
平成28（2016）年12月2日（金），放送センター
で第1409回放送用語委員会が開催された。過去
の用語委員会決定の見直しと，『NHK日本語発
音アクセント新辞典』（以下，『新辞典』という。
NHKが出しているアクセント辞典全般について
いう場合は『アクセント辞典』とする1））の示し方
について報告した。

以下，引用部分以外は，鼻濁音および母音の無
声化の表示はしない。

1．「しゅ」「じゅ」が「シ」「ジ」と発音される
		ことがある（拗音の直音化）問題について
話しことばで「新宿」を「シンジク」と発音し

たり，「摘出」を「テキシツ」と発音したりする
ことがある。一般的には，江戸，東京のことばの
傾向として説明される。例えば，次のようなもの
である。本来⇒の左側で発音する拗音が，⇒の右
側のように直音化して発音されることがある現象
である。

芸術 ゲージュツ ⇒ ゲージツ
御主人 ゴシュジン ⇒ ゴシジン
宿 シュク ⇒ シク
塾 ジュク ⇒ ジク
亭主 テーシュ ⇒ テーシ
なお，こうした直音化はすべての場面でおこる

わけではなく，「シュ」「ジュ」の次に一般の直音
節やつめる音がきた場合におこることがある。

1-1　提案

今回の放送用語委員会では，拗音の直音化につ

いて，1960年に行った用語決定を破棄すること
を提案した。

1960年の用語の決定は次のようなものである。

（1）なるべくほかの表現にする語

（2）特に明確に発音すべきもの
      （「シ」「シツ」に近く発音すると違う意味になる）

党首（トーシュ） 類音語「闘士」（トーシ）に注意

出資（シュッシ） 類音語「嫉視」（シッシ）に注意

出典（シュッテン） 類音語「失点」（シッテン）に注意

出頭（シュットー） 類音語「執刀」（シットー）に注意

出発（シュッパツ）「シッパツ」では通じない

出品（シュッピン），
「シッピン」では通じない出品物

（シュッピンブツ）

移出（イシュツ） 類音語「遺失」（イシツ）に注意
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放送用語委員会（東京）

第1409回放送用語委員会
～「新宿」は「シンジュク」か「シンジク」か～

議題：用語の決定の見直し（「しゅ」「じゅ」
が「シ」「ジ」と発音されることがある

（拗
よ う お ん

音の直音化）問題について）

報告：『新辞典』掲載の発音（「えい」「けい」「せ
い」の発音（漢語の場合））

第470回放送用語委員会（1960.10.13）決定 2）

シュ・ジュの発音について

　シュ・ジュを含む発音のことばの中で発音
しにくいものの取り扱いをつぎのように決める。

（1）言いかえられるものは，なるべくほかの
表現にする。（（1）の表に一覧を示す）

（2）固有名詞そのほかで，どうしても原語のま
まで使わなければならないものは，注意し
て発音する。（（2）の表に一覧を示す）

（3）ただし，つぎの＊印の語の場合は，シ，
ジに近く発音することもみとめる。（＊印
ではなく（3）の表に一覧を示す）

（注）シュ，ジュの次に無声子音［k，t］がくると発音
しにくい傾向がある。

圧縮（アッシュク） おしちぢめる。小さくする。
伸縮（シンシュク） のびちぢみ。のびちぢみする。
登熟期（トージュクキ） みのる時期。みのるとき。
習熟（シュージュク） なれて，上手になる。
傑出（ケッシュツ） ずぬける。ぬきんでる。



で読んでいるつもり，または，そう読もうと努力
している人が多いように思われる。

現代では，あまり意識されない発音であり，今
回の『新辞典』にも，説明を掲載しなかった。こ
うしたことから，1960年の用語の決定は撤回すべ
きと考え，用語の決定破棄を提案した。

こうした現象について，『NHKことばのハンド
ブック第2版』（2001・NHK出版，以下『ハンドブッ
ク』）にも説明がある。今回の提案により，決定
が破棄された場合には，一部を書き換えるか削除
する必要がある。
『ハンドブック』の内容は以下のとおりである。

この記述をどう扱うか（削除するのか，何かしら
の形で残すか）についても，用語委員に意見を求
めた。

（3）「シ」「ジ」に近く発音することもみとめる語

1-2　提案の理由

『1966年版』『1985年版』『1998年版』の『アク
セント辞典』には，拗音の直音化の現象について
次のような説明がある。

NHK で は，1960年 の 用 語 の 決 定 以 前 に も，
「しゅ」「じゅ」は「シ」「ジ」と読む，または読
んでもよいというような扱いをしていたようだ（1-4
参照）。

しかし，現在は，書かれているとおりに「シュ」
「ジュ」と発音する，または，実際の発音では，「シ」
「ジ」で発音されているように聞こえたとしても，
発音している人の意識としては「シュ」「ジュ」

