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NHKが刊行している『日本語発音7クセン 1.~r典J は，大戦中の昭和18年 (1943) に第 l 回の網さんと刊行 l 

が行われ，以後平成10年 (1998)までに 5回出版している。この辞典は，放送で使うことばのアクセントを広 l 

く集録し，アナウンサーをはじめ 放送現場で使用されているほか I 共通語のアクセン lの専門辞mとして1;1..
l 他になく，共通語の棋市的立アクセント辞典として朗読奉仕，演出lなどの分野でも広〈利用されている。

しかし，その歴史を見ると，テレピ放送開始までの時期は，いわゆる「楳単語」普及の社会的要求が強く I

放送のことばも「棋単語の体現」として規範性を強く求められていた。その後!共通話政策のもと「標準語」

l から「共通語」へと表現は変わったものの. r正しいアクセント」を共通語の中に求める即uiきが品った。これ

l とは別に，テレビ放送開始により「共通語」が普及してきた実態から. r通用しているアクセント」の記述が

必要だという大きな 2つの助きが対立するようになってきた。 1966年版以降は飛回目的に語数也補え I 編集方針 l 

は，放送に多く見られるアヲセント型を鍛錬する方向に変化してきた。

一方で. r共通語」とは何かと言う研究や識論も活発では品るが，共通語が持つ特長は何か，実態は何かに l 

l ついては，様々なl隔でとらえることしかできないのが現状で晶る。

これまで言われてきた「東京山手の中流の上品立言誕Jは全国で使われることばの基盤になりうるカも危う l 
l くなっている。変化するアクセント I ことば使いをどのようにとらえるか雌しい状況に差しかかってきている。

一般のノ、も頗紫に登場する，いきいきとした表現へとメディアで使われることばも変化している。

これまでのアクセント辞典編集の系捕をたどり.今回の改訂の立場を明らかにし，今後の改訂への参考とす
l る。

また，今回改訂では，本格的にコンピューターを活用したため.その資料を研究でも活用することができた。

1998年から99年にかけ『放送研究と調査Jに掲服した品詞別の研究のほか I 音韻桝造から考察を進め，特殊拍 l 

l の位置によるアクセント傾向をつかむことができた。

音自H柿造，語榔成 I 被舎の品り方により，大きなアクセント変化の方向を把握することができれば，共通語
l 論議と合わせ，将来の改訂の大きな手がかりとなる可能性が品る。
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1. NHK Iアクセント辞典」と
共通語アクセント

1. NHK iアクセント辞典」刊行の沿革

1-1 過去5固の辞典刊行とその背景

① 1943年版『日本語アクセント辞典』

NHKが， r日本語アクセント辞典』を編集刊行

したのは， 1943年(昭和 18年)のことであった。

収録語数は約4万4000語で，己れに標準的な発音

とアクセントを示したものである。

当時，この砲の専門的な国語辞典で市販されて

いたものは，語数が少なく，放送関係者はひさし

く当辞典の刊行を待望していた。 NHKでは，用語

調査委員会がすでに1973年(昭和12年)度からそ

の編集に着手していたが，標準アクセントの選定

は予想以上に困難な作業であった。そのために，

引き続きニュース用語調査委員会の手で編集を継

続し， 1943年に至り刊行の迎びとなったものであ

る。興味深いことは，この辞典の附読者に対して，

次回改訂の資料にするため，次のようなことを呼

びかけていることである。

「本冊を検察して，そのアクセント表示が自己の

アクセントと異ることを見いだし，又は本冊に二

様以上のアクセント表示が施してあるのに劃して，

そのいづれかのーを採るべしとする読者は，その

要旨を当協会内放送用語係にあてて示教せられん

ことを乞ふ。その際，大体の年齢と生育地(併せ

て父母の生育地)をも書き添えて戴ければ幸甚で

あるJ(43年版「例言」から)。

当時の辞典編集関係者が，標準アクセントの選

定にあたって，いかに苦労したかがわかる。

己の43年版の果たした役割は大きく，戦時中に

もかかわららず，各方面から反響があった。 43年
版の刊行について，当時の新聞 (r東京新聞J1943 
年4月30日)には，北村喜八氏の次のような論評

が寄せられている{釦)。

すこし古いことだが菊五郎の放送に「大陸」を

タイリクとタにアクセントのある読み方があった。

自分は棒読み(注，平板)だと思っていたので l最

『日本語発音アクセント辞典』

近刊行の『日本語アクセント辞典』で調べてみる

と両方採用されている。自分は棒読みを採るが，

東条首相をはじめ名優菊五郎までタにアクセント

のある読み方だと，大勢はそれに決まらざるをえ

まい。高低アクセントの日本語では多少アクセン

トが述っても意味伝迷にさほど不便をきたさない

し，この方面の研究も最近に属するのでまだ確た

る基準が打ちたてられていな1'0 しかし，国語と

して重要な一面であり，ことに日本語が大東亜図

の用語となりつつある今日，これの整理は国家的

急務の一つであろう。そのためには先ず「法則」を

発見し，それに合しない少数を例外とする方法を

提唱したい。音声芸術家はこの問題に大きな役割

をつとめているのを深く認識する必要があるロ

放送事業もごれに対し責任ある地位にあるだけ

に，常に研究されているようだが，最近『日本語

アクセント辞典』の刊行をみたのは鹿賀にたえな

い。この種の既刊二番よりは，正確のようだ。た

だし，記号上，もう少し細かい工夫が望ましい。た

とえば，長音符を使用している以上， r太平洋Jの

へイ， r名声」のメイは，それぞれへー，;/ーとす

べきであり，また，アクセントは発音と密接な関

係をもつので，単音の無声化，梅，馬のウの標示

などがほしいロ

話しことばの純化は，これからの国民としての

教養の一つであろうと思う。

② 1951年版『日本語アクセント辞典』

終戦を墳に，言語生活の面でも変革が大きく，

新しい時代にふさわしい辞典が必要とされること

になった。このため， 1949年から部内に編集委員

会を設置し検討を進めてきたが， 51年3月に新版

を刊行した。新版は，約4万7000語を収録し，小

型で携帯に便利なことから，いわゆる「ポケット

版」と也呼ばれた。この辞典は，地方から上京し

て舞台役者や俳優を志す人たちから，ぼろぼろに

なるまで愛用されたという話もあるほど，多くの

人から利用された。

この「まえがき」には以下のような文言がある。
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(前略)

しかし，ー口に標準アクセントの選定と

L、っても，実際にはなかなかむずかしい仕事

であることは，少しでも言葉の問題に関心を

もつほどの人ならば想像に雌くないところで

あろう。

各編集委員は，この仕事の成否が，この国の

言語の運命に深くむすびついているという自

党をたえず持ち続けながら仕事を進めた。事

実また，委員会では，言葉とそのアクセントの

1iLなる採集にではなく，むしろ，より洗練され

純化されたアクセントを選び出す乙とに非常

な苦心と努力が払われた。

(中略)

しかし，ともかくもこの辞典は，一応，現在

の標準アクセントの形態を記録したものとし

て，アナウンサーだけでなく，これから標準語

を習得しようとする人々にとっても，一つの

有力なよりどころとなるものと信じる。

③ 1966年版『日本語発音アウセント辞典』

66年版の編i長期間にあたる昭和 30年代の後半

は，テレビの急速な進展とともに番組の演出形態

が多様化しつつある時期であった。放送で使うこ

とばも，伝統に基つくかなり厳しい標準化方向を

維持しながらも，一方では，日常のことばに近づ

けようとする励きや多くの分野からことばを放送

用語としてとり入れようとする励きが活発であっ

た。本絡的なテレビ時代を迎えての初のアクセン

ト辞典でもあった。

66年J:&1アヲセント辞!)4Jの収録語いが，従来

の4万7000語から，一挙に50%弱噌の 7万語に増

えたのも句このような状況を反映している。また，

アクセントの面でも，伝統的なアクセント型を部

重すると同H寺に，時代の変化に応じた新しい型也

大l陥にとり入れている。その結果， 1語に 2租.3

租のアクセントの付いたことば(¥、わゆるアクセ

ントに「ゆれ」のあることば)が，全項目の 20%

近くを占めることとなった。

この66年版では，巻末の「解説」を大幅に充実

させ，以下の編集委員の各氏に執筆をお願いした。

-金田一春彦 「共通語の発音とアクセント」

・桜羽茂治 「共通話の発音で注意すべきこと

がら」

-秋永一枝 「共通語のアクセン 1.J 

-桜~I 茂治・秋永一伎 「数詞，助数詞の発音

とアクセント」

田平山首ft男 「全日本の発音とアクセン 1.J 

この「解説」は，共通語の発音やアクセントを

理論的，体系的に学習しようとする人にとっては，

評価の高い也のであった。

なお， 66年版改訂に先立ち， 62・63年の 2年間

にわたって， NHK全国アナウンサーを対象にアク

セント調査を実施したほか，首都閤の東京・館山

(千葉県)に住む一般視聴者を対象に，アクセント

Jlj;抗感調査も行って，共通語アクセントの実態を

把握することに努めた。

④ 1985版『日本語発音アウセント辞典改訂新版』

改訂のための作業は， 1980年(昭和55年)から

進められ，この間，“放送共通語"としてふさわし

い日本語の現在の姿を把握するため， 1981・82年

にNHKアナウンサー全員のアクセント調査を 2

圏実施したほか，一般の視聴者を対象としたアク

セント抵抗感の調査と発音のゆれアンケート， 20 

砲にのぼる辞書の調査を行った。そして，それら

の調査結果を基に，アクセント辞典編集委員会を

38回聞き，アクセントの決定や収録語について慎

重に検討を重ねた。

この85年版の「まえがき」には，旧版にあった

「まえがきJの「より洗練され純化されたアクセン

ト」に代わって， 1")皮送共通語"としてふさわし

い日本語」ということばが登場し，ごの辞典に採

用されているアクセントが， 1放送共通語」のアク

セントに重点が置かれてきたことを示している。

さらに同「まえがき」には， 1各種の調査結果を反

映させて，全国の視聴者に支持されうる基準型を

銀問1.-，東京中心の発音・アクセントに偏らない

ように努めた」とあり，この一節は，前の旧版に

はない文言でもある。
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⑤ 1998年版『新版日本語発音アクセント辞典』

85年版刊行から 13年ぶりに 4回目の大改訂が

行われた。 1994年から改訂作業を進め， 1996・97

if-に， NHK全アナウンサーを対象に 2回，また東

京・関西の一部民放キー局のアナウンサーを対象

にl回，アクセント調査を実施した。また， 1東京

語アヲセント資料JI注討をはじめ，各種辞!Jl!の調

査も行い，それらの基礎資料をもとに l 外部の有

誠者を焚えたアクセント辞典編集委員会を 8回開

き，アクセントの変更や新しいアクセントの採用，

収録語などについて審議したロ乙のうち，アクセ

ントの変更は，約4200項目にわたり，前回の改訂

(約2000項目)の倍以上になる，大幅な改訂となっ

た。

また，巻末の付録・解説も， 1知って得する 10の

知識“Q&A"Jの新設， 1解説」に新しい研究の

成果やデータを折り込むなどの内容の刷新J外国

の地名アクセント」の充実，などで一新した。

98年版の「まえがき」には， 1この辞典で採用し

たアクセントは，現在，放送でもっとも広く使わ

れているアクセントを土台にし，かつ多くの視聴

者からも支持されていると思われるアクセントを

基準にしています」とあり， 85年版の「まえがき」

の方針を一歩進めて， 1放送アクセント」を前面に

出し，全国的にも広〈支持されるようなアクセン

トの採用を打ち出している。

1-2 編集方針の移り変わり

過去から現在に至るまで，数多くの国語辞書が

刊行されているが，人間に個性があるように，辞

書にもそれぞれ個性があり，編集方針の述いがあ

る。辞苗の性格を端的に述べたものとして，三省

堂『国語辞典J第三版 (1982年句見坊豪f百冊m主

幹)の序文から一部引用する。

辞書は“かがみ"であるーこれは，著者の変

わらぬ信条であります。辞書は，ことばを写す

“鋭"であります。同時に，辞訟は，ことばを

正す"鑑"であります。

“鋭"と“鑑"の両面のどちらに重きを置くか，
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『日木話発音アヲセン l辞典』

どう取り合わせるか，それは辞書の性格に

よってさまざまでありましょう。

しかし，現実の辞割づくりは，鑑=規範，鋭=

実態，と二元論的に削り切って編集はしていない

し，また編集できるものでもない。多くの辞書は句

その両面を兼ね備えているが，問題はどちらに重

点を置いているか，またどちらにシフトして編集

しているか，である。 1アクセント辞典」につい

ても，同様のことが言える。

現在，アクセントの専門辞!Jl!として代表的なも

のに， r全国アクセント辞典J(1960，東京堂u明

解日本語アクセント辞典J(1981年，三省堂)，そ

れにNHKのアクセント辞典があるが I それ以外に

も，国語辞書で個々の語にアクセント情報を付加

した辞!Jl!が数極ある。

そのうちのいくつかを，前述の辞替の性格，つ

まり， 1鑑」と「鋭」のどちらに重点を置いている

か，という立場からその特徴を簡単に記す。

* r新明解国語辞典J(第 4版 1989-5版

1997，三省堂)

.tji語としての独立の用法を持つ，すべての見出

し語についてのアクセントをアラビア数字で示し

た。この辞J)l!に採用されたアクセントについては，

次のような記述がある。{注3)

東京アクセント

この辞書では，現代の東京生まれ，東京育ちの

比較的若い周のアクセントを採った。 20年もたた

ないうちに日本の社会の中核になるはずの人々の

アクセントだからであるロ(中略)

こうして，この辞蛮のアクセントは，なんらか

の人工を施した「標準アクセント」ではなく，東

京のありのままの「通用アクセン 1，Jである。

(後略)

乙ごで基準としたアクセントは.r東京語アクセ

ント資料J(1985年)の 119人資料」を土台に，世

代差の顕著なものについては句若い山代のアクセ

ントを優先した。

* r大辞林J(1988) 

アクセントについては，NHK放送文化研究所の

出身者を中心に編集されJ木辞典で示したアクセ

ントは，現在テレビ・ラジオなどで用いられてい
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る全国共通語のアクセントであるJ(r凡例 8Jよ

り))とあるように，基本的にはNHKアクセント

辞典に準拠しているものの， r複合助詞」の中高化

や外来語の平板化などでは， 85年版の NHK辞典

よりも，現実に通用している新しいアクセントを

採用しているのが特徴である。(なお， NHK98年

版では，現実の実態に合わせて，複合助調や外来

語などでの新しいアクセントを採用した)。

また，アクセント専門辞典として下記の 2冊が

ある。

* r全国アクセント辞J}I!J (平山輝男綱1960年，東

京堂)

現代共通語の発音アクセント辞典であるが，

全見出し語に京都アクセントと鹿児島アクセン

トを付加している。また，終止形以外に活用形

もi豊富に記il出している。

* r明j何日本語アクセント辞典j(第二版1981年，
三省堂)

NHK辞典との性格の述いについては，金田

一春彦氏が普かれた「第二版序」があるので，

ここに一部抜粋して紹介する。

(前略)

日本語のアクセント辞典としては，己れと

は別に NHKの「日本語発音アヲセント辞典』

というものがある。一つあればいいのではな

いか，それに辞典によって単語のアクセント

がちがうものがある，それほどうしたのだ，と

いう声が聞こえる。が，そういう也のではな

い。アクセント採録の目的にちょっとしたち

がいがあるのだ。

NHKの辞典は，一口で言うと全国共通語の

発音とアクセントの辞J}I!だ。ということは，必

ずしも東京という土地の発音とアクセントを

収めたということではな1'0 語形や発音の方

で，オッコチルとかシャジ(匙)というのは，

東京人の使う言葉であり，東京なまりである

が，そのようなものはNHKの辞J}I!には採用し
ていな1'0それに応じて ιアクセントの面で東

京なまりと判断されるようなものは，省いて

ある。

一方，この私どもの『明解日本語アクセント

辞J}l!Jは，純粋な東京の発音，東京のアクセン

トと見られるものに焦点をあて，俗語や東京

なまりのものまでとりあげた。そのために資

料としたのは，すべて純東京人と見られる人

であり，中には，現在では老人層でないとほと

んど使われていない形もあげである。

(後略)

このように， r明解日本語アクセント辞典』は，

今でも，東京生まれ・東京育ちの比般的高年代の

人たちが保持している，伝統的な東京語のアクセ

ント辞典であり(もっとも，東京語の新しいアク

セントについては，(新〉という注釈で採用してい

るにこれに対して， NHKのアクセント辞典は，全

国共事語のアクセント辞典というように，その性

格を桜み分けている。

1-3 NHK辞典は「鑑Jか「鏡」か

さて， NHKのアクセントE宇J}I!は，どのようなf上
格を持ってきたものだろうか。これについては，

「あるべき論」の立場から，放送が日本人の言語生

活に与える影響は大量いものがあり，そ乙で使わ

れるアクセントも規範(鑑)的であってほしい，と

いう意見がある。一方， r放送で使われることば

は，現実に世の中に通用していることばであり句

実態とかけはなれたアクセントは望ましくなLリ

という意見もある。ここでも，カガミ(鑑と鋭)の

問題につきあたる。ここでは l そのような「ある

べき論」や「実態論」を一時置いて，実際にNHK

の「アクセント辞典」が，放送を取り巻く状況が

大きく変化してきた中で，どのような方向で編集

されてきたか，を述べることにしたい。

まず，放送のことばと今まで 5聞のアクセント

辞典刊行との関連で，時代をおおざっぱに 2つに

区分することができる。

①話しことば標準化の確立期 (43年版ー51年版)

東京語を土台にした，より洗瓜され純化され

た77セント。

できるだけ「ゆれ」を認めない方向。

②共通語の普及期 (66年版-98年版)

各砲の調査結果を反映させて，全国の視聴者

に支持されうるアクセント。必ずしも東京中心
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のアクセントに偏らない。

実態に則して， rゆれ」も認める方向。

さて，放送メディアの変遷からみれば，①はラ

ジオ時代に対応するものであり，放送における話

しことばの標準化につとめた時期で也あった。標

準化の確立のためには，一定の規範性が必要とさ

れた。この時期の放送出演者もアナウンサーを中

心に，有識者や専門家が多かったロ

また②では，本格的なテレビ時代に入り，番組

形態も多様化するとともに，放送出演者もアナウ

ンサー以外の記者やディレクターなどが登場する

ようになり，外部出演者のタレントも含め，一般

の人も参加するようになった。当然のことながら，

放送のことばも日常化して，いわゆる“普段着の

ことば"に変わってきた。放送のことばの“大衆

化"である。この時期の特筆すべきことは，テレ

ヒ~n寺代に入って，共通語が全国的に普及したこと

である。

そ乙での放送のことばは，一定の「規範性」を

尊重するとともに「実態」にも配慮する必要があ

る。なぜなら， r実態」からあまりにも講雌したも

のは，放送(送り手)と視聴者(受け手)との~ê

雌をいたずらに広げかねないからである。視聴者

から広く支持される発音や読み，アクセントは，

全国の不特定多数の人を対象とする放送のことば

には，不可欠な要件でもあった。

Zのような流れの中で，歴代のNHKアクセント

辞典をみると，①は今からみると，より規範(鑑)

的性格が強かったが，②になって，次第に実態

(鋭)的性格が強くなってきている，と言える。

『日本語発音アクセント辞典』

2， r共通語アクセント」論議の系譜

NHK辞典が，全国共通語のアクセント辞典であ

ることは前述したが，それでは， r共通語アクセン

ト」とはなにか，という問題に直面せざるをえな

p。

2-1 今までの論議

共通語(標準)アクセントをめくっては，過去

のアヲセント辞典改訂作業の中での編集委員会お

よび標準アクセントをめぐる座談会などで，さま

ざまな論議が交わされた。

これについては，NHKでは，66年版改訂の前に，

共通語アクセント，または標準アクセントをめ

く'って，いくつかの座談会が聞かれた。乙こで提

起された問題は，その後のアクセント辞典改訂に

際しても編集委員会で度々論議されてきており，

それはまた，現在にも通用する課題でもある。そ

こで，参考ーまでに一部抜粋して紹介する。

その1.座談会 「標準アウセント選定の問題点」

(W文研月報j1962年1月号)惜4)

標準アクセントにおける「標準」の意味

(金田一)現実に「標準語」と言われているも

のには，二つ考え方がありますね。現実に行な

われている何かを標準語とする，そういう行

き方と，それから「標準語はまだできていな

い。これからわれわれが作るんだ」とこういう

ふうな考え方とありますね。

この二つのどっちをお採りになるかという

ことですが，NHKとしては，どこかにある“現

実のもの"を採っていますね， rアクセント辞

典」でも。つまり， rこういうのが非常に望ま

しL、から，それを採ってやろう」というのはま

だない。

(中略)

(井口)放送における標準語という場合に，今

までそれほど厳密に考えてきたかどうかは，

はっきり言えませんけれども。

(秋永)そこが重要だと思うんですよ。

-103ー



NH限度送文化調査研究年報 44

(金田一)ある程度厳密に考えることは必要で

しょう。しかし l放送における標準語という立

場，つまり，われわれが今やっている NHKア

クセント辞!l4の編集という立場で考えると，

それ程でなくてもいい。というのは，東京とい

う土地で成育しますと，その人たちの間で，何

か平均したもができてくるということがある

からです。ごれは，両親がほかの地方の人で

あっても，こどもが両親のことば，アクセント

をまねしていますと，友だちに笑われたりす

るわけで，結局平均したものができる。われわ

れは ι それを標準アクセントにしようとして

いるんではないかと思Lミます。

もちろん，両親とも東京そだちのこどもの場

合は，そのアクセントは平均に近い，あるいは

平均そのものであるわけですが，両親が地方出

の方であっても，東京アクセントを使えないと

は言えない。 逆に，東京生まれで両親も東京

というために，その人が非常にめずらしいアク

セントを持っていることもあると思うんです。

問題がおこるのは，そういうアクセントをどう

するかという場合にもあるわけです。

(秋永)ただ，両親が地方の場合，非常にその

影響を受けていることがありますね。

(金田一)それは，一応問題外と考えなければ

ならないでしょう。しかし，東京で育てば，大

体平均化することが多いんじゃないでしょう

か。大部分のことばはね。

(中略)

(大石)秋永さんの/:1:'，されている問題は，要す

るに，東京アクセントというものの範囲をど

う認定するかということですね。

(秋永)そうです。そのごとについて，ここに

いらっし守る皆さんの中でも句必ずしも意見

が一致していないので，そのために個々のこ

とばのアクセントをどう見るかという場合に，

いろいろめんどうなことになるんだと思いま

す。

(司会)東京語とL、しミましても，交通の不便な

11寺代には一つの方言として純粋なものがあり，

その体系を持っていたと考えられますが，今

のように人口が1，000万にも近くなり，地方か

らもどんどん人がはいってくるという状態に

なりますと，やはり方言の影響も受けざるを

得なP，その結果，あるいはそのほかの原因も

加わって，東京語のアクセントがしだいに変

化しつつあるという事実も見のがすことはで

きないと思います。

そこで，放送における標準語のもととなる

べき東京語をどう考えるかということになり

ますと，その考え方におおよそ二つあると思

います。一つは，現在の東京という大都会で適

用していることばをもとに考えるという立場

と，もう一つは，東京が現在のような状態にふ

くれあがる以前の，純*仲上を保っていたころ

のものを，東京語と考えるという立場だと思

Pます。(後略)

その 2，座談会「日本語のアクセント」
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(f文研月報j1964年 2月号)(剖}

