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　放送における漢語の扱いに関して，放送開始から太平洋戦争開戦までの時期を中心に，「使用の問題」と「読
みの問題」に焦点を絞って論ずる。
１　1925年〜1933年（放送用語委員会発足以前）
　ラジオ放送が1925（大正14）年に始まり，その9年後に放送用語委員会が発足した。ただし，放送ではやさ
しいことばを使うべきであるという動きは，この委員会が活動を始める前にもあった。
２　1934（昭和9）年〜1936（昭和11）年（放送用語委員会活動開始）
　漢語の同音語・類音語に関して，放送用語委員会では，なるべく整理する方向で作業が進められていた。ま
た，読み方に「ゆれ」がある漢語に関して，統一をはかった。
３　1937（昭和12）年（盧溝橋事件勃発）
　1937年7月に勃発した盧溝橋事件を契機として，中国大陸の人名・地名が大量に放送で取り上げられるよう
になった。こうしたものの中には，耳で聞いただけでは漢字が思いつかないものもあった。また，日本の漢字音
では，一つの漢字に複数の読み方（音）があるのが普通であり，中国大陸の人名・地名や仏教語彙などに関して，
読み方が一定しないこともしばしばあった。こうした語の読み方について，放送用語委員会では整理を進めた。
４　1938（昭和13）年
　読み方の一定しない漢語熟語に関して，それまでは「慣用音重視」という傾向があったが，このころから「字
典音重視」のようなきざしがあらわれてきた。
５　1939（昭和14）年〜1940（昭和15）年3月
　放送全般に関して国家の干渉する側面が強くなりはじめた。ニュース等に耳で聞いてわかりにくい漢語が多く
使われるようになったが，放送用語委員会では言いかえ案を考えるなど，対策を試みた。第1期の放送用語委
員会である「放送用語 並

ならびに

発音改善調査委員会」は1940年3月に活動を終え，関連事務も4月をもって終了した。
６　1940（昭和15）年9月〜1941（昭和16）年
　1940年9月に第2期の放送用語委員会（正式名称「ニュース用語調査委員会」）が発足する。取り扱う対象は，
それまでの「放送で使うことば全般」から，「ニュースをはじめとする放送用語とアナウンス関連」へと，やや焦
点が絞られた。この時期，放送に対しても国家組織からの統制がさらに強まった。そのような状況下で，放送
用語委員会ではことばの言いかえ・言い添えに用いるための資料作りを進めた。
７　1942（昭和17）年〜1945（昭和20）年
　開戦後は，放送での実践としてそれまで開拓してきた「耳で聞いたときのわかりやすさ」という要素が，さほ
ど重視されなくなってしまった。第2期の放送用語委員会は，1945年5月に，活動を終える。
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はじめに

放送では，時期による程度の違いはあるも
のの，耳で聞いてわかりにくいことばを使わな
いようにする努力が，開始当初から続けられて
いる。この「耳で聞いてわかりにくい」という条
件に該当することばは，大部分が「漢語」であ
る（塩田雄大（1997））。ここでは，ある漢語を
放送でそのまま使っても差し支えないかどうか
の問題を，「使用の問題」と呼んでおく。

加えて漢語には，読み方に「ゆれ」があって
一定していないものが，かつてはかなりあった。
また，国語辞典などでは「ゆれ」がないように
見えても，その（文字で示された）読み方が，
現実に話されているものとはかけ離れている場
合も，少なくない。放送では，現況に合った読
み方を基準として確定させる必要があったので
ある。こうした問題を，「読みの問題」と呼んで
おく。

放送における漢語の問題をめぐっては，これ
以外に「用法の問題」や「表記の問題」なども
あるが，本稿では「使用の問題」と「読みの問
題」に焦点を絞り，放送開始初期の様相を描
写してみたい。具体的には，太平洋戦争開戦
までの時期を中心とする。太平洋戦争期の詳
細については，別稿を準備して取り上げること
にしたい。

なお本稿では，当時書かれた記録（印刷資
料，および放送用語委員会での手書きの議案）
を原文で（あるいは一部省略して）引用する箇
所が多い。引用が長いところには，《引用文１
－①》のように番号を付した。また，議論に支
障のない範囲内で，漢字の字体を現代のもの

に修正したところもある。

１　1925年～1933年
　  （放送用語委員会発足以前）

1.1　使用の問題（放送用語委員会発足以前）
ラジオ放送が始まったのは1925（大正14）

年である。その後，放送用語の統一的な基準
を策定するために，放送用語委員会（正式名称

「放送用語 並
ならびに

発音改善調査委員会」）が1934
（昭和9）年に発足した。この委員会が活動を
始める前にも，放送ではやさしいことばを使う
べきであるという動きが，すでにあった。
「国語愛護同盟」という団体が，1932（昭和7）

年に設立されている（平井昌夫（1949）p.254）。
これは，「国語を愛護する」という精神のもとに，
むずかしい漢字・漢語を使わないようにするこ
と，文章をすべて口語体にすることなどの目標
を掲げた団体である。この「国語愛護同盟」が，
1932（昭和7）年9月10日に鳩山一郎文部大臣
のおこなったラジオ講演に関して，書面を提出
している。

《引用文１－①》
昭和7年9月10日のラジオ御講演に関し鳩山文
部大臣閣下に差上げた書面
鳩山文部大臣閣下

【中略】
お話に耳を傾けています間に，私どもは，極
めて残念に感ずる点があつたのであります。と
申しますのは，せつかくの御講演の中には，
大多数のききてには，理解できまいと思われ
る，言葉が少なくなかつたからであります。ま
た，あの御講演が印刷された場合にも，国民
の大多数を占めております，初等教育だけを
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この団体に関して注目すべきは，国語愛護
同盟（1934）（1935）に示された役員一覧の中
に，顧問として岡倉由三郎（立教大学教授）と
保科孝一（臨時国語調査会幹事），また教育
部の所属として神保格（東京文理科大学教授）
の名前が挙げられているところである。いずれ
も，のちに発足する放送用語委員会の委員であ
る。おそらく，漢語に関するこうした姿勢は，
岡倉由三郎・保科孝一・神保格の考えるところ
とさほど大きな違いはなかったものとみられる。
つまり，放送用語の指針策定にあたっても，漢
語に対して同様の態度で臨んだことが，推定さ
れる。

また時期としては放送用語委員会発足以降
になるが，この団体が発行した資料に，下記の
ような記述もある。

修めた者には，読めない文字が多い，と思つ
たからであります。
　そのおもな点を挙げてみますと，
第一，常用漢字でない漢字を用いた漢語を使
われたこと。例えば
　　ホテン　　　補塡

8

　　チュウシン　 衷
8

心
　　キロ　　　　岐

8

路
とゆうような漢語を，お使いになつたことであ
ります。もつとやさしい，純粋な国語で，立派
に，同じ意味が述べ得られるにもかかわらず，
特に，右のようなむずかしい漢語を，お使い
になつたことは，まことに残念なことと存じま
した。
⑴その理由の第一は，
　右の如き漢語は，国民の大部分を占める，
義務教育を修めただけの者には，全く理解で
きぬ言葉であるからであります。申すまでもな
く，常用漢字として，文部省の臨時国語調査
会が選定せられた漢字数は，1,859字で，義
務教育六ヶ年間の国語教育で教えられる漢字
は，その約七割にあたる1,356字であり，閣下
のお使いになつた右の如き漢語は，全く教ら
れていないのであります。

【中略】
⑵その理由の第二は，
　閣下がかくの如き漢語をお使いになりますこ
とは，国家が御省に臨時国語調査会を設け，
そして同会が常用漢字を選定し，かつ，漢語
整理案を発表していられる根本方針に，違い
はしないか，とゆう点であります。

【中略】
第二，常用漢字ではありますが，一般国民に
は耳遠い漢語を，お使いになりましたこと。
　閣下の御講演は，従来の政治家，官吏，
学者などの講演に比べますと，内容に新し味
があることは元より，言葉もやさしく，例えば，

「ふりかざし，値ぶみ，はびこらせず，生活を
楽しむ，仕遂げる，いくさばなし，野みち」の

如き，国民一般の耳に入りやすい言葉も，お
使いに相成つたのであります。が，まだ，所々
で，むずかしい漢語を，お使いになつたのは
残念に存じました。例えば，

「トウメン（當面），ダハ（打破），ラクド（楽土），
シュウライ（襲来），キュウハク（窮迫），ゲンシュ
ク（厳粛），コウボウ（興亡），シャクド（尺度），
ウム（有無），ヘンチョウ（偏重），キョウイ（脅
威）」
などの漢語は，常用漢字の範囲を出てはおり
ませんが，これらに代るべき，もつとやさしい
言葉がないわけではありませんから，特別の
必要のない限り，努めて，使わない方が，一
般国民にわかりやすく，かつ，国語愛護の根
本精神にもかなうものと存じます。

【中略】
昭和7年11月10日 国語愛護同盟

（国語愛護同盟（1934），太字・下線は原文のとおり）
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このような指摘を見てもわかるとおり，当時，
耳で聞いてわかりにくい漢語が放送で使われて
いた。それに対して工夫をこらすアナウンサー
もいた１）ことなどが，下記の記録から読み取れ
る。

《引用文１－②》
　国民の精神を振い起そうとする総理大臣の
声明も，當局者や学者の講演も，ラジオの産
業ニュースも，一般国民には耳遠い漢語だらけ
である。
　田中総理大臣の「臣節を盡す」とゆう言葉は

「親切を盡す」と誤られたことがある。「サンギョ
ウ」は産業か蚕業か，「コウギョウ」は工業か
鑛業か興業か，「セイシ」は製紙か製糸か，判
断に苦しむことが多い。かような同音異義の言
葉ができたのは　言葉の本体は発音であるこ
とを忘れて，単に漢字のみに目を着けて不注
意に言葉を造ったからである。これからは，何
とか改めて行かねばならない。
　同音異義でなくても，一般国民に分かりにく
い漢語に至っては，その例が非常に多い。今，
ほんの一例として，昭和9年8月17日の夜に
東京中央放送局で行われた経済に関する講演
の中から，少し例を拾って見れば，次のような
ものがある。