ジュ 千住（センジュ）（地名）

シュク
（連濁ジュク）

祝日（シュクジツ） 宿舎（シュクシャ） 宿題（シュクダイ）
宿直（シュクチョク），宿直室 御宿（オンジュク）（地名） 下宿（ゲシュク）
新宿（シンシュク，シンジュク，
ニージュク）（地名） 野宿（ノジュク） 原宿（ハラジュク）（地名）

三宿（ミシュク）（地名） 恐縮（キョーシュク）

ジュク
半熟（ハンジュク） 慶応義塾（…ギジュク） 松下村塾（…ソンジュク）
そろばん塾（ソロバンジュク）

シュツ
出陣（シュツジン） 外出（ガイシュツ） 歳出（サイシュツ）
輸出（ユシュツ），輸出入，
輸出入銀行

拠出制国民年金
（キョシュツセー…） 派出婦（ハシュツフ）

ジュツ
奇術（キジュツ） 技術（ギジュツ），技術者 手術（シュジュツ），手術室
馬術（バジュツ），馬術競技 秘術（ヒジュツ） 美術（ビジュツ），美術史
著述（チョジュツ）
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「この辞書の使い方」（『1966年版』）

　シュ，ジュを含むことばの発音表記は，シュ
クジツ〔祝日〕，アッシュク〔圧縮〕，ハンジュ
ク〔半熟〕，ガイシュツ〔外出〕，ギジュツ〔技
術〕などのようにシュ，ジュとしたが，その
発音については，シ，ジに近く発音すること
も認められる。
　ただし，固有名詞そのほかで，どうしても
原音のままで使わなければならないものは注
意して発音し，特に，次のような類音語のあ
るものについては明確に発音しなければなら
ない。

例， シュッテン〔出典〕 → シッテン〔失点〕
 イシュツ 〔移出〕 → イシツ  〔遺失〕
 トーシュ 〔党首〕 → トーシ　〔闘士〕

＊内容は『1985年版』『1998年版』も同じ3）

コラム「「シ・シュ」と「ジ・ジュ」の発音」

　「新宿」「原宿」「手術」などのように拗音を
含むことばは，読みを表記すると〔ジュク〕〔ジュ
ツ〕と書くが，発音では〔ジク〕〔ジツ〕と発
音する人が少なくない。
拗
よ う

音そのものが必ずしも発音しやすい音では
ない。また，発音の地域差や個人差など，さ
まざまな要因がからんで，こうした現象が起
きると考えられる。
　こうした実態を考慮して，放送では「シュ」

「ジュ」を含むことばの中でも特に発音しにく
いものは〔シ〕〔ジ〕に近く発音してもよいこ
とにしている。「下宿」「野宿」「宿題」「学習塾」
などの語が含まれる。また，「出典」と「失点」



なお，『新辞典』では，数詞「十」＋「カ行，サ行，
タ行などの助数詞」の発音を，「◯ジッ～，◯ジュッ
～」で掲載した（10軒，10冊，10束など）。この
発音は，ここで説明している拗音の直音化とは関
係がない。漢字「十」の読みが本来は「ジフ」で
あるため，「ジッ」と読まれるのである。

1-3　提案の問題点

「しゅ」「じゅ」が「シ」「ジ」と発音される現象は，
いわゆる「江戸なまり」で，明治以降減っていき，
現在ではあまり聞かなくなったという指摘がある

（鈴木英夫（2001））。
一方で，斉藤美紀・小磯花絵・前川喜久雄

（2002）には「自発音声では「技術」を「ギジツ」，「出
現」を「シツゲン」のように直音化して発話され
る傾向がある」と説明があり，「日本語話し言葉
コーパス」でも実際に直音化した発音が聞かれた
と報告されている。また，「しゅ」「じゅ」が含ま
れる語の中には，発音しにくい語が多いという指
摘もある。例えば，菅野謙・早田輝洋（1967）では，

「「シュ」，「チュ」，「ジュ」は，特に発音しにくい
要因である」と説明があり，発音しにくい語とし
て，「移輸出」「非嫡出」「初出」「手術着」「呪術」

「主著」「手術」「照射装置」「射出」「茶術」「技術
者」「手術室」「取捨」「密出入国」「種畜」「著述」
などがあげられている。こうした発音のしにくい
部分を直音化させることで発音しやすくしている
ということも考えられる。

このように，直音化は現代では起こらない発音
であるとは必ずしも言えない。この点をどのよう
に考えるか，問題点として残る。

また，現在でも放送の現場では「しゅ」「じゅ」
の部分が発音しにくければ，「シ」「ジ」にすると
発音しやすい，といったアドバイスを，先輩アナ
ウンサーからされることがあるようだ 4）。

