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ポーランド語の例外的アクセントについて 
－外国語としてのポーランド語教育の観点から－
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はじめに

入門・初級レベルでポーランド語の授業を担当する場合、使用する教科書やテキストにかか

わらず、まず学習者に伝えなければならないのが、補助記号を伴うものも含めると全部で 32

文字から成るポーランド語のアルファベットとアクセントに関する知識であろう。これらの知

識が、後に学習することになる母音・子音の発音やスペリングの基礎となることは言うまでも

ない。まさにポーランド語学習における基礎中の基礎である。

確かに基礎であるがゆえに、日本で出版されているポーランド語の入門書には、必ずと言っ

ていいほど導入の部分にそれらに関する言及がなされている。しかしながら、アクセントに関

する説明は千差万別で、特に例外的アクセントに関しては、行き届いた説明がなされていると

は言い難い。しかし、ポーランド語の場合、「例外的」とは言っても、出現頻度はことのほか高く、

その正しい知識が学習初期の段階から必要となるため、たとえ入門書であっても十分でかつ正

確な説明が期待される。
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そこで本稿では、まず日本で出版されている代表的なポーランド語の入門書に見られるアク

セントに関する説明部分を概観することによって、それらの差異を確認することから始め、特

に問題となりやすい外来語にまつわる例外的アクセントについて多角的な検討を試みたい。本

稿による試みを通して、日本におけるポーランド語のアクセント教育の改善に多少なりとも寄

与できればと考える。

ただし、それ自体アクセントを持たず、しかも後や前にくる語とひと続きに発音される語、

いわゆる後接語や前接語のアクセントについては議論の対象から外すことにする。

１．日本で出版されたポーランド語入門書におけるアクセントの解説

最初に、日本で出版された主なポーランド語の入門書に見られるアクセントについての解説

を概観することから始めたい。なお、語学教育の目的で作られていない辞書、語彙集、会話集

の類は原則的に取り上げない。

１．１．渡辺克義 2006（改訂版 2015）『ゼロから話せるポーランド語：会話中心』三修社

本書には、「文法編」に発音の解説があり、その冒頭部分にアクセントについて次のような

説明が施されている。2015 年の改訂版でも説明内容に大きな変化は見られない。

少数の例外を除いて、終わりから 2 番目の音節にアクセントがあります。本書ではアク

セントが置かれる場所を太字のカナで表していますが、単音節の語については原則として

そのような処置は施してありません［渡辺 2006: 94, 2015: 95］。

本書の中でアクセントを独立した項目としてあげている箇所は上の引用部分のみである。冒

頭から「少数の例外を除いて」と例外的アクセントの存在を示唆しているにもかかわらず、そ

れに関する説明はこの部分ではなされていない。

そこで、他にアクセントについて言及している箇所を探してみると、「ダイアローグで学ん

でみよう」の動詞過去形についての解説部分にも以下のようなアクセントに関する言及が見ら

れる。

過去形は、不定形の最後の -ćを取り去ったあとに、上の人称語尾を付加すれば得られ

ます。アクセントの位置は、複数形 1・2 人称にあっては後ろから 3 番目の音節に来るこ

とに注意してください［渡辺 2006/2015: 46］。
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これと同じ内容の説明は「文法編」の過去形の解説部分［渡辺 2006/2015: 122］にも重複し