セイウン（盛運），ゼンゾウ（漸増），タイ
ソウ（太宗），シギヨウ（斯業），スイイ（推
移），センク（先驅），ソウエンノカイシヨク

（桑園の改植），コウシユボウカン（拱手傍
観），シキベツ（識別），コウシヨク（交織），
シツシ（嫉視）

　特にこの夜の講演が難しかつたのではない。
むしろ今までは，かような漢語を使うのが當り
前のことと考えられていたのである。しかし，
それだから，ラジオの講演もニュースも，義務
教育を修めただけの国民の大部分の者には，
全く理解ができないのである。もつとやさしく，
素直な国語で，同じ意味が十分に言い表せな
いことはないのであるから，かような漢語は使
わない方が，だれにも分かりやすいし，また国
語愛護の精神にも適う次第である。
 （国語愛護同盟（1935），下線は原文のとおり）

《引用文１－③》
一般に用ひられてゐないような漢語，元の漢
字を考へなければ解らないような漢語，又その
漢字が普通用字中にないような漢語は放送に
は最も不適である。例へば近頃よく用ひられる

「匡救」といふ語である。大分頻 と々出て来る
からもう餘程知られて来たかと思うが，まだ一
般大衆には依然耳慣れぬ語であらう。何とな
れば「キョウキュウ」といふ音は多くの国民にま
づ第一に「供給」といふ語を想起せしめる。こ
の方は小学教科書にもある。「匡救」は中等教
科書にも出てゐない（であらう）。「匡救」の代
りに「救済」と云つてはどうであらうか。

【中略】
今一つはアナウンサーのニユース放送に際して
出て来る漢語である。之は原稿にさう書いてあ
るので，アナウンサー氏としてはどうにも致し方
のないものであるが，この場合に望む事は，許
されたる範圍に於て平易な言葉に翻訳して読む
とか難解の漢語には注釈を付するとかである。
例へば「キヨウリヨク　ナイカク」と云つた後で

「強い力の」又は「力を協せる」と説明して「強
力」と「協力」とを区別する如きである。この
親切心と頭のはたらきとは，既に之を実行して
ゐる人も見受けるが，凡てのアナ氏に対して望
ましいと思ふ。
 （増田幸一（1932））
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なおこの時期には，社会のさまざまな場面に
おいて，むずかしいことばをわかりやすいもの
に言いかえようという動きがあった。

たとえば，1933（昭和8）年に設けられた「日
本語をよくする会」（平井昌夫（1949）p.254）の
メンバーである森馥は，軍事知識の普及などの
ために書かれた『歩兵須知』改訂第十二版

（1928年）に掲載されているむずかしい「陸軍
用語」を具体的に指摘し，それらの言いかえ語
を提案している（森馥（1933a））。「不寝番→ネ

《引用文１－④》
新聞雑誌が新語を造り出して拡める力は大した
ものであるが，将来ラヂオの発達によりこの役
目の一部をラヂオ放送がとつて代るものと想像
することはまんざらの夢でもあるまい。我々が
それに期待する事は，新聞で漢字によつてひ
ろめられる悪い漢語を抑へ，聞いてよくわかる
語だけを耳を通してひろめるといふ言葉を浄め
る作用である。発音の標準化，アクセントの統
一もラヂオによつてはじめて期待できる事であ
る。勉強次第では将来，標準の日本語はラヂ
オアナウンサーの言葉だときまる様にならぬも
のでもない。

【中略】
勿論アナウンサーに採用されてゐる以上，標準
音，標準アクセントを話す人達であらうが，そ
の用語に生の漢語はないか。漢語必ずしも悪
くはないが，もつとシツクリはまりハツキリ聴え
る同じ意味のヤマトコトバを差措いて漢語を使
つてゐはしないか。

【中略】
漢語は極く耳になれた，突然うつかり聞いても
すぐピンと意味のわかるものに限ること。臨時
に作つた様な漢語は絶対に避けること。同じ
意味の漢語とヤマト言葉とがある時はヤマト言
葉を，又ヤマト言葉の内でも口なれたものを採
らなければならない。例へば「著席する」より
も「スワル」，又「即時」，「タダチニ」，「スグニ」
の内では「スグニ」を採る。「上下」「善悪」等
は音で読まず「ウエシタ」，「ヨシアシ」とよむ。

「官庁公知事項」は「役所のおしらせ」ではい
けないのだらうか。「セイホー」「ホッポー」など
は「ニシノホー」「キタノホー」又は単に「ニシ」「キ
タ」と言つて貰ひたいものだ。「高山」「広野」
などは「高い山」「ヒロイ野原」と二つ言葉に別
ける事をオツクーに思はぬ事。
 （佐伯功介（1933））

《引用文１－⑤》
漢語には同音異義Homonymsの語が非常に多
いために，ラジオや電話において多大の不便
を感ずることは何人も経験するところであらう。
たとえば

保険－保健　市立－私立　公爵－侯爵　
一端－一旦　感心－関心－寒心　
文化－分科－文科　科学－化学　
高山－鉱山　旗艦－汽罐－機関－汽管　
誠心－精神　飢寒－祁寒　帰艦－帰還

等数え切れないほどあつて，これがためしば
／＼誤解を招くのである。もちろん文章前後の
関係で多くは理解し得るものであるが，しかし

「ホケン問題」とゆう場合に保険か保健かゞ不
明である。「徳川コウ爵」とゆう場合に徳川公
爵か徳川侯爵かゞ文章前後の関係によつても
不明な場合がある。

【中略】
ラジオの放送上から見てもつとも緊要なこと
は，なるべく目の言葉を避けて耳の言葉を用い
るように注意することである。これは放送者が
すこしく注意すればあまり困難なくして出来る
のであるし，またアナウンサーとても同様であ
る。
 （保科孝一（1933））
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ズノ番」「降等→等級下ゲ」「減給→給料減
ヘラシ

」「軍
衣袴→軍衣の上

ウハギ

衣，ズボン」「袴下→ズボン下」
「陥穽→落シ穴」「戦況→戦ノ様子」「迂回→遠
廻リ」「捷路→近

チカミチ

路」「十字路→四ツ辻」「方位
→方角」「炊爨→煮焚，料理」など，そのほとん
どが漢語を別のことばに言いかえようとするも
のである。

1.2　読みの問題
　　  （放送用語委員会発足以前）

1932（昭和7）年ごろの雑誌に，アナウンサー
が下記のような読み誤り（だと投稿者が考える
もの）をしたという内容が掲載されている（塩田
雄大（2014）p.161）。

これらは，現代においてもおおむね「誤読」
ととらえて差し支えないであろう。しかし，当時
の放送においてこうした読み方が聞かれたとい
うことは，「誤読」であるかどうかの判断はひと
まず別にして，読みの「ゆれ」が大きかったこと
を物語る。

２　1934年～1936年
　  （放送用語委員会活動開始）

1934（昭和9）年1月に放送用語委員会が発

足してからの動きについては塩田雄大（2014）
でふれているが，そこでは取り上げられなかっ
た事象もまじえながら話を進める。

2.1　使用の問題（1934年～1936年）
当時の放送用語委員会の活動記録に，以下

のようなものが残されている。

放送用語の開発・調査を進めてゆくのにあ
たって日本で最初に作られた規定である『放送
用語の調査に関する一般方針』（塩田雄大

（2014）第3章参照）では，「同音語の整理」な
どが示されている。同音語は漢語に圧倒的に
多く，漢語使用の問題と密接に関連する。

荷役（ニエキ） 定例会議（テイレイ〜）
救済（キュウザイ） 石工（イシコウ）
抬頭（ダイトウ） 誤謬（ゴビユウ）
核心（ガイシン） 発端（ハツタン）
未曽有（ミソユウ） 内幕（ナイマク）
相殺（ソウサツ） 容態（ヨウタイ）
圓滑（エンコツ） 出納（シユウノウ）

《引用文２－①》
特に明治年代に入つてから欧米の思想を耳の
言葉と殆ど無関係に，新しい漢語で写すこと
が極めて広範に行はれた関係もあつて，同音
異義の漢語が圧倒的に国語の中に発生するに
至り，今日もなほ暴威を逞ふして居る。【中略】

「コーエン」と発音される漢語に，「講演」「公演」
「後援」「公園」などがあり，「カ（クワ）ガク」は
「化学」「科学」のいづれにも聴き取られる。斯
ふ言ふ類の他人のそら似の単語を，片端から
拾つて或ものはアクセントの相違，或ものは別
のコトバでの言ひ換へなどに由つて，国語上
のこの不備を手の届く限り取除いておくことが
放送事業の円滑を図る為め極めて重要である。
 （日本放送協会（1935））

《引用文２－②》
二　語彙の調査に関する方針
Ⅰ　語彙（外来語を含む）・句法の選択及び
拡充について
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なお，この最終決定版に至る前の段階の議
題資料には，たとえば下記のように，ところど
ころ異なる記述が見られる。

【中略】
二．語彙・句法の選択に当つては，一般的準
則として，なるべく左の諸項によること。

【中略】
　へ　同音語（又は類音語）の少ないものをと

る。
【中略】
Ⅱ　漢語の整理について

【中略】
九．漢字の意味の普及の程度と使用範囲の広
狭とにより，第一意味・第二意味（以下第三意
味等）を定めて，その第一意味による漢語は，
なるべく純日本語の形で言ひあらはすこと。
　【例】「行」の第一意味を仮に「ユク」とすれ

ば，前後の関係上止むを得ないものの
ほかは，

「歩行する」は　あるく
「通行する」は　とほる
「行程」は　　  みちのり

等といふことにする。但，既に「耳のコトバ」に
なつてゐる「旅行する」等は，この限りでない。
十．前項の第二意味（又は第三意味）による
漢語のうち，特にむづかしいものは更に整理を
はかること。

【中略】
Ⅲ　同音語の整理について
一．同音語の調査に当つては，電波に乗るこ
とを予想される語彙の全般（語原の内外を問
はず）を含めて考慮すること。
二．同音語を次の二部に分類する。
　一　同音・同アクセントのもの
　二　同音・異アクセントのもの
三．同音語について，字面と前後の関係とを
離れ，純粋に発音の上だけで思ひ起す意味の
理解速度の等級を調査し，その最も高いもの

