NHK アクセント辞典 “新辞典”への大改訂 ⑪（終）

SNS にみる
『アクセント新辞典』
への期待と要望
メディア研究部
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アクセント辞典改訂についてのシリーズ最終回は，昨年（2016年）5月発行の『NHK 日本語発音アクセント
新辞典』について，SNS などインターネット上に書き込まれた利用者の“生の声”を見ていく。アクセント記
号が変わったことへの驚きや，アクセントに変更があった語についての言及，地名アクセントや付録（解説 ･
資料編）など内容を充実させた点についての反応など，多くの書き込みがあった。これらの“声”には好意的な
もの，批判的なものとさまざまあり，利用者の“生の声”を通して，辞典の存在意義や実際の使われ方，改訂に
対する評価，さらには今後の改訂に向けての課題など，見えてくるものが多い。

冒頭の“声”は発売直後にツイッターに書

はじめに

き込まれたものである。

今日はなんの日 ?! 18年ぶりに改訂された日
本語発音アクセント辞典発売の日 !!! 新デザイ
ンも新アクセント記号も早く慣れたいな !!!!!
（twi-1）

本日発売の『アクセント辞典』 18年ぶりの
大改訂と言うことで，楽しみに待っていまし
た !!

プロ必携 ! …なだけでなく，地方出身

者の強い味方 !!

きら

ピンクの煌めきが素敵です
（twi-2）

旧版の 1998年版（以下『98年版』）の発行
部数は約 18万部（50刷）を数えたが，NHK を
はじめとする放送局のアナウンサー以外の利
用者については把握しにくく，どのように利
用しているのか，使い勝手はどうなのかなど
について知る手段がなかった。
前回の改訂時にはアンケートはがきを添付
して情報を集めることを提案したが，予算や
作業上の理由から実現しなかった。
しかし，18年たった今回，メディア環境
の大きな進歩により，出版前からブログ，ツ

昨年（2016年）5月 25日に発売された『NHK

イッターなどの SNS を中心にインターネッ

日本語発音アクセント新辞典』（以下『新辞

ト上で多くの書き込みがあり，反響や感想を

典』）。現在は 4 刷・3万部（2017年 4月現在）

知ることができた。それも，編集者側が企画

と順調に発行部数を伸ばしている。

した聞き取り調査ではなく，自発的に書き込
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まれたものなので，すべて率直な“本音”で
あると思われる。
アクセント辞典改訂報告の最終回は，利用
者の“生の声”を紹介しながら，辞典の存在
意義，実際の使われ方，今回の改訂に対する

アナウンサー仲間たちが次々と手にしてい
る NHK 日本語発音アクセント新辞典 ! 私も
ゲット
アナウンサー必携 ! 7つ道具のひとつ !!
（insta-1）

評価，今後改善するべき点などについて述べ
たい。
引用した SNS は「ブログ（略称 blog）」「ツ
イッター（twi）
」
「インスタグラム（insta）」
「フェイスブック（fb）
」で，それぞれに略称
と番号をつけ，稿末にまとめて URL を示した。
基本的に原文のまま引用したが，明らかなタ
1）

イプミスなどは修正した 。

我々アナウンサーにとって無くてはならない
ものといえば，こちら。（写真・略）NHK が
発行する「日本語発音アクセント辞典」です。
ニュースを読むときは，必ず一度は開く“相
棒”ともいえる存在。彼（彼女 ?）にはいつ
も大変お世話になっております。そんな相棒
が，先月…。「日本語アクセント新辞典」と
して生まれ変わりました ! 18年ぶりの改訂で，

1. 18 年ぶりの改訂への反応

色も緑からピンクに。

（blog -1）

～「早くあの子を手に入れよう」～

1.1.「 必携書」
「 仕事の“相棒”」改訂への声
18年ぶりに改訂された「NHK 日本語アクセ

アクセント辞典は NHK・民放を問わず，ア
ナウンサーなら必ず一人一冊持っておくべき
「教科書」たる存在です。

（blog-2）

ント新辞典」を入手。
（中略）とても大規模
な改訂で全国のアナウンサーが注目していた

アクセント辞典新版が発売された。言葉を扱

と思いますし，私もドキドキしていました。

う仕事ゆえ，必携書だ。

いわゆる言葉のドレスコードです

（twi-3）

アクセントも大きく変化していて，例えば，
（踊
る）クラブが平板になっていたり。時間忘れ
て見ちゃう程面白い !

