，後ろに
移動する場合を「遅上がり型」と呼ぶ（川上
1956,2000）。この上昇位置や上昇時間の変化
と意味との関係については川上氏の指摘以降
あまり研究が進んでいなかったが，近年，語用
論的意味の中でも特に話し手の意図の伝達に
関わるものとして再び取り上げられるようになっ
た（前川＆北川2002）。

このうち早上がり型は，上昇が通常2拍目の
前にある語では，上昇が1拍目の前あるいは1
拍目の拍中に移動し，2拍目は同じ高さで続く
かわずかに上昇する。ニュースでも「このあとは」

「次のニュースは」などが早上がり型になってい
る場合がしばしばあり，一般的に使われている
ことがわかる。また緊張感，緊迫感がある際
の発話に特に起きやすいと考えられ，1拍目の
音圧が高くなりテンポが速くなるなどの変化を
伴うことも指摘されている。こうした点から，こ
の早上がり型は東京方言らしい「歯切れのよい
語り口」や「威勢のよい語り口」の大きな要素に
なっているとも考えられる。

一方，遅上がり型は話者の情緒的態度を示
したい場合によく表れる。例えば「そんなこと
ないでしょ」という句を抗議の意味を込めて言
う場合や「かわいそうに」を同情心たっぷりに
言う場合などは，下記のように上昇が複数の拍
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にまたがったり，上昇位置が後方に移動したり
する。この場合，早上がりとは逆に拍のテンポ
は遅くなる（なお，｛／／｝｛＼＼｝は大きな上昇・
下降を示す）。

ソ／ン／ナ／コ＼＼ト＼ナ＼イデショ　
カワイ／ソ＼ーニ
また，アクセント核が1拍目にある「大きな家」

でも通常の音調は
／オ＼ーキナイエ

だが，疑念を持って話すときは
オ／ー＼キナ＼イ／エ

のように，音程が低く始まり一拍目の途中で上
昇する。また，さらに上昇を遅くすると

オ／ー／キ＼＼ナ＼イ／エ
のように「キ」にピークが来るような音調も可能
である。こうした場合，遅上がりの影響で下降
音調の位置も後ろに押しやられることになる。
アクセント核の位置は定義上語によって変わら
ないため，この場合イントネーションの音調がア
クセントの音調に優先すると解釈する。

また，抗議や非難など否定的ニュアンスは，
上昇を遅くするだけでなく，句頭の出だしの音
程を普通より低くし，上昇幅を大きくとることで
も示せるとされる（田淵＆田川2007）。

  4  句末音調

4.1  句末音調は話者の態度を示す
句末音調は，句末（文末を含む）に表れる音

調である。文末の上昇調，下降調などの音調
については従来から多くの研究が行われてきた
が，分類のしかたが研究者によって異なるため，
ここではとりたてて示すことはしない。

句頭音調と同様に，句末音調は話者の態度
（状況・話題・相手などへの態度）を示すと考え

られている。文の最後に表れる下降音調は文
の終止を示すもので中立的な音調と言えるが，
これもコンテクストによっては，話題や相手へ
の冷淡さ，無関心，断固たる態度，客観的態
度などを示すものとなる（上村1989）。放送で
の音声表現を考える場合はこうした点にも留意
が必要である。

また句末の下降音調は，文中に表れる場合
と文末に表れる場合は音調が異なる（上村同
上），あるいは文末には表れるが文節末には表
れない（郡2003）ともされる。会話の場合，聞
き手の側も話者の交替やあいづちのタイミング
を音調の変化によって判断していると考えられ
ている（杉藤1989）。こうしたことから，句末の
下降の大小が意味の切れ目の大小を示している
という見方もできる。これについては5.2でさら
に述べる。

4.2  句末音調と終助詞（文末詞）
句末音調は，「ね」「よ」などの終助詞との組

み合わせによっても変化する。方言の場合は，
文末に使われる終助詞（文末詞）の種類が多い
上，文末詞と音調との組み合わせによってニュ
アンスが変わる。例えば同じ内容の質問文でも
どのような態度で質問しているのかが変わるな
ど，その方言の話者でないと判別できないよう
なニュアンスの違いを表す場合があるとされる

（木部2010）。木部氏はこうしたニュアンスを「聞
き手への反応要求」に関わるものとしている。

これに対して共通語は文末詞の種類が少
ない上，1960 年代に東日本の学校で行われ
た「ネサヨ運動」のように，「正しいことばづ
かい」から終助詞を排除しようという傾向があ
る。このことが「尻上がりイントネーション」な
ど，句末音調に影響を与えているという指摘も
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あり（井上1994），共通語の話しことばの表現
に制約をもたらしている可能性がある。東京
語の終助詞と音調の関係についての研究も出
てきているが（轟木2008），まだ数は少なく，
放送での音声表現を考える上では今後の課題
である。