なお，NHKの『アクセント辞典』と同様に，
発音とアクセントを掲載している『新明解日本語
アクセント辞典第2版』（2014・三省堂）は，こ

の現象について説明をしていない。この現象に触
れているのは，「アクセント習得法則」の「d.音
変化並びに拍数変化とアクセントの関係」（p.（9））
の項目のみである。この項目では，語の拍数は変
わるが，アクセントは変わらない例として「シン
ジュク→シンジク（新宿）」が示されており，「シ
ンジク」のような発音は「おもに俗語に多く現わ
れる」と説明がある。

1-4　NHK での扱い（用語の決定以外）

NHKでは，『アクセント辞典』『ハンドブック』
よりも以前から，『アナウンス読本』（のちに『ア
ナウンスセミナー』と改称）で，直音化の現象に
ついて説明している。『アナウンス読本』は発音
やアナウンスのテクニックを用例とともに説明し
ているものである。

戦前の『アナウンス読本』（1940・部内資料）
では，「母音の無声化」のひとつとして「しゅ」
が「シ」になることを説明し，それとともに「じゅ」
が「ジ」になることも説明している。「しゅ」→「シ」
の用例として「下宿」「輸出」「出演」「出発」「出
版（出帆）」があげられている。また，「出兵」「疾
病」，「出

しゅっ

来
た い

」「失態」，「出現」「失言」，「出火」「失火」，
「出費」「櫛比」，「首相」「支障」は「しゅ」が「シ」
になることで，同音になってしまう語の例として
示されている。また，「じゅ」→「ジ」の例は，「千
住」「新宿」「算術」「芸術」「技術」「奇術」「術策」
であり，「じゅ」→「ジ」になることで，同音になっ
てしまう語としては「熟考」「実行」があげられ
ている。

この1940年の『アナウンス読本』はくわしい説
明がなく，現象だけを羅列する形式をとる資料の
ため，ここに示した「しゅ」「じゅ」と書かれた
部分は「シ」「ジ」と発音するのだ，ということ
なのか，そういう発音もある，という程度のこと
なのかはわからない。
『アナウンス読本』（1955）でも，「母音の無声化」

による現象のひとつとして説明し，1940年のもの
よりもくわしく次のように説明されている。
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　この現象には，いろいろの見方があります。
が，それはともかく，シュ（sju）が無声化す
る結果，シ（si）のようにひびくことは間違い
ありません。従ってこの場合は，ゲシク，ユ

のように，「シュ」を〔シ〕と発音すると別の
ことばに聞き取られるおそれがあるものは，

〔シュ〕〔ジュ〕とはっきり発音しなくてはい
けない。

（『ハンドブック』（最新版14刷）p.93）



また「じゅ」が「ジ」になる現象については，
「母音の無声化とは全く無関係」ではあるが，「こ
れらの現象も一つの慣用としてある程度認められ
ているのです」と説明されている。「シ」「ジ」と
発音することが標準的な発音であると，考えられ
ていたということだろう。

ところが，1960年の「用語の決定」以降に発行
された『アナウンス読本』からは，だんだんと表
現が弱くなっていく。『テレビラジオ　新アナウ
ンス読本』（1962）では，「シ」「ジ」という発音
が「例外的に認められる」という表現になっている。

このころに行われた「放送用語研究会」5）の座
談会では，出席したNHKアナウンサーが「なる
べくこっちも保守的と言いますか，「シュ」でな
く「シ」にしてもらっておいたほうが楽だという，
現場はそういうところなんですけれどもね」とい
う意見を述べている。この意見からは，アナウン
サーとしては「しゅ」「じゅ」は「シ」「ジ」とも
発音される，ではなく，「そう発音するものだ」
というふうに考えていた様子がうかがえる（『文
研月報』1963.1）6）。

1980年発行のものからは，「母音の無声化」に
関連した現象ではなく拗音の直音化のひとつとし
て説明されるようになる。「共通語の発音の中で，
慣用として認めているものですが，あくまで前後
の発音の関係など複雑な要素が加わって，例外的
に拗音でない発音も認めている」とされている。『新
版NHKアナウンス・セミナー』（2005）では，「拗
音であるはずの音を，直音で発音することが認め
られていることばがあります」という説明のもと，
例として「新宿」「手術」があげられているだけ
である。

　
1-5　関連語の扱い

この現象に関連のある語の中に，『新辞典』で 2
とおりの語形を認めている語がある。表1に示し
た「尿瓶，溲瓶」「襦袢」である。また，外来語
の中には，古い語形で「シ」「ジ」の発音・表記
が定着している語もある。例えば，「シュミーズ」
に対しての「シミーズ」，「レジュメ」に対しての「レ
ジメ」，「マシュマロ」に対しての「マシマロ」で