（即ち最も広く通ずるもの）を放送用語の第一
位にとること。
 　【例】コーエンスル　講演する　第一級（仮定）
 後援する　第二級（仮定）

《引用文２－③》
（イ）語彙・句法の選択及び拡充について
【中略】
二．語彙・句法の選択に当つては，一般的準
則として，なるべく左の諸項によること。【中略】

（へ）同音語（又は類音語）のないものをとる。
【中略】
（ハ）同音語の調査について
【中略】
五．同音語をアクセントで区別するかどうかと
いふ場合には，発音の一般的傾向に根ざすア
クセントの自律性と，その地方的な分布状態と
を調査したうえで定めること。

（「放送用語の調査に関する一般方針（整理第二稿）」
（1934.8/10作成，8/18発送）から）

	 （写真2参照）

 公演する　第三級（仮定）
四．同音語には若干の言添へ（即ち前後の関
係）をつけて用ひるか，又は他の語で言換へる
こととして，その言添へ又は言換への最低限
度を調査すること。
　【例一】  （といふ題で） （について）講演する
 （のために）後援する
 公演する＝ステージにのせる
　【例二】市立　イチリツ
　　　　 私立　ワタクシリツ
五．同音語の整理に当つては，類音語を考慮
すること。

（『放送用語の調査に関する一般方針』（1935.3）から）

	 （写真1参照）
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つまり，草案の段階では「放送の言葉として，
同音語・類音語のないものを選ぶ」ことが目指
されていたが，さすがにそれは困難であったた
め，最終決定版では「同音語・類音語の少な
いもの」というように修正されたのである。

また草案では，「同音・異アクセント」の語彙
の状況を全国的に調査することが示されていた
が，最終決定版ではそのような記述はなくなっ
ている。

放送用語委員会では，耳のコトバとして不適
当な漢語の調査・審議が1934（昭和9）年9月
27日（第14回）におこなわれている（浅井真慧

（1990.1））。会議の記録によると，同年5月に
放送されたニュースのことばをもとに，次のよう
な漢語が「不適当」であると示されている。

また，放送用語委員会でのニュース原稿調査
と審議結果をもとに，『ニュースの文体および語
法』という冊子が1935（昭和10）年12月に刊
行されている（浅井真慧（1990.1））。この中で，
漢語に関連する指摘としては次のようなものが
記されている。下記では，「言いかえ案」が小

字で付されている。

2.2　読みの問題（1934年～1936年）
本稿の冒頭でも述べたとおり，当時の漢語

の中には読み方が定まっていないものも多数
あった。こうしたものについて，放送用語委員
会では，読みを確定させることを目指した。

《引用文２－⑤》
Ⅱ　漢語の整理について
一．すべて電波に乗ることを予想される漢語を

調査すること。
二．右の漢語を，次の二部に分類する。
　一　耳に聞いてすぐ意味のわかる漢語
　二　文字を離れてはわかりにくい漢語
三．この項の調査は，右の(一)の漢語の運用

を主眼とすること。
四．上記の漢語に用ひられてゐる漢字の読み

方を整理すること。

《引用文２－④》
十二．直訳的な漢文脈と欧文脈
耳遠い漢語を避けると共に，なるべく，直訳
的な漢文脈または欧文脈を避けること。【中略】

〔例五〕大暴落を示し立
危 く 立 会 停 止 に な り か け ま し た が

会停止の危きに直面し
たが　　【中略】

〔 例 七〕于 学 忠 軍 の 仕 業 であったことは
歴

明 か で あ り

然たるものがあり　（東京）　　【中略】
〔例十一〕本日から総重量一五〇〇瓩未満の諸
車の通行が可

できるやう

能になりました　（新潟）
〔例十二〕釣橋の約三十間上流を歩行中，五十
米の断崖から真逆様に転

ころんで

落，激流に墜
落込み

落し　
（名古屋・富山電話）
 （『ニュースの文体および語法』1935年）

	 （写真4参照）

暗雲，暗影，案件，安固，暗澹，安着（する），
安定勢力たる，暗闘（する），暗黙，暗躍（す
る），醫する，異とする，委曲（に），畏敬，
依嘱（する），一大騒擾，一大要諦，逸脱（す
る），移牒，逸して，隠匿，隠忍自重，印棉，
運営，蘊奥，鋭鋒，栄誉，閲月，益金，蜒々
里余に亘る，演述（する），延焼（する），沿道，
横行（する），應射（する），應諾（する），往年，
往訪，温容

（放送用語委員会議案「耳のコトバとして不適当と認
めらるる漢語」（1934.9.27）から）

	 （写真3参照）
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このうち「第一音」という概念は，最初の草
案では「代表音」という表現であったが，漢語
の読みの「ゆれ」をなるべく統一的に整理する

ために考案されたものである。たとえば，「重」
という字の第一音を「ジュー」に定めたとしたら，

「重複」という語が「ジューフク」と「チョーフク」
でゆれていた場合，第一音に従って「ジューフ
ク」を放送での正式な読みとする，という姿勢
である（塩田雄大（2014）p.177）。この発想は，
草稿ではより色濃く表れていた。

《引用文２－⑦》
（ロ）漢語の整理について
【中略】
六．熟字で二つ以上の読み方があるものは，

前項に準じて，第一の読方・第二の読み方
を定めること。

七．漢音・呉音の両様に読まれてゐるものは，
なるべく第一音の方で読むことを原則とし，
或は第一音で読んでも誤りでないとすること。

　例　重複　（仮にジユーを第一音とすれば

《引用文２－⑥》
漢語の調査に関する一般方針草案の補遺
六．一般に，すでに常用語化して大衆の「耳の

コトバ」となつてゐるもの（例へばミョーニチ。
コンバンなど——カナで書いてもすぐわかる
もの）以外において，その字面を本とし，そ
れを漢音・呉音・のどちらで読んでも大した
差障りのないもの，或は現在は大体一定し
てゐても将来変化の可能性があると認めら
れるものは，なるべく第一音で読むことを原
則とし，或は第一音で読んでも誤りでないと
すること。

　例　重複　（仮にジユーを代表音として
　　　　　　　　 ジユーフクと読むことなど）

（放送用語委員会議案「漢語の調査に関する一般方
針（草案初稿）」（1934.2.6）から）

	 （写真6参照）

五．漢字の読み方の整理は次の原則によるこ
と。

　イ　読み方の順位（第一音以下）を定めるこ
と。

　ロ　第一音は，必ずしも字典が正式のもの
として示す音に拘泥せず，広く常用される
ものを採用すること。

　　【例】行　第一音（仮定）コー（漢音）
　　　　 京　第一音（仮定）キョー（呉音）
　　　　 重　第一音（仮定）ジュー（慣用音）
　ハ　第一音のほかは，その使用範囲の広狭

によって，第二音又は第三音を定めること。
　　【例】行　第一音（仮定）コー
　　　　　　 第二音（仮定）ギョー
　　　　　　 第三音（仮定）アン
六．熟字で二つ以上の読み方のあるものは，

前項に準じて，その読方の順位（第一以下）
を定めること。

七．同じ熟字で，意味の相違により，その読
方を異にするものを調べること。

　　【例】大名　タイメー　ダイミョー
八．新造の漢語は，なるべく第一音によるこ

と。
【中略】
十．前項の第二意味（又は第三意味）による

漢語のうち，特にむづかしいものは更に整理
をはかること。

十一．漢字による芸題・曲名・文芸作品の題
名等の読み方を調査すること。

　【附】漢字による人名・地名の読み方につい
ては，別項「固有名詞の読み方」中の
諸目を参照。

（『放送用語の調査に関する一般方針』（1935.3）から）

	 （写真5参照）
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こうした機械的な定め方に関して，放送用語
委員の一人である新村出は否定的であったらし
い（塩田雄大（2014）p.178）２）。「整理第二稿」
の「七．」で「なるべく第一音の方で読むことを
原則」となっていた部分が，最終決定版では

「意味の相違により，その読方を異にするもの

を調べること」と差し替えられていることと，関
連があるかもしれない。

こうした基準に則って，1935（昭和10）年9
月に『常用漢語発音整理表』が刊行される（こ
の資料の詳細については塩田雄大（2014）第7
章で論じた）。ここで定められた漢語（145語）
の読みには，『字源』などの当時の漢和辞典の
示す読みと異なるものも多い。『常用漢語発音
整理表』の示した読みが，現代のNHKの規定
と合致する例として，たとえば表1のようなも
のがある。

また，放送局には放送で用いられたことばが
「誤読」なのではないかという意見が聴取者か
ら寄せられることがある。1934〜1935年のも
のとして，たとえば表2−1のようなものがある

（塩田雄大（2014）第2章）。なお，「治安」に
は古くは「じあん」という読みもあり，また「遺
言」は法律用語としては「いごん」であるが，い
ずれも当時の放送用語委員会としては「誤読」

表２−１　放送での「誤読」（1934〜35年）
　　　　		〜聴取者の指摘が「妥当」な例〜

聴取者が指摘する
「正しい読み」

放送での
「誤読」

誤謬 ごびゅう ごびょう

雑音 ざつおん ぞうおん

遂行 すいこう ついこう

治安 ちあん じあん

貼付 ちょうふ てんぷ

治療 ちりょう じりょう

獰猛 どうもう ねいもう

発起 ほっき はっき

発足 ほっそく はっそく

遺言 ゆいごん いごん

【いずれも現代かなづかいに修正した】

表１　『常用漢語発音整理表』（1935）と現代のNHK
規定が合致するもの−『字源』（1923）との対
比−

『字源』（1923）
『常用漢語発音
整理表』（1935）

一言半句 いちげんはんく いちごんはんく

過言 かげん かごん

忌諱 きき きい

指示 しし しじ

情緒 じょうしょ じょうちょ

省略 せいりゃく しょうりゃく

神社 しんじゃ じんじゃ

神道 しんどう しんとう

他言 たげん たごん

端緒 たんしょ たんちょ

緒言 しょげん ちょげん

緒論 しょろん ちょろん

提示 ていし ていじ

駁論 はくろん ばくろん

末子 まっし ばっし

反駁 はんぱく はんばく

紊乱 ぶんらん びんらん

【いずれも現代かなづかいに修正した】

ジユーフクと読むことなど）
八．漢語の新語は，なるべく第一音によること。

（放送用語委員会議案「放送用語の調査に関する一
般方針（整理第二稿）」（1934.8/10作成，8/18発送）
から）

	 （写真7参照）
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と判断し，聴取者の指摘が妥当なものとしてい
た。