  5  音調句

5.1  音調句は句を示す音のまとまり
音調句とは，抽象的な概念ではなく，聴覚

上（音声分析のグラフからは視覚上も）実際に
ひとまとまりとして識別できる音調のまとまりの
ことである。川上氏はこの音調のまとまりに対
して「句」「句音調」といった用語を用いている
が，意味のまとまりとしての句と区別するため，
上野氏や郡氏の用法に従い音調句と呼ぶ。前
述のように句頭の上昇がその切れ目を表す。ま
た，意味のまとまりがある程度大きく切れる場
合は，句末に下降音調が表れ，音調上の大き
な谷を作る。

共通語ではこの音のまとまり＝音調句によっ
て，意味のまとまり＝句（意味句と呼んでもよい）
を示すことができる。従って，音声表現の面か
ら言えば，この両者を意識的に一致させること
が「意味通りのイントネーション」の基本となる。

5.2  小音調句と大音調句
意味のまとまり方の大小によって，音調句に

もまとまり方の大小が表れる。例えば，3.5で述
べたように，「青い大きな家」の「青い」と「大き
な」を並列的に伝えようとすると，句頭が同じ高
さのふたつの句に分かれ

F　ア／オ＼イ／オ＼ーキナイエ
＝［アオイ］［オーキナイエ］

となるが，「青い」だけを強調する場合は
Ｆ’　ア／オ＼イオ＼ーキナイエ

＝［アオイオーキナイエ］
と1 句になる。

しかし実際の発話では，「青い」と「大きな」
というふたつの情報を伝えつつ，「青い大きな
家」をひとまとまりの意味として伝えるといった
場合があり，この場合は，音調はＦとＦ’の中
間的なものとなり，それによって
［［アオイ］［オーキナイエ］］

という句構造を示せると考えられる。
図4に，ＦとＦ’および，中間的な音調として

のＦ’’のピッチ曲線の例を挙げておく（音声は
筆者）。

図 4- ｂ　Ｆ’　ア／オ＼イオ＼ーキナイエ

図 4-a　F　ア／オ＼イ／オ＼ーキナイエ
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このように，小さな音調単位と，それをまとま
りのあるひとつの大きな動きに統合する音調単
位について，今回のシンポジウムでは郡氏が「小
音調句」と「大音調句」という用語を提起した

（郡2010）。
こうした音調単位の大小については，こ

れまで「韻律語」「韻律句」「韻律節」（藤崎
1989），あるいは「accentual phrase（アクセ
ント句）」と「intermediate phrase（中間句）」

（Pierrehumbert＆Beckman1988）など，いく
つかの階層について異なる用語を定義する考え
方もあったが，こうした階層の違いがどこまで
質的な違いなのかについては議論が分かれる。
また今回のシンポジウムでは，同じアクセント句
でも研究者によって使い方が異なるなど，用語
上の混乱を避けるため，必要以上の用語を持ち
込むべきではないという提言もあった。本稿で
もその考えに従い音調句という用語を基本とす
る。音調句の長さは任意とし，相対的な違いに
よって，適宜小音調句や大音調句と呼ぶ。な
お，こうした大小の音調句の組み立てという考
え方は，NHK日本語センターでのアナウンス指
導ではすでに一部取り入れられている。

音調がＦとＦ’の「中間的なものとなる」とい
うことはどういうことか。郡氏は，音調句の形

成要因を「後続文節独自の音節変化が目立た
ないように発音する」としている。これにはふた
つの要素が考えられる。ひとつは高低の「山」
のピークの高さ，つまり句頭の上昇後の音程で
ある。例えば，Ｆ’’で見るように「ア／オ＼イ」
のピークより「／オ＼ーキナ」のピークが低くなる
ほど全体が大音調句として識別しやすい。郡氏
の実験では，「ホテルの料金は」の「料金は」の
山の高さが「ホテルの」の山の高さの半分以下
の場合に音調句として自然に聞こえるという結
果が出ている（郡同上）。