(司会)最初で申しわけありませんが，このア

クセントのことにつきまして I 特にNHKの放

送用語委員会誕生以来この仕事にお力を注い

でいただきました土岐先生がお見えになって

いらっしゃいますので， NHKのアクセントが

今までどういうふうになっていたかというよ

うなことを，ごく簡単にお話ししていただけ

ればと思います。

東京の伝統的なアクセントからみた

「アケセント辞典」

(土岐)あの時分，京都の新村先生，それから

神保先生町それにぽくなんかがアクセントの

ほうのことをいくらかまとめるのに中心に

なってやりまして，そして「アクセント辞!l4J

(注， 43年版)というものをこしらえたんです

けれども l いまお話しのように決まっている

はずだとぽくなんか思っているものでもなか

なか決まっていないようなのがあって I 三つ

ぐらいアクセン lがあって l それをどうする

かといったような問題でずいぶん困ったので

す。それで最初こしらえたもの，それからそれ

をまた改訂して， 26年(注， 51年版)にやっ

たのなんかも，ぽくなんか加わっていて，どう



もこれじゃ満足しな1'0 自分には納得がL功 B

ないといったようなととがあったんで，わた

しはアクセント辞典に土岐アクセントという

ものをひとつ出してみるからといって，この

本に全部“土岐アクセント"を付けて，渡した

んですけれども，それはなくしてしまったそ

うです。

ことに戦後，アクセントについてゆれてい

るといっても，ゆれていない一つのことばに

二つなり三つなりアクセントがあるといって

いる場合もあると思うんですが…。とにかく，

ゆれている度合いが非常に多くなってきて，

そしてそのゆれているのをどこで決めるかと

L、うのは，大ぜいがこういうぐあいに言って

いるからといったようなことが，必ずしも日

本語の本来のアクセントじゃないんじゃない

か。もとのところを知らないために，大ぜいが

そういうぐあいに言うようになった。それを

認めていいかどうか」ということなんかも，し

ばしば会議で言っているごとなんです。

それともう一つ，学者がアクセントを扱う

場合に，ある型を考えて，そしてとの型の中に

ほかのごとばもはめ込んでいって，頒行L的に

やっていこうという傾向がある。とれに対し

て，ことばは生きているのだから，類従じゃい

けないとわたしは言っているわけなんで，そ

ういう点，いろいろきょうは実際と学問とい

いますか，その問の調節みたいなものなんか

もわたしは伺えるじゃないかと思っています。

(中略)

標準アクセントの必要性

(司会)¥ミろいろアクセントにつきましては一

般の人々の閥でも問題になるんですけれども，

特に放送のような場合，非常に大きなメディ

アでありますので，そこの中で使われている

ととばについてもアクセント，これについて

はいちおう標準的と申しますか，一つの決

まったものがほしいという考え方があるわけ

なんです。そういう点について，金田一先生，

いかがでしょうか。

(金回一)放送の人というと 1 アナウンサー，

それから解説者・
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『日本語発音アクセント辞典J

(司会)全部含まれますね，少なくともNHKで

やっている人…。

(金田一)それはきちっとしているのに越した

ことはありませんね。

(司会)乙のアクセント辞典にいたしましで

も，そういうふうなねらいがかなり…かなり

といいますか，ほとんどそういうことなんで

すね。ごれによって，言いふるされております

が，美しい，聞きやすいというふうなとごろを

ねらっているわけです。 NHKとしてとういう

ととばについては，たとえばアナウンサーが

話をするときに， AのアナウンサーとBのア

ナウンサーと同じでありたいというふうな考

え方を持っているわけです。それが影響力が

大きいところから一般に広まっていって，覚

える人は覚えるというふうな考え方をもって

いるわけです。

で，実際問題といたしますと，先ほど也土岐

先生からご指摘のありましたように，土岐先

生が『わたしは乙ういうアクセントじゃなLづ
というようなことlまもごっちに出てくるとい

う問題が起こるわけです。最近特に問題があ

りますのは.1アクセントがゆれているJIこと
ば全体についてゆれがあるJというのがはや

りととばのようになっておりますけれども，

特にアクセントのゆれと申しますか…，若い

世代と古い世代とだいぶ迷う v そういう乙と

があった場合に，この標準アクセントを決め

るときに，どちらによるべきだろうかという

問題が出てくるわけです。

それも先ほど最初に土岐先生がおっしゃっ

たように，大ぜいで言っているかというごと

で片づけて，片づけられる問題もあるかと思

いますけれども，たいへんそごらへんがボー

ダーラインと申しますか，むずかしいことが

個々の問題でーばい出てくるわけですね。お

おまかにEIヨしますと，たとえば一つのことば

で歴史的に伝承的にきまった，言い伝えられ

てきたような形がございます。そういうもの

を知らない人，若い世代の人たちがそれと迷

うアクセントを非常に多く使うようになった

という場合に， NHKの「標準アクセント」と
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してはどちらによるべきかという問題，それ

が一番大きなことじゃないかと思うんですロ

変化の方向をとらえる必要

(服部)その点，やはり多少学問的に研究する

必要があるんじゃなL功、と思いますロただ感

じで乙のほうが自分は感じがいL、からという

のではいけないんで，変わっているというの

は句金田ーさんなんかおわかりになっている

場合が多いでしょうが，変わるときにはいろ

んな変わり方があるんですね。一つの趨勢(す

うせp) としまして押さえるととのできない

傾向があるんですね。そういうのと，ぱらぱら

で多少食いとめられるものとあるんです。そ

の押さえることのできないものに抵抗しでも

むだだと思うんですね。ですからそういう研

究をやりたいと思うんですけど。金田一さん

相当おやりになっているんじゃありませんか。

一つの顕著な例〈名詞の尾高型アクセントの

衰退〉

(金田一)たとえば一番最後で高い「ト七百す

ーガ」とか， rモノオキガ」とかいうのは，われ

われより年代の上の人が非常に愛着を持つん

です。土岐先生なんか最たるものですけれど

も。とごろが若い人はこの型に発音する単語

がほとんどなくなってしまっている。=うい

う場合，若い人の発言をいいとすることは，時

勢の進みに順応するようですけれども，しか

しこれは日本語の標準アクセントの一つの型

がなくなってしまうようにつとめることで，

これは簡単に許しがたいロそういうととろが

あるんではないでしょうか。

全国的な新傾向をとらえる必要

(服部)それも東京だけじゃなくて，全国的に

そういう方向に向かっているかどうか，それ

が問題ですね。

(金田一)そうでしね。全国的には，たとえば

束京と同じような型をもっているととろでは

比較的古い型を守っているようです。

(服部)そういうときには，また考えようがあ
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りますね。ですからやっぱり東京ばかりでな

く全体を見て，新傾向をつかまなきゃならな

い。(中略)

共通にある程度まで広がっているものを標準に

(土岐)日本のことばが全部決まっていて，そ

してそれにもう決まったアクセントがあった

というぐあいには， Iまくらなんかも考えてい

ないんで，昔からアクセントがだんだんと変

わってきたという，その歴史的な点はいちお

う認めるんです。しかしとにかくわれわれは

今生きているんで，その昔のアクセントとい

うようなものをそのままもってきたんではい

けないかもしれないけれど也，われわれが共

通にある程度まで広がりをもったもののとこ

ろを標準にするよりほかないだろうと思いま

す。そしてその楳憎というものに合わないよ

うな形で言っているアクセントは，そのアク

セントを知らないためにそういうアクセント

を使うんだ，とういうぐあいにわたしは言う

んですがね。

(後略)

2-2 1"共通語アクセント」をめぐる

時代状況の変化

ここではJ共通語(標準)アヲセント」をめぐっ

て， 1960年代前後の座談会で問題提起された，い

くつかの論議を整理するとともに，その後の時代

状況の変化で， r共通語アクセントJ概念がどう変

化していったかを，概略的にたどってみた1'，

まず， 1960年代前後をみると，共通語(標準)ア

クセントの選定については， r伝統的な東京語(特

に23区内の都心の一部，いわゆる旧市内)の型を

保存すべきである」とする意見から， r実態調査の

結果による多数を，そのまま採るべきである」と

する意見まで，いろいろな考え方が提起された。

この中にあって，全国に電波を送っているNHK

の放送で使う立場から，乙の問題にどう対応して

Lミくか，これは常に古くて新しい課題でもあった。

かつて， rこれからの標準語は，東京山の手の中流

家庭の話しことばを土台にすべきであるJとする



説が妥当と考えられた時期があった。しかし，少

なくともアクセントについては，この説はきわめ

てあいまいであるとする反対論もあった。「一見，

妥当なようだが，具体的に考えると，はなはだ漠

然としてつかまえどころがなLリというのである。

アクセントは，個人差が強く出る傾向があるから，

なかなか標準とすべきものの統計的実態を正確に

把握する乙とが困難である，という意見もあった。

またJ山の手アクセントは純粋な東京語ではな

く，その構成要紫から見て各地の方言が混じり

合っているから，アクセントについては，むしろ

伝統を保存する傾向の強い都心の旧市内のものを

基準にすべきである」とする考え方也ある。しか

し，いわゆる東京の伝統的なアクセントも，現在

では，一部のかなり高い年代の人たち，または一

部の分野の人たちだけに保持されているにしか過

ぎない現実がある。それらの「純東京人」のアク

セントが，現在の東京およ古車都圏で広く一般に

使われているアヲセントと"IE離している場合が多

い乙ともある。

乙のように，以前から共通語(標準)アクセン

トをめぐっては，なにを基準にすべきかが大きな

課題であり， NHKでは， 43年版刊行以来常に論議

されてきた問題で也あった。

こうした状況の中で，共通話アクセントを取り

巻く社会環境は，ここ半世紀の閲に，大きく変化

したことが指摘される。

かつて，伝統的な東京アクセントは，東京旧市

内に居住する，東京生まれ，東京育ちの人が保持

するアクセントであった。しかし，この一世紀，東

京の人口移動は，関東大震災，東京空襲，また，バ

ブル期において大きく変貌し，都心人口の周辺部

への拡散化を也たらした。いわゆる「純東京人」の

東京周辺部への移動である。その結果，従来の「山

の手」と「旧市内」とL、った通称的な地域区分も，

現在ではその境界はかなりあいまいになってきた。

東京語アクセントも，伝統的な東京語アクセン

ト(秋永一枝氏はそれを「東京弁アクセント」と

名付けている)から，東京語自体のアクセントが

変化して平均化する「東京共通語アクセント」が

登場し，さらには，首都圏で生活する様々なアク

セント地域の人が 1 東京語アクセントを基盤にし

I日本語発音アクセント辞典i

ながらも相互に影響しあって，いわゆる「首都圏

アクセント」が形成されるようになった陪ぺし

かし，この「首都圏アクセント」也， r首都圏」と

Lミう地域区分も含めてその概念は今一つあいまい

であり，実態を正確に把握することは容易な乙と

ではない。

このように，いわゆる「東京語アクセント」も，

伝統的な「東京弁アクセント」から「東京共通語

アクセントJ，そして「首都圏アクセント」と呼称

が移り変わるように，その概念と実態は拡散化し，

多様化しているのが現状である。

ここで特筆すべきことは，すでに多くの人から

指摘されているように，日本人の話しととばにお

ける放送(テレピ・ラジオ)メディアの影響の大

きさである。アクセント也その例外ではなかった。

共通語を全国に広め，耳で聴いて分かるととば

にしたのはラジオであったが，本格的に共通語が

全国に普及し，定着したのはテレビl時代に入って

からである。言語形成期の子どもが，平均して一

日3時間ものテレビ接触を通じて，テレビの「放

送アクセント」を耳にするのである。その結果，放

送の共通語アクセントが全図的に普及するように

なった。それは，従来，アクセントの共通語化が

困難とされていた無アクセント(ー型式)地域の

若い世代にまで，共通語化が進んでいる(個人差

があるが)という，調査報告もある。

さて，放送の中で中核を占めるのがアナウン

サーである。 NHKの全国世論調査では，およそ 7

削の人が共通話(話しことば)のお手本はアナウ

ンサーであると答えている{町}。

アナウンサーは，放送を通じて，日常的に視聴

者の厳しい耳にさらされながら，研さんして共通

語アクセントを迎用している集団である。しかし，

アナウンサーも現在，全国各地から採用されるよ

うになり，また年々世代も変わり，その時代のア

クセントの影響を受け，反映もする。

このアナウンサー集団の使うアクセントは，い

わゆる「放送アクセントjと呼ばれるものである

が，そ乙では，毎日，電波にのせて全国に向けて

放送されているアクセントである。この「放送ア

クセントjと「共通語アクセント」の関係につい

ては，次章で言及することにしたL、
-107ー
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3. アナウンサー・アクセント調査について

3-1 アナウンサー・アクセント調査

NHKでは.1962年から剖 3回，全国アナウン

サーを対象としたアクセント調査を実施している。

これらの調査は，アクセント辞J)I!改訂作業の)

環として.NHKの放送における標準的アクセント

を選定するための基礎資料を得るために行ったも

のである。

調査結果の要点をしるすと，まず.1962年調査

では，

①アナウンサーのアクセント傾向も一般人と同様

の傾向を持つこと。

②年代別 I 言語形成則別，性別の有志、差が見られ

るものもあるが，この中で年代差が句他の要因

にくらべて比般的大きな要因になること。

③アナウンサー全体で見ると.1租型Iiのアクセン

ト型に集中する傾向(集中皮)が一般人にくら

べて高いと推定されるごと。

などが指摘されているはへ

さらに.1981・82年では.62年調査と同一の調

査語を嗣査したので.19年間をへだてたアナウン

サーのアヲセント変化の傾向を時系列にとらえる

ことができた。

調査結果の要点はつぎのとおりであるはへ

①アナウンサーのアクセントは.19年間に統一

の方向に向かっていること(アクセントがゆれ

ている場合，一つのアクセントに集中される度

合いが強いこと)ロ

②アナウンサーの生育地によるアクセントの差は

大きくないこと。

③アクセントの法則は，しだいに単純化している

乙と。

④複合動詞のアクセントの従来の法則がifjlれつつ

あること。

なお，②については，全アナウンサーの平均と

東京育ちのアナウンサーの平均を比較したところ，

以下のような傾向がわかった。

**京育ちのアナウンサーに.4拍和語(物差し・

純とび・足音・ひらがな・襟元，など)の③型

アクセントが多い。

**京育ちのアナウンサーに.1アクセント辞典J
に記i肢のないアタセントがやや多く，変化の先

取りの傾向があること。

また，助詞・形容詞についても，全アナウンサー

と東京育ちのアナウンサーの平均を比較したが，

その差はわずかであった。東京育ちのアナウン

サーの平均のほうが，全アナウンサーの平均より

も数値が高かったものとしては，形容詞の活用形

で.1赤かった・赤ければ」の②型アクセントと「少

なく・少なくて・少なしJの③型アクセントが目

立った程度である{注目}。

最後に，今回 (99年版)の改訂作業のー瑚とし

て行った97'98年調査では，前2回の調査と同一

の調査語を合めるとともに，前回調査項目数の少

なかった組合助詞および外来語の項目を大幅に増

やしたのが特徴である。なお，この調査では，調

査対象を NHKアナウンサーだけではなく l 民放

キー局の一部のアナウンサーにまで広げた。

この調査結果の要点は下記のとおりである。

① 3.4拍語の外来語を中心に，アナウンサーで

も平板化が進んでいる。特に若い層に顕著であ

り，年代差が大きい。

②前回でも指摘された複合助詞の中高化について

は，前部助詞のアクセントに関係なく，中高化

への傾向が一層強まっている。

③和語名調については，尾高アクセントの衰退が

目立つ。そのうち I 一部の語は，平板型が優勢

になっているものが多い。

④民放アナウンサーのアクセントについても，

NHKアナウンサーと同様の傾向が見られた。

3-2 7"ナウンサーのアクセントと

共通語アクセント

現在，アナウンサーが放送て、使っているアクセ

ントは，基本的には町東京語アクセントを基盤にし

て形づくられたものである。しかし，東京および東

京を中心にした首都圏に住む人々の中で，而籾と

も"*京出身という人は也はや少数派になってし

まった。これは，アナウンサーについても問機で句

現在，アナウンサーの出身地(言語形成期)をみれ

ば，全国から採用されている実態がある。(図 1) 
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図1 アナウンサーの生育地一覧

〈単位〉
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1996年7月現在.合計439人守
第 1困問査の回答者のみの内訳

さて，問題は， 7ナウンサーのアクセントとい

わゆる「共通語アクセント」との関係である。言

い換えれば， f共通語アクセント」の中で「アナウ

ンサーのアクセン 1.Jがどう位置づけられるか，

ということである。これについては，今回のアク

セント辞典編集委員のお一人である馬瀬良雄氏

(信州大学名誉教授)は， r放送研究と調査J(1999 

年 3月号H改訂作業を振り返って」で，次のよう

に問題提起されている{出0)。

馬瀬氏は，まず，アナウンサーの話しことばを

下記のように述べている。
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車京式仁コ

京阪式匿~
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そのlまかにコ

現H寺点で日本語の話しことばの標準として具

体的な例示を求められた場合，多くの日本人

は「アナウンサーのことば」をあげるであろ

う。また， fNHKのアナウンサーのことば」と

さらに限定をして答える向きも少なくはない

だろう。これを標準アクセントとした場合も

おそらく大勢は助かないであろう。アクセン

トも含め，話しごとばの生きた手本，実践者と

してのアナウンサーへの評価は高い。
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と評価しつつ. 2つの意見を並列して紹介し，問

題提起をされている。それは要約すると次のよう

になる。

(1)アナウンサーのアクセントがすなわち探準語

アクセントである，少なくともそれを決める

重要な母胎だという考え方には，賛成しかね

るという人たちも少なからずいる。その理由

は，アナウンサーの出身地が東京および東京

式アクセント地域以外の人も多く，乙れら全

国各地域出身者からなるアナウンサー集団の

アクセントをもって，共通語アヲセントない

しはそれを決めるための重要立資料とするこ

とはできない。

(2)そういう人でも，アクセント辞典に準拠して

共通語アクセントを不断の研さんによって7

スターしており，かえって東京出身のアナウ

ンサーのほうが変化の先取りをしている場合

も多い。也しそうであるなら li.アナウン

サーのアクセントによってアクセント百字!Jl!を

編む，また東京中心のアクセントに偏らない

という NHKの立場も，評価に値するのではな

いか，という意見も出てくる。

まず.(1)については，過去3回の全国アナウ

ンサー調査から，アナウンサーも「人の子」で時

代のアクセント変化を受けるが，そのアクセント

傾向は一般人と同様の傾向をもつこと，東京出身

と全国平均をみれば，ほとんど有意差がみられな

いこと，むしろ ι 生育地別より年代差に特徴がみ

られるごと，などが指摘できる。

ただ，アナウンサーのアクセントは，おおむね

アクセント辞典に準拠しているので，一般の人よ

りもやや規範的(例えば，外来語の平板化につい

てはそれほど進んでいない，など)で，その意味

では“保守的"でもある。つまり，その時代のア

クセント変化には ι少からず影響を受けるものの，

「半歩遅れて」変化が反映するというととである。

現在，東京を含めた首都固に住む人々の出身地

は全国にまたがっており，それはアナウンサーの

出身地でも事情は閉じである(必ずしも相似形で

はないが)。

首都聞に住む，さまざまなアクセント地j戒の7

クセントの影響を受けた人々が，東京語アクセン

トを基盤にしながら，それを他のアクセント地域

の人々にも受け入れやすいアクセント体系に変容

させながら使っているのが，現代の共通語アクセ

ントである，という考え方にたてば(己のような

大ざっぱなくくり方に異論があるかもしれない

が).アナウンサーのアクセントも同様のことがい

えるのではないか。

(2)については，現代共通語アクセントの変化

の実態を把握する上で，アナウンサーの77セン

ト調査を基礎資料にはしたが，新しいアクセント

を採用する際に，調査結果をそのまま反映させた

わけではない。調査結果が多数であっても，伝統

性や体系性からみて採用を見送ったものもある。

アクセント調査結果以外にも句各種辞書調査.I東

京語アクセント資料」などの資料を基に，外部の

アクセント専門家，部内の現役アナウンサーで桝

成される編集委員会で，総合的に審議してきた。

その意味で，共通語アクセントを選定する際には，

アナウンサーのアクセント調査結果を一つの基礎

資料にはしているが，それでもって，共通語アク

セントを決めているわけではない。

3-3 今，再び「共通語アクセント」とは

馬淵良雄氏は前掲替 [21世紀の『日本語発音ア

クセント辞典Jのために~共通語アクセントをめ

くーってーJ(山口}で，次のようなことを述べられて

いる。

私は『日本語発音アクセント辞典』のアクセ

ントのための基礎資料とすべきものは，やは

り現代東京語であると考える。地方市町村の

多くとは奥なり，複雑な社会構造を持ち，そこ

で行われているアクセントは一様ではないが，

そのアクセントは，威信言語 (prestigelan-

guage)としての性格を持つ。また，全国各地

からの大量の人口流入は，東京語アクセント

にも影響を与えていることが予想される。

さて，ここでいう「現代東京語アクセントJと

はなにか。
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以下は，筆者の個人的見解に過ぎないことをあ

らかじめととわっておくが，いみじくも馬瀬氏が

指摘されているように.I現代東京語」は，一種の

“植民地的言語"であり，必ずし也東京生まれ，東

京育ちの人たちの「純東京人の言語」ではな1'0 ま

た.I純東京人の言語」も，それ以外の地域の人の

言語の影響を受けて変容し，相互に影響し合って

生まれるのが，本来の意味での共通語である，と

言える。共通語アクセントもその例外ではない。

(図 2) 

図2 共通語アヴセン卜(概念図)

'7'ウセント法則の単純化
.覚えやすい

・発声の容易化
-異7'?セント同士の衝突
から生じる共通語化

その変化の方向は，一つにはアクセント法則の

単純化・規則化，また，発音の容易化である。そ

の具体例としては，複合助詞や形容詞のアクセン

トの中高化，数詞+助数調アクセントの単純化，

名詞の尾高型の衰退，伝統的な東京語アクセント

の一部にあった，一種の強調アクセントともいう

べき頭高アクセントの衰退，などである。また，マ

クロ的にみて，例えば体言については，日本語の

アクセントが「有核アクセント」から「無綾アク

セント」の方向に，また「多型アクセント」から

「ー型アクセント」の方向へ雌移する流れがある，

という説もあるが，現在問題になっている，いわ

ゆる「アクセントの平板化」もそのような流れの

中で位置つけることができるかもしれない。
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『日本語発音アクセント辞典J

さらに，これからの「共通語アクセント」を考

えるにあたっては.東京以外の出身地の人や日本

語在学ぶ外国人などが習得しやすいアクセント，

したがって，よりことばの市場性をもっ(流通性

の高L、)アクセントが「共通語アクセント」とし

て望ましい，という考え方もある。

3-4 アクセント調査今後の課題

アクセント辞典は，去年.98年版を刊行したが，

はやく也次期改訂に向けて，改訂作業をスタート

しなければならない。 21由紀のアクセント辞典で

ある。

98年版改訂作業の中で，いろいろな課題が残さ

れた。なによりも，古くて新しい問題.I放送で使

う共通語アクセントとはなにか」という命題につ

きあたる。 51年版の「まえがきJに「しかし，一

口に標準アクセントの選定といっても，実際には

なかなかむずかしい仕事であるごとは，少しでも

言葉に関心をもつほどの人ならば想像に難くない

ところであろう」とあるように，その作業にはさ

まざまな困難さを伴う。近年，共通語アクセント

の変化也大きく(特に年代差).その実態を調査す

るのには，調査方法も含めて，多角的に検討しな

ければならない。

そこで，これまでのアクセント辞典改訂作業を

ふまえ，次期改訂のためのアヲセント調査をする

には，次のようなことが考えられ，できるだけ，現

在の共通語アクセントの実態を多方面から把握す

るように努めたい。

①全国アナウンサー・アクセント調査。

共通語のt也、手であるアナウンサーのアクセ

ント調査は，今後も引き統き行う。

②東京生まれ，東京育ちの人を対象とした調査。

共通語アクセン|が，基本的には現代東京語

アクセントを土台にしている以上，必要な調査

である。今回は「東京語アクセント資料J(1985 
年)を参考資料として使用したが，それから 15

経つ。調査項目，被調査者の選定には，慎重を

期したい。

③首都圏(東京周辺部)に住む人たちを対象とし

た調査。
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④全国の視聴者を対象としたアクセント抵抗感調

査。

放送で使われる共通語アクセントは，できるだ

け多くの視聴者から抵抗感のもたれないアクセン

トが望ましL功 Bらである。

(もがみかつや)