一方，聴取者は「誤読」であると指摘してき
たが，放送局側としては誤読であるとは考えな
いという例も多くある（表2−2）。こうした反論
は，個別の漢語の読み方について，当時の放
送用語委員会で進めていた議論が根拠になっ
ている。なお，表2−2の「言質・直截」の読み
については，現代のNHKの規定（＝「げんち」

「ちょくせつ」）とは異なっている。

放送局側の考えを示すものとして，「誤謬を
犯すことは，あくまでもアナウンサーに責任が
あることは潔く認めておかねばなるまい。たゞ
投書者が以て誤とするところが必ずしも誤では
ないことは強調しておく必要がある」（業務局報
道部（1940））という記述がある。これは，現
代にも通じるところがある。

表２−２　放送での「誤読」（1934〜35年）
　　　　 〜聴取者の指摘が「不適当」な例〜

聴取者が指摘する
「正しい読み」

放送用語委員会
で指定された
「正しい読み」

横着者 おうじゃくもの おうちゃくもの

攪乱 こうらん かくらん

言質 げんち げんしつ

固執 こしゅう こしつ

大佐 だいさ たいさ

端緒 たんしょ たんちょ

直截 ちょくせつ ちょくさい

統治 とうじ とうち

紊乱 ぶんらん びんらん

【いずれも現代かなづかいに修正した】
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写真1　『放送用語の調査に関する一般方針』（1935.3）

資料写真
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写真2　
「放送用語の調査に関する一般方針（整理第二稿）」
（1934.8）

写真3　「耳のコトバとして不適当と認めらるる漢語」（1934.9.27）
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写真４　
『ニュースの文体及び語法』（1935）

写真5　
『放送用語の調査に関する一般方針』
（1935.3）
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写真6　
「漢語の調査に関する一般方針（草案初校）」
（1934.2.6）

写真7　
「放送用語の調査に関する一般方針（整理第二稿）」
（1934.8）
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３　1937年（盧溝橋事件勃発）

1937（昭和12）年7月に勃発した盧溝橋事件
を契機として，放送におけることばの使い方に
もさまざまな対策が必要になった。

なお，この年の世相を反映する流行語の一
つとして「パーマネントはやめましょう」が挙げら
れている（日本放送協会（1977）p.679）。

3.1　使用の問題（1937年）
この年の9月29日に，「事変ニュースの用語

について」という議案が提起・審議される。下
記に，会議当日の議題資料の一部を掲げる。

《引用文３－①》
事変ニュースの用語について
事変ニュースに軍隊用語と難解の漢語とが多く
あらはれ，かつ未知の地名（又は人名）が頻出
するので，放送上，現にいろいろ苦心してをら
れるが，なほ将来のため参考資料を整理して
置きたい。

第一は，地名（人名）の漢字を註解する方
法について。
第二は，難解の漢語（軍隊用語）を註解す
る方法について。

第一．地名の漢字を註解する方法について
（一）熟字として意味を成すもの又は之に準ず

るものを活用する例
大同（山西）　大いに同じうする
朦朧（江蘇）　「モーローとして」「おぼろ」
　　　　　　「ボンヤリ」？

（ママ）

葛嶺（福建）　「つたかづら」の「かづら」の
　　　　　　 みね
虎門（廣東）　虎の門
芹泉（山西）　「せりのいずみ」
藁城（河北）　藁の城

房山縣（河北）　房はフサ。フサ山縣
高碑店（河北）　高い碑

いしぶみ

の店（高い石碑の店）
（二）簡単な「返り読み」は適當に用ひる。

無極（河北）　極り無し
殺虎口（山西）　虎を殺す口
覆鼎山（福建）　鼎を覆した山
棲霞寺（江蘇）　霞に棲む寺

（三）故事，史蹟等を活用する例
邯鄲縣（河北）　「カンタン」夢の枕
曲阜（山東）　孔子廟
涿州（河北）　「涿鹿の野」の「涿」

（四）熟字として意味を成さないもの。
その一字について他の熟字を挙げる例
泰 泰山の「泰」
歓 「歓呼の声」の「歓」
太 「太郎」の「太」
函 「函館」の「函」，「函谷関」
 の「函」
宛 「宛名」の「宛」
范縣（山東） 「時に范蠡」の「范」
大劉鎮（河北） 「リユー」は「項羽と劉邦」
 の「劉」
虞郷（山西） 「グビジン草」の「グ」，
 郷は「故郷」の「郷」

（五）訓でいふ例
曲 まがる
尤 もつとも
棗強（河北） 「ソー」は「なつめ」，
  「キョー」は「強い」
楓亭（福建） 「フー」は「カエデ」，「亭」
  は

（六）他の字の扁旁を活用する例
馬落坡  （「馬落」は「馬落ちる」）「坡」
  は「波」の扁を土にしたもの
 〔付記〕右は九月二十二日昼ニュース。
羌  「美しい」といふ字の下を
  「儿」
 （にんねう？

（ママ）

別表一）にしたもの。
（七）漢字の組立でいふ例
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まず「第一．地名の漢字を註解する方法につ
いて」は，耳で聞いただけではどんな漢字なの
か想像がつきにくい中国地名に対する，放送で
の扱い方を示したものである。新聞ではこのよ
うな工夫をする必要はなく，これはラジオ放送

涵江（福建） 「さんずい」に「函館」の
  「函」
芮城（山西） 「草冠に内」
汾陽（綏遠） 「汾

フン

」は「さんずい」に
  「分ける」
忻州（山西） 立心扁に「一斤」「二斤」の
  「斤」
 （をのつくり？

（ママ）

別表一）
【中略】
第二．難解の漢語（軍隊用語を含む）の言い

換へについて
実例として，第○艦隊報道班・海軍武官室・
陸軍武官室・海軍省副官談，各一二例を別表

（二）に掲げた。
［問題］當局との懇談の必要ありや否や。
【中略】
別表（二）

（一）上海特電二十九日発，第○艦隊報道班
発表

二十九日午後九時頃支那飛行機四機来襲爆撃
を試みたるも我に損害なし　右支那飛行機中
二機は翼面に青天白日の徽章を日の丸に塗り
変へ居りたり。斯の如き支那軍の卑劣な行為
は誠に憎むべきであるが遂に邪は正に勝たず
我空軍のためその主要機の大半を失へる敵空
軍の斯る最後の足搔も数日を出でずして撃滅
せられるであらう。

【中略】
別表（三）　東京日日新聞　昭和十二年八月中
旬の朝刊二枚，夕刊三枚，号外一枚各第一頁
から拾った漢語の一部
 河野工兵大佐撰
第一．陸軍用語（これは陸軍特別に戦術，兵

器，築城等の為め是非必要な語）
確保　占據　突破　奇襲　空襲　逆襲　
夜襲　襲撃　撃退　狙撃　爆撃　攻撃　
砲撃　態勢　断乎　待機　傳達　集結　
包圍　構築　抵抗　遭遇　駐屯　掃射　
決戦　編隊　情報　殊勲　展開

第二．陸軍で使ひ馴れてゐるが，なければな
くても済む語
頑強　奪取　膠着状態　急據　的確　攪
乱　発揮　殲滅　衝突　残留　拂暁　寡
兵　敗残

第三．文章の勢を強めるなどの必要から餘り
必要でない語を昔の慣しにより漢字を二つ
続けた見慣れぬ語
壮烈　猛烈　勇猛　猛勇　果敢　猛然　
凄惨　憤然　憤怒　憤激　激越　軒昂　
強硬　穏健　来襲　急襲　猛追　邀撃　
撃破　撃墜　打撃　反撃　大勢　気勢　
気魄　依然　緊迫　急迫　逼迫　壓迫　
目睫　刻々　突如　厳乎　大挙　一挙　
長駆　執拗　遺憾　協議　披瀝　暗躍　
飛躍　蝟集　対峙　蟠踞　呼應　完璧　
結託　掣肘　慴伏　屛息　粉砕　抛棄　
遺棄　殺倒　開始　蹂躪　動揺　敢行　
震憾　飛翔　帰還　猛射　掃蕩　掃敵　
掃滅　潰滅　圧倒　潰走　逸走　散華　
断続　照射　波及　挑戦　抗戦　移行　
隠忍　謀議　早朝来　無軌道　報復的　
全面的　致命的　機影　天嶮　精鋭　
衆敵　戦果　戦禍　激戦　怒濤　措置　
残留　碼頭　小康　階梯　偉功　暴虐　
暴戻　勇躍　軽微　言語ニ絶ス　空ヲ圧ス
敵ハズ　収拾スベカラズ　
阿鼻叫喚惨憺タル惨状　天嶮ヲ擁ス　
居庸関ヲ扼シテ

（放送用語委員会議案「事変ニュースの用語について」
（1937.9.29））

	 （写真8参照）
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特有の問題である。社会情勢の変化によって，
耳慣れない中国の地名がニュースに頻繁に現れ
るようになったことがきっかけになっている。
「第二．難解の漢語（軍隊用語を含む）の言

い換へについて」は，「別表（二）」のニュース文
実例を題材として，耳で聞いてわかりにくい漢
語について議論がおこなわれたものと思われる

（残念ながら会議席上での議論の記録は残って
いない）。
「別表（三）」は，新聞に実際に出てきた漢語

をもとに，必要なものとそうでないものとを軍
の専門家が分別した資料である。「第三．文章
の勢を強めるなどの必要から餘り必要でない語
を昔の慣しにより漢字を二つ続けた見慣れぬ
語」と判断されたものが思いのほか多い点が，
印象的である。よしあしは別として，この中に
は現代の放送では普通に使っている漢語も多く
含まれている。

3.2　読みの問題（1937年）
読み方をめぐる問題に関して，放送用語委

員会ではこの年に『満蒙支那人名地名表』と
『難読仏教語彙』をまとめている。

『満蒙支那人名地名表』は，漢字で書かれた
人名・地名の読み方の指針と，具体的な読み
方を示した159ページの冊子である。基本的
に，中国語による人名・地名は日本語の字音
読みで，モンゴル語等によるものは原音読みで，
という方針になっている。これは，現代も同様
である。