て見られるが、ここで渡辺氏はアクセントの位置について、複数形 1・2 人称では後ろから 3

番目の音節に来ることに注意する必要があると説明している。

ここで、参考までにポーランド語の動詞過去形の作り方について簡単に振り返っておきた

い。動詞の過去語幹は本来、不定形語幹（不定形から語尾 -ćを取り去ったもの）に接尾辞（単・

男 -ł-、女 -ła-、中 -ło-；複・男性人間形 -li-、その他 -ły-）をつけ、さらに必要に応じて過去の人

称語尾（単 1 -m、2 -ś、3 －；複 1 -śmy、2 -ście、3 －）が加えられる。3 人称は人称語尾がなく、

いわゆる「語尾ゼロ」で、したがって過去語幹がそのままそっくり 3 人称として用いられる。

以上のように、従来のポーランド語文法では考えられている［木村、吉上 1973: 123-124］。

ところが本書では、上で述べたところの過去語幹と過去人称語尾を併せたものを「人称語尾」

として取り扱うことによって、従来とは異なった文法の解釈と説明がなされていることを指摘

しておきたい。

また、「ダイアローグで学んでみよう」の仮定法の解説部分に以下のようなアクセントに関

する記述がある。

仮定法の人称語尾にはアクセントがなく、しかも語全体のアクセントの位置に影響を及

ぼしません。したがって、robiłbym, robilibyśmy のように下線の部分が強く発音されます

［渡辺 2006/2015: 83］。

これと全く同じ説明が「文法編」の仮定法の解説部分［渡辺 2006/2015: 126］にも重複し

て見られるが、仮定法の場合、動詞の過去 3 人称形を語幹とし、それに人称語尾（単数 -bym, 

-byś, -by 複数 -byśmy, -byście, -by）をつけて作ると述べられており、上の引用部分の説明は妥

当といえるであろう。

１．２．塚本桂子 2006『ポーランド語で話しましょう』ふくろう出版／塚本桂子 2008『よくわ

かる現代ポーランド語文法』南雲堂フェニックス

『ポーランド語で話しましょう』では、「第 1 部　音声編」にアクセントとアクセント位置の

例外についての解説がまとめられている［塚本 2006: 4-5］。

まず冒頭で、アクセントが一部の例外を除いて、原則として語末から 2 番目の音節に置かれ

る強弱アクセントであることが紹介されている。

その後、アクセント位置の例外（語末から 3、4 番目の音節の位置）について、以下の 4 点

が挙げられている。
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１）-ik, -yk, -ika, -yka のような接尾辞を持つ借用語

２）近代の借用語

３）動詞の過去・複数 1、2 人称形

４）動詞の仮定法・単数 1、2、3 人称形

ここで問題となるのが１）と２）である。１）で塚本氏は -ik, -yk, -ika, -yka のような接尾辞

を持つ借用語は、例外として語末から 3、4 番目の音節の位置にアクセントが置かれるとし、

その例としていくつかの語彙を挙げているが、その中の technik ＜技術者＞と fizyk ＜物理学

者＞の2語は明らかに原則通り語末から2番目の音節にアクセントが置かれている語彙であり、

１）の規則に矛盾が見られる。また、２）では「近代の借用語」の例として、uniwersytet ＜

大学＞が挙げられているが、この場合、１）と同じように、音節が増える変化形は、原則通り

語末から 2 番目になることを付記しておくべきであろう（例：uniwersytetu ＜大学の＞）。以

上のことから、本書においても例外的アクセントに関する混乱が若干見受けられる。

塚本氏は次に出版した『よくわかる現代ポーランド語文法』で例外的アクセントの解説を一

部改め、より詳細に記述している。

本書では、アクセント位置の例外（語末から 3、4 番目の音節の位置）について例とともに

以下の 4 点に分けて説明がなされている。

１）ラテン語およびギリシャ語からの借用語

２）sto（100）と結びついた数詞

３）動詞の過去・複数 1、2 人称形

４）動詞の仮定法・単数 1、2、3 人称形

塚本氏の前作『ポーランド語で話しましょう』との大きな相違点は１）と２）であろう。前回「近

代の借用語」として別に分類されていた opera ＜オペラ＞や uniwersytet ＜大学＞型の例外的

アクセントも、今回は「ラテン語およびギリシャ語からの借用語」として一纏めにされている。

そのかわりとして、czterysta ＜ 400 ＞、siedemset ＜ 700 ＞などの sto ＜ 100 ＞と結びついた

数詞のアクセントが例外として新たに付け加えられている。すでに述べたように、technik ＜

技術者＞や fizyk ＜物理学者＞が原則通り語末から 2 番目の音節にアクセントが置かれる語彙

であることから矛盾があった、前回の「-ik, -yk, -ika, -yka のような接尾辞を持つ借用語」とい

う分類は削除されている。

１．３．石井哲士朗 2003『CD エクスプレス・ポーランド語』白水社／石井哲士朗、三井レナー

タ 2008『ニューエクスプレス・ポーランド語』白水社

『CD エクスプレス・ポーランド語』は、1987 年に刊行された『エクスプレス・ポーランド語』
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に CD が付いて新たに出版されたものであり、内容に大きな変化は見られない。アルファベッ