（blog-3）

（twi-4）

声業界の人間なら見たことない人はいない
（はず）のアクセント辞典。放送業界で多く
見られるのは「NHK アクセント辞典」です。
（blog-4）

以上は『新辞典』が発売された直後に購入
した人たちの声である。
『新辞典』を入手してすぐに書き込まれた
声には，それぞれの人にとって，アクセント
辞典がどういった存在か，キャッチフレーズ

早くあの子を手に入れよう。いつも僕らを助
けてくれる…いつだってあの子がいるから僕
らは戦えるんだ。大切な大切な君。そうさ君
は，アクセント辞典。

（twi-5）

的に定義しているものが多いのが印象的だっ
た（下線は筆者によるもの）。
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編集部が辞典の帯に表示したキャッチフ

確に読むものである。

レーズは「18年ぶりの大改訂。これぞ現代の

改めて，アクセント辞典が社会で幅広く使

アクセント辞典。
」だったが，実際の利用者

われていることに身の引き締まる思いがする。

から「必携」
「相棒」などと言ってもらえるこ
とは光栄であり，専門的でマイナーな辞典で
はあるが，存在意義を確認することができた。

1.2. 書き込んだのはどんな人？
ブログなどで職業名がわかるのはアナウン
サーが多い。いわゆる局アナの人もいれば，

2. アクセント記号変更への反応
～「記号が変わってる !?」～

2.1. 棒カギ式（

）
から下がり目式（ ＼ ）
に

この章では，『新辞典』で『98年版』から変
更した点についての反響を紹介したい。

フリーアナウンサーの書き込みも多く，イン

まず，今回の大きな変更点であるアクセン

スタグラムで新辞典と一緒に“自撮り”して

ト記号の変更に対して，多数の書き込みが

いる写真も複数見られた。カバーや表紙の鮮

あった。

やかなピンク色は当初，辞典にそぐわないの

新しい記号は，「どこが低くてどこが高い

ではないかと危ぐする声もあったが，好意的

か」ではなく，「どこで音が大きく下がるか」

なコメントが多く，インスタグラムにアップ

が重要であるという観点に立ったものである

される機会を増やしたと思われる。
わかる範囲では以下のような職業や学習者，
ボランティアに携わる人が書き込みをしてい
た。

（詳しくは『新辞典』巻末付録の解説編 p.［7］
−
［13］（塩田（2016）））。
書き込みでは，驚きの声が多くあがってい
た。

・ナレーター，実況担当
・司会業，イベント MC
・俳優，声優，タレント
・朗読ボランティア，朗読指導者
・音訳ボランティア，音訳者

なにしろ18年ぶりの大改訂です。内容も気
になるところですが，何よりもアクセント記
号が変わった！慣れるまでなかなか見づらい
ですが，すぐ慣れるでしょうかね。 （blog-5）

・日本語教育関係者
・日本語研究者

今回は「革命的」ともいえる大改正がありま

・専門学校講師

した。それは「アクセント記号」の一新です。

・学校の放送部

（中略）NHK もまる50年間続けてきたやり方

以上のような職業を目指す学校，養成所の
生徒らしい人の書き込みもあった。
この中の「音訳」とは，朗読のように文学
作品などを感情をこめて読むものではなく，
視覚に障害のある人などに「情報を正しく伝
える」ために，新聞，雑誌，広報誌などを正
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を変えたのは勇気が要ることだったと思いま
す。

（blog-6）

アクセント自体も変わっているようだが，根
本的な表記方法が随分と変更されている。心
躍る夜だ！（笑）

（twi-6）

方の変更等により，すべてのアクセントを表
永い間，アクセント記号はタダの棒線でいい
じゃないか，なぜカギ型が必要なんだ，と思っ
ていました。それにしても，今度の記号は使
いやすい。それに，書くのも簡単。（blog-7）