日本語の字音読みの場合，それを漢音・呉
音・慣用音のどれで読むかという問題がつきま
とう。こうした問題に関して本書で示されてい
る方針を，筆者がまとめてみた。

▼字音読みの人名：原則として，「最も普通に
おこなわれている読み方」を採用する（漢音・
呉音・慣用音にはこだわらない）。ただし，下
記のとおりとする。

【漢音を採るもの】
一（いつ），任（じん），尼（じ），忍（じん），
如（じょ），乃（だい），重（ちょう），萬（ばん），
病（へい），模（ぼ），謨（ぼ）

【呉音を採るもの】
色（しき），大（だい），廼（ない），力（りき），
呂（ろ）

【慣用音を採るもの】
沂（き），祉（し），鋤（じょ），黼（ほ），葆（ほ），
喇（ら）

【その他】
「緒」は「しょ」とするが，「ちょ」と言っても
誤りとはしない。

【例外（原音読みする例）】
梅蘭芳（メーランファン）

▼字音読みの地名：原則として「漢音読み」を
採用する。ただし慣用的に原音読みが一般的
な地名は原音読みとする。

【特例的に呉音を採るもの】
右（う），治（ぢ），色（しき），台（だい），臺

（だい），彌（み），呂（ろ），和（わ）
【特例的に慣用音を採るもの】

埡＝堊（あ），兌（だ），陬（すう），陡＝ ＝
斗（と），涌（ゆう），潼＝ （どう）

【原音読みとするもの】
厦門（アモイ），呉淞（ウースン），開平（カイ
ピン），廣西（カンシー），廣東（カントン），
下関（シャーカン），上海（シャンハイ），汕
領

（ママ）

（スワトー），太沽（タークー），塘沽（タン
クー），芝罘（チーフー），南京（ナンキン），
寧波（ニンポー），漢口（ハンカオ），北平（ペー
ピン），香港（ホンコン），澳門（マカオ），
龍華（ロンホー）

 （『満蒙支那人名地名表』からまとめた）

	 （写真9,10参照）
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またモンゴル語等の原音読みに関しては，具
体的な人名・地名が大量に例示されている。そ
の一部のみをここに記す。

次に『難読仏教語彙』は，読み方にゆれのあ
る仏教語約1,500語・寺院名約200語の発音
を示したものである。仏教語は原則として呉音
読みであるが，例外的に漢音読みや訓読するも
のも含まれている。また，仏教語起源で一般
語として用いられているものも収録されている。
掲載例を整理していくつか示す。

　還俗（げんぞく）
殺（呉音「せつ」・漢音「さつ」）
　殺害（せつがい）
　（現代語としては「さつがい」とも読む）
有（呉音「う」・漢音「いう」）
　有為（うい）（普通語としては「ゆうい」と読む）
求（呉音「ぐ」・漢音「きう」）
　求道（ぐどう）
　（現代語及基督教用語としては「きゅうどう」）
禮（呉音「らい」・漢音「れい」）
　禮拝（らいはい）
　（普通語及基督教用語としては「れいはい」）
益（呉音「やく」・漢音「えき」）
　利益（りやく）（普通語としては「りえき」）
建（呉音「こん」・漢音「けん」）
　再建（さいこん）
生（呉音「しょう」・漢音「せい」）
　生死（しょうじ）（普通語としては「せいし」）
食（呉音「じき」・漢音「しょく」）
　食堂（じきどう）
立（呉音「りゅう」・慣用音「りつ」）
　安心立命（あんじんりゅうめい）
　（普通語としては「あんしん・りつめい」）

【漢音の例】
刹（呉音「せつ」・漢音「さつ」）
　古刹（こさつ）
霊（呉音「りょう」・漢音「れい」）
　霊験（れいげん）

【濁音で読む例】
　執着（しゅうじゃく）
　貪着（とんじゃく）
　敵国降伏（てきこくごうぶく）

【連濁の例】
　本懐（ほんがい）（現代語としては「ほんかい」）

【連声の例】
　善悪（ぜんなく）（現代語としては「ぜんあく」）

（『難読仏教語彙』からまとめた；いずれも現代かな
づかいに修正）

【呉音の例】
母（呉音「も」・漢音「ぼ」）

鬼子母神（きしもじん）
下（呉音「げ」・漢音「か」）

天上天下唯我独尊（てんじょうてんげゆいが
どくそん）

還（呉音「げん」・漢音「ぐゎん」）
	 （写真13参照）

【原音読みの人名例】
多爾濟（ドルヂ），阿勒坦鄂齊爾（アルタン・
オチル），烏雲達賚（ウユン・ダライ），圖布
陞巴雅爾（トプション・バヤル）

【原音読みの地名例】
錫林郭勒盟（シリンゴルめい），察哈爾哈爾
哈（チャハルハルハ），布里雅特（ブリヤト），
鄂倫春（オロチョン），鄂爾多斯（オルドス），
阿穆爾河（アムール河），呼倫貝爾（ホロンバ
イル），海拉爾（ハイラル），滿洲里（マン
チューリ（マンヂュリー）），佳木斯（チャムス），
烏蘇里河（ウスリー河），烏蘭哈達（ウランハ
ダ），哈爾濱（ハルビン），齊齊哈爾（チチハ
ル），庫倫（クーロン），鄂爾渾河（オルホン
河）

（『満蒙支那人名地名表』から抜粋した）

	 （写真11,12参照）
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写真8　
「事変ニュースの用語について」
（1937.9.29）

資料写真
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写真９　
『満蒙支那人名地名表』（1937）
（支那人名）

写真10　
『満蒙支那人名地名表』（1937）
（支那地名）
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写真11　『満蒙支那人名地名表』（1937）（蒙古人名）

写真12　『満蒙支那人名地名表』（1937）（蒙古地名）
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写真13　『難読仏教語彙』（1937）
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４　1938年

この年，放送用語委員会では漢語の読みに
関する問題を多く取り上げている。たとえば，
3月から10月にかけての議題として聴取者から
の投書を取り上げた回が複数回あるが，それら
のなかから漢語の読みについてのものを抽出し
て整理すると次のようになっている。

4月13日には，1935（昭和10）年にまとめた
『常用漢語発音整理表』の規定を再検討するた
めに，字典音（呉音・漢音）ではなく慣用音を
用いる読みで決定されていた35語と，おそらく

『常用漢語発音整理表』発刊以降に読みが決定
された9語が取り上げられた。その結果，表3
のとおり一部変更をすることが4月28日に報告
された。この6語の読みは，慣用音から字典
音への変更である。

同じく4月28日には，下記のように，それま
での「慣用音重視」から「字典音重視」にシフト
するような提案が出されている。

○放＝聴取者が投稿で指摘した「放送で用いられ
た読み方」
○投＝聴取者が投稿で指摘した「正しい読み方」
※下線は，当時の放送用語委員会での規定と
合致する語形（審議時以前には規定が存在し
なかった語には付していない）

「廣播電台」○放こうはんでんだい〜○投こうはでん
だい

「減殺」○放げんさつ〜○投げんさい
「三百尾」○放三百ぴ〜○投三百び
「示威」○放じい〜○投しい
「十発」○放じゅっぱつ〜○投じっぱつ

（規定上は「じっぱつ」，ただし東京下町方
言では「じゅっぱつ」であるという付記あり）

「十分」○放じゅっぷん〜○投じっぷん
（規定上は「じっぷん」，ただし東京下町方
言では「じゅっぷん」であるという付記あり）

「順応」○放じゅんのう〜○投じゅんおう
「同人」○放どうじん〜○投どうにん

（規定上は「どうじん雑誌」「どうにん（同じ
人の意）」）

「読経」○放どきょう〜○投どっきょう
「南氷洋」○放なんぴょうよう〜○投なんひょうよう
「払暁」○放ふつぎょう〜○投ふっきょう
「法主」○放ほっす〜○投ほっしゅ
「満腔」○放まんくう〜○投まんこう

【いずれも現代かなづかいに修正した】

表３　漢語の読みの改定（1938年）

現行規定 改定

絶叫 ぜっきゅう ぜっきょう

満腔 まんくう まんこう

口腔 こうくう こうこう

杜撰 ずざん ずさん

綴字法 せつじほう てつじほう

點綴 てんせつ てんてつ

【いずれも現代かなづかいに修正した】

《引用文４－①》
漢語の発音整理について
一．素読よみの必ずしも信をおきがたきこと。

〔例〕絶叫［ゼッキュー］
仏教の方では「阿鼻 叫

キョー

喚」と昔から正しく
読んでゐるのに，漢学者だけが「ゼッキュー」
といって来たのは，どうも素読よみの誤りら
しく思はれる。

　　 数奇［サクキ］
これも「スウキ」が正しいのに，奇妙に廣く

（殆ど全国的であらう）「サクキ」が行はれて
をり，その惰性は今の中等教育にも及んで
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なお放送用語委員の長谷川誠也は，慣用音
をできるかぎり尊重すべきであるという内容の
放送を，1939（昭和14）年1月28日におこなっ
ている。慣用音は「日本音」であって，字典音
を絶対視する必要はないという主旨である（長
谷川誠也（1941）pp.148-149）。

５　1939年～1940年3月

この時期には，放送のことばの運用にもさま
ざまな制約が出るようになってくる。たとえば日
本放送協会（1977）に掲載された年表（1939
年7月1日，p.682）には，「このころから放送
番組編成に直接国が関与介入し始め，7.26逓
信省電務局無線課長・内閣情報部情報官等が
参画する「時局放送企画協議会」の第1回会議
開催，以後次第に官庁側の国策的見地に基づ
く提議・提案の場に変わる」と記されている。

第1期の放送用語委員会である「放送用語
並発音改善調査委員会」は1940（昭和15）年3
月に活動を終え，関連事務も4月をもって終了
した（調査部（1940））。

1939（昭和14）年の流行語として，「複雑怪
奇」「ぜいたくは敵だ！」が挙げられている（日本
放送協会（1977）p.683）。

なお1940年には，陸軍が「兵器名称及用語
ノ簡易化ニ関スル規程」を2月に通達し，さら

ゐる。
二．慣用音（又は慣用音として字典にも採録さ

れてゐないやうな俗読み）は，教育の普及と
字典の普及とによって，漸次，字典音に改
定せられつゝある（一面，新聞のルビによる
字音教育も仲々無視することはできない）。