一方，音声合成の分野などで用いられる藤
崎博也氏のモデル（藤崎同上）では，小音調句
の句末の下がりきった部分の音程に着目してい
る。例えば，Ｆ’’では「ア／オ＼イ」の句末の
音程よりも「／オ＼ーキナ」の句末の音程の方が
低いことが大音調（韻律句）の識別の条件とな
る。藤崎氏は韻律句中で句末音程が次第に下
降していく要素を「フレーズ成分」とし，語単独
の音調と分離して示している。図5は藤崎氏の
分析の例。破線が「フレーズ成分」を示す。

 

この「フレーズ成分」の下降のしかたは2.5で
見た自然下降に近い。4.1で触れたように語のレ
ベルの小音調句の句末には，通常は文末のよう
な下降音調は表れない。このため，小音調句
が連結した場合，自然下降分だけ句末の音程

図 4- ｃ　Ｆ’’　中間的音調

図 5　藤崎（1989）より
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が下がっていくことにより，「フレーズ成文」の曲
線が生じるとも解釈できる。

音声表現の面から考えると，ひとまとまりに
したい句の途中で，通常の「フレーズ成分」の
曲線を下回るような大きな下降が表れると，大
音調句の形成が阻害される。つまりＦで「ア／
オ＼イ」の句末が「／オ＼ーキナ」の句末と同じ
ぐらい低くなってしまうと，全体の意味のまとま
りが伝わりにくくなくなる。従って，いくつもの
小音調句をまとめた大きな音調句を作りたい場
合，途中の小音調句の句末をなるべく下げない
ように意識する必要がある。

5.3  複数の大音調句のまとまり
以上のような大音調句の考え方は，複数の節

や文を含むさらに大きな意味のまとまりにも応
用できると考えられる。今回のシンポジウムで
郡氏はさらに，ある物語の1文について，音声
処理で冒頭部分の音程の高さを何段階かに変
えて聞かせると，音程が高いものほど物語の冒
頭のように感じられ，低い音程だと物語の途中
だと感じられるという報告をした（郡2010）。こ
のことから，パラグラフ（段落）といった複数の
文のまとまりについても，文頭の高さを変えるこ
とで，全体の大きなまとまりを感じさせることが
できると考えられる。この方法はアナウンサー
の朗読では実際に用いられている。同様にア
ナウンサーの経験上，ニュースの最後にあたる
文末には途中の文末よりも大きな下降をつける
ことで「終止感」を出すことができるとされてき
た。逆に文末の下降を小さくすることで「終止
感」をつけず，意味を次の文につないでいくこ
ともできると考えられている。こうした文末の音
調の変化もパラグラフのまとまりに関わると考え
られる。

5.4  音調句と放送表現　
東京方言は，アクセントによる下降音調が多

いこともあり，短時間で急速に音程が下がる傾
向が強いとされる。日常会話では句そのものが
短いため問題はないが，放送のことば，特に
ニュースなどでは日常会話よりもはるかに大きな
意味のまとまりを伝える必要があり，それだけ
大きな音調句を作らなくてはならない。大きな
音調句は通常その途中にいくつかの小音調句を
含むので，その句切りの位置で音を立て直すこ
とができる。しかし，2.2のＣのように主語に長
い修飾句がつくと，音を立て直せる句切りがな
いまま単独の小音調句を長く引き延ばさなけれ
ばならない。NHKでアナウンスのトレーニング
によく使われる「緊急の措置をとる必要があり
ます」という文も同様の例である。こうした文で
は3.3で述べた「不自然な上昇」が表れやすくな
り，結果的に意味が伝わりにくくなる。一般的
に長い文はわかりにくいとされるが，音声表現
を前提とした放送原稿の文体を考える上では，
統語構造の複雑さだけでなく，このような1句
の長さの問題も重要である。

また表現技術の面では，大きな意味のまとま
りを表現するためにはある程度高い音程から発
話を始めることが必要になる。またアクセント
核による下降と自然下降のいずれについても，
呼気圧の制御により音程の下降幅を意識的に
制御するという技術が必要である。

  6  おわりに

本稿では，アクセントやイントネーションなど
について，共通語の音声指導の際にこれまで
一般的に用いられてきた考え方とはやや異なる
分析や定義づけを紹介した。その基本となるア
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クセント観については，今後，指導者層はもち
ろん音声表現を学ぶ人たちに広く理解してもら
うことが望ましい。『NHK新版日本語発音アク
セント辞典』は平成10年の発行後15万部以上
販売され，共通語の学習者に広く利用されてい
る。次の改訂は平成25年を目標にし，現在作
業を進めているが，次のアクセント辞典におい
て，基本的なアクセント観とそれに基づく韻律
理論をどのようにわかりやすく解説するかも大き
な課題だと考えている。

（すぎはら みつる）
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