新版の＼表記は旧版の

示すると約 1.5 倍の厚さになってしまうため，
検討の末に採用した苦肉の策であった。
〈表示例〉

表記よりも直感で

分かり易い感じもする。個人的には，口頭伝達
でもよく＼位置で一拍置いたりするし。（twi-7）

しかし，この表示方法には厳しい意見が目
しかし既にある原稿にアクセント記号を書き
足すには不便だ。
（中略）ハナ＼ス

ジテン￣

みたいに PC で入力できるからこの記号の変
更は歓迎すべきかもしれないね

（twi-8）

立った。
新アクセント辞典の，第2アクセントの表記が，
恐ろしくわかりにくい。
（中略）以前のように，
2種類のアクセントを併記しておらず，第2
アクセントは，アクセントの核を四角に入れ，

事前に知ってはいたものの，アクセント記号

平板の場合は何もいれずただの四角にする…

が変わってやっぱり読みづらい……記号＼で

という形をとっています。でも，これ，どれ

一文字分空くので，頭の中で読むリズムが崩

だけの人が気が付くでしょうか？ なんでこ

れます。これは慣れが必要ですね。

んな不親切な表記にしたのか…

（fb-1）

（blog-9）

何よりまさかアクセントの表記法を変えると

こういう表記の仕方だとつい第1アクセント

は思ってもみませんでした。なにせセミナー

だけが際立ち，その言葉では第1アクセント

で使っている教本は70年以上前の初版から

を使った方がいいと無意識のうちに誘導され

記載されてきた横線式を使って説明していま

てしまいそうで心配になりました。（blog-10）

す。困っています。

（blog-8）

好意的な声も多いが，予想していた通り反
発の声も見受けられた。新たな記号にこれか

第2アクセント＆第3アクセントが簡素化さ
れた表記になっててわかりやすくなったかも !
油断すると見落としちゃうけど

（twi-9）

ら慣れ親しんでいってもらえればと思う。

2.2. 第 2，第 3 アクセントの

囲み

書き込みの中でも，第 2 アクセントを見落
としてアクセントの読み間違いをしている例

今回は〈表示例〉のように，第 2 アクセン

が複数あった。例えば，上記の〈表示例〉に

ト以降はその直後に下がり目がくる音を示し，

ある「熊」の第 2 アクセントの ク（＝［ク＼マ］），

で囲んで表示した（平板型は

のみ）。こ

れは，語数増や活用形の掲載，見出しの立て

「映画」の第 2 アクセントの （＝［エーカ゜￣ ］）
が気付かれることなく，第 1アクセントしか
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掲載されていないという誤った書き込みが

ていただきたい。次回からの改訂を心より願

あった。

います。

（blog-11）

実際，NHK のアナウンサーもこの記号を
見落としていたということもあり，ページの
欄外や巻頭「この辞典の決まり」で説明をし
ているとはいえ，今後も周知に努めていきた
い。なお，今後発売する予定のアプリ版 2）で
は紙面の制約がないので，すべてのアクセン

NHK アクセント辞典の大胆なフォーマット
チェンジに揺れるユーザー陣 www（中略）
やはり，アクセントの起点がわかりにくいで
すね。焦っている時は困るかた，居るんじゃ
ないかと。

（twi-10）

トと発音をフル表示する予定である。

2.3. 上がり目を示していないことについて

ただ一方で，以下のような書き込みもあっ
た。

共通語のアクセントでは 1 拍目と 2 拍目は
高さが違うのが原則とされ，『98年版』まで
の棒カギ式では［クマ ］のように棒で高い部
分を示していた。
今回は「どこで下がるか（または下がらな
い平板か）
」が大切で，必ずしも上がり目の
表示は必要ではなく，むしろ弊害もあるとい
う方針に基づき，上がり目については示して

「日本語のアクセントは高低の二段階」とか
「一拍目と二拍目は必ず高さが違う」とか，
もうじき過去の説になるんだろうなあ。
NHK アクセント辞典の今回の改訂で特に重
要な点として，語頭の低→高の上昇を，はっ
きりと「アクセントではない」と言い切った
こと。