〔例〕絶叫　ぜっけう
　　 撒布　さっぷ
三．この際，放送用語も思ひ切って，次の原

則に依ることにしては如何。
（一）なるべく字典音に依ること。特に漢語と
しての語感の濃いものはこの建前による。

〔例〕撒布（さっぷ） 「傳単の撒布」
 「政府資金の撒布」
截然（せつぜん） 「截然と区別して」
洗滌（せんでき） 「過去の汚泥を洗滌して」

〔付記〕右の如き例が仮にニュースに出ること
はないとしても，原則としてさう決めておく。

（二）俗用の語（特に名称に多い）には例外
を認める。

〔例〕撒水車（さんすいしゃ）
　　 截断機（さいだんき）
　　 攪拌機（かくはんき）
　　 洗滌器（せんじょうき）

〔付記〕将来医学用語として「せんじょう」に
一定せられようとも，一般国民を相手の放
送としては「せんでき」と読むを原則とする。

四．以上の原則によって前回決定の読方を見
直すと，次の如く改定が希望せられる。
截然（せつぜん）　簡明直截（かんめいちょ
くせつ）　撒布（さっぷ）　洗滌（せんでき）
掉尾（ちょうび）　忌諱（きき）　憧憬（しょ
うけい）　紊乱（ぶんらん）　攪乱（かうらん）
言質（げんち）（前に「げんしつ」と決ったこと
がある）

五．慣用音中，左列の類を動かさうといふの
では勿論なく，漢語的なもので，かつ大体，
投書が来さうなものといふ範圍についていふ
のである。

己
コ

　話
ワ

　通
ツウ

　空
クウ

　輸出輸入等の輸
ユ

（その他「常用漢語発音整理表」付録「慣用
音一覧」参照）

〔備考〕輸出輸入等の輸に問題はないが，極
く漢語的な「輸贏」になると問題である。



192│ NHK放送文化研究所年報 2015

に「兵器用語集」の制定を5月に通知した（平
井昌夫（1948））。「生硬な漢語名を世間普通の
ものに改めたもの」として，下記のようなものが
ある。

これに関して平井昌夫（1948）は，「もともと
陸軍は軍の威厳を保つ必要から，きわめてぎ
ごちない漢語を兵器の名称に用いていたが，
日華事変以来応召者が増加するにつれ，兵の
教育程度も尋常小学校四年ぐらいに低下し，
読みうる漢字も四，五百字であるのに，兵器の
名称に用いられる漢字は部品までいれると
四千字以上となり，未教育補充兵の軍隊教育
はほとんど不可能に近かつた。【中略】軍報道
では一方に難解難読の漢字を新聞雑誌にまき
ちらして国民の無批判的な軍部依存の態度を
強化しつつ，他方兵隊には国語簡易化を実行
しなければならなくなつたのである」と述べて
いる。

5.1　使用の問題（1939年～1940年3月）
漢語の使用をめぐって，この年には下記のよ

うなものが放送用語委員会の席上で議題と
なった。

《引用文５－①》
極軟鋼鍍錫→ぶりき 纒絡機→ウインチ
制動機→ブレーキ 輻履→スポーク受
牝螺→ナット 傳聲筒→メガホン
孤光燈→アーク燈 扛起器，扛重器→ジャッキ
輸削機→フライス盤 電動鑚孔器→ハンドボール
縫綴機→ミシン 稜鏡→プリズム
兩脚規→コンパス 噴焰器→トーチランプ
尖鉋→フライス 斷鋏器，鐵線鋏→ベ

（ママ）

ンチ
牡螺範→ダイス 牝螺範→タツプ
螺鑰→スパナ 轉把→ハンドル
歪輪→カム 活塞→ピストン
噴嘴→ノズル 喞筒→ポンプ
（保科孝一（1942）pp.65-68，字体は原文のとおり）

《引用文５－③》
▼一．長谷川委員提出

(1)次の語は放送用語として言換への必要は
ないか

１．傍受
例，ベルリンの放送をニユーヨークで傍受
した
２．進駐
例，ソビエト軍はポーランド領へ進駐を開
始した

【中略】
二．用語調査提出
(1)次の語は放送用語としては，言換へる必
要はないか。

複雑怪奇
公文書の発表文に非ざる限り，ニュース
に於ては多少の迫力を減ずるとしても，

「複雑極まりない…」等と言換へる方が
よろしからうと思はれるが如何。

（放送用語委員会議案（1939.9.23））

《引用文５－②》
▼次の如き語句は放送の場合言換へる必要は
ないか（長谷川委員提出）
　害我利敵

［註］⑴害我利敵の行為控制（七月廿五日 東
朝）
⑵害我利敵の行為措置控制（仝日 読売）
⑶害日利敵の行為を排除（仝日 報知）
⑷日本軍を害し又はその敵を利するが如
き一切の行為（七月廿四日午後十時 外
務省発表帝国政府声明文）

（放送用語委員会議案（1939.7.26））

	 （写真14参照）
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《引用文５－④》
▼三．長谷川委員提出
（三）左の略語を放送上使用して宜しいか，
いかが。
　⑴「愛婦」（愛国婦人会）
　⑵「国婦」（国防婦人会）

（四）放送用語として左の語を採用しても宜
しいかどうか

⑴「電髪」
⑵「散華」 華 し々く戦死（特に空中戦にて）
の意。

（放送用語委員会議案（1939.10.13））

《引用文５－⑤》
▼一．長谷川委員提出
（Ａ）用語に関する當局の質問に対して左の
語は難解であると回答したものがある。これ
ら果して難解の語であるか，若し難解である
とすれば，如何に言ひ換へすべきか。
1.打歩（「法幣対聯銀券の打歩

4 4

」此語の読方
〔ダブ〕又は〔ウチブ〕いづれを採用すべき
か。 ／ 2.派生的紛争 ／ 3.峨々たる中條山
脈・峨々たる天嶮（峨々

4 4

，天嶮
4 4

共に難解） ／ 
4.潰走する敵（潰走

4 4

の二字難解） ／ 爆砕 ／ 
6.出撃 ／ 7.熾烈 ／ 8.炎上 ／ 9.要衝 ／ 
10.敢行 ／ 11.鹵獲（鹵獲品） ／ 12.上航中 
／ 13.多量の軍需品を飛散せしめ（飛散

4 4

の二
字難解） ／ 14.遺棄死體 ／ 15.分進作戦 
／ 16.包圍（包圍網） ／ 17.殲滅 ／ 18.土
民は非常に憤激してをります（憤激

4 4

の二字難
解） ／ 19.汲々として ／ 20.両部隊の精鋭

（精鋭
4 4

の二字難解） ／ 21.蟠居 ／ 22.これま
での迷夢 ／ 23.全面的協力 ／ 24.検問検
索 ／ 25.隔絶 ／ 26.牢固として ／ 27.不遜
にも ／ 28.撤退 ／ 29.配置 ／ 30.温床 ／ 
31.攪乱 ／ 32.商社 ／ 33.痛痒 ／ 34.銭舗 
／ 35.商談 ／ 36.銀號 ／ 37.為替集中制 

／ 38.表裏一體 ／ 39.労務者（－住宅） ／ 
40.不急建築物 ／ 41.傷痍軍人 ／ 42.魚粕

（附）〔ギョカス〕と読むか，或は〔ウオカス〕
と読むか。〔ギョカス〕の方が一般的であると
いふ。 ／ 43.抗日言論の跳梁（跳梁

4 4

の二字
難解）

（Ｂ）回答中，聞き誤られる語として左の例
が挙げられてゐる。これらを如何に取扱うべ
きか。

猛爆撃－盲爆撃　 ／ 　戦果－戦禍　 ／ 
銃爆撃－重爆撃　 ／ 　炎焼－延焼－全
焼　 ／ 　軟調－難調

（Ｃ）回答中左の用語は不適當であるから，
適宜に言換へる必要があるといふ説がある

（圏点を附した語が不適當と見なされてゐる）
1.…の線を進発

8 8

 ／ 2.南昌の東方濕地帯
8 8 8

（ぬ
4

かるみ地帯
4 4 4 4 4

とでも云つた方がよい） ／ 3.猛
爆撃を敢行

8 8

（行ふ
4 4

と云つた方がよい）【中略】
6.「不急

8 8

建築物」は急がない
4 4 4 4

と言換へた方が
よい。 ／ 7.「抑制

8 8

」をおさへる
4 4 4 4

。「建設」を
建てる
4 4 4

と云つた方がよい。
（放送用語委員会議案（1939.11.11））

《引用文５－⑥》
▼一．長谷川委員提出
（一）左の語は放送用語として適切であるか，
どうか。
1.「米穀の蒐荷

4 4

不円滑」 ／ 2.「蒐荷機構
4 4 4 4

の整
備」 ／ 3.「集荷配給

4 4 4 4

機関」 ／ 4.「消費規整
4 4 4 4

が行はれ，物を自由に費消
4 4

することもできな
くなった。」（週報十一月一日） ／ 5.「発注」

「発註」［例］航空機一萬五千台，英仏の発
4

注
4

豫想（東日 十一月五日） 飛行機幾千を発
4

註
4

（東朝 十月二十日）
（二）左の語は放送用語として適當であるか。
1.（イ）「廣播性」（ロ）「擴散性」 【中略】 ／ 
2.（イ）「口問口答」（ロ）教育禍」【中略】「教
育禍」は所謂試験地獄の弊害を意味する。 
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放送用語委員の一人である長谷川誠也が，
むずかしい漢語の例を頻繁に提議しているの
が印象的である。これらを一読してわかるとお
り，是正すべきものとして取り上げられた漢語
の多くは，当時の状況を反映したことばである。
情勢の変化によって，放送で硬い漢語が乱用
されるようになったことに対して，放送用語委
員会としてはなんとかして「耳で聞いてわかり
やすいことば」を提案しようとした姿がうかがえ
る。

長谷川誠也は第1期放送用語委員会の最後
の主査であったが，1940年に死去した（佐藤孝

（1940.9））。
『放送用語調査委員会決定語彙記録　第2

集』という資料があるが，これは1939（昭和
14）年5月から1940（昭和15）年3月の間の放
送用語委員会（全17回）で決定された項目を
五十音順に整理したものである（1940年3月発
行）。この資料では，「放送用語としては不適当
であつて，特に言換へまたは言添への言葉を
必要とするもの」に△の印が付されている。漢
語の使用にかかわるものとしては次のようなも
のが挙げられている。