注

[1] [日本放送史 上J(日本放送協会編1965)p.597 

[2]文部省科学研究費特定研究「言語の標準化J
資料(柴田武監修，馬瀬良雄，佐藤亮一編.1985) 

アクセントにゆれがある 1万3000語について 1東京

生まれ，m:京育ちの年代別に選んだ19人を対象とし

たアクセント調査資料。いわゆる[19人資料」とも呼

ばれている。

[3] r新明解国語辞典第4版j(1989，三省堂)[付録」の

「アクセント表示についてJp.1418 

[4] r文研月報J1962.1月号。

引用した座談会出席者(当時の周智き)。

(金田一)…金田一春彦氏(東京外国語大学教授)

(大石) …大石初太郎氏(国立国語研究所話しこ

とぱ研究室長)

(秋永) 秋永一枝氏(早稲田大学文学部自1)手)

(井口) 井口虎一郎(放送文化研究所番組研究

部長)

(司会) 日 植地雨郎(番組研究部用語研究班長)

[5] r文研月報J1964.2月号

引用した座談会出席者(当時の肩書き)。

(土岐) ・土岐普磨氏(歌人，日本芸術院会員)

43年版・51年版アクセント辞典の

編集委員。

(服部) 服部四郎氏(東京大学教授)

(金田一) 金田一春彦氏(前述)

(司会) ・ 井口虎一郎(前述)

[6]秋永一枝『東京弁アクセントの変容』

(笠間書院，1999)

[7]石野博史・丸田実・土屋健「ことばの正しさ美しさ~

第3回言語環境調査から-J
([放送研究と調査]1989.9月号)

[8]植地南郎・西谷博信・宮脇端技「標準アクセント選定

のための試みーアナウンサーのアクセント調査一」

([NHK放送文化研究所年報第 7集J，1962) 

[9]菅野謙・臼田弘最上勝也宗像朋子[NHK7ナウン

サーのアクセント 19年の変化J([NHK放送文化研

究年報第27集]1982)

[10]馬瀬良雄[21世紀の『日本語発音アクセント辞典』の

ために~共通話アクセントをめくおって-J([放送研

究と調査]1999.3月号)
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1I. 1998年版アクセント辞典
改訂の編集経過

編集委員会開催まで

『新版日本語発音アクセント辞J)lUは，昭和21

年 (1946年)6月15日に放送文化研究所が設立さ

れて50周年を迎える 1996年(平成8年)度の記念

事業の一環として， 1994年(平成6年)から改訂

作業を始めることになった。しかし，翌年 (1995

年)は 1月17日に「阪神・淡路大震災」が発生し，

災害関迎の調査・研究のほか， I放送用語データ

ベース」のプログラム開発，日常業務などでアク

セント辞典改訂の準備はやや遅れたが，乙の問，

過去の辞典作りで使用した膨大な資料の整理を

行った。「放送用語班」の編集事務局が本格的に励

き出したのは， 1996年 l月になってからである。

最初の作業は， 1985年(昭和60年)版の『日本

語発音アクセント辞典』の点検と作業手)1闘のスケ

ジュール作りである。まず， 10年余り経って日ご

ろ放送で使っているアクセントとは異なり，変更

した方がよいと思われるアクセント，追加アクセ

ント，新しく追加する候補語，削除候補語などを

選別するために， 20代から50代までの東京アナウ

ンス室の 7人の現役アナウンサーにチェック(以

下， Iアナウンサー 7人チェック」とH自称する)を

依願した。 7万語近い85年版から抜粋したチェッ

ク項目は6，636に上り 3月一杯で、終わった。

2年後に出版するスケジューJレをフローチャー

トにして書き出してみると 200項目ほどあり，そ

の1項目もさらに枚・葉にわかれているため，き

わめてハードな作業の述統であることが分かった。

その確認が辞典改訂の“第 l歩"であった。

編集委員会の構成

今回の外部編集委員は， 1966年(昭和41年)版

の『日本語発音アクセント辞典Jから1985年(昭

和61年)版まで編集に携わってこられ，日本語ア

クセントに造識の深い平山輝男氏，金田一春彦氏，

秋永一枝氏(早稲田大学教授~当時-)，さらに今

『日本語発音アクセント辞典j

回新しく加わっていただいた馬瀬良放氏(信州大

学名誉教授)，放送文化研究所l時代に辞典作りの事

務局を担当された菅野謙氏(大正大学教授)に

お願いした。内部編集委員は，東京アナウンス室

の現役・ OBのアナウンサー 17人，それに事務局

の用語班メンバ-6人で構成した。

編集委員会は2年間に 8回開き，アクセントの

変更や新しいアクセントの採用，追加候補語，外

来語などについて審議した。事務局の編集会議は，

編集委員会の議題作りを含めて 43回開いている

が，小会議を含めるとさらに多くなる。

この主主は， 2年間に8回開いた編集委員会審議

を中心に， 1998年版の完成までにどのようなプロ

セスで議論が交わされたかを盤理し，今後の『ア

クセント辞典』編集の課題としたい。

編集委員会の審議経過

第 1聞の編集委員会~編集方針を決める~

1996年(平成8年) 4月25日(木)，放送セン

ターの 636会議室で開催した。出席者は，秋永一

枝氏，馬瀬良雄氏，菅野謙氏の外部委員の 3人
の先生，アナウンサー，事務局メンバー。

第l回の編集委員会は，改訂する『発音アクセ

ント辞典』の編集方針で，どういう特徴を持った

辞典にするかなどの議論が行われた。

編集方針について

アクセント辞1)4の編集方針が時代とともに変化

した推移についてはI章で詳述しているが， 98年

版の編集会議では「今回の改訂にあたって，従来

の伝統的なアクセントの規範性を守り，共通語ア

クセントの選定基準をどごまで広げるか，その基

本理念はなにか。また，現場のアナウンサーが使

いやすい辞典にするには，どの部分の改訂が必要

かJなどの議論があった。

このうち，共通語アクセントの選定基準をどこ

に置くかについては，これまで、も辞1)4改訂時にた

びたび議論されてきたテーマである。今回の議論

113-
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でも， r首都図周辺部のアクセントの流入で， Pわ

ゆる“東京語アクセント"が変化している。東京

の多摩地区，神奈川県などを含めた“首都圏アク

セント"が流入しているが，これらのアクセント

をどの程度取り入れるか」をめぐって意見がわか

れた。つまり「新しいアクセントの変化で望まし

くないアクセントもある。とくに首都圏の周辺部

のアクセントの取扱いである」という意見と， r地
方から東京に入ってきて変わってきたアクセント

もあるので，いちがいに望ましくないとは言えな

い。やむを得ない変化もあるので，それは看過で

きなPo要するに基準をどこに決めるか，が問題

である」という意見の相違があった。

一方， r何を基準に正しいアクセントと判断し，

決めるかは*f~由主しい。かつて一般の人たちを対象

に行った抵抗感調査という方法で，共通語アクセ

ントとして認めるかどうかを確認するのはどうか。

今回も取り入れてはどうか。J.rアナウンサーの立

場からいえば，規範性を噂重し伝統的なアクセン

トを大切にすることも必要だが，社会一般のアク

セントとかけ雌れたアクセントは使えない。J.r分

かりやすいととが大切で，その線に沿った辞典作

りがいいのではないか。」という意見も出ていた。

結局， 1回目の編集委員会では統一見解をまとめ

るには至らずに終わった。

このほか ι 次のような意見が出されていた。

-従来のアクセント辞!!1!に載っている新らしいア

クセント・古いアクセントの述いを表示してい

る[新・古]のアクセントの述いを，改訂版で

はどうするか。(全部に“新・古"をつけるか，

あるいは必要な語だけにつけるかどうかを決め

ておいてはどうか)

回特殊拍にアクセントの核がある場合，アクセン

トの扱いをどうすか。(従来のルールと異なる)

・外国人留学生が『アクセント辞典』を利用して

いるととから，短文の用例も入れてはどうか。

複数あるアヲセントの優先順位の決定は記』版関

とするかどうか。(従来週り記載順とする)

・アナウンサーの研修，指導をする立場からする

と， 1語のアクセントは2つ位に絞ってほしい。

l語に 3つのアクセントを認めるのは，どれで

もよくなってしまうことになりかねない。
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このあと事務局側から，これまで『アクセント

辞典』改訂のたびに重要な参考資料にしたアナウ

ンサー・アクセント調査として，①調査語を含ん

だ例文を読む「録音形式J，②調査語を含んだ例文

のなかのアクセントを選択して記述する「記述形

式」の 2回にわけで実施する。調査語は 2回あわ

せて，およそ1，000語位を考えている，などのスケ

ジュールを説明した。

第2園編集委員会~アクセントの選定基準を~

1996年5月27日(月)，放送センタ-636会議

室。出席者は外部委員の 3人の先生 l アナウン

サー，文研事務局メンバー。

審議内容

・前回の編集委員会でも出ていたがJアクセント

の選定基準」があいまいである。「共通語・共通

語アクセント」をどう考えるか。編集事務局側

の基本方針を出してみてはどうかというととで，

事務局案の審議をお=なった。

・アナウンサーにこだわらず一般の人たちの調査

も併せて実施してはどうか。

・アナウンサーアクセント調査(録音形式)の間

き取りをするのは誰か。聞く人によって誤差が

出るが，誤差をどう無くすか。

『日本語発音アクセント辞典』は，必ずしも現代

日本語の実態を反映したものではないのではな

L、か。

-無戸化の発音が一般に後退し，甘くなっている。

この辺の聞き取りをやるべきである。

この編集委員会では』改めて「共通語アクセン

トの選定基準」が論議の的になった。この点につ

いて事前に部内で議論した結果，アヲセント辞典

の改訂にあたっては「“放送共通語"としてふさわ

しい日本語の現在の姿を把握し，いま一般に広〈

使われているアクセントを採用する。」が原案で

あった。編出島委員会では，下線部分が問題になっ

た。議論のすえ， r一般に広く使われていると思わ

れるアクセント」のように「ーと思われる」を補

足し句編集委員会の「編集責任」を明確にすべき

であるということで，一応の決着をみた。最終的



には.98年版の「まえがき」にある通りとなった。

事務局からの説明

・改訂後の収録語い数 (7万5，000語)

・巻末の解説部分をどうするか(新しく執筆をお

願いして書き改めていただくかどうか。)

-今回の辞典には，増加傾向にある外来語を増や

した1'0

・複数アクセントをできるだけ絞るロとくに 3つ

あるものはできるだけ 2つに絞るようにしたい0

.追加語班，削除語班に分けて同時進行させてい

る。

・6月初旬までに調査語を決め，例文をつけて，

7月には調査を実施した1'0 (6/17 -6/24，秋

永一枝，馬瀬良雄，菅野 献の 3人の先生に例

文の検討を依頼。 6/28までに回収し，校正後，

6/30に全国各局に発送。 7/1-7/15各局アナウ

ンサー吹き込み。返送されてきたカセットテー

プを，手分けして聞き取りを開始する)。

目この辞典の使い方をガイドする意味で「知って

おきたい 10の知識“Q&A"Jを付録のところ

に新設したい。

第 l回全国アナウンサーアクセント調査

(7/1-7/15で実施。カセット録音)

各放送局に送った本数は523本，回収された本

数444本，調査に使用可能なカセットは， 439 

本(回収率 83.94%) 

第 1回アクセント嗣査の方法と聞き取り

ここで.rアナウンサー・アクセント調査(以下，

「アクセント調査」と略記)の方法と聞き取りJに

ついて述べておきたい。

これまで41年版， 85年版の『アクセント辞J.Il!j

改訂前に，全国のアナウンサーを対象に「アクセ

ント調査」を実施し，重要な参考資料として活用

してきた。それは「アナウンサーが標準となる共

通語の話し手である」と，一般の人たちに認知さ

れている割合がおよそ 7割であることもあって，

アナウンサーのアクセント調査が行われている

([放送研究と調査j1989/8. 1996/9)。

『日本語発音アクセント辞典』

今回の改訂にあたっても，上記のように全国の

アナウンサーに「アクセント調査」を行った。そ

の手順は次の通りである。

①調査語の選定……過去の調査で“アクセントの

ゆれ"がみられた語.rアナウンサー 7人チェ y

ク」で20-50代の各年代のアナウンサーがア

クセントの変更や追加を指摘した和語・漢語・

外来語などを品詞別・活用形別に分類した。分

類は「東京アクセントの法則J(r明解日本語ア

クセント辞典』第二版，三省堂)によって行っ

た。このほか.r東京語アクセント資料J.マス

コミ各社の用語集や辞書調査によって追加候補

語を選定した。

②調査語数・・・アナウンサーに依頼する調査とし

て短期間にデータを収集し分析する調査語数

は，録音式・記述式のいずれの場合も l回の調

査では500語位が適当であると考えられてい

る。第 l回の調査語は460語に絞った。

③例文の作成…・・調査語を含んだ例文を短い文章

にまとめ .1文には lつの調査語を入れて.460

の例文を作る。原案ができた段階で，編集委員

の秋永一枝，馬瀬良雄，菅野謙の 3先生に校

閲していただき決定稿とした。

④録音は，例文集の順番に従って放送で話すよう

に読み，事前に『アヲセント辞J.Il!Jでアクセン

トを調べることはせずにカセット収録し，期日

内に返送する。

⑤読んでいる途中で読み直した場合は，後の読み

を採用する。

このような手順を踏んで，全国のアナウンサー

に協力を依頼したロ例文集を読むのに要する時間

は，平均40分位である。カセットは444本返送さ

れたが，調査に利用できたものは439本，有効回

答率は84%であった。返送されたカセットは，事

務局5人，アナウンサー OBが2人，外部の聞き

取り専門家l人のあわせて 8人に限定した。

⑥聞き取りは，初めのうち l本聞くのに 3-4時

聞かかっていたが，慣れるにつれて，平均2時

間-2時間30分くらいに短縮できた。かなり個

人差はあるが，聞き取りに集中して也1日4-

5本くらいが限度であったろうか。とすれば，

聞き取りには，少なくとも 109.7人目かかる助
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定になる。

⑦聞き取った調査語のアクセントは，あらかじめ

用意したシー|に記録し，集計したデータをノf

ソコンに入力した。

カセットの返送は 7月一杯かかり，最終的に分

析が終了したのは10月の終わりであったロそれか

ら第 3囲網集委員会の議問を作成した。この議題

作成までの作業は，まさに辞!Jl!作りのための“産

みの苦しみ"といえようか。機動的，組織的に，一

定の条件のなかで信頼できるアクセントのサンプ

Jレを収集する方法として，とれまで同様『アクセ

ント辞典』改訂には欠かせないプロセスである。

アクセント調査の正確な実態を把躍するには，

「アナウンサー 7人チェック」で抽出された 6，636

項目を全て調査してはどうか，という指摘もあり

そうだが，限られた日数，スタ ')7でこれらのプ

ロセスを完ぺきに遂行するのは，現段階では不可

能に近いといえるだろう。

第 3固編集委員会~アクセント調査中間報告~

1996年 11月25日(月上文研・ 301会議室。出

席者:外部委員 3人の先生，アナウンサー，文研

事務局メンパー。

この編集委員会はJ第 1回のアナウンサーアク

セント調査(録音形式)Jで全ての聞き取りを終

わって，そのデータの報告がまとまったところで

聞いた。この審議内容をもとに，第 2聞のアクセ

ント調査(記述形式)の調査語，実h剖寺J回を決め

る会議となる。議題資料は，事前に各委員に送付

しl 検討j羽聞をおいた上で会議に出席していただ

いた。

議題資料

①第 l回アナウンサー・アクセント調査の結果分

析の報告

②第 2回アナウンサーアクセント調査について

第l回調査を分析した結果，調査語の選定につ

いては6項目が主な問題点として浮かび上がった。

.外来語(とくに平板化がみられる語)

-組合助詞(起伏型と平板型の変化の実態)

・数詞の読み方とアクセント (15ドル，卜五夜の
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円=ジュ士ヲドJレ，ジュ士ヲャなど)のゆれ

. [)j[京語アクセント資料』などで85年J:&以外の

アクセントがかなり優勢に使われている語・新

規に追加する語でアクセントの“ゆれ"がみら

れる語

85年版で 3つ以上のアクセントがある語の実

態，形容詞「暑L、H厚Lリにみられるアヲセン

トのゆれ

参考資料として以下の4つを準備した

マ資料1 アクセント調査結果一覧

マ資料2. 56・57年アクセント調査との比較

マ資料3. 85年版アクセント辞典になく，アナ

ウンサーの20%以上が支持したアク

セン|をもっ目E

マ資料4. 85年版アクセント辞典にあって，ア

ナウンサーの支持が10%以下のアク

セントをもっ語

審議内容

各委員から l 次のような指摘があった。

アナウンサーの使っている数が多いから，今回

の改訂でそのアクセントを採用するというのは I

L、かがなものか。(方言調査はそれが望ましいと

pうごとはあるが)

-よく使う語かどうかも分析して欲しい(なじみ

度によるアクセントの述Lサ。例えば， 1高座」
「小紋」。若いアナウンサーにはあまりなじみの

ない語ではないか。このような「伝統的な語の

アクセントが失なわれる」ことに危恨(きぐ)を

感じる。

-数詞目助数詞のアクセントの“ゆれ"をどうす

るか。例えば， 115日J(ジュ士ヲニチ)立どは，

地域差がある。

回無声化しているところに核がある場合 l アクセ

ントをつけるか。~IT'ili1化しでもアクセント 4主が

移らなくなっている。(これまでの原則が守られ

なくなっている)

. 1日本語発音アクセント辞!Jl!Jは.sollen (規範

性)をとるか sein(実態)をとるか。「アナウ

ンサー調査」の結果を見ると，アクセントの変化

が激しいという実態が明確になった。この調査

結果をそのまま辞!Jl!に反映させてよいものかど



うか。 98年版也従来週り，アクセントの規範性

を示さなければいけないのではないか，と思う。

・特殊拍の変化は首都圏で起きているかどうか。

例えば「チェコン庖Jiホッヵ?ドー(北海道)J

イントネーションもアクセントに関連して分析

してはどうか。

・無声化が~，くなっている。例えば， I来た」と

「北jのアクセントは， I来た」は頭高， I北Jは

平板になる。ところが「キタ」の「キ」は無声

化して発音すべきとごろを「キィ」と有戸で発

音し「平7タ」とする例が多くなっている。こ

の無声化を調査して，実態を明らかにしてはど

うか。

以上のように，改訂にあたって「伝統的な語の

アクセントは守りたLリ「実態を優先させるより

は，日本語のアクセントとして規範性を守るべき

ではないかJといった，辞典改訂の本質にかかわ

るさまざまな意見，提案が出された。

第2回全国アナウンサーアクセント調査

(1997，5/19 -5/30NHK， 5/21-6/1民放局ア

ナウンサー記述式調査を実施した。

回答数・ NHK(505→426) ，民放 (110→99)

....日本テレビ，東京放送1 フジテレビ，テレ

ビ朝日，テレビ東京(以上東京)。朝日放送，毎

日放送，関西テレビ，競売テレビ，大阪放送，

テレビ大阪(以上，大阪)

第 2図アクセント調査は記述式で

第2悶のアクセント調査は記述式で行った。

①記述式は， I各アナウンサーが，日ごろ放送で

使っているアクセントに合致するものを選択す

る」方法で，調査請を含んだ短い例文を読んで1

該当するアクセントの番号をO印で囲むのだ

が， Iできるだけ lつのアクセントを選んでく

ださい」というお願いをした。調査項目は，前

回なみの451語に絞った。

②この調査のねらいは，第 1回調査結果をみて確

認し補完するかたちで再調査する(とくに外来

語の平板化については語数を噌やす，複合動詞

の語数を増やして調査するなどに新しく追加
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『日本語発音アクセント辞典J

候布指苦として選定した語のアヲセントを調査す

ることであった。

③記述式の調査の特徴は，パソコン処理がしやす

く，集計 1時間が短縮できることである。

④この調査には，今回初めて東京，大阪の民放局

アナウンサー 110人も加わった。(1局 10人)

⑤回答数はNHKアナウンサー 426人(有効回答

率84%)，民放局アナウンサー99人(有効回答

率90%)であった。

2聞の「アナウンサー調査」で，合言"911項目

のアクセントを調査した。調査語を「東京アクセ

ントの法則J(r明解日本語アクセント辞典j，同

上)のjレールを参考に分類，分析し，編集委員会

の議哩作成を行った。

第 4 回編集委員会~2 困のアナ調査まとまる~

1997年 10月2日(木)，文研404会議室。出

席者は，平山郷男氏，金田一春彦氏， 3人の外部

委員の先生，部内委員OB'現役アナウンサー。文

研側は山下頼充所長，河野司Uill1i放送研究部長，事

務局(用語班全員)。午前中は，平山車F<男・金田一

春彦両氏がJアクセント辞典改訂にあたって 2聞

のアナウンサー調査の結果をどうみるか」につい

て講演の形で感想を話していただき，それを受け

て午後l時30分から 611'寺30分まで議題の各論に

わたる審議を行った。

この編集委員会は，カセット録音形式の調査と

今回初めて民放局アナウンサーも参加した記述形

式の調査の，併せて 2回のアナウンサー・アクセ

ント調査結果を，外来語・和語 (11自名詞ー 4拍

名調)・漢語 3'1白名詞 (1拍+2拍， 21自十1拍)， 

漢語4拍名詞，後部が漢語1字の結合名詞，数詞，

形容詞，単純動詞，複合動詞など品詞別・語種別・

拍数別に分けて分析した資料を事前に提示し，問

題点を審議することになっていた。編集委員会の

議題審議によって，ある意味では『新版・日本語

発音アクセント辞典』の内容，特徴を決定する重

要な会議であると，事務局では位置付けていた。

。平山輝男氏の視点

①『日本語発音アクセント辞典』の規範性をどの



NHK放送文化調査研究年報44

ように維持するか。 1985年版の「まえがき」に

「各種の調査結果を反映させて，全国の視聴者

に支持されうる基準形を採用し，束京中心の発

音・アクセントに偏らないように努めた」とあ

るが，今度の改訂に当たっても，当然その線に

沿った改訂でなければならなp。

②アクセントの平板化について

現代人の平板化はとくに新しい感覚をもっ外

来語に目立つ。なるべく新しい気持でしかも親

しみ深く話そうというようなときに，とくに平

板の感じがでるようである。そのーつの要因

は，社会一般がスピード化[."ことばも早口に

なりやすい傾向がある。気安いf中間同士はアク

セントの平板化を促す。それが，世岡ー般にも

広がって平板化を進め，促進させている。早口

に話すととばのリズムはアクセントの平板化の

起爆剤になる。

③アクセントの内的変化と外的影響力による変化

その背景にはマスメディアも当然関辿があ

る。この外的変化は中高年はそう感化は受けな

いで，むしろ混乱するとか，あいまいだったも

のは無型アクセント化してしまうという状態に

進む。しかし，幼年期あるいは言語形成期のこ

どもに対しては非常に大きな力で感化を与え

る。いつの時代でもこの外的影響力はいくらか

あるが，現代ほど強力なものはかつてなかっ

た。

このアクセント辞典は，共通語の発音・アクセ

ントの模範を示すもので実用の面も重要である。

改訂に当たっては「あまり進み過ぎず，アクセン

ト変化の先取りをするようなことはせず，さりと

て遅れ過ぎてもいけない。つまり 3分の 2くらい

の進度を進めるべきではなかろうかJと考える。

。金田一春彦氏の視点

①平板化について

ことばがどんどん平板化している。その理由

として，現代人は早口になっている，そのため

に平板化が進んでいるという平山さんのご指摘

は，大変いいご意見だと思う。

②アクセントの変化

a田和語名調(1拍， 2拍) はじめてのことばは，

頭が高くなる。

例えば， r世J r~が進んだJ (頭高)，伝統

的なアクセントは「ヨが進んだJ(平板)で，頭

高にいうと「夜が進んだ」の意味になる。 r巣」
は， rすを作った」と言うと，食事用の「酢」と

同じになるロ「帆」も(;t，'(が)Jというと f稲

の穂」と同じになる。「背」も r~J というと
円11の瀬」と同じになってしまう。それを防く

ためにも，これは面倒治、も知れないが，なるべ

く「スがHホがHセがJ(のように平板)を主

とし，私は頭高でない方を尊重したい。

2拍の名詞も「ッ~J (1唾Hハ亨J(萩)と言っ

ていたのが，今の人は「ヲパJ(;;'ギ」という。

そうすると， rすノロは万の「鍔J(つば)， r六
ギ」は山口県の萩(市)と一緒になってしまう。

(注アナウンサー調査では，すノ ~85% ，六ギ 64
%)。私は「ッJ.?がHハ寧が」というアクセン

トをなるべく保ちたいと思う。「自民」も ι 今は

r~"ÿ J が圧倒的である。こういう「古いアク
セント」を尊重して欲しい。(注アナ調査では，

クミ777%， ~ "y 19%で前者の伝統的アクセント

が多L、)

b 類推によって変化するアクセント

例えば， r亨ンジューエン」と私は言います

が，いま「サす亨三一エン」という人が多い。

これは「コ'予言ーエンJrロ亨亨三一エン」と

いう人が多いので，ついそちらの方へ類推して

いう訳です。 助数調の場合，私は r15名」を

「す士一・ヲメイ」といいますが，いまは

「ジュ=ヲメイ jとL、う人が多くなっている。こ

れは roo名」というのが多いので，ついそう

言ってしまれこれは， r万三一・ヲメイ」とい

う言い方を覚えなくてはならず大変でしょうか

ら，この新しい言い方に理解を示してあげたい

と思う。

c 専門語に関係あるアクセントの平板化
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例えば，将棋を指す人は「金を宇ン」とか「銀
一 一一