（twi-11）

いない（塩田 ･ 山下 ･ 東（2014））。
しかし，それに対して強い不満もみられた。

あえて上がり目を付さなかった理由，およ
び上がり目を示した場合に生じうる「弊害」に

二音節目からアクセントの核までが高いのは

ついては，
『新辞典』巻末付録の解説編 p.［7］

共通語では当たり前として，下がるところし

−
［13］を参照してほしい。

か記号が入っていません。
（キ／ンタロ＼ー
アメと，二音節目で上がりますが，辞書には
キンタロ＼ーアメと下がるところのみ記載。
）
名古屋弁も含め，三音節目でしゃくるクセが
ある人は要注意かも。

（fb-2）

NHK の新アクセント辞典は，上げ目をつけ
ていません。
（中略）アクセントの上げ目を
きちんと認識しないと，ひどい読み癖になる
のです。これは，癖読みの人たちを山ほど矯
正しているので，絶対，自信を持って言える
ことです。
（中略）これだけは，絶対，やめ
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3. 掲載アクセントへの反応

～「わ，このアクセントこうなったの！」～

3.1. アクセントの変更にひと言
次に語のアクセントについて見ていきたい。
『新辞典』では約 3,500 語のアクセントを変更
（追加・削除・順序変更）したが，この点に
ついては以下のような反応があった。
引き続き，新アクセント辞典と格闘中です。

「わ，このアクセントこうなったの !」みたい
な独り言多発。
（中略）しかし，私ですら「こ
れが第一アクセント ?」と思う事多いので，
ベテランの方は大変だろうなあ。
「ああ，時代の流れに飲まれたのね…」とい
うアクセントいっぱいありますねぇ。言葉が
生き物である以上，仕方ないのかなぁとも思
います。

（twi-12）

個々の語では，
「熊」「わかめ（海藻）」に複
数の書き込みがあり，注目が高かった。

少なくとも ②③⇒③②
生徒会 ③⇒③◎
沿う，添う ◎①⇒①◎
父 ②①⇒①②
同期 ①⇒①（会社の～），
◎（コンピューター）
生やさしい ◎（⑤）（伝①）⇒◎⑤
ナレーター ②⇒◎②
二次会 ②◎⇒◎②
灰皿 ◎③⇒③◎
ブランコ ①②⇒②①
マグネット ③⇒③①
メモリー ①◎⇒①◎ （パソコンの～），
①（思い出）
わかめ（海藻） ②①⇒①②

特に，個人的に嬉しかったのは長年のワカメ
問題。味噌汁に入れるあの「ワカメ」のア
クセントは，
「ワ カメ」なのか「ワカ メ」
なのか。
（中略）これから堂々と「ワ カ→メ」
でいけますね !

（blog-12）

「先の国会」の「サキノ」は，私の感覚では
「サ」が高い。ところが，これまでの NHK ア
クセント辞典では「先」は平板の表示しか
ありませんでした。
（中略）新版では「先の」
という項目が立ち，
「サ」が高い表示になっ

古いアクセントが随分と削除されている…

ています。収録語が大増補された恩恵の一つ。

という嘆きもあったが，ほかには以下のよう

（twi-13）

な語にコメントがあり，おおむね変更を歓迎
する声が多かった。

セートカイ￣も認めているのか !

高校放送

界に革命が起きる……のだろうか。どちらに

アクセントの変更に言及があった語

しろ，どう採点されるか怖くて強豪校は使え

『98年版 』⇒『新 辞典』におけるアクセントの変更を◎
①②…で示した。◎①②…の見方については注3）
を参照。
は本稿の文中（引用部分も含む）で取り上げた語

ないだろうけれども

明るい ◎⇒◎③
片栗粉 ④③⇒④③◎
キャラクター ①②⇒②◎①
禁忌 ◎⇒◎①
熊 ②⇒②①
グラス ①⇒①◎
クラブ ①⇒①（～に所属する，～のホステス），
◎（～で踊る）
先 ◎⇒先◎，先の①
しら（をきる）①⇒②①