／ 3.「指向」［例］宣傳戦の武器として放送
を敵方に指

しかう

向した場合には…（週報十一月八
日号） この欧洲の宣傳戦が吾国にいかに指
向されてゐるか…（仝上） ／ 4.「錬成」［例］
次代の国家を背負って立つべき国民を錬成
する上に…

（放送用語委員会議案（1939.11.24））

《引用文５－⑦》
▼二，保科委員提出　漢語整理私案

攪乱：カキ乱ス ／ 嚥下：飲ミ下ス ／ 庇護：
カバウ，擁護 ／ 昏倒：卒倒 ／ 怯懦：卑怯，
臆病 ／ 攪拌：カキ交ゼル ／ 蹉跌：ツマヅク，
失敗，失脚 ／ 爾来：ソノ後，ソレ以来 ／ 
爾余：ソノ他，ソノ外 ／ 邂逅：廻リ合ウ ／ 
眩暈：目マヒ ／ 槓杆：テコ ／ 安堵：安心 
／ 咳嗽：セキ ／ 矍鑠：達者，元気 ／ 萎縮：
スクム，チヂカム ／ 迂廻：遠マハリ ／ 冤罪：
無実ノ罪，ヌレ衣 ／ 呪詛：ノロフ ／ 焦躁：
アセル，イラダツ ／ 全潰：マルツブレ ／ 
瞳孔：ヒトミ ／ 憧憬：アコガレ ／ 斧鉞：
大ナタ ／ 幇助：援助 ／ 利潤：利益 ／ 乾
坤一擲：一カバチカ，乗ルカソルカ ／ 威喝：
オドス ／ 余燼：燃エ残リ ／ 斡旋：周旋，
世話 ／ 改竄：改訂，改正 ／ 鏖殺：皆殺
シ ／ 懊悩：ナヤミ，モダエ ／ 琴瑟相合：
夫婦和合 ／ 収獲：取入 ／ 憔悴：ヤツレル 
／ 浚渫：サラフ ／ 闖入：乱入，侵入 ／ 
凍瘡：霜ヤケ ／ 内訌：内輪モメ ／ 披瀝：
打明ケル ／ 凌駕：凌グ ／ 凱切：適切 ／ 
覚醒：自覚，目ザメル
三．長谷川委員提出
（一）左の同音語の言換へ又は説明の必要
なきか
貴金属〜稀金属 ／ 時艱（－の明察）〜時
患

（二）左の如き語は放送用語として如何に

取扱ふべきか。（何れも「週報」より）
非鉄金属（銅，亜鉛，錫，アンチモニー等） 
／指導網 ／ 啓培 建全なる家風の中には
自から徳操が涵養され智能の啓培と共に
健やかな肉體の発育が開始される（文部省

「時局と家庭教育」）。
（放送用語委員会議案（1939.11.24 ･ 12.11））
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5.2　読みの問題（1939年～1940年3月）
1939（昭和14）年の4月に，『放送用語調査

委員会決定語彙記録　第1集』が出されてい
る。これは，1934（昭和9）年1月から1939（昭
和14）年4月の間の放送用語委員会（全89回）
で決定された項目に関する事項（約2,200）を
五十音順に整理した資料である。漢語の読み
に関する規定も，多数掲載されている。なお，
この資料の掲載内容については，塩田雄大

（2014）の4章および8章で分析をおこなった。

漢語の読みについて，この年には次のような
諸項目が放送用語委員会での議題として取り
上げられた。各回の議題が最終的にどのよう

に決定されたのかは『放送用語調査委員会決
定語彙記録』第1集・第2集にまとめて記され
ており，それらも参照して下記に示した。

愛婦，安堵，以下（「その他」と言い換えられ
る「○○首相以下」など），威喝，萎縮，迂廻，
嚥下，冤罪，鏖殺，懊悩，害我利敵，邂逅，
改竄，凱切，咳嗽，夏季攻勢，擴散性，矍鑠，
覚醒，攪拌，攪乱，分蘖，稀金属，教育禍，
怯懦，琴瑟相合す，啓培，眩暈，乾坤一擲，
槓杆，口問口答，国婦，昏倒，蹉跌，散華，
時艱（時患），収穫，蒐荷機構の整備，集荷
配給機関，銃爆撃，重爆撃機，呪詛，出撃，
浚渫，爾餘，上航中，憔悴，焦躁，消費規整，
慴伏，全潰，闖入，電髪，憧憬，搗精制限，
凍瘡，内訌，軟調，爆砕，派生的，発註（発
注），発註予想，庇護，飛散，豹変，表裏一体，
披瀝，斧鉞，不急，複雑怪奇，不遜にも，分
蘖，米国の蒐荷不円滑，傍受，幇助，保健，
盲爆，盲爆撃，盲導犬，抑制，餘燼，利潤，
凌駕，屢報，錬成，牢固として

（『放送用語調査委員会決定語彙記録　第２集』から
抜粋）

	 （写真15参照）

※放送用語委員会の議案として提出された複
数の読みを記した。そのうち席上での審議を経
て最終的に決定された語形に，下線を付した。
いずれも現代かなづかいに修正した。

【ア行】
絵本（えほん〜えぼん）／大騒動（おおそうどう
〜だいそうどう）

【カ行】
稀代（きたい〜きだい）／寄贈（きそう〜きぞう）
／奇特（きとく［現代語］〜きどく［古語］）／九
死に一生（きゅうしにいっしょう〜くしにいっ
しょう）／軍神（ぐんしん〜ぐんじん［古語］）

【サ行】
執拗（しつおう〜しつよう）／四分五裂（しぶん
ごれつ〜しぶごれつ）／慴伏（しゅうふく〜しょ
うふく）／饒舌（じょうぜつ〜にょうぜつ）／神
祇院（しんぎいん〜じんぎいん）／振作（しんさ
〜しんさく）／神事（しんじ〜じんじ）／全国放
送（ぜんこくほうそう〜ぜんごくほうそう）／船腹

（せんぷく〜ふなばら）／贈呈（そうてい〜ぞう
てい）／贈与（そうよ〜ぞうよ）

【タ行】
／大規模（おおきぼ〜だいきぼ）／大それた事

（おおそれたこと〜だいそれたこと）／大和協力
（たいわきょうりょく〜だいわきょうりょく）／頓
着（とんちゃく〜とんじゃく）

【マ行】
万葉集（まんにょうしゅう［放送ではなるべく］〜
まんようしゅう）／無頓着（むとんちゃく〜むと
んじゃく）／面目（めんぼく〜めんもく）／妄想

（もうそう〜もうぞう）／盲導犬（もうどういぬ〜
もうどうけん）

	 （写真16参照）
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写真14　
「放送用語委員会議案」（1939.7.26）

資料写真
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写真15　
『放送用語調査委員会決定語彙記録　第２集』
（1940.3）

写真16　
『放送用語調査委員会決定語彙記録　第１集』
（1939.4）
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６　1940年9月～1941年

第1期の放送用語委員会（正式名称「放送
用語並発音改善調査委員会」）は1940（昭和
15）年3月に活動を終え，同年9月に第2期の
放送用語委員会（正式名称「ニュース用語調査
委員会」）が発足する。

報道部の所管となって「現業即応の態勢が
いっそう強化された」（日本放送協会放送史編
修室（1965））という。

第1期放送用語委員会の事務規定では「本
事務ハ放送ニ使用スベキ標準語及其ノ適正ナ
ル発音ヲ研究調査シ之ガ実用化ヲ図ルヲ目的ト
ス」（調査部（1940））となっていたが，第2期

放送用語委員会の規定は「第一条　ニュース用
語調査委員会ハ「ニュース」其ノ他ノ放送用語及

「アナウンス」ニ関スル調査研究ヲ行ヒ之ガ実用
化ヲ図ルヲ目的トス」（佐藤孝（1940.9））と示さ
れている。「放送で使うことば全般」から，「ニュー
スをはじめとする放送用語とアナウンス関連」
へと，焦点がやや絞られたものと言うことがで
きる。

1941（昭和16）年10月および11月のニュース
用語調査委員会に関して，下記のような記録
が残されている。

（内閣）情報局は，内閣直属の機関として
1940（昭和15）年12月に設立された組織で，
新聞・放送・映画・レコード・演劇・演芸に対
する検閲を含む指導取締りの権限を持ってお

《引用文６－①》
放送用語並発音改善調査委員会は本年三月を
以て一応の発展的解消を遂げ調査部所管の用
語調査事務は十五年度からは報道部に移管さ
れ，別の新しい体制の下に再出発することにな
つたが【中略】放送用語並発音改善調査委員
会の事務は，昭和八年当時の事業部に於て最
初三ヶ年の計画を以て立案され，同九年一月
より実務が開始され，その後同年五月主管部
たる事業部が計画部となり，更に同十三年三
月調査部に移管され十四年度まで継続されて
来たのである。【中略】放送用語の調査研究が
恒常的な必要性を有する事は論を俟たない所
であつて，従来の名称の委員会は玆に消滅し
たが，更に新しく放送現業に即した用語調査
の事務が執られる事になり，茲に報道部に『ニ
ユース用語調査委員会』の設置を見（別項参
照），具体的実用的の事業が開始されるに至
つた事は誠に慶賀に堪へない。

（日本放送協会（1940））

《引用文６－②》
難解語の言換表の作成
放送用語の平易化については情報局に於ても
相当考慮し，当方の調査と採択に尠からず期
待を有してゐる故，当方に於ては特にむづかし
い語及び放送用語に不適当な語等の表を作成
し，参考資料として放送用語平易化の徹底を
図るべきことに申合せた。

（ニュース用語調査委員会議案（第13回，1941.10.10））

《引用文６－③》
『備要追加（言換の部）』は，『国策放送』（十月
号）より難解語を採択して，言換を為したもの
であるが，情報局に於ても同様に放送用語の
平易化を考慮中のため，當方にあつてもこれ
と協力することとなつた。

（ニュース用語調査委員会議案（第14回，1941.11.13））
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り，戦時下の国策に沿って思想・文化全般の
指導統制をおこなっていた（日本放送協会