トの紹介から始まり、次にアクセントについて以下のような解説がある。

アクセントは強さアクセントで、原則として単語の終わりから 2 番目の音節にあります

［石井 2003: 10］。

アクセントに関する個別の説明は以上のように非常にシンプルで、あとは本書におけるアク

セントの表記法の説明にとどまっている。

本書では上に引用した「単語の終わりから 2 番目の音節」という原則から外れる場合に限っ

て、そのつど注意することになっている。実際には例外的なアクセントの語彙が現れるたびに

「発音メモ」というコーナーなどを設け、例外に当たる語の発音の仕方をカタカナ表記で示し

ている。

なお、動詞の過去［石井 2003: 78］と仮定法［石井 2003: 98］に関する解説部分に次のよう

な注意書きがある。

人称語尾 -śmy, -ście はアクセントの位置に影響を与えません。従って byliśmy［ブィリ

シムィ］、widzieliście［ヴィヂェリシチェ］のように発音します［石井 2003: 78］。

仮定法の人称語尾はアクセントを持たず、また語中のアクセントに影響を与えません。

そこで chciałabym［フチャワブィム］、chcielibyśmy［フチェリブィシムィ］のように発

音します［石井 2003: 98］。

つまり、本書においては初学者に配慮する形で、アクセントについては最低限の原則だけを

教え、例外については個別に注意を促し、例外を含めた規則に関する説明は避けるという方法

が取られている。

この方針は、最近刊行された『ニューエクスプレス・ポーランド語』でもそのまま踏襲され

ている。アクセントに関する解説は以下の通りである。

アクセントは強さアクセントで、原則として次末アクセント、つまり単語の終わりから

2 番目の音節にあります。ただし、これはアクセントの位置が移動しないという意味では

ありません。語尾の変化によって音節の数は増減することがあります［石井、三井 2008: 

13］。
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本書でも上の原則から外れる場合にのみ、そのつどアクセントの位置を太字で示すという解