ある7）。「マシマロ」以外は，現在でも直音で発音・
表記されることが多いように感じられる。
「尿瓶，溲瓶」や「襦袢」のように両方の語形

を認めているものと，外来語のように，「シ」「ジ」
を使った古い語形ではなく，原音に近い「シュ」

「ジュ」の語形のみをとるものとがある。

1-6　参考資料（調査）

直音化について，1950年代から1960年代に，
NHKと国立国語研究所でそれぞれ調査を行って
いる。

NHKの調査では「新宿」の読み方を聞いている。

表 1　2 とおりの語形が考えられる語（『新辞典』より）
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尿瓶，溲瓶　
◯シビン
◯シュビン

「シュビン」から「シビン」になったが，
現在発行されている国語辞典では「シ
ビン」を主にしているものが多い

襦袢　
①ジュバン
②ジバン

どちらがもとの語か，辞書によって
解釈が異なる8）

chemise
シュミーズ

古いことばだが「シミーズ」の語形
も多く使われた

résumé
レジュメ 「レジメ」の語形も多く使われている

marshmallow
マシュマロ　

第1346回放送用語委員会（2011.7.15）
で「マシマロ」から「マシュマロ」
に語形変更した

シツのような発音も認められていると解すべ
きでしょう。（p.56）

●「放送のことば第1回アンケート」9）

　（1963年9～11月実施。有識者，小・中・高
校教師，一般視聴者379人にアンケートを郵送
し記述してもらった。有効回答数：270人。「新
宿」について，どちらの読み方を使うかと，
その理由を聞いた）

Ｑ．「新宿」の読み方は？
結果：シンジュク：197人（73%）

シンジク：67人（25%）
どちらでも：3人（1%）
わからない：3人（1%）

理由：〔シンジク〕はなまりです／〔シンジ
ク〕は東京弁／ 発音はシンジク（東
京で），書くときはシンジュク（か
な書きの必要があるとき）／東京下
町では〔シンジク〕を使う／通常〔シ
ンジク〕のほうがより多く使われて
いると思うが，〔シンジュク〕のほ



国立国語研究所の調査は2回行われた。

国立国語研究所の調査報告には，「シンジク」
を選んだ理由として，「原地の発音に従う」（原文
ママ）というものもあったことが「注目される」
とある10）。

NHKの調査も，国立国語研究所の調査も「シ
ンジュク」が多数という結果であった。

1-7　議論

以上を説明のうえ，議論が行われた。議論の
結果，1960年の用語の決定を破棄する提案につ
いては，各委員から異論はなかった。

今回の委員会では，「手術」「摘出」「摘出手術」
「新宿」「芸術」という語を，アナウンサーがどの
ように発音しているのかを確認するため，実際の
ニュースの音声を流した。

これらの音声を聞いても，実際に「シュ」「ジュ」

と発音できている，または，発音しようとしてい
ることがわかる。それで違和感がなく，特に決定
を残す必要はないという意見にまとまった。また

『ことばのハンドブック』の記述については，ア
ナウンス室とも相談のうえ，一部を書き直すこと
になった。

各委員の意見は次のとおり。
青木奈緒委員：1960年の決定は，無効にしていい
のではないかと思う。『ハンドブック』にこうい
う問題があるということを書き添えるかどうかに
ついては，正直なところどちらにしたらよいかわ
からない。実際の音声を聞くと，違和感なく聞こ
える。例えば，「シンジュク」を「シンジク」と言っ
ても，それが違う場所になってしまうということ
はほぼないだろう。
井上由美子委員：決定は無効にすることに賛成で
ある。関西出身なので「シンジク」というのを聞
くことはない。音声を聞いても「摘出」以外は

「シュ」と言っているように聞こえる。『ハンドブッ
ク』に説明を残すかどうかについては，注意すべ
き発音，という言い方で残すのはありうるのでは
ないか。表記から離れていっている変化ならば残
さなければいけないが，むしろ正しい発音のほう
にいっているのだから，個人的には残さなくてい
いと思う。
井上史雄委員：提案に賛成。こうした発音は，あ
まり知られていない話題であり，『ハンドブック』
の説明は「かつてはこういうことがあった」とい
う説明を入れて残してはどうだろうか。例えば，
この用語委員会の審議の内容のエッセンスを書き
込んでもいいだろう。今回の提案がされたのは，
放送用語の基準が変わってきたことのあらわれだ
ろう。アクセントも同様で，「東京山の手中流家
庭」のことばが標準であるというのは，今は適用
されない。アクセントについては首都圏アクセン
トという言い方があるぐらいである。発音につい
ても同様だろう。つまり，共通語化・標準語化が
東京の中でも進んでいるということだろう。その
標準語化の流れは，首都圏，東京の周辺で早く進
んでおり，周辺の住宅地に住む知識層が取り入れ
た。そのため駅名の「新宿」が「シンジュク」と
いった発音になったのではないか。ここで問題に
なっている「手術」や「摘出」などは狭い母音「ウ」
にはさまれた「シュ」である。「シュ」の子音が
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うが正しいと思う／〔ジュク〕とは
どうにもいえません／「宿題」「芸術」
などとも関係があり，〔ジク〕〔ジツ〕
では舌足らずという感じがする。い
かに東京で一般的であっても，これ
は採用しないほうが本筋である