をギン」とは言わない。「キンHギン」と平板

にいう。「あのキンでギンを取る」と平板に言

う。ですから，この辞書では書いてないが，将



 

棋では「キンJ1ギン」と平板に言うとしても

よい。そのように昔いである辞書もある。

③形容詞の場合.1ヤサシイJiツメタイ」という

方が私は熔lPけれども.1ヤ子すィHッヲア
ィJ1ス支すィ」と発音されている。東京の人

で「ヤサシイ」と言っている人が 1-ので ~ 

から」が付くと.1ヤ子"7ィので・ヤ亨すイか

ら」となる。それは仕方がないと思う。

*質疑応答・( )内は筆者が補足。

(アナ)規範性を守ることで，後拙にはやかましく

言ってきたが句(最近のアナウンサーのアクセント

が)変わってきたかなと思う。

(アナ)1960年代は“取材"にスタンスを置いてい

たが，現代はそこに重点を置きつつも，アクセン

トには気が回らない若いアナウンサーが多くなっ

たように思われる。(これは年配のアナウンサーか

らの指摘である)

(事務局)新らしいアクセントをどの程度反映させ

るか。今までのアクセントをどの位保持していく

か。アナウンサーが50%のものは，一般では70%

以上と言えるのではないか。例えば「メイ(姪)J
であるがどうか。(かつては [1] しか認めていな

かったが『現在は [1，0]) 

(平山)伝統的にアィ(顕高)であって也，メ才の

平板があってもいいのではないか。共通語として

はやむを得ないんじゃないかロダメだといっても

どうしようもない。判断の基準は 3分の 2だ。(注

アナ調査平板のメ才 94%. ~U 高の7ィ4%) 

「暑L、J([2])，1厚Lリ([0])の区別がなくなって

いる。(注・アナ調査では.[暑い 77イ94%

] [厚いアツイ 88%]) 

(金田一)ヌンツ [1].パンツ [0]は注記すべき

だと思うロ (98年版の辞!)l!では，新しくIlンツ

pants (下着)[衣].IJ{ンツ，パンツJ(平板)pants 

(ズボン) [衣]のように掲減した)

(アナ)サポーターの使い分け，できるのではない

か。 (98年版では.1サ宗ーター，サポーターJ
supporter (保設具).1サポーター，サポークーJ
supporter (ファン).と改訂した)

(事務局)ヲーザ(高座)は，数字によって決めて

『日本語発音アクセント辞典』

良いか。伝統的には [1]だが，調査では平板化し

ている(平板 75%.頭高 20%)。

(金田一)これからは入れざるを得ないと思う。

(98年版では.1ヲーザJ高座[芸]として伝統的

なアクセントの顕高だけを採用し.rコーザ」講座

の平板アクセントと区別している)

午後の議題審識

.外来語の平板化はかなり採用せざるを得ない。

l語に [4.3. 0]と3つあるアクセントを 2つ

に絞るのは苦しい。従来週りとすべきだろう。

また.2つのアクセントの場合でもなじみのあ

る伝統的アクセントは，少数アクセントであっ

て也 lつに絞って削除してしまうことはしな¥¥，

.数詞のアクセントで議論になった 115年」で，

ジュごヲネン」のアクセントは.I時期尚早で改

訂版には載せるべきではない。

2回のアナウンサー調査の傾向をみて，以下の

6項目に注目した。

1. 1東京で優勢にあるものを共通語とする」 と

いう明解な説明がないままにう!とている。『東

京語アクセント調査』を生かして欲し1'，

2 日本語はいま転換期にあるのではないか。

3形容詞のアクセント変化をどう扱うか。

4.数詞目助数詞の問題を解決すべきだと思う。

5.外来語の平板化をどの程度認めるか。

6.7ナウンサー調査の 2回の結果が述う場合が

ある。 20%も辿っている。この迎いをどう処

理するか。 20%も辿っているものは「現在の

アクセント」を優先するか，並立で採用する

か。

-過去2回66年J:!R.85年版『アクセント辞J)!Uの

編集をJ旦当したが，今になってみると反省点が

多々ある。今回の調査分析は制密にできている。

ただし的態分析はあるが.(前回と今回との)動

態分析が少な¥¥，今回の辞典の方針は「放送で

使うアクセントと限定する」としてよいと思う。

. 1語に [4'3'0]と3つあるアクセントは，調査

の度に戻ってしまうものもあり.1現行版 (85年

版)を優先する」としてはどうか。

511寺間以上にわたる各論の議題響訴のなかから，

-119ー
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以上のような項目を抜粋したが，第 4回の編集委

員会は広範囲にわたる審議を精力的におこなった

異例の委員会となった。

第5固編集委員会~アクセントの変更について~

1997年 11月22日(土)，文研・ 301会議室。出

席者:外部委員の 3人の先生，アナウンサー，文

研事務局メンパー。

議題の説明

事務局からの説明(変更の仕方について)

. r東京語アクセント調査J，辞書調査， [アナウン

サー 7人チェック」を参考にしいる。さらに，全

国アナウンサーアクセント調査(カセット・録

音形式，記述形式の 2回の調査)

全国アナ・アクセント調査で [30%以上のアナ

ウンサーが支持しているアクセントは加えてい

る。ただし若いアナウンサーが多い場合は，第

2アクセントとして加えている」。

資料目①外来語のアクセントの変更

②複合助詞のアクセントの変更

③追加語の検討

審議内容

・「外来語+和語」の混祖語はわけで検討する

.表記が不揃いである。

マエイ→→エー(読みはこちらではないか)

ウエイトレス(アク辞典)→→ウエートレス

ウエイトトレーニング(アク辞典)→→ウエー

トトレーニング

このほか(イニシアルとイニシャル，データ

とテeーター，フィ Jレムとフイ Jレム，インタホン

とインターホン，アプリケとアップリケの区別)

. I時代によってアクセント辞典の性格が変わって

きている。あり得るアクセントがみんな古車曹に

i披っていると，アナウンサーは見なくなる。

-平板化は認めざるを得ないが，規範性があるも

のだけを残しておくと時代のズレを感じてしま

うロ変化は変化として認めていくほうがよいの

ではないだろうか。

・送り手の規範性を守る方がいいのではないか。

一般に市販されているのだからことばの美しさ

が大切だ。「送り手として」という立場を守って

いくべきだろうと思う。

事務局説明

. [表記」についてはハンドブックで細則を決め

て，それにのっとっている。

. [アクセントを増やし過ぎてはないか」という指

摘については，アクセントの継承性から増やす

場合は第 lアクセントの後に入れている。最初

に iìô~白している第 l アクセントがアナウンサー

に{史用してほしいアクセントである。

・平板化については，アナウンサーはそれほど平

板化していな¥¥.それでも使用頻度の高い語は

かなり平板化している。平板化については，慎

重に扱いたい。

第6困編集委員会~アウセントの変更について~

1997年12月18日(木)，文研404会議室。出席

者:外部委員の 3人の先生，アナウンサー，文研

事務局メンパー。

識題資料:

①複合助詞のアクセント変化

L前部要紫が起伏式のもの

a改訂案で平板式を第 lアクとする (189語)

b.改訂案で起伏式を第 lアクとする (848語)

2前部要紫が平板式のもの (63語)

3前部要素アヲセントの也の (112語)

4.前部要素の独立性が稀薄なもの (45語)

5.削除(7語)

②漢語のアクセントの変更(パート 1:単純名詞・

癒合名詞)

a現行の順序を変更する語 (289項目)

b追加，変更する語 (178項目)

C.一部を削除，変更する語 (354項目)

d.そのほか (59項目)

③ 98年版『アクセント辞典』の解説について

-120ー



審議内容

・アナウンサー・チェックの仕方(アナウンサー

の出身地によってアクセントが異なるのではな

L功ウ

・漢語について，専門家のアクセントはPずれも

頭高型であるが，残すかどうかに:のアクセン

トについては“望ましL功‘望ましくなL功、どう

考えるかだっ。例えば，能アー(頭高)，声明

言Eーミョー(頭高)など。

(98年版では，能ノー [1，0]，声明ショー

ミョー [1，0， 3]とし， r能・声明」は伝統的

な語として専門家が使っている，従来のアクセ

ントを尊重している)

・“力は正義なり"ということもある。

サジ [ 1， 2]のどちらを取るか。

さじサ7(匙)[2，1](r明解日本語アクセン

ト辞典J(1995.5.10，25刷三省堂)では， r新
は亨ジ，匙(オ亨ジ御-)。

(アナ調査では，頭高すジ 89%，尾高サ

710% 098年版では伝統的なアクセントのf走者

を第 1アクセントとl.-，前者も許容している)

第 7困編集委員会~漢語・和語のアクセント~

1998年 l月22日(木)，文研404会議室。出席

者:部外委員の 3人，アナウンサー，文研事務局

メンノ'-0
識題資料

①漢語のアクセント変更(パート 2:結合名詞，

後部要素別の漢語)

a.後部漢字 1字の語 (155語)

b後部漢字2字の語 (87語)

②和語のアクセントの変更(参考資料 1' 2)， 

③漢語パート lの審議未了部分は，次回 2月7日

に継続

第 8固編集委員会~最終回~

1998年2月7日(土)，文研 404会議室。出席

者.部外委員の 3人の先生町アナウンサー，文研

事務局メンバー。

「日本語発音アクセント辞典j

議題資料

①一般動詞のアクセントの変更

②そのほかのアクセントの変更

③付録の Q&Aの検討。 (1/23出版社に送り，初

稿で手直しする o 1/26発送し， 2/5返送)

④積み残し事項和語の修正案，漢語パート 1，無

声化関連，数詞・助数調 l 付録関l!I!原稿の校正

審議内容

第7回， 8回の編集委員会は鵡題資料をもとに

逐語的にアクセントの型を審議し，最終決定して

L、った。その方法は， NHKで過去に出版した 1943

年版， 51年版， 66年版， 85年版の『アクセント辞

典Jのアクセント変化，過去の調査結果(昭和37

年，昭和56'57年に行ったアナウンサー調査)を

参考にするほか， 2つの代表的なアクセント辞J)l!

(r全国アクセント辞典』東京堂 1960， r明解日本

語アクセント辞典』第二版 三省堂 1995) ，およ

びアヲセントの記載のある 2つの国語辞典([大辞

林』第二版三省堂 1995， r新明解国語辞J)l!j第
5版三省堂 1997 )などと比較し，事務局が改

訂案として示したアクセントを採用するかどうか，

l語ずつ審議する。伝統的なアクセント，共通語

アクセントをどのように位置付けるか，放送現場

で使うアクセントとして適切かどうか。 r(この辞

典ではどの程度)規範性を守っているかJr(pま

の日本語の)実態を反映しているかどうか」が議

論の焦点になり，それぞれの語のもつアクセント

が決められた。

98年版の編集委員会を振り返って

85年版『日本語発音アクセント辞典』以来， 13 

年ぶりに改訂することが決まって，実質 2年間で

編集委員会を中心に密度の濃い作業を行った。こ

の編集委員会で，アクセントの変更・追加を審議

する過程で常に問いかけられていた命題は.r日本

語の規範性を守り，現代日本語の実態を的確にと

らえた共通語アクセントを，どのような基準で選

定するか」であった。

今回の改訂にあたっては， 1985年版の69，000語

すべてに目を過して変更・追加した語のアクセン
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表1 アウセントの変更種別(分類別)

ノfターン 変史極別 和語 別語

①順序変更 545 394 

2 ②削除 455 300 

3 ③追加 313 298 

4 ④カッコ十l 32 38 

5 ⑤カッコ除 17 8 

6 ①順序変更+②削除 38 8 

7 ①I1肺変更+③追加 23 5 

8 ②削除+③追加 37 20 

9 その他の組み合わせ 78 24 

メM、 百| 1，538 1，090 

トは， 4，234語(全体の 6.1%)で語数からみれば

l割にも満たない(衰 1)。しかし，このうちの 8

制は日常語としてかなり使用頻度が高い和語・官官

語・複合励調であり，日本語のなかの基礎語ある

いは基本語ともいうべき語である。つまり，ごの

編集委員会は現代日本語の変化をさまざまな角度

から分析し.r放送のことばとして一般に広く支持

されていると思われるアクセン 1.Jを追求し続け

たと言えよう。しかし，かつては一般によく使わ

れていた東京語アクセントが今回の辞典ではカッ

コ内に入って，表担f台からii'jえつつある語がある。

例えば， I思い込むJ(オ吉イコム)，走り回る(ハ

一般動向 抱合助詞 外来語 その他 合引

54 561 66 164 1，784 

40 75 67 55 992 

20 101 181 8 993 

1 43 2 116 

7 l 33 

1 4 l 4 51 

10 3 3 44 

l 5 13 19 95 

1 17 6 126 

118 823 331 334 4，234 

~リマワル)のように複合助詞の 2 拍目にアクセ
ントの核がくる語である。 (98年版では「主主7ヲ
ム，オモイコムJIハマす亨すル，ノ、5す亨万五」

になっている)

「乙のアクセントは，もう過去のアクセントなん

でしょうか・・田」と慨嘆した先生もいらっしゃっ
ItL.: < i! 

た。編集過程では「泣いて馬識を，[可る」の思いで

アクセントを変更した語也，多々あった。

こうして審議された結果をまとめた98年版『ア

クセント辞J)4jの変遷を，次の改訂時には検証し，

さらに充実した辞J)4になるととを望みたい。

(おおにし かつなり)
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m.アクセント辞典にみる拍数別，
語種別のアクセント分布

1. アクセント辞典の語種別，拍数別分類

最近のニュースで「こうした助きの背景(;~ィ
ケイ)には・・田 Jr問題の解決(ヲィケツ)は」

など力を込めたような頭高型のアクセントをしば

しば耳にして奇異に感じる己とがある。一方では

「ドラム，モデル」など外来語の平板型が泊えてい

る。さらに「籾(ミミ)，鍬("77ヮ)Jのように，和

語の中で従来平板型だった語が，若者を中心に頭

高型になる傾向がある。こうしたアクセントの変

化には日本語の拍数也関係が深いのではないか。

和語，泌語，外来語を拍数別に分類し，その分

布を調べることによって l 大きなまとまりとして

アクセントの型を探ることができる。そこから現

代のアクセント変化の方向を探ることができるの

ではないだろうか。

本車では， 1998年4月に改訂した NHK日本語

発音アクセント辞典 新版(以附 [98年版J)を語

砲別に分類し，拍数とアクセントとの閲辿につい

て見ていくことにする。

[98年版』は，見出し語で7万4282語を収録し

ている。この収録されたすべての語を拍数別，語

極別(和語，話世話，外来語，混祖語など)に分類

し，さらに体言を抽出して分析するため，次のよ

うな作業をした。

198年版』に見出し語として掲jli!!されている 7

万4282語という数字は，同音異義語で同じアクセ

ントの語をまとめて l語として引算した也のであ

る。たとえば「ジテン 辞典，自転，次点，字典，

事典」とあるが，見出し語としては l語となる。集

計のためには各語を独立した語として分ける必要

があり，この場合は5語として数えた。

また ι ひとつの語に抱数のアクセントやj宮川、が

ある掲合にはそれぞれ別の語として数えた。たと

えば「ァマフテ 71./7'" 合いの手Jなどは 2

語として，また「サ宗ーター，サポーター(保設

具)，サポーター，サ~ーター(ファン )J は 4 語
として数えた。このようにすると，収録語数は8

『日本語発音アクセント辞典J

万2025語になる。

この中から体言を抽出するため，助詞，形容詞，

形容動詞の用言と副詞など(1万1508語)を除き，

さらに集計上，次のような語を除いた。

1 ，重複して見出し語になっている語を除外

2つ以上の読みがあって，いずれも見出し

語として掲載している語は，アクセントを亜

被して数えないようにした。たとえば「家並

み」は「イエナミJrヤナミ」の 2つの読みを

採用し， rイエナミ」の項にも「ヤナミ」の項

にも「イエナミ ヤナミ 家並みHヤナミ

イエナミ 家並み」のように指紋していて量

級する。このような語は「イエナミHヤナミ」

をひとつにまとめて集計した。すなわち「家並

み」は「ヤナミ イエナミ」の 2語になる。

(1071語除外)

2.ニ語怠識の語を除外

複合語で二語意識のある語は集計から除外
~ ~ 

した。たとえば「一衣帯水 イチ・イタイスイ」

「右往左往すォー・~ォーJ のように二語意
討占がある語には r. Jを付けている。このよう

にアクセント核が複数ある語は集計からはず

した。ただし被合語でも「右往左往 ゥ子士字
オーJのようにアウセント核がひとつのもの

はl語として数えた。 (639語除外)

3.抱合名詞の参照見11'，しを除外

アクセント辞典では規則的なアクセントに

なる抱合名詞や線合した地名などを巻末にま

とめて掲ili!!している。こうした語を引きやす

くするためにト相手Jr・池」のように参照

見出しをil虫せている。このような参照見出し

は集計からはずした。 (648語除外)

4，固有名詞を除外
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1-1 体言の拍数別分布

-1拍2拍語は頭高型. 3拍4拍語は平板型唱

5拍6拍語は中高型~

集計した体言を語種別に分けると，漢語が半数

を占め，和語が3割弱，混祖語が l剖，外来語が

l割弱となる(図 1)。

図1 体言の拍数別分布

体言全体 6万7779語

また，体言6万7779語を拍数別に分けてアクセ

ントの型を分類すると表1のようになる。

体言全体の 9剖を超える l拍から 6拍までの語

を中心にJr闘に見ていくことにする。

なおアクセント核の拍数別分布の表にある「逆

1型，逆2型」という表記は，アクセントの位置

が語末から数えて何拍目にあるかを示している。

たとえば4拍語のJ且合唱「逆 l型」は尾高型(正月，

半日など)，1逆2型」は中高3(方言，回数などに

「逆3型」は中高2 (学問，国外などに「逆4型」

は頭高型(運命，本論など)ということになる。平

板型(愛読，暗算など)は表記通り。また，頭高

型を別掲した。

さて.体言全体を見ると .41白語が最も多くお

よそ 4割ι 次いで3t白語が 2割. 5拍語が 1削6

分. 6拍語が l由lで. 3拍語から 6拍語が全体の

9割近くを占めている。傾向としては L拍語. 2 

表 1 アヴセント核の拍数別分布〈体言〉

平板型 逝1型 逝2型 逆3型 逆4型 逆5型 逝6型 迎7型 逝B型 日| On高型

11自 82 178 260 178 
31.5 68.5 0.4 68.5 

21自
571 568 2ω2 3231 2092 
17.7 17.6 64.7 4.8 64.7 

3j自 7541 921 975 5629 15066 5629 
50.1 6.1 6.5 37.4 22.2 37.4 

H自
18501 918 2048 3319 22臼 27050 2264 
日8.4 3.4 7.6 12.3 8.4 39.9 8.4 

5拍 3065 323 713 5301 1296 315 11013 315 
27.8 2.9 6.5 48.1 11.8 2.9 16.2 2.9 

6)白 1504 90 411 2473 2658 85 132 7353 132 
20.5 1.2 5.6 33.6 36.1 1.2 1.8 10.8 1.8 

7拍 147 9 140 1333 590 29 22 111 2381 111 
6.2 0.4 5.9 56.0 24.8 1.2 0.9 4.7 3.5 4.7 

81自
151 7 24 219 565 28 8 3 21 1026 21 
14.7 0.7 2.3 21.3 55.1 2.7 0.8 0.3 2.0 1.5 2.0 

91自
53 10 10 84 86 16 l 。 l 261 。

20.3 3.8 3.8 32.2 33.0 6.1 0.4 0.4 0.4 

10拍 11 l 3 33 45 9 3 。 。105 。
10.5 1.0 2.9 31.4 42.9 8.6 2.9 0.2 

11拍
2 。 。 8 9 2 1 。 。 22 。

9.1 36.4 40.9 9.1 4.5 0.03 

121自
。 。 。 2 4 。 。 。 。 6 。

33.3 66.7 0.01 

13 j自
。 。 。 。 3 1 。 。 。 4 。

75 25 0.01 

15拍
。 。 。 。 1 。 。 。 。 l 。

100 0.00 ，j 31628 3025 6416 18401 7521 485 167 114 22 67779 10742 
46.7 4.5 9.5 27.1 11.1 0.7 0.2 0.2 0.03 100 15.8 
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拍語は頭高型が多く. 3拍語. 4拍語は平板型が

多数を占め. 5拍語以上は中高型が多くなってい

る。

拍数ごとに分析すると.1拍語は.260語と少な

いが頭高型(逆 l型)がおよそ 7削，平板型がお

よそ 3剖で 1拍語では顕高型が多い。

2拍語は3200語余りで，体言の 5%近くである

が，頭高型()Q!2型)が 2拍体言の中では 6i!lJJ余
りと多く，平板型は2割弱，尾高型(逆 I型)も

2剖弱となっている。 2拍語も 3分の 2近くを占

める頭高型(逆2型)が多い。

3拍語は，体言の 2剖に当たる l万5000語余り

であるが. 3拍体言の中では平板型がちょうど 5

剖，頭高型(逆3型)が 4削弱，中高型(逆2型)

と尾高型(逆 l型)が l割以下となっていて，平

板型が優勢になる。

体言全体の 4;!lJJを占め 2万7000語と最も多い 4

拍語の中では平板型が 7剖近く，中高 2(逆3型)

が1白j余り.~Jj高型(逆 4 型)と中高 3 (逆2型)