決策が取られている。例外的アクセントに関する説明は一切なされていない。ちなみに、動詞

の過去や仮定法の人称語尾を含めた前接辞と後接辞に関するアクセントについては 19 頁に解

説がある。

そこで、実際に本書を覗いてみたところ、早速第 2 課の本文［石井、三井 2008: 24］で

Uniwersytet ＜大学＞という語末から 3 番目の音節にアクセントが置かれる語が登場する。そ

こでは、石井氏の指示通り、その語の下に添えられたカタカナによる発音表記に「ウニヴェル

スィテト」というふうに太字でアクセントの位置が強調されている。

ところが、同じ第 2 課で注目すべき語が登場する。それは語尾 -um で終わる中性名詞

muzeum ＜博物館、美術館＞である。実は、この語尾 -um で終わる中性名詞には特に注意が

必要で、この muzeum を含め、ギリシャ語およびラテン語起源の語彙が多く、technikum ＜

中等専門学校＞のように、例外的に語末から 3 番目の音節にアクセントが置かれる場合がある。

しかし、本書では Uniwersytet の場合と異なり、muzeum にはその下に添えられたカタカナに

よる発音表記に太字による強調は見られない。つまり、原則通り語末から 2 番目の音節にアク

セントが置かれると読者は理解するだろう。そこで、添付の CD でネイティヴスピーカーによ

る発音を確認したところ、興味深いことに、24 頁の本文では登場する 2 回とも muzeum と語

中の -ze- のところに、他方 25 頁下の単語コーナーでは muzeum と語頭の mu- のところにアク

セントが置かれているように聞こえる。おそらくこの CD を聞いた読者はどちらが正しい発音

なのかと頭を悩ませているのではないだろうか。この muzeum のような語尾 -um で終わる中

性名詞のアクセントについては、本稿における重要な問題に当たるので、後ほど改めて議論す

ることにする。

１．４．久山宏一、アルカディウシュ・ヤブウォンスキ 2009『まずはこれだけポーランド語』

国際語学社

本書でも「発音とアクセント」のところで、アクセントに触れている部分がある。説明は次

のとおりである。

原則として終わりから 2番目の母音にアクセントをおいて（他より強めに）発音します。本

書ではアクセントの位置を太字で表しています。母音を 1 つしか含まない単語の場合も、太

字で表記してあります。（…）例外として、外来語に語末から 3 番目の音節にアクセントが

来るものがあります［久山、ヤブウォンスキ 2009: 12］。
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また、重複するが、20 頁にもアクセントについて改めて説明している部分がある。

ポーランド語のアクセントは強弱アクセントで、ほとんどの語で語末から数えて 2番目の音

節（母音）にあります［久山、ヤブウォンスキ 2009: 20］。

動詞の過去や仮定法の表現も出てくるが、それらのアクセントに関する説明はなく、アクセ

ントの位置が発音のカタカナ表記の際に太字で強調されている。

２．語尾 -um で終わる中性名詞のアクセントについて

語尾 -um で終わる中性名詞は、ギリシャ語あるいはラテン語からの借用語を中心にかなり

の数に上る。例えば、akwarium ＜（養魚用の）水槽、水族館＞、audytorium ＜（大学の）講

堂、大教室＞、kostium ＜スーツ＞、obserwatorium ＜観測所＞、sanatorium ＜サナトリウム、

療養所＞、seminarium ＜ゼミナール＞、stypendium ＜奨学金＞、terytorium ＜領土、領域＞

のような語彙の場合、最後の音節の結合《子音＋ i ＋母音》は、《子音＋ j ＋母音》として発音

されるため、アクセントは規則どおり語末から 2 番目にあると解釈される。ただし、正書法表

記に引きずられ、最後の音節の i にアクセントを置くという誤解を避けるため、白水社の『ポー

ランド語辞典』では、これらの語彙にも例外的なアクセント位置を示すため記号を使用してい

る。

さて、それでは muzeum の場合はどう解釈するべきであろうか。ポーランド語では Z tyłu 

liceum, z przodu muzeum ＜後ろからは高校、前からは博物館＞（若作りの努力をしているが、

実際には若くない人）という表現が慣用的によく使われるように、liceum ＜高校＞も muzeum

に並んで日常的によく使われる -um 型の中性名詞に当たる。そこで、muzeum や liceum 型の

中性名詞のアクセント位置について、ポーランドではどのように記述されているか確認してみ

たい。

一例として挙げてみると、Encyklopedia języka polskiego（『ポーランド語百科事典』）の項目

Akcent wyrazowy（「語彙アクセント」）には、ポーランド語の例外的アクセントについて以下

のような記述が見られる。

W pewnej liczbie wyrazów głównie obcego (zwłaszcza łacińskiego i greckiego) pochodzenia 

a. pada na trzecią sylabę od końca: f'izyka, uniw'ersytet, m'uzeum, pol'ityka... Dziś coraz częściej 

słyszy się akcent: polity'ka, fiz'yka itp.［Urbańczyk, Kucała 1999: 15］

主に（特にラテン語とギリシャ語起源の）外来語の一部においては、アクセントは語末から
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3 番目の音節に置かれる：f'izyka, uniw'ersytet, m'uzeum, pol'ityka…今日では polity'ka, fiz'yka 

などのアクセントがより頻繁に聞かれる（拙訳）。

上に引用した百科事典によると、muzeum は語頭音節の mu- にアクセントが置かれること

になっている。これに対して、Słownik poprawnej polszczyzny PWN（『PWN ポーランド語正用

法辞典』）［Doroszewski 1996: 355］にある muzeum の項目を見てみると、「wym. muze-um」と

いうふうに、アクセントは語末から 2 番目の音節 -ze- に置かれることが強調されている。また、

この辞典には muzeum と同タイプの中性名詞 liceum の項目［Doroszewski 1996: 296］にも「wym. 