●「語形確定のための基礎調査」

（1955年7月，10月実施。「芸術」「下宿」「宿泊」
「主人」「出発」「新宿」「輸出」について調査。
調査結果は「新宿」「輸出」があるが，ここで
は「新宿」を示す）（国立国語研究所（1956））

「シンジュク」
本来の形：65%
共通語的：28%
規範に合う：27%
一般的：23%
語感がよい：11%
言いにくい：29%

「シンジク」
変化の傾向にそう：19%
口頭語的：13%
一般的：12%
くずれた形：50%
地方語的：23%



摩擦音で，長く続くので，［ʃ］と子音だけで発
音しておけば通じる。先輩アナウンサーが発音
しにくい場合には「シ」で発音すればいいと言っ
たのは，子音だけを発音すれば前後関係で伝わ
るということを言ったのだと思う。「シ」か「シュ」
かは実際の伝達ではそれほど問題にならない。
そういう点で，この決定は削除してもいいと思う。
清水義範委員：提案に賛成である。小学生の作文
教室をしていたときに，「手術」を「しうつ」と
書いてきた子がいた。それくらい耳で聞いている
ことばというのはいろいろだ。「全員」が必ず「ゼ
ンイン」と発音されるかというと，そうではない。
アナウンサーでも「ゼーイン」と言っていること
がある。このように耳で聞いたとおりに言えばい
いというものではない。「手術」や「新宿」は正
しく言えば「シュ」「ジュ」なのだから，そう言
えばいい。「シ」「ジ」でもいいというルールにし
ておく必要はないだろうと思う。
荻野綱男委員：提案に賛成である。人々の発音の
しかたが変わってきたと言えると思う。昔は，こ
ういった発音を聞くことはあった。最近はそうい
う発音をする人がいなくなってきた。これは，ふ
りがなによる教育，ということがあるだろう。例
えば「芸術」ということばにふりがなをふるとな
ると「げいじゅつ」となる。現代かなづかいとし
ては「しゅ」「じゅ」である。実際の発音は「シ」

「ジ」になる人はいるかもしれないが，文字で
は「しゅ」「じゅ」と書くようになると，だんだ
んとそっちが正しいという気になってくるのでは
ないか。そう書いているからそう言うんだという
のが強くなって，それが大勢になってきたのだと
思う11）。以前のように，「シ」「ジ」と発音される
こともある，と書くほどではないと思う。
笹原宏之委員：提案に賛成する。現状では，録音
などを聞いても，少し発音を変えてでも「シュジュ
ツ」と言おうとする傾向があることがよくわかる。

『ハンドブック』には，現状ではこうなっている
ということと，過去はこうだったということがあっ
てもいいようにも思う。音声学では，東と西とで
発音が異なることとして，「ウ」という母音の円
唇性の強弱が指摘される。近畿の方は，唇をまる
めて「ウ」と発音するが，関東では，唇をまるめ
ずに言う傾向がある。こういうことも「シュ」と
なるか「シ」のようになるかという地域性にかか

わっている可能性がある。

2．漢語に含まれる
「えい」「けい」「せい」の発音について

2-1　報告

漢語の「えい」「けい」「せい」の発音を，これ
までは「エイ」「ケイ」「セイ」で示していたが，『新
辞典』では，以下のように「エー」「ケー」「セー」
と長音で示すことにした。

漢語の場合，自然な発音の場合，「えい」「けい」
「せい」と書かれる部分は，「エー」「ケー」「セー」
と発音する傾向があるためである12）。

この変更は「アクセント辞典改訂専門委員会」
で検討した結果である（塩田雄大（2012））。

なお，「オ列の長音」も，ひらがな表記と発音
とが異なる。これについては，これまでの『アク
セント辞典』でも「オー」で示しており， 変更は
していない。
「えい」「けい」「せい」の発音表示を変更した

ことについて，『新辞典』発行後，利用者にはお
おむね好意的に受け取られているようだ。電話や
手紙などで意見が寄せられることはないが，ブロ
グ，ツイッターでの意見を見ると，これまでは「映
画」は「エイガ」と発音しなければいけない，「先
生」は「センセイ」と発音しなければいけないの
だと，誤解されていたようだ。今回の変更で，そ
の誤解がなくなったということのようだ。

今回の報告は漢語についてだが，和語と外来語
の場合は語ごとに扱いが異なるため，語による検
討をしたうえで，発音を決める必要がある。

和語と外来語の「えい」「けい」「せい」につ
いて『新辞典』掲載の発音を表2と表3に示す。

●『新辞典』の掲載例

　　　　▼これまで（『1998年版』）の示し方
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2-2　参考資料（調査）