（twi-14）

気になる単語を調べてみたら「灰皿」の最も
推奨されるアクセントは平板じゃなくなった
のね。第一アクセントと第二アクセントが入
れ替わってる。

（twi-15）

「添う，沿う」の第一，第二アクセントが改
訂前から入れ替わってますね…今まで第一ア
クセントに違和感あったんですが，変わって
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いってるんだなぁ

（twi-16）

3.3. 国内地名のアクセントにひと言
今回の改訂では，国内外の地名約 4,600 語

今回のアクセント変更作業は，『98年版』

のアクセントを本編中に掲載し，充実させた。

で違和感のあるアクセントをアナウンサー
に指摘してもらった「第 1 回アナウンサー調
査」
（太田・東（2016））が土台になっている。
SNS の意見は，利用者と NHK アナウンサー
の感覚が大きくかい離してはいないという一
つの検証材料としても貴重な資料である。

3.2. 変わらなかったアクセントにひと言
一方，
『98年版』からアクセントの変更が
なかった語についてもコメントがあった。
アクセントに変更がなかったことに
言及があった語
彼氏

①【平板追加なし】

世界一

②【頭高追加なし】

背景

◎【頭高追加なし】

4月

③（名詞）◎（副詞）
【頭高追加なし】

2月

③（名詞）◎（副詞）
【頭高追加なし】

たことです。1998年版では，地名は末尾に
まとめて載っていましたが，数が少なく，調
べられない地名がたくさんありました。
（中略）
それが，新辞典では，他の単語と同様に，ア
イウエオ順に並べられるようになり，掲載さ
れる地名も増えました。

（blog-14）

とくに日本地名に注目が集まり，「地元放
送局では〇〇＼〇も使う」という新しい示し
方についての言及が多かった。
改訂版のアクセント辞典には NHK の各放送
局で用いられる地名のアクセントが載ってい
るのか。愛知なら岡崎，刈谷は平板だからね。

「彼氏」はどうかと調べてみました。
「カ ＼レ
シ」だけでした。平板は若者メインの特殊な
使用例と判断されたのか。

改良された点のひとつが，地名の記述が増え

（blog-13）

個人的には全国放送でも地元のアクセントを
優先すべきだと思う。

（twi-18）

地名に関するアクセントが充実してると聞い
て『NHK 日本語発音アクセント新辞典』買
うたけど，
「長浜」の発音に「ナガ＼ ハマ」
も併記してはって良かった。

これだけ民放などで使われていても，決して

ただ，滋賀はシ＼ガ，安土はア＼ズチ，彦根

『し＼がつ』というアクセントの存在を認め

はヒコネ￣ ……しか書かれてへんかったのは

ない NHK に乾杯

（twi-17）

一般的には「背景」
「2月」「 4月」は頭高の

残念。

（twi-19）

「地元放送局アクセント」を掲載したのは，

発音をよく耳にするので，アナウンサーの要

今回が初の試みであり（井上（2016）），こう

注意語として話題になるが，検討した結果，

いった利用者の声に耳を傾け，今後も検討を

今回は採用しなかった。

続けていきたい。
ほかにも次のような地名について書き込み
があった。
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地名のアクセントに言及があった語

活用形も載っていて，今の若い子達にはすご

安 土 （ 滋 賀 ）， 安 城 （ 愛 知 ）， 池 田 （ 北 海 道 ），

く使いやすいやも。北海道出身の私の苦手分

池田 （大阪），犬山 （愛知），宇佐 （大分），

野「ものの数え方」のページがより充実して

岡崎（愛知），刈谷（愛知），草津（群馬，滋賀），

いて，そこに感謝している所です。 （twi-21）

寒河江 （山形），滋賀，多治見 （岐阜），
戸畑 （福岡），長居 （大阪），中津 （大分），

「三階」
「三軒」などの数詞＋助数詞も1～

長浜 （滋賀），彦根 （滋賀），日田 （大分），

10000まであり，
「○○会」などのような複

富士宮 （静岡），本庄 （埼玉），前橋 （群馬）

合名詞も載っています。これも結構便利

は「地元放送局アクセント」が掲載されている語

購入を迷った辞典でしたが，実際使ってみ
たら「結構，使えるわね♪」と思った次第。

4. 充実させた内容（付録など）
への反応

～「誰かと共有したくてたまりません」～

4.1.「用言の活用形」
「数詞＋助数詞」
「複合名詞」など
今回，新たな工夫の中で，歓迎されたもの

（blog-15）

4.2. 解説編
『98年版』までは，巻末の解説は外部の専
門家に執筆を依頼して掲載していたが，今回
は，資料部分を増やすとともに，編集方針や
習得方法などの解説部分も編集部で執筆し，