lice-um, nie: liceum」とアクセントは語頭音節の li- にではなく、語末から 2 番目の音節 -ce- に

置かれるという注意書きがあることも注目に値する。

以上のように、実はポーランドにおいても muzeum 型の中性名詞のアクセントについては、

語頭音節（つまり、語末から 3 番目の音節）と語末から 2 番目の音節の 2 通りの見解があるこ

とがわかる。

３．中性名詞 muzeum と liceum のアクセントについて

前節で述べたポーランド語の中性名詞 muzeum や liceum のアクセントのゆれによる混

乱を一般の母語話者の立場から端的に示しているのが、以下に紹介するインターネット上

の質疑応答である。これは「Obcy język polski（外国語のようなポーランド語）」（http://

obcyjezykpolski.pl）という、身近なポーランド語に関する質問にマチェイ・マリノフスキ博士

（dr Maciej Malinowski）というポーランド語正書法の専門家が答えるという相談サイトに、か

つてある読者から次のような質問があったので紹介する。

Proszę o wyjaśnienie, jak należy wymawiać wyrazy „muzeum” i „liceum”. Często słyszę 

akcentowanie w nich pierwszej sylaby, czyli [muzeum], [liceum], mówią tak zapraszani do 

telewizji ludzie kultury, nauki, polityki, a za nimi dziennikarze. Tymczasem gdzieś mi się obiło o 

uszy, że to błąd...

muzeum や liceum という単語をどのように発音すればよいのか教えてください。よくそれ

らの第 1 音節、つまり［muzeum］や［liceum］というふうにアクセントが置かれているよ

うに聞こえることがあり、テレビに出演する文化界、学界、政界の人々、また彼らに続きジャー

ナリストたちもそのように話しています。でもどこかでこれは間違いだというふうなことを

聞いたのですが…（拙訳）
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上記のような質問がポーランドの一般の読者から届くという事実からも、ポーランドにおい