●音声認識調査 13）

（2006年4月7～16日実施，調査対象：282人）
録音を聞き，
①発音が区別できるか
②どちらを聞いたことがあるか
③自分はどちらを使うか
を答える調査。
図1と図2にそれぞれ，「発音の区別ができる」

と答えた人を母数にして結果を示す。
「えい」「けい」「せい」に関連した調査語
（漢語，和語の場合）
→「英語」「定番」「毛糸」「滅入る」「稼いだ」

「えい（魚）」

2-3　議論

直音化の問題と同様に，実際のニュース音声を
委員会の席上で流した（流したのは「経営」「平成」

「名曲」という語が含まれたニュースの一部）。
この報告についても，問題はないという意見で

まとまった。今後の課題として，笹原委員から，
「メーク」「メイク」（化粧の意味）など，外来語
で一般的には「イ」で書かれることの多い語につ
いて再度検討する必要があるのではないか，とい
う指摘があった。

また，井上史雄委員からは，アルファベットＡ
の発音に関連して，Ａ，Ｂ，Ｃ…などアルファベッ
トのそれぞれの発音について検討する必要がある
のではないかという意見があった。

各委員からの意見は次のとおり。
井上史雄委員：調査を見ると，ほんの少しでは
あるが，自分で発音する場合は「エイ」が多い。

「エイ」と発音するのが正しいと思う人がいると
いうことだろう。「しゅ」「じゅ」の問題は表記
と発音を一致させる方向である。また，漢語の

「えい」「けい」「せい」についても同じ方向にいっ
ているということだろう。例えば「経営」にふ

図 1　聞いたことがある発音（母数：発音の区別ができる）

図 2　自分で発音したことがある発音
    （母数：発音の区別ができる）

わからないエイエー

英語

定番

毛糸

稼いだ

滅入る

えい（魚） 12 88

18 81
51

1

49
61 39

77 23
77 22

その他，この語を発音しないエイエー

英語

定番

毛糸

稼いだ

滅入る

えい（魚）10 89

13 5
1

1
1

82
48 52
55 45

72 27
74 26

わからないエイエー

英語

定番

毛糸

稼いだ

滅入る

えい（魚） 12 88

18 81
51 49
61 39

77 23
77 22

その他，
この語を発音しない

エイエー

表 3　外来語の例（発音と表記を一致させるのが原則）

見出しと発音 語

「エイ」「ケイ」「セイ」
（例外的）

ウエイト，エイジ，エイト，
テイクアウト，ネイチャー，
ネイル，メイド（～カフェ），
レイン（雨）　など

「エー」「ケー」「セー」（原則）
ゲーム，セーフ，メーク，
メード（製作），レート，
レーン（線）　など

表 2　和語の例

（%）

（%）
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見出し 発音 説明

うれい
　【愁い・憂い】
うれえ
　【愁え・憂え】

ウレイ

ウレー

どちらの発音もある。
ひらがな表記と発音
は一致

えい（魚） エイ

せ【背】，
せい【背】

①セ　
②セー，セイ

どちらの発音もある。
「セー」の発音の場
合のひらがな表記は

「せい」でよい



りがなをふれといったときに「けえええ」とふ
る人はいない。「けいえい」とふる。それを頭に
入れているので，発音も「ケイエイ」が正統な
ものと感じられるのだろう。実際に発音されて
いるかどうかは別である。「えい」「けい」「せい」
の発音には地域差もあり，今でも九州や近畿地
方の南部では「エイ」「ケイ」「セイ」の発音が残っ
ている。NHKのアナウンサーのことばは，首都
圏のことばが標準になると考えられるので，こ
の報告のとおりでいいだろう。
清水義範委員：異論はない。
井上由美子委員：異論はない。ただ，微妙な問
題だと思う。「映画」は「えいが」と書いていても，

「エーガ」と発音される。しかし，この「エーガ」
の発音は，「えーが」（または「ええが」）と書い
ていたものを読んだときの発音と少し違うよう
に思う。アナウンサーの発音であれば，はじめ
から長音で書かれているものを読む場合と，結
果的に長音に聞こえているものとが，違ってく
るのではないかと思った。また，「ていねい」や「け
いえい」のように，1 語の中で連続して出てくる
ような場合は，最初の「てい」または「けい」は「イ」
に聞こえる場合も多いと思った。
荻野綱男委員：漢語と和語，外来語を分けて考
えるというのはたいへん望ましいことだと思う。
問題があるのは和語と外来語であって，漢語の
ほうは問題がないと思う。かつて『明解国語辞典』
では「けえええ」という見出し語を示した14）。そ
のころから長音で発音されることが意識されて
いたのではないか。[ei]の発音について，学生に
アンケートをする機会があった。「エイ」と「エー」
どちらで発音するかを140人ほどの学生に聞いた。