がl印j弱となっていて，平板型が大勢を占める。

5拍語体言の中では平板型が 3剖弱なのに対し

て，中高 3(逆3型)が最も多く 5割近くになる。

頭高型(逆5型)が減り，中高型が目立つように

なる。

6拍語も中高型が優勢で. 6拍体言の中では中

高 3 (逆 4型)と中高 4 (逆 3型)がともに 3割

以上，平板型は 2剖と少なくなって. 5拍語同様

中高型が主流になる。

さて，体言の中には語種別では和語，漢語，外

来語.1混祖語が含まれている。分析にあたって，和

語と漢語や外来語と漢語などが結合した語 l たと

えば足代，赤信号(和語+漢語).急場，道具箱(漢

語+和語).紙コップ(和語+外来語).非常べJレ

(漢語+外来語)などは混祖語として分類した。以

下の項では和語，漢語，外来語を抽出し，各拍ご

とに語租による特徴を見て行くことにする。

まず，拍数別，語種別の語が全体に占める割合

を見ると.4拍の漢語が l万5061語と体言全体の

22.2%を占めて圧倒的に多く，次いで 3拍の漢語

が13.5%. 4拍の和語が12.2%で，この 3グループ

『日本語発音アタセント辞典』

だけで体言全体の半数近く (47.9%) を占めてい

る。以下3拍の和語.5拍の和語.5拍の漢語.6 

拍の漢語と続く(衰 2)。

表2 語種別，拍数別数(体言全体 67779語)

体言生f* 和語 f世間 外来語 混祖語

1拍sli 260 93 167 。 。
0.4 0.1 0.2 

2拍間 3231 1270 1732 175 48 

4.8 1.9 2.6 0.3 0.1 

31自語
15066 3989 9168 1029 880 

22.2 5.9 13.5 1.5 1.3 

41自昭 27050 8258 15061 1516 2215 

39.9 12.2 22.2 2.2 3.3 

51削』
11013 3975 3859 1182 1997 

16.2 5.9 5.7 1.7 2.9 

6拍語 7353 1220 3551 945 1631 

10.8 1.8 5.2 1.4 2.4 

合目1
67779 19029 35376 5665 7709 

100 28.1 52.2 8.4 11.4 

次に 1拍から 6拍までの語を和語，漢語，外来

語に分けてアクセントの型の特徴をみるため棒グ

ラフにした(図 2)。

l拍語は和語と漢語のみで，ともに頭高型が多

Lミ。

2拍語は，外来語の 9削 5分以上が頭高型(逆

2型).i漢語も 8割jが頭高型(逆2型)である。こ

れに対して，和語の頭高型(逆2型)は4由jにと

どまり，尾高型(逆l型)と平板型が 3割前後と

なっている。外来語や漢語が極端に頭高型(逆2

型)が多いのに比べると，和語は比較的頭高型(逆

2型).尾高型(逆l型).平板型が比較的均等に

分散していることが特色である。

3拍語は外来語の 8剖が頭高型(逆3型)と目

立っている。和語は半数以上が平板型である。漢

語は平板型が 5剖，頭高型(逆 3型)も 4割となっ

ている。

4拍語は漢語の 8由jが平板型，和語の半数以上

が平板型であるのに対して，外来語で最も多いの

は顕高型(逆4型)の 4割以上である。さらに外

来語の中高 2 (逆 3型)が 3削近く，和語の中高
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図2 拍数別，語種別のアヲセント型

1 j自語 2拍語

100今も F ー

50%ト F 50~も

口弘 0% 
和語(93語) 漢語(167語) 和語(1276詰) 漢語(1732語) 外来語(175語)

3拍語 4 j自語

100% 100叫

50'% 5日明 ーl 平板(80)f 

平板(56) 平板(58)

平板(51)

口百 口百
和語(3989語) 溝語(9168語) 外来語(1029語) 和語(8258語) 演語(1506HID 舛来語(1516語)

5拍語 6拍語

100弘

肌|| 5日明

|中高4(63)

中高3(48) 中高3(47) 中高3(47)

口弘 口弘
和語(3975語) 漢語(3859語) 外来語(1182語) 和語(1220語) 溝語(3551語) 外来語(945語)

-126-



『日本語発音アクセント辞典J

2 (逆3型)も 2割になっているのが注目される。

5拍語以上になると，平板型や頭高型は急に減

り， '1'高型が半数を占めるようになるロ

お参考のために，和語，油i語，外来語のアクセン

ト型別の代表的な語を 3語ずつ拍数別に 6拍 語 ま

で挙げた(表 3)。

51朗自立 I 和語，漢語，外来語いずれも中高 3

(逆 3型)が最も多く 5制近くになっているのが特

徴である。 1-2 和語の拍数別特徴

6拍語も中高型が優勢であるが，和語と外来語

は中高 4(逆 3型)が 5111J以上，漢語は中高 3(逆

4型)が 5山l以上になっている。

和語のアクセント核の分布を拍数別に見ていく

ことにする(表 4)。

さらに，語種別(和語，漢語，外来語)に，拍

数ごとのアクセント型の傾向を分析してみる。な

和語 l拍語では頭高型(逆 l型)(尾，根，火な

ど 〉 が 6訓，平板型〈蚊，毛，血など〉が 4由jと

なっている。

表 3 拍数別，語種別の7クセント型の例

111 ftl: 穂 :ll:i 外 米 日E

t語(1 
平仮 蚊(か)，毛(け)，Jfil (ち) ¥fl差，詩 抑制なし

四日 尼(お)，l!Hね)，;I:(v-) 間 I宇.=m fQi陥なし

平板 I~ミ(あじ)柿(うめ) ，i'l' {お吉) !日r.食.医者 ゲラ.ヒレ，ロゴt

iz Q vu高 赤(あか)且{l、き)，J，lHおび) 愛，I'llill，局11t カーガムノfン

厄日 麻(あさ)足(あし)畳(ひる) 肉 J'JJ山知恵 ピケスト*

平板 背凹 I京11'"小石 家自|社民美JU カレー.コ yプ，ボタン

J語3 自
日目 白 初日 I命(l'のちに組子 愛，lJlg 国土温度 ガーゼ，カメラ ，，r，スト

中高 同p ，うちわ I早製 砂1出世数 I受話探 ジャ"ン，スキー，マシン

尼世l叫 相手 I足J品，鋭(かがみ) 地獄!道具 I役所 チャチャチャ.フォンデュ官

平板 相づち I居酒屋北風 霊犬，1暗号 I学友 アJレ"ム，ウエスト，カステ7

回目 赤ちベPん事l'主若榔 安mJ:，迎市，l出方 アイドルカプセルタクシー

J語4 白 rllj1{52 秋風I北国，手袋 学問 ，mrl者 I室内 アタック.ウエープ.ステ yキ

r[1jf;53 E跡たまねぎ真夏日 悪即時間数 mlJ限 コーヒー，シャン"ン，ムームー

尾町 叫、弟 '1"1'{はんとし) 正月一冊半日 4口l陥なし

平板 男l前，桜也芝居小屋 霊煙家外国組管理人 アルコール，カウンタ-;，イオリン

E回目 お月却 Iうり一つ!はとぽっぽ 五旦将<1'自画自賛事組多様 アクセン 1，，イブニング Iオーク y ョン

中高2 おひなさま Iうるう年ひと昔 !.N邦人下半身作業員 イレギュラー.カレンダー Iクリーナー

中日3 めまがえる I腕まくら梨指 ~唱歌話i奏者 I喫煙者 アス 77ルト，オクタープ.スト 7イク

<1'白4 かんなくずIどじょう71屋形船 日本人 I希少価値 I助力炉 スペアリプ.フェアプレー.フリーパス

尾高 明くる年，fl，j，Jl 警察署 I血統:;H，僻説m J日11&なし

平板 うりざ担頗大外刈玉虫色 圧力叶 I案内状 I外国産 アドレナリンオープニングレコーテ'ィング

師向 あとの集り，11のむしろ.古半の世世め 一夫$誕!窟I~、深長 I 付和市同 アクシテ'ント，サイクリング"ンフレット

中市2 お上りさんお巡りさんーっ走1) -I[j<他党 I四卜九日* アシスタント，ストッキング"フォーマンス

J活6 自 '1ηi.1'i3 恋女房紅おしろい水杯 霊校心I迎励金，海水浴 アドベンチャー，イミテーション，オベレーション

'1'日4 あしながぱち mまぶた都大路 外国人，家庭教師，陣物館 アクロ，，ッ卜.オーデコロン.クラリネ y 卜

<1'日5 相合いホ制めしl向かやぶき屈担 現実主義，jff)陪外科，立候補者 コント 7パス.ダブルプレー.プロパンガス

尼日 七夕栂 Iいまわのきわ 1-一円正直者金 抑制な L

.1ま百12アクセント
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表 4 7'7セント核の拍数別分布〈和語〉

平板型 逆1型 逝2型 迦3型

1拍
40 53 

43.0 57.0 

21自
372 402 502 

29.2 31.5 39.3 

31自
2238 733 418 600 

56.1 18.4 10.5 15.0 

41自
4821 657 939 1656 

58.4 8.0 11.4 20.1 

5拍
1445 162 267 1920 

3ι4 4.1 6.7 48.3 

6拍
280 36 89 634 

23.0 3.0 7.3 52.0 

71自
19 4 10 127 

9.6 2.0 5.1 64.1 

81自
l 1 。 9 

5.0 5.0 45.0 

自|
9216 2048 2225 4946 

48.4 10.8 11.7 26.0 

和語の 2拍語も頭高型(逆2型)(赤，息，帯な

ど〉が4削と多いが l拍語ほどではない。一方，尾

高型(逆 l型)(麻，足，畳など〉と平板型〈昧，

椀，j中など〉が 3割前後となっていて，漢語や外

来語に比べると多い。これは「橋，端，箸」のよ

うな同音異義語をアクセントによって区別しよう

という意識が強く働いていると考えられる。

和語3拍語は平板型〈背回，家出，小石など〉が

6由IJ近くになって最も多く，頭高型(逆3型)(朝

日，命，親子など〉と尾高型(逆l型)(相手，足

場，鋭など〉がおよそ I削5分で，残り l剖が中

高2(逆2型)(雨戸，うちわ，早寝など〉である。

和語4拍語は平板型〈相づち，居酒屋，北風な

ど〉が6割近くを占め，次いで中高 2(逆3型)(秋

風，北国，手袋など〉が 2割，中高 3(逆2型)(足

跡，たまねぎ，真夏日など〉と尾高型(逆1型)(妹，

弟，半年など〉が 1剖前後となっていて， 1拍語，

2拍語に多かった頭高型(逆4型)(赤ちゃん，事l'

主，若様など〉は 2%にとどまっている。

和語 5拍語は，最も多い型が中高型に移り，中

高3(逆3型)くあまがえる，腕まくら，薬指など〉

が半数近くになっている。 3拍語， 4拍語で多

かった平板型〈男前，桜色，芝居小屋など〉は2

迎 4型

185 

2.2 

153 

3.8 

156 

12.8 

28 

14.1 

8 

40.0 

530 

2.8 

逝5型 逝6型 逝7型 自十 ~U商型

93 53 

0.5 57.0 

1276 502 

ι7 39.3 

3989 600 

21.0 15.0 

8258 185 

43.4 2.2 

28 3975 28 

0.7 20.9 0.7 

16 日 1220 日

1.3 0.7 日4 0.7 

5 1 4 198 4 

2.5 0.5 2.0 1.0 2.0 

l 。 。 20 。
5.0 0.1 

50 10 4 19029 1381 

0.3 0.1 0.02 100 7.3 

番目で 3削5分，残りおよそ l剖 5分が中高4

(逆2型)(かんなくず，どじょう汁，屋形船など〉

7%，それに中高2(逆4型)(おひなさま，うる

う年，一昔など)4 %と尾高型(逆l型)(明くる

年，素人目など)4 %となっている。

和語6拍語も中高型が優勢である。中高 4(逆

3型)くあしながぱち，二重まぶた，都大路など〉

が半数，次いで平板型〈うりざね顔，大外刈，玉

虫色など〉が2訓 5分，中高3(逆4型)<恋女房，

紅おしろい，水杯など〉が 1i!lJJ余りとなっている。

和語全体の傾向としては， 1拍語， 2拍語は頭高

型が多く， 3拍語， 4拍語は平板型が半数を超え，

5拍語は中高3 (逆3型)が 5剖近く， 6拍語は

中高4 (逆3型)が半数を超えている(図 3)。
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図3 和語の拍数別アウセン卜型

1拍・・・・・酉菖(57)・・・・・ 平板(43)

2 拍-頭高[羽)・・Jβ属高知~.)~官官 平板(29)

3拍 平板(56)

4拍 平板(58)

5拍 中3(48)

61自 中4(52)

。% 50% 100% 

1-3 漢語の拍数別特徴

次に漢語のアクセント核の分布について見てい

く(表5)ロ

漢語l拍語は頭高型〈語，字，替など〉が7由I

を超え，平板型〈胃，差，詩など〉が 3割弱となっ

ている。

漢語2拍語も頭高型(逆2型)(愛，図書，馬車

など〉が8回Jになっている。頭高型以外の 2削が

平板型と尾高型(逆 l型)で，平板型〈曲，食，医

者など〉が l割強，尾高型(逆 l型)(肉句意地，

知恵など〉が I割弱となっている。漢語2拍語は

i漢字 l字が 3割，漢字2字が 7割となっている。

漢語3拍語は平板型と頭高型(逆3型)で9割J
を超えている。平板型〈家計，社長，美声など〉が

やや多く 5剖，頭高型(逆3型)(愛馬，国土，温

度など〉が 4剖強となっている。平板型，頭高型

(逆3型)ともに漢字 2字が 9削以上になってい

る。

漢語 4拍語は 1万5000語余りで収録されている

漢語の中で 4由J以上と最も多く，また体言全体の

22%となっている。そして平板型〈愛犬，暗号，学

友など〉が8割!と圧倒的に多くを占め，頭高型(逆

4型)(安産，運命，漢方など〉が l剖弱，中高2

(逆3型)<学問，犠牲者，室内など〉と中高3(JQ! 

2型)(悪趣味，関数， :M限など〉はともに 5%ほ

『日本語発音アクセント辞典』

どと少ない。

漢語5拍語以上はすべて複合語である。

漢語 5拍語は，和語でも多く見られた中高3

(逆3型)の〈愛唱歌，演奏者，喫煙者など〉が半

数近くになっているロ次いで平板型〈愛煙家，外

国語，管理人など〉が 4分の 1，中高 2(逆4型)

〈異邦人，作業員，予算案など〉が 2削弱となって

L、る。

漢語6拍語も中高 3(逆4型)(愛校心，運動会句

海水浴など〉が半数を超えている。 2番目に多い

のが平板型〈圧力剖，案内状，外国産など〉で2

副j余り，中高4(逆3型)(外国人，家庭教師，博

物館など〉が2由l弱となっている。

漢語全体の傾向としては， 1拍語， 2拍語は頭

高型が多く， 3拍語， 4拍語は平板型が半数を超

え， 5拍語， 6拍語は中高型が半数を超えている。

特に漢語のなかで最も多い 4拍語に平板型が多い

のが特徴である(図 4)。

1-4 外来語の拍数別特徴

続いて外来語のアクセント核の分布について見

る(表6)。

外来語の 1拍語は今回改訂したアクセント辞典

には収録していない。

外来語の 2拍語は 97%が頭高型(逆 2型)(ガ

ス，ゴム，パス，パンなど〉である。

外来語3拍語は頭高型(逆3型)(ガーゼ，カメ

ラ，ポストなど〉が8剖以上を占めている。数也

861語と外来語のなかで最も多1'0 平板型〈カ

レー，コップ，ボタンなど〉は l削余りであるが，

比際的古くから親しまれている語が多い。

外来語 4拍語も頭高型(逆 4型)<アイドJレ，カ

プセJレ，タクシーなど〉が最も多くなっているが，

3拍語ほど高い割合ではなく， 4割余りとなって

L旨る。

外来語 5拍語は中高 3 (逆3型)(アスフアル

ト，オクタープ，ストライクなど〉が半数近くに

のぼっている。次いで多いのが頭高型(逆5型)

〈アクセント，イブニング，オークションなど〉で，

2削を占めている。 3番目に多いのは中高 2 (逆
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表 5 7'ヲセント核の拍数別分布 く漢語〉

平板型 逆1型 逆2型 逆3型 逆4型 逆5型 逆6型 逆7型 迎8型 日| 傾向型

I拍
42 125 167 125 

25.1 74.9 0.5 74.9 

21(1 
180 154 1398 1732 1398 

10.4 8.9 80.7 4.9 80.7 

3l白
4657 87 376 4048 9168 4048 

50.8 0.9 4.1 44.2 25.9 44.2 

4拍
12043 98 807 794 1319 15061 1319 

80.0 0.7 5.4 5.3 8.8 42.6 8.8 

51自
956 96 229 1806 750 22 3859 22 

24.8 2.5 5.9 46.8 19.4 0.6 10.9 0.6 

6l白
812 9 128 657 1862 3 80 3551 80 

22.9 0.3 3.6 18.5 52.4 0.1 2.3 10.0 2.3 

7拍 88 。 66 507 272 3 12 95 1043 95 

8.4 6.3 48.6 26.1 且3 1.2 9.1 2.9 9.1 

B拍
131 5 12 69 359 。 5 。 18 599 18 

21.9 0.8 2.0 11.5 59.9 0.8 3.0 1.7 3.0 

91自
35 6 日 29 45 。 。 。 l 122 。

28.7 4.9 4.9 23.8 36.9 0.8 0.3 

10拍
10 2 14 34 。 。 。 。 61 。

16.4 1.6 3.3 23.0 55.7 0.2 

11拍
1 。 。 2 5 。 。 。 。 8 。

12.5 25.0 62.5 0.02 

121自
。 。 。 l 2 。 。 。 。 3 。

33.3 66.7 0.01 

13拍
。 。 。 。 2 。 。 。 。 2 。

100 0.01 

市
18955 581 3024 7927 4650 28 97 95 19 35376 7105 

53.6 1.6 8.5 22.4 13.1 0.1 。.3 0.3 0.1 100 20.1 

図4 漢語の拍数別アクセント型

1拍圃圃圃頭高(初圃圃圃平板制|

4型)<イレギュラー，カレンダー，クリーナーな

ど〉で， 2;l目弱，平板型〈アルコー)~カウンター I

バイオリンなど〉は l山l弱となっている。

21自

4 1自

5拍

61自

日%

平板Î I 頭高(81) 7:"~~ I 9 I (10) I W I 

外来語 6jjJ;i苦は中高 4 (逆 3型)<アヲロパッ

ト，オーデコロン，クラリネットなど〉が6削を

超えている。 2番目に多いのは中高 3 (逆 4型)

〈アドベンチャー，イミテーション，オペレーショ

ンなど〉で2叩l弱，中高 5(逆2型)<コントラパ

ス，ダブルプレー，プロパンガスなど〉と中高 2

(逆 5型)<アシスタント l ストッキング，パフォー

マンスなど〉が 1;'IU弱となっている。

平板(51)

中高3(47)

中高3(52)

50% 

外来語は2拍. 3拍語では圧倒的に頭高型が多

く， 4拍語も和語や洩語に比べると，頭高型が優

勢である。 5，61自語は，中高型の(逆3型)が

1∞% 半数をJ也えているのが特徴である(図 5)。
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2 j自

3拍

4 I自

51自

61白

日%

『日本語発音アクセント辞典』

表6 アヲセント核の拍数別分布 〈外来語〉

平板型 逆 l型 進2型 迎3型

11自
。 。

21自
3 3 169 

1.7 1.7 96.6 

31自
121 2 44 862 

11.8 0.2 4.3 83.8 

4拍
375 。 46 435 

24.7 3.0 28.7 

51白
116 。 60 555 

9.8 5.1 47.0 

61白
28 。 72 591 

3.0 7.6 62.5 

7拍
。 33 297 

0.2 6.4 57.9 

8W 
l 。 5 95 

0.5 2.6 48.7 

91自
。 。 3 31 

3.8 39.2 

101自
。 。 l 5 

4.8 23.8 

11拍
。 。 。 3 

42.9 

13拍
。 。 。 。

。。
15拍

。 。 。 。

立l
645 5 433 2874 

11.4 0.1 7.6 50.7 

図5 外来語の拍数別アクセント型

中高3(47)

中高4(63)

50唱

逝4型

660 

43.5 

211 

17.9 

168 

17.8 

152 

29.6 

66 

33.8 

28 

35.4 

4 

19.0 

l 

14.3 

l 

50 

100 

1292 

22.8 

10日目

逆5型 逆6型 逆7型 迎8型 il!' 匝。
175 

3.1 

1029 

18.2 

1516 

26.8 

240 1182 

20.3 20.9 

58 28 945 

6.1 3.0 16.7 

21 8 1 513 

4.1 1.6 0.2 9.1 

25 l 2 。 195 

12.8 0.5 1.0 3.4 

16 1 。 。 79 口
20.3 1.3 1.4 

8 3 。 。 21 ロ38.1 14.3 0.4 

2 1 。 。 7 。
28.6 14.3 0.1 

l 。 。 。 2 。
50 0.04 。 。 。 。 1 。

0.02 

139456 0 
371 42 3 。5665 

6.5 0.7 0.1 。。 100 

2. 漢語の字数別，拍数別特徴

この項では漢語を字数別，拍数別に分けて，ア

クセント型の特徴をJ需ることにするが，その前に，

なぜアクセントが決まって行くのかを再確認して

おこう。

たとえば漢語の「言語Jr漢方」は頭高型.r言
論H泌語」は平板型であるロなぜ同じ「言」や「泌」

という語で始まっていながら，頭高型と平板型

に分かれるのだろうか。また.r言語」と「泌語」

は同じ「語」が後部に付いているのに，なぜii.ii高

型と平板型に分かれるのだろうか。

考えられることは，発話i者がその言葉を認識し

ているかどうかである。すでに習得している言葉

であれば その人固有のアクセント体系の中に組
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み込まれているはずである。もし初めて目にした

言葉の場合は，類推を始めるのであろう。

たとえば「言質」という言葉が出てきた場合，

我々はどうするだろうか。まず読みがどうなのか。

漢語であるから音読みで「ゲンヒ」か「ゲンピ」か，

まれに「コ網ンヒHゴンピ」という読みを思い浮か

べる人もいるだろう。

ごの場合「ゲンピ」と読むことに決定したとす

る。さて，次はどのようなアクセントで発音した

らよいのかということになる。

「ゲンピ」が平板型か頭高型か尾高型か。中高型

は2拍目が特殊拍の綴音「ン」であるのでなりに

く¥¥0特殊拍の存在がアクセントの位置に大きく

関わっていると思える。

そこで，次にする作業は「言」の(>jく言葉と「賀」

のj~ く他の言葉を思い浮かべて，また類推を始め

るのであろう。

「ゲンピ」は漢字2字3拍の語であるから.1言」
の付く「言語，言質」や「費」の(>jく「雑貨，実

質」を思い付く。これは拍数からの類推である。

また.1言」が語頭に来ると頭高型になりやすい

のか。「費」が語末に来て「ピ」と発音するときに

は，平板型になりやすいのかと思うこともあるだ

ろう。全部要素，後部要素の語による類推である。

このほかにも類推の方法はあるだろうが，類推

の基準となりうる要素を挙げると

*語租別の体系

*特殊拍や無声化の位置

*拍数による体系

*全部要素，後部要素の語

などが主なものになる。

このほか，被合語の場合は結合の法則，そして

語の使用頻度もアクセントを決める要素となるで

あろう。

さて，漢語は言うまでもなく漢字の組み合わせ

である。

漢字 I字の拍数は l拍または 2拍であるロ [98

年版』に掲il出されている最も拍数の長い漢語の複

合語は「農業改良普及員」と「生活改良普及員」の

13拍である。この 13拍の漢語も，漢字 7字の組み

合わせから成り立っている。

漢字の組み合わせを順に挙げていけば. 1拍+

l拍. 1拍+2拍. 1拍+1拍+1拍. 2拍+1

拍 2拍+2拍のようになる。

この拍数の組み合わせもアクセントを決める大

きな要因のひとつになっている。

そこで，漢語を拍数とともに字数別にも分けて，

アクセン l型の特徴をさらに詳しく探ることにす

るロ

[98年版』の掲i出されている漢語を字数別，拍数

別に分類したのが表7である。

表7 漢字数別拍数別分布

字数 拍数 平板型 迎 l型 迎2型 逆3型 逝4型 迎5型 逝6型 逆7型 逝8型 剖

l字
I 拍 42 125 167 

21自 93 50 523 666 

2拍 87 103 875 1065 

2宇 31自 4623 85 294 4036 9038 

4拍 11735 65 563 222 1314 13899 

3拍 33 2 82 13 130 

3字
4拍 296 33 235 565 6 1135 

51白 946 95 176 1728 744 11 3700 

61自 760 4 15 365 1790 。 22 2956 

41自 12 2 9 8 4 35 

51自 B l 51 74 5 10 149 

4字 61自 43 5 108 278 64 3 57 558 

7拍 83 。 61 476 267 3 11 93 994 

81自 115 1 5 24 337 。 5 。 17 504 
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2字4拍語と 2字3拍語が圧倒的に多P，次い