て muzeum や liceum のアクセントのゆれが日常的なものであるということがわかるであろう。

この質問に対するマリノフスキ博士の回答をまとめると以下のようになる。

名詞 muzeum や liceum の第 1 音節にアクセントが置かれることはかなりよくあることであ

る。驚くべきことに、普段からポーランド語の正しい発音に気を使っている人々にもよく見ら

れることである。ギリシャ語やラテン語起源の若干の名詞（例えば、politechnika ＜工科大学＞、

gramatyka ＜文法＞、retoryka ＜修辞法＞のような -ika, -yka で終わる名詞）では、アクセン

トは語末から 2 番目の音節ではなく、3 番目の音節に置かれることを知っているため、その勢

いで、同じくギリシャ語起源である muzeum や liceum も［muzeum］や［liceum］の代わりに、

［muzeum］や［liceum］と発音してしまうのではないだろうか。つまり、muzyka ＜音楽＞や

liryka ＜叙情詩＞のように第 1 音節の mu-［muzyka］や li-［liryka］にアクセントが置かれる

ギリシャ語起源の名詞の影響を受けていると考えられる。

それに対して、比較的最近刊行された Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN（『PWN ポー

ランド語正用法大辞典』）［Markowski 2006: 566, 477］には、名詞 muzeum と liceum は語末か

ら 2 番目の音節にアクセントが置かれる przycisk paroksytoniczny でなければならないと記さ

れている。

そこで、muzeumと liceumの語源を辿ってみたい。どちらの語もギリシャ語起源である。ポー

ランド語の muzeum はギリシャ語の mouseion に由来する。ポーランド語には、ギリシャ語の

mouseion がラテン語化された形、つまり musaeum に若干の変更が加えられた語形 muzeum

として、取り入れられた。ヨーロッパの他の言語においてもこのラテン語の響きが基礎となっ

た（ドイツ語：Museum、英語：museum、フランス語：musée、スペイン語・フィンランド

語：museo）。アクセントに関しては、ギリシャ語の mouseion でも、ラテン語の musaeum で

も、アクセントは語末から 2 番目の音節に置かれるので、それを取り入れたポーランド語の

muzeum においても同様に語末から 2 番目の音節にアクセントが置かれるべきであろう。

また名詞 liceum に関しても同様である。ポーランド語にはラテン語 licaeum を介して、19

世紀初め頃に取り入れられたが、この場合ももともとはギリシャ語の lykeion からの借用語で

ある。

このように語源から考えると、ポーランド語の muzeum も liceum も語末から 3 番目の音節

にアクセントを置く根拠は全くないということになり、ポーランド語の原則通り、語末から 2

番目の音節にアクセントを置く方がより正確であると考えられる。
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４．入門書では触れられない例外的アクセントについて

最後にもう一つ、入門書では触れられないが、実は日常生活で頻出する例外的アクセントが

存在することを記しておきたい。それはアクセントが語末の最終音節に置かれるパターンであ

る。以下に代表的な例も挙げておく［Bartnicka, Satkiewicz 1995: 41-43］。

 フランス語からの借用語：atelier, jury, menu

 省略語：PKS – pe-ka-es, PKP – pe-ka-pe, UMK – u-em-ka, UJ – u-jot

 接頭辞 arcy-, eks-, wice- が付いた一音節語：wicemistrz, eksmąż

 感情的な表現：akurat!

 命令的な表現：baczność! na lewo patrz!

すでに絶版となっているが、日本で出版された入門書の中で最も詳細な文法記述で知られて

いる木村彰一、吉上昭三『ポーランド語の入門』（白水社）でも、アクセントの規則に対する

例外はきわめてわずかしかないと強調した上で主なものを紹介しているが、上記に挙げた例外

は 1 つも含まれていない［木村、吉上 1978: 29-30］。

おわりに

本稿で取り上げた例外的アクセントは、最近では標準的アクセントに統合される傾向が強

くなっている。特にラテン語およびギリシャ語からの借用語、動詞の過去形や仮定法のアク

セントは、普段のくだけた会話の場面では、語末から 2 番目の音節に置かれる傾向が特に目

立ってきており、日常語（język potoczny）レベルではすでにそれを許容している正用法辞典

も少なくない。伝統的に語末から 3 番目の音節にアクセントが置かれてきた語（例：okolica, 

prezydent, reguła, rzeczpospolita）が存在していることも確かであるが、これらが標準的アク

セントへ統合される傾向も今後ますます強くなっていくと予想される。
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O wyjątkach w akcentowaniu w języku polskim  
– w perspektywie nauczania języka polskiego jako obcego

MORITA Koji

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnych problemów z zakresu 

akcentu w języku polskim w perspektywie nauczania języka polskiego jako obcego. Po analizie 

japońskich podręczników do nauki języka polskiego autor prezentuje, w jaki sposób japońskie 

podręczniki piszą o wyjątkach w jego akcentowaniu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie 

objaśniają one w wyczerpujący sposób tych zasad. W związku z tym autor proponuje, jakie wyjątki 

warto wymienić i objaśnić zasady ich akcentowania w podręcznikach do nauki języka polskiego 

dla osób japońskojęzycznych.

Dla uzasadnienia swojej tezy autor przedstawia także interesujący przykład z internetowej 

poradni językowej poświadczający, że nawet sami Polacy mają problemy z akcentowaniem 

niektórych słów w swoim języku ojczystym. Przede wszystkim autor zwraca uwagę na zasadę 

akcentowania rzeczowników rodzaju nijakiego z końcówką –um (np. muzeum, liceum) i przytacza 

aktualne dyskusje na stronie internetowej poradni językowej.

Na końcu jako podsumowanie autor podkreśla ostatnią silną tendencję do wyrównywania 

akcentu we wszystkich wyrazach na drugiej sylabie od końca. Świadczy o tym dobrze fakt, że 

najnowsze słowniki poprawnej polszczyzny dopuszczają akcentowanie słów w tej chwili jeszcze 

należących do wyjątków także na sylabie przedostatniej w języku potocznym, czyli w wymowie 

mniej starannej i w sytuacjach mniej oficjalnych.