「（魚の）エイ」は「エイ」が圧倒的に多い。「た
め池」「春めいた」「招いた」などは「エイ」の
ほうが多い。「毛糸」はゆれているようで「ケー
ト」という言い方もかなりあるようだ。漢語は，
いつも「エー」で発音している人もいるし，「エイ」
で発音している人もいる。個人単位でも発音が
ゆれているようだ。こうした若い人への調査の
結果は，これからの日本語の変化を予想させる
面があると思う。この結果から，漢語は「エー」
と発音することが一般的である状況はこれから
も続きそうだという感想を持った。
青木奈緒委員：実際の発音を表記にうつすのは難

しいものだなと思った。報告の内容に異論はない
が，「映画」は自分でも確かに「エーガ」と言っ
ているが，改めて，「発音は「エーガ」だ」と言
われてしまうと，頭の中に「栄華」ということば
が浮かんでくるような気がする。「栄華」も「映画」
も同じなのに，違うような感じがする。
笹原宏之委員：「栄華」はふだん使わないせいか
確かに「エイガ」と言う傾向もありそうだ。ふつ
うに「永遠」と言う場合は，「エーエン」と発音
する感覚があるのだが，「鋭意」と言う場合には

「エー」の長音が「イ」に至る前に，せばまって
いくことも一般にはあるようで，途中から「イ」
に近づく発音になっているという人もいるだろう。

山下洋子（やました ようこ）

注：
 1） NHK では，これまでに 6 冊の『アクセント辞典』

を発行している。『1943年版』『1951年版』『1966
年版』『1985年版』『1998年版』と今回の『新辞典』

（2016年版）である。
 2） 『NHK 文研月報』1960年 11 月号（第 10 巻第 11 号）

p.29「放送用語の研究」参照。決定の文言はその
ままにしたが，語の一覧のしかたと一部の表記，
順番などは，見やすいように筆者が変更した。

 3） 「この辞書の使い方」以外にも『アクセント辞典』
には「拗音の直音化」について説明する部分が
ある。『1966年版』には「解説」に 2 か所説明が
ある。
・「共通語の発音とアクセント」（金田一春彦）「共

通語の拍」（p.16）に次のように簡単に触れら
れている。

《シュ》⇒（略）次に一般の直音節またはつ
める音がくると，東京の方言では《シ》に
変化する傾向がある。例，「静粛」「輸出」

《ジュ》⇒（略）東京語（『1985年版』『1998
年版』では「東京の方言」）では，次に一般
の拍やつめる拍がくる場合には，《ジ》[

・
dʒi]

に転化する傾向がある。例，「算術」「新宿」
・「共通語の発音で注意すべきことがら」（桜井
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茂治）「拗
ようおん

音の直音化現象」（p.42）に詳しい説
明がある。

《共通語》の基礎としての東京語の発音の中
で，一つ注目すべきものに，「原宿」をハラ
ジュクといわないでハラジク，「下宿」を，
ゲシュクといわないで，ゲシクという現象
がある。（後略）

　『1985 年版』『1998 年版』は，上記のうち，金
田一氏の説明だけが掲載されている。『1943年版』

『1951 年版』には説明がない。
 4） メディア研究部放送用語班の中尾晃一郎副部長

は，新人アナウンサーのころ，先輩アナウンサー
から「シ」「ジ」と読めば読みやすくなるとアド
バイスされたという。なお，用語委員会の席上
でも，アナウンス室の用語委員（部内）遠藤亮
アナウンサーが先輩アナウンサーから同様のア
ドバイスをされたと述べた。

 5） 「放送用語研究会」は，各種の専門的研究の方針
および研究方法などについて，外部の専門家を
まじえて検討する会。「発音のゆれ」のほか「日
本語のアクセント」「これからの話しことば」「放
送の文字とことば」「日本語の現状と将来」など
をテーマにした（菅野謙（1964）「放送用語の研
究調査の現状と将来」『文研月報』1964 年 12 月
号（通巻 163 号）p.17 参照）。1960 年ごろから
1963 年ごろまで不定期で開催されたようだ。

 6） この座談会に出席した金田一春彦氏は，「わた
しはこれは「東京なまり」としてしりぞけたい
な，むしろ」と発言している。もう 1 人の座談
会出席者・松村明氏は，一般論としては「しゅ」
は「シュ」と発音するものだろうとしつつ，「新
宿」や「千住」「原宿」などの地名については「地
名はやはりある程度その土地の今までの発音で
やる」というのが一つの筋としてたつのではな
いか，と発言している。この発言は，その土地
の発音としては「ジク」「ジ」であることを言っ
ている。本文にも示したが，1955 年に行われた
国立国語研究所の調査で，「シンジク」を選んだ
理由として「原地の発音に従う」（原文ママ）と
いうものがあったことが報告されている。松村
氏の発言から考えても，当時は，東京の「新宿」
は「シンジク」と読むのが地元の発音だという
意識があったということだろう。
　この座談会とは違う場ではあるが，金田一氏