で多いのが3字5拍語と 3字6拍語である。 3字

5拍語と 3字6拍語は複合語が多い。ここでは基

本となる 2字3拍語(1拍+2拍， 2拍+1拍)

と， 2字4拍(2拍十2拍)の漢語について見て

いくことにする。

2-1 漢字2字 3拍語の特徴

漢語 3拍語は全部で9168語ある。この中には

「耳鼻科，保守派，無邪気」などの漢字3字の語が

130語含まれているので，漢字 2字の 3拍語は

9038語 (98%)になる。漢字2宇の 3拍語は00

+0または0+00のいずれかの組み合わせであ

るが，この00+0型と0+00型との迎いで句

アクセントの型，平板型と頭高型の出現率に大き

な述いがある。このことはすでに指摘されている

が，なぜ述うのか見ていくことにする。

漢字2字の 3拍語9038語のうち， 00+0型の

語は4573語， 0+00型の語は4465語とほぼ同

数であるが， 00+0型の語の中では顕高型が

66.7%，平板型が29.5%の出現率であるのに対し

て， 0+00型の語は頭高型が22.2%，平板型が

73.4%となって，頭高型と平板型の出現率が逆に

なっている(衰 8)。

なぜ頭高型と平板型の出現率が逆になるのか。

そのひとつに特殊拍の存在があるのではないか。

表8 漢字2字3拍語アウ型出現率

00+0型 0+00型

全 体 4573 4465 

3050 986 
顕高型

66.7% 22.1% 

1347 3276 
平板型

29.5% 73.4% 

98 196 
中高型

2.1% 4.4% 

78 7 
尾高型

1.7国 0.2% 

『日本語発音アクセント辞典』

漢字 l字2拍の 2拍目には「イ，ウ(ー)，キ，

ク，チ，ツ(ッ)，ン」のみが来る『日本語百科大

事典j(1988年，大修館書庖)。このうち「キ，ク，

チ，ツ」は自立拍であるが， Iイ」は二重母音の副

音， Iウ(ー)Jは長音， hJは促音， Iン」は披

音のいずれも特殊拍である。当然のことながら，

特殊拍(血)は， 1拍の語や2拍語の語頭には現

れない。よって 2字3拍語の00+0型と0+0

0型に特殊拍が来る型としては， 0"'+0か0+

0'"のいずれかになる。

00+0型に頭高型が多い理由を探るため 2拍

目の特殊拍に注目してみた。

00+0型では4573語のうち，HJl高型が66.7%，

平板型が 29目5%である。 2拍目に来る音「イ，ウ

(ー)，キ，ク，チ，ツ，ッ，ン」ごとにアクセン

トの型の分布を示したのが表9である。

00+0型で頭高型になる語の 2拍目に来る音

を多い順に並べると，長音「ゥJ(ー)が 2剖，段

音「ン」も 2割，二重母音の副音「イ」が 1;早U，以

下「ク」促音「ッJ.そして「ツJIキJIチ」の順

となっていて，特殊拍が多い。

特殊拍が 2拍目に来て頭高型になる割合は00

+0型の中の 6由l近くになっている。

このように漢字2字3拍語00+0型で2拍目

に特殊拍があると頭高型になりやすい傾向がある

とPえる。

参考として，漢字2字3拍語の 2拍自に特殊拍

が来ている語を 7語ずつ挙げた(表10)

しかし，漢字2字3拍語で2拍目に特殊拍があ

るとすべて頭高型になる訳ではなP，そこで逆に

平板型になる語にはどのような特徴があるのかを

調べた。参考にしたのは『明解日本語アクセント

辞典第 2版j(1995年三省堂)に記載されている秋

永一枝氏の「アクセント習得法則J(秋永Jレール，

以下同じ)である。それによると， 00+0の漢

字2字3拍語に迎合する記述は，

第7条「後部が漢字 l字l拍(漢字音)の癒合名

詞(前部が漢字 l字または2拍以下のもの)Jで，

要約すると次のようになる。

-133ー



NHK放送文化調査研究年報 44

表 9 00+0型の2拍目

ウ(ー) ン

3050 1024 982 
岡高型

66.7 22.4 21.5 

1347 333 341 
平板型

29.5 7.3 7.5 

98 。 。
'1'悶型

2.1 

78 27 18 
尾高型

1.7 0.6 0.4 

4573 1384 1341 
全体

100 30.3 29.3 

表10 漢字2字3拍語 2拍固特殊拍の語

ウ(ー) 候補，迎路.j虫査，宝庫!毛布，助作 1 山家

ン 今夜，酸3十; 普意.，時査企同1.線路 I 恒気

イ 敬意， ~\~火，生徒 I 政府，定期 I 米側，名医

ツ 一家，決起!国国1.，質紫，物資 I 末期，講師

lー (2)前部が漢字 2拍のもの~ほとんどが

頭高型か平板型。

(イ)名詞的意味をもっ語には頭高型が多い。

Eィシ(正史，正使 I 世子，替紙，誓詞)

(ロ)動詞的意味をもっ語には平板型が多い。

セイシ(制止，的止句正視，製糸，製紙)

〈中略〉

11特殊デループ~次のようなものは l 後部の

語によりアクセントが決定される傾向がある。

( 1 )平板化グループ~前部 2拍語に「化」

「科H家H画H語H沓H派(=派閥)

「話」などのつくもの。

アッカ(悪化) マンガ(漫画)

エイゴ(英語) カインョ(借昔)

タカハ(鷹派) シンワ(神話)

〈後日告〉

イ

530 

11.6 

236 

5.2 

。

14 

0.3 

780 

17.1 

頭高型になる語も，平板型になる語も，語の組

134 

y ツ ク キ チ

165 69 245 30 5 

3.6 1.5 5.4 0.7 0.1 

199 37 170 29 4 

4.4 0.8 3.7 0.6 0.1 

。 14 43 6 35 

0.3 0.9 0.1 0.8 

9 。 7 。 3 

0.2 0.2 0.1 

373 120 465 65 47 

8.2 2.6 10.2 1.4 1.0 

み合わせによってアクセントが決まる場合が多1'0

秋永氏が特殊グループで述べている「後部の語に

よってアクセントが決定される傾向がある」に

従って，漢語 2 字 3 拍語，前部が 21~1の語を次の

ように分頒し見ていくことにする。

①後部の語に注目し，同じ語が(，j'¥ 、たグループを

抽出する。

②平板型が多い後部の語のグループを抽出する。

③グループ全体の語数が 10語以上あるものに限

り，平板型が占める制合(平板型出現率)を計

算する。

以上の作業で平板型出現率の高い語は，次の 1

5語であった。「写」と「油」が 100%.I話H和」

「画」が90%以上， I射JI字JI酒JI詞JI語」が

80%以上， I死H止H車」が70%以上， I化H座」

が60%以上となっている(表11)。

なお上記以外で秋永JレーJしでは平板型になりや

すいとされていた語のうち，漢語に限って見ると

「科」は 25%，I家(カ)Jは19%，I家(ケ)Jは

29%， I昔」は48%，I派」は35%の平板型出現率

であった(表 11)。

平板型出現率を高くする要素に後部に付く語の

音韻が関係しているようにも見える。たとえば

「写H射J1l11Jのように「シャ」という音の場合

に平板型出現率が高1'0 しかし l 同音異義語の



『日本語発音アクセント辞典J

表11 平板型出現率 (00+・型)

平版型 総数 % 用 例

写 12 12 100% 接写 I映写 実写 m写 j'，百写

?山 21 21 10日% 石油 灯油 原則I 給油 車irlr

拍数と，特殊拍によって頭高型に

なりやすP，さらに後部，前部の

漢字によって平板型になるか顕高

型になるかの傾向がはっきりして

いる語もあると言える。話 30 32 94% 

利 18 20 9m拡

回 26 29 90弘

UJ 16 18 8田6

字 33 38 87略

酒 14 17 82市

~m 9 11 82% 

11山H 39 48 81% 

死 36 47 77唱

Jt 12 16 75% 

!/I 29 41 71% 

化 34 53 64% 

座 29 46 639地

1H 39 82 48% 

童話 市詔 lヨmトJKEヨ111Fa 

;苦手日 平和 調和

壁画 版画 洋画

反射 発射 注射

活字 点字 J出字

Yi~Í酒 冷澗 禁酒

名詞 作詞 訳詞

落語 原語 lil語

変死 水死 病死

|抑止 禁止 f*止
仲m 析l11 !Ulli 

沼化 者化 消化

正座 台座 口座

洋m J並.i!f 証書

会話

緩和

原田

乱射

数字

原酒

品詞

国語

急死

中止

発lji

風化

講座

~r -m 

対話

中和

(名画)

(柿射)

(名字)

( ilJ;ii!M) 

(響調)

(言語)

(!t死)

(~[Ill:) 

(枇lli)

(変化)

(王座)

(説掛)

一方， 0+00型は平板型が

73.4%と多い。中でも後部 2拍が

「球H形(ケイ)JI行(コー)JI才」

「作H伯H定(テイ )Jの語は [98

年版Jにはそれぞれ 10語以上あ

るが，すべて平板型である。

逆に， I術H族H内」が付く語

はすべて頭高型になっている。

さて， 2字 3的語には頭高型，

平板型のほかに中高型と尾高型が

ある。数は少ないが，その特徴に

ついて見ていこう。

家(ケ) 4 14 29出 分家 出家 (王家) (当家) (両家) 2字3拍語で中高型になる語は

294語である。科 6 24 259も 学科 内科 (iI有利) (叫科) (各科)

家(カ) 5 27 19防 作家 '!I!家 (国家) (民家) (1品家) このうち l拍目が無声化してアク

セントが 2拍目にずれた語が 137

語と半数近くある。また00+0
型では前部がI-J，O+OO型で

は後部が「数」のときに中高型が

現れやすい。特に「数」の中高率

社 6 17 35% 入社 会社 (当社) (本社) (闘相)

者 B 39 21目 年者 役者 (走者) (児者) (勝者)

~ユ、J 3 24 13% 駅舎 (校舎) (牛合) (兵合) (豚合)

「社」の平板型出現率は35%，I者」は21%.I舎」
は13%であるロ音量Hによるものではないことが分

かる。

これまでは後部に付く語に注目したが，前部の

2拍の語でも「泌H客H雑H出H食H俗H入」

「発H洋H略」などの語が付くと平板型になりや

すい。これらの語がトJ¥、た 3拍語は [98年版』に

全部で90語掲l脱されていて，平板型になる語は73

語 I 平板型出現率は 81%である。

逆に，前部の 2拍の語が「王JItJ J I後(コー)J 
「好H工H衰H寒H船H党H兵(へイ )H男」
「有H霊H労Jなどの場合は [98年版』 に掲il世さ
れた 130語すべてが頭高型になっている。

まとめてみると，泌語の2字3拍00+0型は

)はE回目型

は24語中21語で88%である。ま

た，秋永ルーJレで言う「古くからの語」たとえば

「外遊JI極意JI頭rl1Jなどに中高型が目立つ。

2字 31自語で尾高型になる語は85語であるがほ

とんどが00+0型で，特徴としては後部に付く

語が「議JI義JI儀JI司1J I所JI昧」で半数を占

めている。
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2-2 漢語2字 4拍語の特徴

次に漢字2字の4拍語について見てみる。

漢字2字4拍語は，すべて00+00の構造で

ある。漢字 2字4拍語は1万3900語近くある。ア

クセント辞典に収録されている漢語の中で最も多

くなっているが，中でも平板型〈愛犬，暗号，学

友など〉が 8i1/IJと圧倒的に多くを占め，頭高型〈安

産，運命，漢方など〉が I割弱である。

ここでは，平板型にならない頭高型(逆4型)と

中高 2(逆3型)，中高 3(逆2型)，尾高型(逆

l型)に注目して見ていくととにする。

まず，頭高型になる漢字2字4拍語は1314語あ

るが特徴的なのは2拍目である。 2:f白目にどのよ

うな音が来るかを調べると，磁音「ンJ，長音i-J， 

二重母音の副音「イJ，促音「ッ」が多いが， iキ」
と「チ」と「ツ」は l語もない。「クJも16白書と

少なく， i各員，各界，各項，各省，各条，各人，

各説，各層，各遇，各般，各様」の「各」が付く

11語と「木蓮Ji白状Ji錫杖」それに頭高型が第

2アクセントの「白蓮Ji釈尊」だけであった(表

12)。

ところで，漢字2字4拍の語で2拍自に「キ」

「クJiチJiツ」が来る語は， f98年版』には2054

語載っている。「キ」は「駅，液，益，劇，式，席，

税，敵」などが前部に{甘く熟語235語， iク」は「悪，
屋，各，楽，極，曲，作，弱，食，職，統，得，毒，

複，約，薬，陸」などが前部に付く 1280語， iッ」
は「圧，活，血，決，事I自，実，按，鉄，熱，発，別」

などが前部に付く 380語， iチ」は「一，質，八，

古」などが前部に付く 159語である。

にもかかわらず，頭高型になった漢字2字4拍

語の2拍目には自立拍の「キHクHチHツ」の

音が極端に少ないことが分かる。

最後に漢字2字4拍語で中高型と尾高型になる

語について見てみる。

中高 2 (逆3型)になるのは 222語ある。 ζの

中で前部2拍が「悪Jiー Ji食Ji鉄Ji百Ji薬」
の場合，中高2 (逆3型)になる語が多い。

また，中高 3 (逆 2型)は 563語ある。後部に

「王Ji宮(グー)Ji数Jなどが付くと中高3(逆

2型)になりやすい傾向がある。

尾高型は65語と少ないが，後部に「月(ガツ)J

「日(ニチ)Ji角Ji着」が付いた語が比般的多い。

ところで官頭に記した「穴イケイJi吉イケツ」

であるが， 2拍目が二重母音の副音で顕高型にな

る要素はある。しかし，なぜ奇異に感じるかは，

「ハイ(背)Jiカイ(解)Jが語頭に来る諮のグルー

プを調べれば容易に理解出来る。すなわち漢字2

字4拍で前部に「ハイ(背)Jの付く語は r98年版』

には 12語が掲載されているが， i背面」が平板型

と中高3(逆2型)がある以外はすべて平板型で

ある。また，後部に「ケイ(景)Jの付く語は14語

あるが「風景」が頭高型(逆4型)である以外は

すべて平板型である。「解決」も語頭が「解」の語

は21語のうち頭高型(逆 4型)は「解釈Jのみ，

語末が「決」の語は12語のうち平板型と頭高型(逆

4型)の両方があるのは「対決，裁決，判決」で，

アクセントの体系からは外れている(衰13)。

表12 漢字2宇4拍語の2拍目

ン ウ(ー) イ 、J ク ツ キ チ 百l

頭高型 599 454 185 60 16 。 。 。1314 

平板型 3403 3475 2211 912 1096 340 210 88 11735 

中高2 111 38 19 54 222 

中高3 202 144 73 74 51 2 6 11 563 

尾高型 11 12 5 25 6 。 。 6 65 
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表13 r背Jr解Jr景Jr決Jの付く語

背O
背反 I 背のうl誕1，背任，背徳，背水，背信，
背景，背筋，背教 I 背泳 (背而)

解禁，解決 I 解散，解消，解職 I 解;tfr，解説，
解O 解{島!解体， !拝庖，解凍 I 解答，解説，解任 I

解氷，解放，解古1]，解明，解約，解締， (解釈)

0舟
銑景，背景 I 点景，前:lit，全:m-.絶景，情景，
i甘景，実景，三Jit，光景，近景，述景， (風景)

O決
論決，票決，評決 I 表決，即決，早l決，先決，
解決l 一決， (判決)， (対決)， (裁決)

「背景(六イケイ )Jや「解決(吉イケツ)Jこの

他「行政(亨7ーセー)Jr国会(ヲッカイ)Jr財
政(亨イセイ )H情勢(すすーセー)Jなど，頭高

型のアクセントが出現しているロ政治，経済，裁

判，事件のニュースなどによく出てくる言葉であ

る。力説するあまり語頭にアクセントの核が来て

しまったとも言える。

f98年J:&Jに掲載された体言の拍数別，語種別の

アクセント型の分布と，漢字 2字の 3拍， 4拍語

について述べてきた。

今回の分析で確認されたことは，体言の l拍，

2拍語は頭高型， 3拍， 4拍語は平板型， 5拍， 6 
拍語は中高型が多いこと，また，漢語の 3拍語， 4
拍語が~i'l高型になるか，平板型になるかには特殊
拍が大いに関係しているということである。

アクセントを決める要素は，語砲別，拍数別の

グループの体系に入っているか，あるいは特殊拍

の位置はどうなのか，また今回は印l愛したが，動

作性の名詞なのかどうかや複合語の場合はどのよ

うな意味で語が結合しているかなどが線維に働き

あっている。溺語の一部頭高型の出現など大きな

まとまりの中からわざと外して際立たせようとい

う意識の語がある一方で，外来語の平板化や和語

の尾高型の衰退など』全体としては，大きなグ

Jレープの中に収飲されていく傾向が今後也統きそ

うである。

(さかもと みつる)

『日本語発音アクセント辞典』
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N.音韻構造からみた「外来語

の平板化」

ーコロッケは平板化するか?ー

1. ['外来語の平板化」をめぐる状況

新聞記事に見る「平板化」

『日本語発音アクセント辞典jの改訂は，マスコ

ミでも話題になった。ニュース枠内の特集コー

ナーで，リポークーが力メラの方を振り向いて，

「実は，日本語のアクセントが変わるんですリと

口にするシーンから始まるものを放送した局も

あった(フジテレビ「ニュースジヤノTンJ. 

1998.3.2)。アクセント辞J)4の改訂を伝える報道の

なかで中心的に扱われたのは.[外来語の平板化」

であったロ新聞で取り上げられたおもなものを見

てみよう。去の「おもな見出しJの側には，記事

に付けられた見出しのうち，今回の改訂の内容に

ついて触れられているものを記しておいた(表

1 )。

「スポーツニッポン」のように「コギャル言梨は

認めなLリという視点から古かれたものもあるが，

多くのものは[(外来語の)平板化Jを見出しに掲

げている。つまり，記事本文中で「平板化」以外

のことについて触れたものはあることにはあるが，

INH K日本語発音アクセント辞典新版(1998)]

(以降 198年版j)の改訂の目玉は「平板化」であ

る，という立場から報道されたものが多い。記事

のなかには.[外来語の平板化が進んだことが，辞

典を改訂する第一の理由であるJと読めるものも

あった。ここにはあげていないが，テレビやラジ

オで報じられたものも，同様である。また，アク

セントに対する一般の人の関心も「平板化Jに向

けられているものと考えられる。

今回の改訂における「外来語の平板化J

ただし，最近のアクセントの変化について，新

聞記事や世間一般では，外来語の平板化ばかりが

ややクローズアップされ過ぎているようではある。

『日本語発音アクセント辞J)4 改訂新版 (1985)j 

表 1 アクセント辞典改訂関連新聞記事一覧

新聞名 EIf'j おもな見出し

京京新聞 1998.3.1 アクセントは世につれ平板化/NHKも若者百蝶に迫随!? 

北日本新聞 1998.3.5 (コラム)

京京新日目 1998.3.8 (コラム)

毎日新日11(タ) 1998.3.20 jfjl拘「平板化」かなり進む/モデルやマヰージャー，サボーター 業界なみ/

聞に強いアクセント 一部の泌語に逝現盈も

i:1旧小学生新聞 1998.3.20 「平板化J大師容認

スポーツニ yポン 1998.4.25 NHKがi守った/ コギャル百誕"認めません/一般化の必要ない/rサークルJ
「サボーター」はOK

読売新聞 1998.4.26 平板アクセン l認めます/rモデルJrアンプ」など 70語/rカレシ」はダメ

説先新1111(タ) 1998.4.27 (コラム)

北海道析rm 1998.4.30 (コラム)

東京新rm 1998.5.7 (コラム)

電波新聞 1998.5.11 2700語追加.634語1'111除

'1'日新聞 1998.5.11 (コラム)

日木経済新聞 1998.7.8 「日し百誕のいま」伝える(当研究所員脊前記事)

東京新聞 1998.8.11 アナの世界でもアクセン卜に県変/外来語が平板化/世代ギャップも
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(以|年 185年版j)から 198年版Jへの改訂で， 1外
来語の平板化」がどの程度現れているかを見てみ

よう。

外来語のアクセント改訂(平板化)

①これまで頭高型・中高型しかなかったもの

に，新たに平板型も認めたもの

目""" 75単語

例 マネージャー (2，1)→ (2，0) 

ギャ yプ(1)→ (0， 1) 

(185年版』→ 198年版j，数字はアクセン

ト核の位置を語頭から数えたもの)

②これまでにも第2アクセントとして認めら

れていた平板型を，第 lアクセン lに栴上

げしたもの ・・・・・"，..20単語

例ボリューム (2，0)→ (0，2)

③これまで認められていた頭高型中高型7

クセントを削除し，平板型のみにした也の

…・ 24単語

胃IJ フライ (0，2)→ (0)

メード (1，0)→ (0)

<D!外来語の平板化」の傾向に反して， ~J'j高

型・中高型の位置づけが上がったり，平板

型が削除されたりしているもの

181ド語

例マーガリン (0，1)→ (1，0) 

クーペ (0) → (1)

①は「外来語の平板化」が始まりかけたことば

(初期段階)，②は中期段階 l ③は末期段階である

と考える乙とができる。

また今回の改訂では，複合助詞のアクセントを

大幅に見直した。被合動詞のうち伝統的には平板
"'だ，

型だったものの多くが，中高型に変化しつつある

(被合動調の中高化)ためである惜1)。改訂したこ

とばの数を見てみよう。

複合動詞のアクセント改訂(中高化)

①これまで平板型しかなかったものに，新た

に中高型も認めたもの ・日… 961ii語

例山尽くす (0)- (0，3) 

打ち負かす (0)→ (4，0)

『日本語発音アクセント辞典』

②これまでにも第2アクセントとして認めら

れていた中高型を，第 lアクセントに絡上

げしたもの ・・・・・・・・ 570単語

例移り変わる (0，5)→ (5，0)

③これまで認められていた平板型アクセント

を削除したもの ………H ・H ・""80単語

例 はらい消める (6，0)→ (6)

思い統ける (0，6，2)→ (6，(2)) 

④「被合助詞の中高化」の傾向に反して，平板

型の位置つけが上がったもの ・・ 2単語

例とき使う(1， 4，(0))→ (1，4，0) 

漏れ聞く(1)→ (0， 1) 

外来語の場合と同じように，①は中高化の初期

段階，②は巾J町段皆，③は末期段階と考えられる。

「外来語の平板化」と「複合動詞の中高化」の傾

向が反映されているものは，①，②，③であると

考えることができる。これを足し合わせてみると，

「外来語の平板化」は119語， 1被合助詞の中高化」

は746語になる。つまり， 1抱合助詞の中高化」に

関する改訂語数は， 1外来語の平板化」にくらべて

6倍以上の多さであるととが分かる。

改訂した数としては級合励調の 6分の lの量に

すぎない「外来語の平板化」にばかり，なぜ人々

の関心が集中するのだろうか。

これについては，次のように考えることができ

る。

01外来語の平板化」は句比般的新しい変化で

ある。新しい変化は，気になるものである。

Oいっぽう，被合動詞のなかで中高型という

のは，もとから多いものである。これまで

多かったものがより多くなっても，それほ

ど気にならない。

つまり I 携帯電話を持っている人が10%から20

%になれば， 1携帯電話の普及」ということが社会

の話題になる。しかしビデオを持っている人が70

%から 90%に培えたとしても，ほとんど話回にな

らないだろう。ある現象の「変化の初期」には，わ

ずかな地加でも話題になりやすいのに対して，す

でに変化が進んでいるものがその度合いを高めた
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としても，あまり気にならな1'，人聞が物事を認