は，本編の動詞や形容詞の一部に活用形をつ

より実践的なものに刷新した。おおむね好意

けたこと，また巻末資料の「数詞＋助数詞」

的に受け入れられていると感じた。

や「複合名詞」の発音とアクセントを引きや
分かりやすさとか，活用や複合語の親切仕様

すく，拡充したことであった。

とか，いろいろグッとくるポイントはあった
18年ぶりに NHK のアクセント辞典改訂 ! 地
方の人間にとっては救世主となりうる内容
です。動詞の活用アクセントも至れり尽く

んだけど，読みかけながら付録が読み物とし
てもかなり面白いということを誰かと共有し
たくてたまりません。

（twi-22）

せりです。あ～，この時代に生まれたかった !
（twi-20）

この仕事をする上での“命綱”｢NHK 日本語
発音アクセント辞典 ｣ 18年ぶりに改訂版の出

家に帰るまで待ちきれず，バスの中でパラパ
ラ見たのですが，動詞や形容詞の活用が単

版です。読み物部分は一般の方が読んでも，
とても興味深いものだと思います。 （twi-23）

語のすぐ下に載ってたり，数字と助数詞の
一覧が増えてたりと色々便利になってる ! そ
こそこ高いし（ 5400円もした ! ）重いけど
（程よく鈍器），これから使うのが楽しみです
（insta-2）

まとめとして
今回の改訂では，語のアクセントや追加語
はもちろん，アクセント記号，付録の解説な

MAY 2017

87

ど，これまでになく多くの点を刷新した。調
査や検討会議に 8 年をかけ，試行錯誤を経て
出版にこぎつけたが，今後も検証を重ね，改
良していくことが必要であると考えている。
今回，SNS などインターネット上に書き込
しっ た

まれた叱 咤 激励の意見の数々は，利用者の
率直な意見として，貴重な資料である。SNS
のメリットを生かし，利用者と一緒に今後も
この辞典をさらに利用しやすいものに育てて
いきたいと考えている。

現場はあのアプリ使っている方がかなり多い
ので，待ち遠しいです !!

（twi-24）

※「あのアプリ」は旧版『98年版』のアプリを指す。

（新辞典は）重量も709g から989g に増量。
1㎏は持ち歩くの辛いので早くアプリ版出て
欲しい（切実）

（twi-25）

以上をはじめ，要望の多いアプリ版につい
ては，すべての音声を新たに収録し，付録部
分も一部取り入れる予定で，現在制作中であ
る。今後，書籍版とともに，多くの方に愛用
していただければ幸いである。
（ひがし みなこ/おおた まきえ）

注：

1）今回引用したものは，2016 年 3 月～ 2017 年 2
月までのブログ，ツイッター，インスタグラム，
フェイスブックで「アクセント辞典」
「アクセ
ント新辞典」
「NHK アクセント辞典」
などのキー
ワードで検索したものである。途中省略したも
の，同一の書き込みから 2 か所引用したもの，
同一人物の連続したツイッターを 1 つにしたも
のもある。
2）アプリ版（NHK 出版から発売）は今年度末の完
成を予定しているが，詳細は未定。現在購入可
能なアプリ，電子辞書の内容は旧版『98 年版』
のものである。
3）アクセントを示す◎①②…は，それぞれ，語頭
から数えた下がり目の位置を示す。
◎は平板型，
①は 1 拍目のあと（頭高型），②は 2 拍目のあ
とであることを示す。③④…も同様。また，
（伝）
は「伝統的なアクセント」
，
（ ）内のアクセン
トは「許容されるアクセント」で，
いずれも『98
年版』での示し方。
『新辞典』ではこの表示方
法は採用していない。
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