と同じような発言を柴田武氏（金田一氏同様，
用語委員を務めた）がしている。1960 年の用語
の決定（今回の用語委員会で破棄する提案をし
た決定）の内容について，「東京語が日本語の大
道といった意識がちらついてならないんです。

『シュ』『ジュ』は東京出身者にはいいにくい。
昔は今より東京出身者のアナウンサーが多かっ
たから，その人たちの東京ナマリを追認するた
めのものだったのではないか」（『東京ことば』
1988・読売新聞社）。いずれも当時の NHK のア
ナウンサーの意識とは異なった意見だったよう
だ。決定当時も，専門家などから異論があった
ものと思われる。
　なお，『文研月報』（1963.1）掲載の座談会では，
本稿の 2 章で取り上げている「エイ」「エー」に
ついても話し合われている。

 7） 外来語の場合，発音と表記が一致することが原
則である。「マシマロ」と発音しているのであれ
ば，表記も「マシマロ」になる。放送では「マ
シマロ」と発音して，「マシュマロ」と表記する
という形はとっていない。

 8） 「襦袢」はポルトガル語 gibão 由来であり「ジバ
ン」から「ジュバン」に変化したとも言われる。
一方で，古いポルトガル語では jubão であり，

「ジュバン」のほうが古い語形であるとする考え
方もある（『日本国語大辞典』「ジュバン」の語誌，
および石綿敏雄（1967））。

 9） 調査の結果は，第 546 回放送用語委員会（1964.
1.23）で報告されたようだが，『文研月報』『放
送研究と調査』には報告がない。ここに示した
結果は『視聴者と放送用語』（昭 38.2 ～昭 57.11）

（1988・部内資料）を参照した。調査の概要は菅
野謙（1964）「放送用語の研究調査の現状と将来」

『文研月報』1964 年 12 月号（通巻第 163 号）に
掲載されている。なお，「新宿」に関連したもの
は含まれていないが，この調査の回答者から寄
せられた意見の一部が，「放送用語メモ（14）」『文
研月報』1964 年 3 月号（通巻第 154 号）に紹介
されている。

 10） 注 6 参照
 11） 『国語表記実務提要』（文化庁国語課監修・ぎょ

うせい発行・1969）には，「芸術」「美術」「技術」
などの語のふりがなについて，次のように説明
されている。

112 MARCH 2017



【問い】「芸術・美術・技術」などの語にふり
がなをつける場合，「術」をすべて「じつ」
にしてはいけないか。

【答え】口頭の発音では，「じつ」といっていて
も，この字の音は当用漢字音訓表に「ジュツ」
と定められているから，やはり「じゅつ」と
書くべきである。また，「慶応義塾」や「新
宿」なども，実際には〔ギジク〕〔シンジク〕
ということがあっても，かなで書くときには，

「ぎじゅく」「しんじゅく」である。それに，「塾」
の 1 字では，いつでも〔ジュク〕と発音する。

 12） 「えい」「けい」「せい」の付くことばの発音につ
いては，『ハンドブック』に次のように説明がある。

 13） 外来語の発音を中心に聞いた調査。外来語との
比較のため，一部，漢語，和語も調査した。外
来語の結果については，山下洋子（2015）pp.92-
93 参照。

 14） 『明解国語辞典』（1943・三省堂）のこと。発音
のとおりのひらがな表記と，アクセント情報も
掲載された。例えば，「経営」の見出しは「けえ
ええ」となっている。一方，「毛糸」は「ケート」
とは発音せず「ケイト」と発音されるため「け
いと」と見出しが立てられている。また，オ列
についても，「公開」は「こおかい」（現代かな
づかいでは「こうかい」）である。
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コラム「エイ・ケイ・セイ」の発音

　「えい」「けい」「せい」の付くことばの発
音を〔エー〕〔ケー〕〔セー〕としてもよいか
どうかの問題である。
　まず，漢語である。「映画」「敬語」「生活」
などは，現代かなづかいでは「えいが」「け
いご」「せいかつ」と書き，発音も地方によ
り，人により，また場面によって〔エイカ 〕゚

〔ケイコ 〕゚〔セイカツ〕と「イ」をはっきり
発音して読まれることがある。しかし，共通
語としては〔エーカ 〕゚〔ケーコ 〕゚〔セーカツ〕
と「イ」をはっきり発音せず長音で発音する
のが普通である。
　和語や外来語は一部ことなる場合がある。
　和語の場合は，魚の「えい」は〔エイ〕と
発音し，「招いて」という動詞は〔マネイテ〕
と「イ」をはっきり発音する。

（『ハンドブック』（最新版 14 刷）p.25）