識するクセとして，このようなものがあるのでは

ないだろうか。

「外来語の平板化」は，今回改訂したことばの数

としては多くはなくても，今後この変化が進んで

ゆくことは十分に予想される。

「なじみ度」と「平板化」

~庶民の味コロッケ

専門家が自分の領域の専門用語を使うときに，

平板化した外来語を用いる場合が多いことは，す

でに定説になっている惜2・ω。例えば，マスコミ

業界に詳しい人は，そうでない人に比べて，プロ

テeューサーを[プ古宇士士子二]と平板型で発音

する削合が高い。つまり.rその単語がよく使われ

るものかどうか(=rなじみ度」が高い)Jは，外

来語の平板化に影響を与える要素である，と言う

ことができる。

しかし，あるごとばが平板化するかどうかに影

響を与える要素は，そのことばの「使用頻度」や

「なじみ度」だけではない。たとえば「コロッケ」

というととばを取り上げてみよう。コロッケはも

ともと洋食ではあるが，近ごろは「おふくろの味」

のlつにあげられることがあるくらい，日本人の

食生活に一般的なものになっている。しかし，い

くらなじんでいるとはいっても[コロッケ]とい

う平板型の発音は聞かれるごとはまずない。毎日

食べていてもコロッケは[ヲロッケ]または[コ
一 一ローッケ]である。なお[コロッケ]という平板型

の発音をすることが.r生理的に困難を伴う」から

避けられているわけではない。「コロッケ定食」を

発音するときは. 2拍目から 5拍目までを高く発

音していることを考えれば分かるだろう。

ハンノTーグ，スパゲッティ，ステーキ，サラダ，

-7ッキー，チョコレートなどといったことばにつ

いて也おなじである。戦後の日本人の食生活では

かなりなじみのある食べ物になっていても，平板

型はほとんど聞かれな1'，

一方.rボスニアHセルピァHサラエボ」など

といった地名は，平板型で発音されている。乙れ

らは一連のユーゴ危機で迎日報道されたので.rな

じみのあることばjであると言うこともできる。

報道する側の人間にとっては毎日使うことばなの

で，リポーターやアナウンサーが平板型で発音し句

それが日本中に広まった，と考えることもできる

だろう。ただし.rボスニアHセルピアHサラエ

ポ」などは，もとは別のアクセント(たとえば[ボ

ヲニア1[セFヒeア1[サすエポ]など)であった

ものがのちに平板化した l ということではないよ

うである。最初から平板型[ポスニア][セルピア]

[サラエボ]であった可能性が高い。

[アメリカ][アフリカ]などは平板型なのに，自

分たちが住んでいる地域である[ヂジア]が平板

型でないのは，考えてみれば不思議な己とである。

乙れらのことを考え合わせると，次のように言

うことができるだろうロ

ある l単語(例えば「プロテ.ューサーJ)が，

平板型で発音されるかどうかについては，そ

れを発音する人にとって，そのことばがなじ

みのあるものであるかどうかが，要因として

はたらくことがある。

しかし，異なる単語(例えば「コロッケJと

「ボスニアJ)を比べて，片方が平板型だからと

いって，そちらの方がよりなじみのあること

ばである，というごとは言えない。

それでは，なじみのある「コロッケ」を平板化

させにくくしている要因は，何なのであろうか。

2. 4拍外来語の音韻構造とアクセント

fn拍語らしいアクセント型」

前章でも述べられているが，ことばを拍数別・

語種別に分けてアクセント型を集計すると，たと

えば2拍外来語には頭高型が多い，などといった

それぞれの傾向が出てくる。ある優勢なアクセン

ト型が大半を占めれば，これをrn拍語らしいアク

セント型 (nは1.2.3....など)Jと言うこと

がで=きる。
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『日本語発音アクセント辞典j

図 1 rn拍語らしさJ (外来語)

1 位 2 位 3 位

1拍 (なし) (なし) (なし)

顕高 平板&尾高

21自| .. ・・ 96.6% の… (同左)

(169/175) (3晶3/175)

|頭晶一迎~ 平板 逆 2

31自| ...・・ ~ 11.8% (ち 4.3弛
(862/1029) (121/1029) (44/1029) 

頭高 直E 平板

4拍| () 43.5% 

~ 
28.7% 

~ 
24.7% 

(660/1516) (435/1516) (375/1516 

直ヨ 韻晶 逆 4

5拍|() 47.0% (色 20.3唱 ~ 17.9% 
(555/1182) (240/1182) (211/1182 

直E 逆 4 逆 2

6拍| / 

-‘ 
62.5% ~ 17.8% ケ〉 7.6% 

(591/945) (168/945) (72/945) 

直ヨ 逆 4 逆 2

(ー くち7拍| -57.9% 29.6% 6.4% 
(297/513) (152/513) (33/513) 

直亘 逆 4 逆 5

B 拍| -48.7唱

(‘ 
33.8% o 12.8% (95/195) (66/195) (25/195) 

(該当アヲセント型の数/骸当拍の全数)
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図1は，前車で坂本がmillしたもの(以降「坂

本資料J)の外来語 (1-8拍語)を対象として，

拍数別に優勢なアクセント型を第3位まで示した

ものである。なお， 1坂本資料」には複合語色合ま

れている。

2・3-1自語では「頭高型」が非常に多く， 6 . 7・

8拍語では「逆3型(=後ろから数えて 3拍目に

アクセントがあるもの)Jが大部分を占めている，

と言うことができる。つまり， 12・31白語らしい

アクセント!日」は「頭高型J，16・7. 8拍語ら

しいアクセン卜型」は「逆3型」である，と言え

る。

しかし 4・51u語では，特定のアクセント型が

主流を占めるようなことにはなっていない。つま

り， 14・5拍語らしいアクセント型Jというもの

は，簡単には断言できなPo

4拍外来語

ここでは， 4拍外来語のアクセント型について

考える。 H自のものを対象にする理由は，次の通

りである。

① 4 . 5拍語以外のことばについては， 1 n拍語ら

しいアクセント型」がすでに分かっている。

② f98年版』では， 5拍語よりも 4拍語の方が多

く掲賊されているので，対象語数を多く得られ

る。

5拍語については，後で簡単に触れる。

なお 4拍のことばは，平板型で現れる削合が他

の拍数のものより也高Po図2は， 1坂木資料」か

ら1-8 j自の外来語・在来語(と也に体言のみ)の

平板型の出現率を抜き出してグラフ化したもので

ある(在来語とは「和語・溺語およびそれらによ

る混祖語J.つまり外来成分を含まないことばのこ

とを指す)。 これを見ると，外来語・在来語とも

に4拍→5拍→6拍→7拍と拍数が多くなるにし

たがって，平板型の出現率が下がってゆくごとが

分かる(8拍在来語は， [シンショーヒツパツ1(信
'jil必罰)のように， 4拍(平板型)+ 4拍(平板

型)という語拙成でアクセント上 l語化しないも

の(全体として平板型)がとくに多く含まれてい

るので，例外的。 4字漢語が多い)。しかし， 2拍・

3拍についてはそのようなごとはなく， 4拍語の

平板型HJJ研!率よりも低くなっている。

ここから，外来語・在来語ともに，平板型が現

れる出j合の最も高いのは 4拍語で，それにくらべ

ると 5拍以上や3拍以下では山l合が低いことがわ

かる。平板型が多いのは， 4拍語の特徴の lつで

あるが:::の理由については，別稿で論じること

にしたい。

音韻構造との関係

4拍外来語の平板型について.r日本語発音アク

セント辞典 (1966)JにiI由っている外来語を対象に

調べた結果，次のような分析がされている惜ぺ

" -一一一一一一一一【【 E ーーーーー一一一一一【ー『

①語末が長音のものは「平板型」になりにく

。、L ②語末が「ン」のものは「平板型」になりに

くP。

③語末が III+Jレ」のものは「平板型」にな

りにく Lミ。

④語末が「ク，ス」のものは「平収型」にな

りにく Po

また， f85年版jIこil由っている 4拍の外来語地名

(181語)を対象に調べた結果， 1怪音節」の連続で

終わる 4拍語は平板型で現れやすい，という分析

がなされている世5)0 r音節」の詳しい定義は省略

するが，この場合の「怪音節の辿統で終わる」と

は，言い換えると「逆 l拍目(=語頭から 4拍目・

最終拍)と逆 2jl)日(=語頭から 3j白目)がとも

に自立拍である」ということになる (1音節」とい

う単位は，アクセントを考えるのにあたって便利

な単位であり， ~I 常に重要なのだが，それを認識

したうえで，混乱を避けるために本軍では「音節」

はあまり{史わないことにしておく)。

このように，平板型の現れやすさと音韻榊造の

関係が，これまでも指摘されている。
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口=その他

f日本語発音アクセン l辞典』

図2 平板型出現率(外来語・在来語，拍数別)

f・‘引ほし) にヲ (82/2印)

21自 の ~ 
何/175) にーノ(…6)

3 1自 ~ 11.8% I ¥ .... 52.8% 
(121/1捌 1¥圃V m / 1 4捌

41自 ~ 
24.7% I 71.1% 

(375/1516) ・・R022/加)

5拍 (ト (町9.8% I ¥ -......... 30.2% 
(116/1182) I ¥ / (2898/9611) 

61自 の (民3.0% I ¥ / 23.1% 
(28/945) I "- / (1436/6217) 

m 0飢(1¥にノ(1/513) にノ伽削

日拍 | C f'h 18飢

1/H)5) I U …6) 
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4拍外来語の抽出基準

ここでは， 198年版』に収録されている 4拍外来

語を対象に，音韻構造とアクセント型との関係に

ついて考察する。なおこれ以降，以下のようなこ

とばは対象外とする。この結果， 1坂本資料」の 4

拍外来語は1516語であるが，このうち対象となる

ことばは 1411語となる。

被合語，アルファベット 2字語

「ミニカーJ1 pH (ベーハー)Jなど。

複合語は，被合語のアクセント規則にした

がうものが多L凡なお，日本語で複合語と意識

されていると思われるものは，複合語とした。

たとえばindoorは英語では l語であるが，日

本語には「ードアJという形の複合語がほかに

もあるので.1インドア」を複合語とみなしたロ

.日本語独自の略語

「リストラJ1リハビリJなど。略語で4拍の

ものは，平板型になる也のが多い (1明解アク

セント辞典』巻末p.14)0 198年版』では，略

語には原語のところに丸カッコが付いている

ので，それを略語かどうかの判断の目安にし

たが，それ以外にも略語と判定して除外した

ものもある。

「坂本資料」と同様に，

グすマ- grammar (文法)， 

glamour (肉体美)

となっているものは， 1文法」で l語， 1肉体美」で

l語，計2語として扱う。また， 1つの見出し語

に複数のアクセントが付けられている也のは，そ

れぞれのアクセント型を 11語」と数える。たと

えば， 198年版』に

| ギャ汚訂 yプ仰

と出ているものは， [ギャすヲ]で I語， [平マッ

プ]で l語，前 2語として扱う。

つまり，発音・アクセントが同じでも，意味が
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述えば別のことばとして扱う。また， 1語に複数

のアクセントが併存しているものは，それぞれの

アクセント型を別のことばとして扱う。

特殊拍のありなしとアクセント

~カルメラとカルメン

「特殊拍」には，扱音「ンJ，促音「ッJ，長音「一J，
二重母音の副音wマイ」などの)イ」がある。な

お，二重母音の副音についてはいろいろな考え方

があるが，ここでは先行研究出的にならい， 1イ」

のみを二重母音の副音とする。

図3は，分析対象の 4拍外来語1411語を「特殊

拍を含まないもの(=自立拍のみの也の)・26HliJ
と「特殊拍を含むもの・ 1150語」とに分け，それ

ぞれどの程度平板型が現れているかをくらべたも

のである。特殊拍を含むものでは平板型は17%程

度であるのに対して，含まないものでは45%程度

が平板型で現れていることが分かる。

4拍外来語では句特殊拍を含むものの方が，含

まないものよりも，平板型で現れにくい

特殊拍を含んでいるかどうかで，平板型の現れ

方に違いがあることが分かった。特殊拍を含むも

のについて，也う少し細かく見てみよう。

図3 平板型出現率(4拍外来語，特殊拍晶り・なし)

特殊拍吉まない

(118/261) 

.=平板型
口=その他

特殊拍含む

(197/1150) 

(平板型/全数)



特殊拍の種類とアクセント

~リゾー卜とリゾット

促音[ッ]・長音[ー]・撤音[ン]・二重母音副

音[イ]といった特殊拍の違いについて考えてみ

る。なお，特殊拍の「租類Jによる述いを厳密に

考察するために， 1語のなかに特殊拍を2つ以上含

んでいるものは，ここでは対象としない。特殊拍

を含む外来語1150語のうち，特殊拍が lつだけの

ものは856語， 2つ以上のものは294語である。

図4は，特殊拍を lつだけ含む4拍外来語856
語を対象として l どの特殊拍を含んでいるかを基

準として分類し，それぞれ平板型がどれくらい現

れているかをグラフ化したものである。なお，二

重母音副音[イ]は実数が比較的少ないので，数

値は参考程度にみるだけにしておく。

ひとくくりに「特殊拍」といっても， r平板型の

現れにくさ」はかなり異なっているロ

4拍外来語に特殊拍が lつだけ含まれている

場合，平板型の現れにくさには特殊拍の種類

によって序列があり， [ッ〉ー〉ン]の順になっ

ている

特殊拍の位置とアクセント

~デカダンとデカン歩

今度は，特殊拍の「位置」について見てみよう。

図5は，図4と同じ 856語を対象にして，特殊

『日本語発音アクセント辞典J

拍の種類[ッ，ー，ン，イ]と，それが現れる位

置(ム)を，それぞれ梢軸と縦軸にとったもので

ある。特殊拍の「位置」による述いを厳密に考察

するために，図4と同じく l語の中に特殊拍を 2

つ以上含んでいるものは対象としていない。

ここで見られる傾向は，

特殊拍が語末の方に位置するほど，平板型が

現れにくくなっている

とL、うことがある。

まず， !器音[ッ]について見てみよう。 2拍目

に撤音があるもの[ロッ口口]は，全体の実数は

少ないが，平板型は2割程度になっている。それ

に対して， 3拍目のもの[口口ッ口]では平板型

はl例もな1'0 なお， 4拍自に接音がくる乙とは

もともとない。

長音[ー]では， 2拍目のもの[口一口口]で

は4割弱， 3拍目の也の[口口一口]では l割程

度， 4拍目のもの[口口口一]ではわずか 2%程
度である。

二重母音副音[イ]は，全体の実数は少ないが，

位置が 2j白目→ 3拍目→4拍目となるに従って，

4割弱→2割強→2却U，となっている。

ただし按音[ン]は l ごの傾向にはあてはまら

ない。 2拍自のもの[口ン口口]の平板型が3割

程度と比較的少なく， 3拍目のもの[口口ンロ]で

は4割程度と比陵的多くなっている。

図4 特殊拍を 1つだけ含む4拍外来語の平板型出現率

[ッ]吉む [一]含む [ン]含む [イ]含む

(8/188) (49/341) (93/272) (16/55) 

聞=平板型 口=その他 (平板型/全数)
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図5 特殊拍を 1つだけ含む4拍外来語の平板型出現率(位置別)

.=平板型
白=その他

ロム口口

ロロム口

口口口ム

y 

(自/35)

(0/153) 

(29/7自)

(18/166) 

(2/97) 

「自立拍十特殊拍」とアクセントとの関係

図6と図7は，これまで対象にしたのと同じ 4

拍外来語(特殊拍を lつだけ合むもの)856語につ

いて，頭高型[百口口口]と逆3型[口百口口]の

現れ方を示したものである。それぞれの構造別に

見てみよう。なお，尾高型[口白白白]の例は l

例もなく，逆2型[口白白口]は[スヲ7ー][ア

ヲマァ][ァマf7]の3例のみである。

特殊拍が2拍目にあるもの[ロム口口]は，頭

高型が比較的多1'，

特殊拍が 3拍目にあるもの[口口ムロ]は，逆

3型が比般的多い。

特殊拍が最終拍にあるもの[口口口ム]は，頭

高型が比較的多いことが特徴である。

以上のことを，まとめてみよう。

ノ イ

(19/64) (9/24) 

(38/90) (6/26) 

(36/118) (1/5) 

(平板型/全数)
〈特殊拍を 2つ以上含むものは除外)

優勢なアクセント型

[ロムロ口]→[白ム口口]

[ロロム口]→[口百ム口]

[口口ロム]- [白口口ム]

上の 2列だけを見ると， Iロム(自立拍+特殊

拍)という音託l辿統は，アクセントを引きつけや

すいのではないか」と思える。しかし，だとすれ

ば[口口口ム]という音韻辿統では[口白白ム]の

アクセントが優勢になるはずである。
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図6 特殊拍を 1つだけ含む 4拍外来語の頭高型出現率(位置別)

圃=顕高型
口=その他

ロムロロ

ロロム口

口口口ム

‘Y 

、，
(27/35) 

(55/153) 

アクセントの置きにくい位置

(49/78) 

(11/166) 

(76/97) 

これを説明するカギとして.r語末位置にない重

音節に，アクセントは付与されやすLリという世

界の多くの言語に共通する傾向がある抽九「盟音

節Jというのは，本章での「ロム(自立拍+特殊

拍)Jという音組連続のことである。「拍」を基準

に読み替えると.r語末位置にない口ム(自立拍+

特殊拍)に，アクセントは付与されやすLリとい

うことになる。これは.rロム(自立拍+特殊拍)

はアクセントを引きつけやすいJという傾向と，

「ことばの最後の方にはアクセントは置きにく pJ
という傾向とが合わさったものと考えられる。

「ことばの最後の方にはアクセントは置きにく

Lリというのは.41白外来語に限ったことではな

い。他の拍数の外来語や，和語・漢語でも，逆 l

t白目型(=尾高型)や逆2拍目型というのはそれ

ほど多くはない(前章参照)。

J イ

a 
(44/64) (11/24) 

(18/90) (0/26) 

(59/118) (2/5) 

(頭高型/全数)
〈特殊拍を 2つ以上含むものは除外〉

同様の分析{注5) がとれまでにも行われている

がI 日木語のアクセントの傾向に，他言語のもの

と共通するものがあるのではないか，という視点

は，きわめて興味深P，

最終拍の母音とアクセント

~セルビアとザグレブ

4拍の外来語について，最終拍が「広い母音」の

場合，平板型が多く現れるごとが，これまでに指

摘されているは8.9.10)。口の聞き方の広さから言

うと.r広い母音」の典型的なものは [-a]であり，

「狭い母音」は[-i]と [-u]である。

これについて.198年版Jを対象に調べてみる。

図Bは，最終拍 [0]の母音が [-a.-i， -U， -e， 

-0， ]のそれぞれどれであるかをもとに，平板型の

現れ方を示したものである。対象語数は 918語で
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図7 特殊拍を 1つだけ含む 4拍外来語の逆3型出現率(位置別)

圃=迎3型
口=その他

/ イ

ロム口口

口口ム口

ツ

。%

(0/35) (0/78) (0/64) (3/24) 

(98/153) (137/166) 

口口口ム

(34/90) (20/26) 

(23/11日) (2/5) (18/97) 

()且3型/全数)

〈特殊拍を 2つ以上含むものは除外〉

図8 4拍外来語の平板型出現率(最終拍の母音別)

.=平板型 I -a I 一i I 一u I -e I 一。
口=その他 I(7'，カ.サ.久ナ・・)I (キ.シ‘チ.ニ ) I (ウ， ?，スーツ， j( ...) I (工，ケ，セ.テ.ネ ) I (オ，コ，ソ，卜.ノ ) 

口口口く〉 く月CJCも|くも
(67/116) (9/44) 

ある。最終拍以外のところに特殊拍を lつあるい

は2つ含んでいるものも対象としている。なお，

最終拍が[ー1(256語)， [ン1(230語)[イ1(7 

語)は対象外とした。

最終拍が [-al のものでは平板型が!~ili史的多く現

れており，半数を超えている。いっぽう [-ulの平
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板型は 15%程度と少なくなっている。[-ilと [-el
は実数が比較的少ないので踏み込んだことは言え

ないが， [ーilは平板型の出現が比般的少ない部類

に属すると考えられるだろう。

つまり，ごれまでの指摘どおり
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4拍外来語について， [-aJで終わっているも

のでは平板型が比較的多く， μJ[-uJで終わっ

ているものでは比較的少ない

ということが言える。

冒頭で「ボスニア，セルピア，サラエボ」など

のアクセントについてふれたが，これらが平板型

で発音されるのは，特殊拍を含んでおらず，かつ

最終拍が狭い母音ではないからである，と考えら

れる。また「ステーキ」が平板型でないのは，最

終拍が[ーiJで，かつ特殊拍を含んでいるからであ

る，と言うこともできるロ

最終拍の子音とアクセント

最終拍の母音の広さ 狭さについて見たが，こ

れをさらに細かく見てみよう。

最終拍が [-iJ[-uJのもののなかでも，その拍の

子音の性質によって，平板型の現れ方にi!llいがあ

るのではないだろうか。

ここでは，実数が比限的多Lミ[-uJについて，内

訳を見てみることにする。表2は，図8で扱った

もののうち最終拍が [-uJの4拍外来語500語につ

いて，最終拍の租類ごとに平板型の現れている実

数を示したものである。平板型出現率を算出し，

グラフ化したのが図9であるロこれを見ると分か

表 2 最終拍と平板型([-ul ) 

自制ごで無声化
最終拍

する可能性 全数 うち平j!ii型

ク 65 。
~旦 104 14 

品り
~ンュ 8 。
ーツ 13 3 

~フ 6 。
~プ 38 。

グ 19 9 

-:J: 10 l 

~γュ 2 。
なし ~ヌ 2 。

~プ 18 3 

ーム 40 7 

~ル 175 40 

『日本語発音アクセント辞典』

図9 4拍外来語の平板出現率
(最終拍[-ul無声子音・有声子音)

圃=平板型 -u U 

口=その他 (ヲ，λンL ツ，7‘ブ) (久丸ジュ巴)1.，1，ム.ル)

口口口く〉 (ム(民
(17/234) (60/266) 

(平板型/全数)

るように，無声子音からなる「ク，ス，シュ，ツ 1

7，プ(=無声子音+[-uJ)Jが最終拍であるもの

の方が，そうでない「グ，ズ，ジュ，ヌ，ブ，ム I

Jレ(=有声子音+[-uJ)Jのものよりも，平板型が

さらに現れにくくなっている。

[ーiJについては実数が少ないので集計はしない

が，おそらく [-uJと同じような傾向があるのでは

ないだろうか。

最終拍が[ーiJ[-uJの4拍外来語のなかでも，

無声子音が最終拍である場合は，平板型が現

れる制合はさらに低い

無声拍と特殊拍の共通性

無声拍と特殊拍とは.rアクセント核を担いにく

L、」という点で共通している。無声拍とは，無声

子音を含む拍が母音の無声化を起こしているもの

である。

1-区」の型の複合語は，直前の拍にアクセント

核が来る。しかしそれが特殊拍や無声拍である場

合， 1拍前にずれる(ことがある)。

中原区(-自立拍+区)

O[ナ吉大すクJx [ナ百六ラク]

港南区 (-j謡音+区)

x [コ士子ヲクJ0 [コ士ヂンク]

江東区(-長音+区)

x [コ士下コクJ0 [コ士下ーク]
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幸区 (一二重母音副音+区)

X [サ才万才ク10 [サ才すイク]

川崎区 (-1!!¥声拍+区)

O[ヵ百平高ク10 [ヵ亨すキ:ク]

1m声拍は自立拍ではあるが句上の例から分かる

ように， I(アクセント核を担いにくいために)ア

クセント核を前にずらす」こと也ある，という点

で，特殊拍と同じような性質がある，と言える。

このような特殊拍や無声拍はJ}liとしての独立

性が低L、」と考えることができるのではないだろ

うか。

[テ・ポ・ド・ン14拍は同じ長さか

11拍の長さはすべて同じである」ということが

理論的には言われているが，たとえば「テポドン」

ということばは， [テ・ポ ド・ン]と4-1自が同じ

長さで発音されるよりも， [テ・ポ・ドン]という

3単位(=3音節)のリズムで発音される方が自

然だと思われる。「拍と音節とを混同しているので

はないか」という誤解を避けるために， 1音節」と

L、うととばを使わずに説明する。

①「特殊拍」と「無声拍」とは句「拍としての

独立性」が低い。

②最終拍が「拍としての独立性が低いもの」

の場合，その拍は 11拍」として数えられ

ない(ことがある)。つまり 4拍語でも最終

拍が特殊拍のものは， 13拍語」として扱わ

れる(ことがある)。

③ 13拍語らしいアヲセント型」は， 1逆3型」
=頭高型である。平板型は多くなP，

④同じように l 最終拍が「拍としての独立性

が低いもの」も.13拍語」扱いされて頭高

型が多くなり，平板型は少なくなる。

この「語末の特別;拍・無声拍を l拍として数え

ない(ことがある)Jという考えに近いものとし

て.11語中に長音が 2つある場合，アクセント核

からより速いところにある長音拍がアクセント処

理上存在しないものとして処理されているJとす

る「長音処理Jレール」というものが提唱されてい

る世6)。また.1韻j:I!外性Jという概念を用いて，

外国地名のアクセントを分析しているものもある

惜川。「韻仲外性」とは.1語末から n拍目 n音節

目」などの数え方でアクセントを決める場合に，

[ -ulなど特定の語末要素が 11削立として勘定に入

れられない性質のことである。

では，なぜ最終拍の特例一拍・無声拍は 11拍」と

して数えられにくいのだろうかロごれについては

ある程度の考えは用意しであるが，今後検証を進

めてから，明らかにすることにしたい。ここでは，

関辿する「母音の音韻時間長」と「表記のゆれ」に

ついて指摘しておく。

音量nのl時間的長さ(音韻時間長)を分析した結

果，母音については/ν./u/は短く./a/， /e/. / 
0/は長い，ということが音声合成の研究から明ら

かにされている世12 叫。物理的な剖 ìfi~単位である

「音韻時間長」と，知覚的な~hn~単位である「拍と

しての独立性」との聞には，何らかの関係がある

だろう。

次に表記の問題について述べる。 computel・の表

記は， NHKでは「コンピューター」と定めている。

しかし専門家の間では， 1コンビュータ」と最後の

長音を省いた表記がふつうになっている。このよ

うに長音を省く例は訓常に多く， 1メモリ，プリン

タ句フィルタ，コンデンサ」などの表記が専門家

の問でよく使われている。

また逆に，木来は語末に長音がない「データ」と

いう表記が正しいのに，長音を加えた「データー」

という表記が見られることもある。

このようなものは，長音が品る語形とない語形

とが「ゆれているJ状態であると考えることがで

きる。このような「長音ありなしのゆれ」は，若

干の例外を除いて，長音が語末にあるときにおき

る。

例としてコンヒ.ューターの「サーバー」という

ことばを取り上げよう。これは，専門家の悶では

「サーパ」という表記で用いられている。しかし，

「サパー」や「サパ」といった表記は見られない。

つまり，長音のありなしに関わる「ゆれ」が生じ

るのは，長音が語末にある場合であって，語中の

場合は「ゆれ」はめったに生じない。
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「サーバーJということばを発音した場合，語末

の長音は，語中の長音にくらべて，長さが短いの

ではないだろうか。つまり，語末の長音は r1 拍」
としての長さを持っていない(つまり独立性が低

p)のではないか，と考えられる。その結果，人

によって「サーバー」と省いたり「サーパ」と書

いたりするものと思われるロ

これは表記の問題ではあり.rサーノマ」と表記す

るのは理系の分野での取り決めごとである。しか

し.rサーバー」と発音しても「サーバ」と発音し

てもそれほど述いが感じられないれ、っぽう「サ

パー」や「サパ」という発音はかなり遣ったもの

に聞こえる)から，このような表記のゆれが生じ

るのであり，長音の音声的な性質を反映した現象

であるといえる。

長音の特殊性

最終拍の特殊拍のなかでも，長音はとくに rl
拍として数えられにく pJょうである。

f日本語発音アクセント辞典』

図10は.4・5拍外来語を最終拍の種類別に分

け，逆3型と逆4型(=4拍語では頭高型)の現

れる制合を示したものである。これまでどおり複

合語や略語は対象外にしである。最終拍が二重母

音副音[イ]のものは l 実数が少ないので省いた。

なお. 1語のなかに特殊拍が 2つ以上あることば

も含んでいるので.4拍語の対象語数は図5・6・
7よりも多くなっている。

最終拍が自立拍のものでは. 4・5拍語ともに

外来語の基本的なアクセント型である「逆3型

(口白口く>.口百口口<>)Jは「逆4型(白口口<>.

口白口口<>)よりも多くなっている。しかし長音

ではその関係が逆転して. 4・5拍と也に逆4型

の方が圧倒的に多くなっている。なお11'1音では，
5拍語では逆3型の方が多いが.41白語では逆4

型の方が多くなっている。

このことは，長音はrl拍として数えられない」

傾向がとくに強いことを示している。つまり.r長
音を省いたうえで，後ろから 3拍目にアクセント

をおく」という型(=ふつうに数えれば逆4拍自

になる)が，多く現れているのである。

図10 最終拍とアヴセント(4・5拍外来語)

.=逆3型

口=迎4型
圏=その他

口口口。
( 4拍語)

口口口口ο
(5拍語)

自立拍 ン

(365/295/918) I (19/221/256) I (42/132/25日)

(321/68/614) (16/109/206) (34/27/98) 

(逆3型/逆4型/全数}
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3. 外来語のアクセントの傾向

これまで述べてきたととをまとめてみよう。

4拍外来語について・

A 外来語のアクセントは，逆3型

(・白白巴)が基本的である。

B しかし 4拍語は例外で，他の拍のもの

にくらべて逆3型以外のものもかなり

多い。

B-1 4拍語のなかでも，自立拍のみで成り

立っているものは平板型が特に多く，

逆に特殊拍を含んでいるものでは平板

型が比較的少な1'0

B・1-1 特殊拍のなかにも序列があり，平板型

の現れにくさは[ッ〉ー〉ン]の順に

なっている。

B-1-2 特殊拍の位置によっても迷いがあり 1

語末に近いところにあるほど平板型が

現れにく Lミ。

B-2 最終拍が広い母音のものは平板型が多

く1 狭い母音のものは平板型が少な

い。それが無声子音からなる拍である

場合，平板型出現率はさらに低くな

る。

平板型で現れにくい外来語・

①4拍以外の外来語

② 4拍の外来語のうち

1特殊拍を含むもの

(特に最終拍の場合)

2最終拍が [-il[-ulのもの

(特に無声子音からなる場合)

③複合語

4. r98年版Jでアクセントが変更された外来語

f85年版』から f98年版』への改訂作業におい

て，外来語に新たに平板型アクセントを追加した

ものは75語である(との数値は，これまでのよう

な「アクセント型Jの数ではなく， [単語」の数で
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ある。「サポーター(保殺具・観客)Jということ

ばにそれぞれ2つのアクセントが示されている場

合，[アクセント型」としては4語と数えるが，[単

語」としては2単語である)。この 75単語につい

て，拍数の多いものから順に見てみよう。なお， 2

拍語と， 7拍以上の外来語では，平板型を新たに

認めたものはない。

平板型追加(5， 6拍語)

今回新たに平板型を認めた外来語のうち， 6拍

語は 5単語， 5拍語は23単語ある。

まず指摘することとして， [一(イ列)ング」が

ある。乙の極の乙とばでは平板型が多い乙とがこ

れまでにも指摘されている世"・15目叩)0 f98年版』

で新たに平板型を認めたものとして 1 当てはまる

ものをあげてみよう。

オープニング，スパーリング，スローイング，

マーケティング，キJレテイング，トリミング

(以上6単語)

次に， 5拍語で最終拍が長音のものがある。当

てはまるものをあげてみる。

長音:

サポーター(保設具)，サポーター(観客)，ス

クーター，スケーター，ストッノTー，スニー

カー，スポンサー，スライダー，テ'ィレクター，

デザイナー，トレーナー(服)，マネージャー，

バッテリー(人)，プランター，プレーヤー(機

械にブローカー，リコーダー，リポーター

(以上 18単語)

長音のものは， [バッテリーJを除いてすべて

[ー(ア列)ー]とL、う音韻構造をとっている。

「一(イ列)ングJや[ー(ア列)ー]など特定

の音韻構造をもつことばが，若干をなすように一斉

に平板化を始めているようである。後部に位置す

る音韻構造が全体のアクセント型を決めるという

点で，複合名詞のアクセント規則とも似ている。

これは， [-会」という構造をもっととばが 1 さ



いきん平板化している{注16)のとよく似た現象であ

る。

L、っぽう句特定の傾向を見せずに平板型で現れ

ているものを見てみよう。これらは， 1なじみ度」

などの要因が強くはたらいているものと思われる。

ナレーション，ポリエチレン I ノTイオニア，

リハーサJレ (以上4単語)

平板型追加(4拍語)

Hll語はもともと平板型が比較的現れやすいが，

特殊拍を含む場合と，最終J帥 'd'如、母音である場

合に平板型が現れにくくなる。ごとでは，その 2

つに分けて考えてみる。

まず，今回新たに平板型を認めたものを，特殊

拍のありなしと位置によって分知すると I 次のと

おりになる。

口口口口(特殊拍=なし)

アタリ Jレι アレグロ，オカJレト，ゲノりレ卜，

スクラム，タノ〈スコ，ドラフト，フ。1)ス'ム，

ベクト jレ，ロザリオ (以上10単語)

ロム口口(特殊拍=2拍目)

サークJレ，シーJレド， トースト，インドア，

コンテナ，ツイス卜 (以上6単語)

口口ム口(特殊拍=3拍目)

フレーム I リポート，ラウンジ

(以上3単語)

口口口ム(特殊狛=最終拍)

メモリー，カナキン (以上2単語)

ロムロム(特殊拍=按数)

オーダー，サーファー，チューナー，

メーカー (以上4単語)

これまでの傾向に照らし合わせると，特殊:tl~が

最終拍にあるものは，傾向に反して平板型で現れ

ているものであると言える。これも， 1なじみ度」

などの要因が強くはたらいているものと思われる。

ただし，特殊luが複数ある 4単語は，すべて 1-
(7列)-Jという語形であり、こういったものが

『日本語発音アクセント辞典J

一斉に平板化しているという乙とは，さきほど 5

)11語の例で見たとおりである。

なお，促音[ッ]を含む4拍外来語は平板型で

現れにくいことを図4・5で見たが，今回新たに

平板型を認めた 4111外来語のなかに l 促音を含む

ものは lつもない。

つぎに，最終拍の母音について見てみる。狭い

母音であるにもかかわらず，平板型を認めたもの

のは，以下のとおりで品る。

アタリ Jレ，サークJレ，スクラム， 7。リスeム，

プレーム，ベヲトJレ，ラウンジ

(以上7単語)

これらは，最終拍の子音が[，ー1[m-l U-lなど

の有戸子音であり.1無声子音の場合はとくに平板

型で現れやすLリというごとを考え合わせれば，

平板化することはそれほど不自然ではない。

平板型追加(3拍語)

3j白語では，平板型は現れにくい。これについ

ては，数値は示さないが 198年版』の3拍外来語

を分析すると.1特殊拍を含まないものの方がやや

平板型が現れやす¥>Jという弱L、傾向がある。「平

板型の現れやすさ/現れにくさ」について， 3拍

語の場合は句音韻ji¥)造よりも「なじみ度」の要因

が強くはたらいているものと思われる。

198年J:&Jで平板型を認めた 3拍外来語は，以下

の通りである。
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アンプ，ガード，キャップ，ギャップ，グラフ，

データ，デッキ(機械)， ドラム，ノイズ，

ノTー卜(役削)，ノfート(-タイマー)，パーjレ，

パ yジ，ノミ才、Jレ，ノfンツ(ズボン)，プラグ，

ベース，ボード，メジャー(大手)，モ yプ，

モデル，レベjレ (以上22単語)



NHK放送文化調査研究年報44

5. 音韻構造からみた「平板化予備軍」

音韻構造の面から見て，今後「平板化Jが予想

されることばはどのようなものがあるだろうか。

これまで.[98年版』の外来語の構造から「平板型

の現れやすさ/現れにくさjについて検討してき

た。ここでは.I平板型で現れやすいとされる音韻

構造を持っているが，まだ平板型で現れていない

外来語Jは，今後平板型で現れるだろう，という

仮定をしてみる。つまり，辞書の分析から帰納的

に得られた傾向を.I今後の予測」という演綿的な

手段として用いてみる。なお， Iまだ平板型で現れ

ていない外来語」というのは，単に [98年版』に

平板型が載っていないだけで，実際には広く使わ

れているものもある。 2.と同様に，複合語や略語

は対象としな1'0

平板化予備軍 (4拍語)

「特殊拍を含まず，かつ最終拍が狭い母音でな

L、J4拍外来語は，平板型で現れるものが多1'0 こ

のような音韻構造をとっている外来語110単語の

うち， r98年版』に平板型が載っているものは84
単語，載っていないものはお単語である。載って

いない外来語をあげてみる。

アシスト，アダルト，アバウト，アプリケ，

ウオツカ，ヲラフト，コミュニケ，スカウト，

スケjレツオ，スタウト，セレクト，ソリスト，

チェリスト，チェレスタ，テキスト，

デフォルメ，トラスト，ノfエリヤ，パプリカ，

ハレルヤ，ピリオド，ファシスト，プレスト，

マズルカ，レプリカ，ロベリア

(以上26単語)

このうち「ソリスト，チェリスト，ファシスト」

は， [エ百字スト1[ナ正亨すスト1[ヒュ二亨三ス

ト][ブエτ士スト][ロ古Tスト][ロ亨ヲ字スト]

などとならんで， [ー(イ列)'1スト]というアク

セントをとるものなので，平板型は現れにくいだ

ろう。また， Iアプリケ」と「ウオツカ」は，実際

には[アップリケ1[ウオツカ]あるいは[ウオツ

カ]と発音する人が多いので，平板型は現れにく

いと思われる。それ以外のごとばは， Iなじみ度」

との関辿也あるが，平板型が現れる要素を十分に

持っている。

平板化予備軍(-する人・物)

語形が似たととばは，閉じタイプのアクセント

になる傾向がある。先に示した[-(イ列)寸ス

ト]や[-寸ション]， [一寸 (イ列)アン]とL、

うものである。こういったもののなかに，これま

では起伏式アクセントをとっていたものが，近年

平板型も現れつつあるものがある。「ーする人・

物」という意味の英語の.erが語末にある[-(ア

列)ー]という=とばである。このような語形の

ことばで.[98年版』に平板型が蹴っているもの

は， 4拍語で10単語， 5拍語で34単語ある。以下

に，このグループに属するが.[98年版』には平板

型が載っていないものをすべて示す。ごういった

もののなかには，さいさん平板型での発音がよく

聞かれるものが多く含まれている。

4拍語

オーナー，カッター，キーノTー，キャッチャー，

クーラー，コーチャー，コツレファー，

シェーカー，シェーノてー，ジッノfー，

シャッター，ジューサー，ジョーカー，

シンカー .Aイ7 ー，スキャナー，スリラー，

セーター I セッター，ダイノ〈ー，タイ 7 ー，

ダスター，ダンサー，チェッカー，テスター，

トッノTー， ドラマー，ニッノTー，ノてーナー，

ノ、イカー，ノ〈イヤー，ノ、ツカー，ノすッター，

パネラー，ハンガー，パンカー(銀行員)， 

ハンター，ノTンチャー，ノミンノfー，ヒ -otー，

ピギナー，ビジター，ピッチャー，ファイター，

ファスナー，へんノTー，ボイラー，ポーラー，

ボクサー，ホjレダー，マーカー， "17ラー，

ミキサー，ミクサー，ユーザー，

ライター(器具，書き手)，ライダー，ランナー，

リーダー(指導者，読み手)，リスナー，

レーサー，レスラー，ロッカー，ワイノ{-

(以上66単語)
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5拍語

アタッカー，アダプター，ギャンブラー，

クーテ'ター，グPライダー，クライ 7 ー，

クラッカー，クリーナー，クjレーザー，

コースター J コミューター，コレクター，

コンベヤー，シュレッダー，スイーノfー，

スキーヤー，スコアラー，スターター，

ステソカー，スラソガー，タンブラー，

チャレンジャー， トースター， トラベラー，

トレーナー(人)， トレーラー，ナレーター，

ブースター，フラッノTー，7'ランナー，

フリーザー，プレーヤー(人)，ブロイラー，

レインジャー，レシーパー (以上35単語)

また， rーする人・物」という意味の英語の-er

が含まれているわけではないが， [一 (7列)ー]

という構造をもっていて，なおかつ [98年版』に

は平板型が戦っていないものをすべて示す。

4拍語

アクター，アスター，アッノfー，アンカー，

エーカー，エテ・イター，オーノマー，ガーター，

カスター，カJレチャー，キャスター，ギjレダー，

グラ 7 ー(文法，肉体美)，クリアー，ケーパー，

コーナー，サイダー，サッカー，シアター，

ジェスチャー，シェJレター，ジェンダー，

ジャンノTー，ショルダー，シjレノ屯ー，シンナー，

スーノTー，セーラー，セクター，セミナー，

センサー，センター，タンカー，チャーター，

テーラー， ドクター，ナイター，ナンノてー，

ニソカー，パーサー，ノTーター，パーパー，

ノTーラー，ハイヤー，ノTウダー，

ノ〈ンカー(ゴルフ)，ハン7 -，ビーカー，

ピ-}'¥ー，ファイノマー，ファクター，

フィーノfー，ブラジャー，フラワー，プレサ'ー，

フレヤー，プロパー，ペッパー，ポーカー，

ポーター，ホ - 7-，ポスター，ポピュラー，

7 イナー，マスター，メンノマー，モーター，

モニター，ライナー，ラッカー，レーザー，

レーダー，レギュラー，レクチャー

(以上75単語)

『日本語発音アクセント辞典』

5拍語

イースター，イレギュラー，ウインター，

ウインナー，オイスター，カレンダー，

キャラクター，クオーダー，クレーター，

クレンサ.ー，クローノfー， トラクター，

ドレッサー，ノfートナー，ハムスター，

フリッター，ブルー7 ー，モンスター，

ラベンダー，レジスター，ロブスター

(以上21単語)

6_ 章のさいごに

木章の副題である「コロッケは平板化するか ?J
について考えてみよう。これは， 3拍目が促音な

ので，音韻桝造としては平板型が非常に現れにく

い。今後「外来語の平板化」が進んでいくとして

も， rコロッケ」がそのトップランナーになること

はないだろう。

これまで「音韻構造」に重点をおいて考察を進

めてきた。もちろん外来語のアクセントはこれだ

けで決まるものではなく，乙れまで言われてきた

「なじみ度」も深く関わってくる。たとえば「コ

ロッケJ のようなOO.~Oの音韻構造の外来語は

平板化しにくい，とはいっても，若い人の聞では

平板型もよく聞かれる単語もある。アナウンサー

を対象とした 97年のアクセント調査では， rジャ
ケット(表紙，上着)Jの平板型の回答率は以下の

通りになっているし叩)。これは， r音韻構造上平板

化しにく Lリという乙とが絶対的な要因ではない

ことを示している。ただし， [98年版Iの改訂では

このごとばに平板型を追加しなかった。

. rあのCDはジャケ yトが良い。」

平板型の回答:22% (全体)

57% (20代のみ)

. r去年買ったジャケットがきつくなった。」

平板型の回答:13% (全体)

34% (20代のみ)

また，外来語のアクセントと原語の音韻梢造と

の関係を唱えるもの也あり{副・10)さまざまな要
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因が級事I[に絡み合っていると言える。

アクセン lをめぐる最近の変化には，ここであ

げた「外来語の平板化」や過去に考察した「用言

終止形の中高化」惜18.1 旬}以外に也，いろいろあ

る。その lつに.1形容詞活用形.ffirj詞の一部平板

化」があるロこれには l 体言に辿なるものと l 用

言に述なるものとがある。

r[イイ] (~刊、)感じJ

r[アツイ] (暑1')夏」

r[チョー] (超)11田Lリ

I[カナリ] (かなり)ヤパめ」

rJ出lが[ナガク] (長く)見えるJ
「髪の毛を[クロク] (黒<)染める」

これらは. 1[1ィ]感じJ1 [アすイ]夏J
I[亨-;-]1臥リ I[すナリ]ヤパめJ[[宇ガ(ヵ・)

ク](あるいは[ナ京(百")ク])見えるJr[~ロ
ク] (あるいは[ク古ク])染める」というアクセ

ントが (1超眠いJ1かなりヤパめ」のような言葉

づかいをするかどうかは別として)一般的である

が， i最近若い人の問ではアクセントが変化しつつ

ある。これは.r修飾する形容詞・目IJ詞」が「修飾

されることば」に向かつて高く平らに辿なってゆ

き，両者のアクセント上の結びつきが強くなって

L、るものと考えることができる。

また，イントネーションの変化也生じている。

「キノオオ，ガッコーニイ，イ yタラァ.". Jのよ

うな「尻上がりイントネーション」は l かなり一

般的なものになってきていると言える。また.1ア
クセントの?最近の?変化?Jのように文中で音

調を上げる「半クェスチョン」は，若い人だけで

はなく，かなり高い年代の人からも聞かれるよう

になってきている。

そして.1-ない?Jの音調にも，己れまでには

聞かれなかったようなものが現れてきている(と

びはねイントネーション{注目1)。この音調は活字

上で去すのが婚しいがJだれと一緒に行ったの?

山田さん?Jと言うときの「山田さんワ/低中中

高高/Jの音調とほぼ同じものである。

ヤノ〈クナイ? /低中中高高/

(ヤパくなP?) 

へンジャナイ? /低中中高高/

(変じゃない?) 

イントネーションのノ f ターンが干担~Ilになると，

アクセントは「そのイントネーションに合わせた

型Jに変化することがあると予但!される。たと

えば「尻上がりイントネーション」では，平板型

と尾高型を区別することが雌しく.[サクラガァ]

(平板型)も[オ lコガァ] (尾高型)もよく似た

音調になってしまう。区別がしにくくなった結果

として，伝統的に尾高型であったごとばが平板化

することも考えられる。

また.rとびはねイントネーンョン」では形容詞

の中高型と平板型を区別しな1'0

暑くない? /低中中高高/

厚くない? /低中中高高/

「とびはねイントネーション」は，形容詞の中高

型と平板型とを区別しなL、「形容詞のー型化」を，

より加速するものと思われる。あるいは，卯が先

か鶏が先かの議論になってしまうがJ形容詞のー

型化」が進んできた結果，このようなイントネー

ションが出てきたのかもしれない。

このように l イントネーションの変化も，アク

セントの変化に影響を与えており J新しいイント

ネーションにうまく 7 ッチするようにアクセント

も変化する(イントネーンョン主導のアクセント

変化)Jということがあると言えるのではないだろ

うか。さまざまなイン lネーションに迎合するた

めの lつの選択肢として， rアクセントのー型化」

もあるだろう。今後の状況を見掘えてゆきたPo

(しおだ たけひろ)
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