（2001）p.144）。情報局官制公布時の閣議書
には，「第一条　情報局ハ内閣総理大臣ノ管
理ニ属シ左ノ事項ニ関スル事務ヲ掌ル ／ 一 
国策遂行ノ基礎タル事項ニ関スル情報蒐集，
報道及啓発宣伝 ／ 二 新聞紙其ノ他ノ出版物
ニ関スル国家総動員法第二十条ニ規定スル処
分 ／ 三 電話ニ依ル放送事項ニ関スル指導取
締 ／ 四 映画，蓄音機レコード，演劇及演芸
ノ国策遂行ノ基礎タル事項ニ関スル啓発宣伝
上必要ナル指導取締」とある3）。

放送に対して，このような組織からの統制が
強まってきた時期である４）。

6.1　使用の問題（1940年9月～1941年）
第2期放送用語委員会になってから出された

『放送ニュース編輯便覧』は，ニュース原稿を書
く際の注意点が記された177ページの資料であ
る。第1部が文章篇，第2部が語彙篇で，後
者には「むづかしい漢語の書換へ」「放送用語
として適当でない語」などの章も立てられてい
る。漢語について，次のように示されている。

また同資料には，放送での言いかえ・言い
添え用として五十音順にまとめられた語彙表が
掲載されており，およそ600項目が掲載されて
いる。これについては別途分析を試みたい。

また，第2期放送用語委員会での特筆すべ
き活動として，『放送用語備要』の原案作成・
確定作業が挙げられる。これは，読みや用法
などに関して議論の余地があることばを対象
に，放送での使用規定を明示するものである。
事務局側が作成した原案を，毎回の委員会で
審議していた。たとえば第1回の議案は「アの
部（一）」「イの部（一）」…という形でそれぞれ
別の用紙に記入されており，その次の第2回審
議では「アの部（二）」「イの部（二）」…というよ
うになっている。毎回の議案用紙を五十音順に
並べかえると，辞書形式に近い形のハンドブッ
クができあがるようになっている。記録によれ

《引用文６－④》
第一　むづかしい漢語の書換へ

「語る文章」としてのラヂオ･ニュース用語は，
耳遠くむづかしい言葉殊に難解な漢語があっ
てはならないので，出来るだけ之等を分りよく
改めるのがよい。
（△過日 ◎さきごろ）（△過般来 ◎先頃から）
（△諸般の ◎色々な）（△種々 ◎いろいろ）
（△目下 ◎今の所）（△急速に ◎速く，速に）
（△早急 ◎いそいで）（△経過 ◎なりゆき）

（△経緯 ◎いきさつ）（△突如 ◎突然）（△
紛糾 ◎ごたごた）（△紛糾する ◎ごたつく）

（△逢着する ◎到着する，至る，ぶつかる）
（△要望 ◎希望，望む）（△翹望 ◎熱望，
希望，望む）（△不即不離 ◎つかずはなれ
ず）（△需給 ◎需要と供給）（△購入 ◎買入
れ）（△連袂脱党し ◎そろって党を脱退し）

（△挿秧期 ◎田植時）（必要不可缺な ◎必
要缺くことの出来ない，無くてならない）（△
顕現 ◎あらはれ）（△具現する ◎具体的に
現はす）（△累加する ◎段々とふえて行く）

（△劈頭 ◎最初に，まっさきに）（△頑敵 ◎
頑強な敵）（△禁絶する ◎絶やす，絶つ，
根絶しにする）（△桎梏 ◎鎖）（△空路 ◎飛
行機で）（△海路 ◎船で（汽船で，軍艦で））

（△陸路 ◎汽車で，自動車で）
（『放送ニュース編輯便覧』1940年10月）

	 （写真17参照）
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ば1940年12月11日の委員会（第4回）で『放
送用語備要』第1回分の審議がおこなわれ，
1944（昭和19）年3月13日の委員会（第38回）
で第34回分の審議がなされている（第35回分
の議案は資料は残されているが，審議日が不
明である）。

たとえば，初回の「サの部（一）」は次のよう
になっている。

この回の資料で見ると，「再建，定かに目撃
出来なかったが，暫時，参戦問題，残存，撒布」
にそれぞれ言い換え表現が付してある。漢語が
5つ，連語が1つである。

1941年7月11日のニュース用語調査委員会
（第11回）では，外来語の取り扱い方針に関し
て，新村出が「外来語を取扱ふに当つても寛容
的な態度をとるべきであつて，若し無理でない
換へ言葉があればそれで結構であるが，さもな
い時には不自然な難しい漢語等を以て言換え
たりするのは，却つて国語を愛することにはな
らない」と述べている（佐藤孝（1941.8））。当
日の議題記録では，「『ベースボール』が『野球』
になつた様な自然の変化はよいが，之を無理
に言ひ換へようとするのはよくない。「カーテ
ン」・「エスプリ」の如きを強いて訳さうとすると，
却つて原語とは全く違つたものになってしまふ
懼がある」と記されている。

1941年12月11日のニュース用語調査委員会
（第15回）では，以下のような議題の審議が予
定されていた。

表４　「放送用語備要　サの部（一）」	（第１回・1940年）

語彙 発音 言換 備考

再建 サイケン たてなほし 仏教語としては
〔サイコン〕

齋藤良衛
《人》

サイトー・ヨシ
エ 外交顧問

坂本瑞男
《人》

サカモト・タマ
オ

外務省欧亜
局長

昌谷忠《人》 サカヤ・チュー フィンランド駐
剳公使

昨夜 サクヤ 〔サクヤ〕を採
らず

定かに目撃出
来なかつたが

よく見えなか
つたが…　は
つきり見えな
かつたが

佐藤尚武
《人》

サトー・ナオタ
ケ 元外務大臣

沙涌
《支・地》 サヨー 廣東省

Salzburg
《外・地》 ザルツブルク 〔ブルグ〕を採

らず

三角洲 サンカクス 〔サンカクシュ
ー〕と言はず

暫時 ザンジ しばらく　少し
の間

参戦問題 サンセンモン
ダイ

戦争参加問
題

残存（－する）ザンソン 残り　残つて
ゐる

〔サンゾン〕を
採らず

三岔口
（蒙地） サンチャコー

綏遠省〔サン
ブコー〕に非
ず

撒布（－する）サンプ ふりまく　まき
散らす

〔サップ〕を採
らず

	 （写真18参照）

《引用文６－⑤》
難解語句の言換について
某方面では最近政府関係の或る種の放送講演
中に於ける聴取上理解困難と認められる用語
の摘録（総数約五百三十）を行つたので，當
方に於てその難解語句の言換を試みた所，そ
の過半数は言換が或る程度まで出来るが，一
部には簡単には言換へられないものもあり，
之等を大別すると次の様になる。

第一類　大体に於て言換可能のもの
第二類　術語又は成語・慣用句として認む
べきもの（この内には比較的簡単に言換へ
得るものもないではない）
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この議案は，1941年12月3日起案・同5日
決裁・同9日発送（速達便）となっていたが，こ
の回の委員会は「大東亜戦争勃発により時局
の緊迫に鑑み，流会」となった。

第三類　語句として使用不可能のもの乃至
妥当でないもの（この内には，前後の関係が
なければ意義不明のもの，聴覚言語として
全く成立し得ないもの等）

左にその例を掲げる。
第一類の語句

暗影（くらい影） ／ 安固（安全堅固） ／ 能
ふ限り（出来る限り，出来るだけ） ／ 委嘱（頼
む，仕事を任せる） ／ 一体不離（一つにまと
まつた…）／ 厭戦的（戦争をいやがる，戦争
を嫌ふ）／ 営々たる努力（非常な努力，不断
の努力，絶えざる努力，苦心と努力）／ 胸底

（心の底，胸のうち，肚のうち，心中）／ 胸
襟を開く（うちあける，うち解ける）／ 国礎（国
のいしずゑ）／ 詳言（くはしく言ふ）／ 熾烈化

（はげしくなる，はげしくする）／ 数的変動（数
に於ける変動，数字の変動）／ 率急（至急，
いそいで）／ 造成（つくり，つくり上げる，つ
くり上げ）／ 念慮（おもんぱかり，念願）／ 
瀰漫（はびこる，ゆきわたる，はびこり）／ 
附言（言ひそへる，言ひ足す，言ひそへ，言
ひ足し）／ 方途に思を致し（方法を考へ）

第二類の語句
アウトサイダー／ 悪循環 ／ 依存経済 ／ 運
航能率 ／ 演繹 ／ 観念的傾向 ／ 感覚的
刺戟 ／ 企業 ／ 供給源 ／ 機帆船 ／ 求償
制度 ／ 構成員 ／ 恒久方策 ／ 国民文化
財 ／ 社会立法 ／ 衆議統裁 ／ 資質強化
策 ／ 信條 ／ 趨勢 ／ 人格的融合 ／ 整備
強制 ／ 知性 ／ 日本的性格 ／ 破邪の剣

第三の語句
喜観随順 ／ 究明検討 ／ 顕厭的 ／ 自我功
利 ／ 集的軽送 ／ 辛労の過重 ／ 授受注入 
／ 専然 ／ 弾撃 ／ 知得領有 ／ 代採勧奨 
／博大雄深 ／ 避止 ／ 睥睨 ／ 保健則 ／ 
保全治用 ／ 鋒鏑 ／ 妙言 ／ 無知盲目 ／ 
迷信的決心 ／ 抑断 ／ 隆替の厳頭に立つ

（ニュース用語調査委員会議案（1941.12.11当初予定））

	 （写真19参照）
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写真17　
『放送ニュース編輯便覧』
（1940.10）

資料写真
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写真18　
「放送用語備要　サの部（一）」
（第1回，1940.12.11）

写真19　
「ニュース用語調査委員会議案」
（1941.12.11当初予定）
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７　1942年～1945年（概況）

本稿の冒頭でも示したとおり，太平洋戦争
中の状況の詳細については，別項を準備して
論じることとしたい。ここでは，概況のみを簡
単に示しておく。

なお，放送では1942（昭和17）年に「アナウ
ンサー」を「報道員」と言いかえ，また1943（昭
和18）年には「ニュース」を「報道」と言いかえ
ることにした。このようないわゆる「『敵性語』
の言いかえ」をめぐる問題については，塩田雄
大（2014）第9章を参照されたい。

太平洋戦争が始まると，新聞・放送では，
それまで開拓してきた「耳で聞いたときのわか
りやすさ」という要素がおざなりにされるように
なった。方針が大転換したのである。たとえば，
1942（昭和17）年5月の放送用語委員会では下
記のような報告がなされている。「用語の平易
化は，ある程度犠牲にしてもよい」ことになっ
たのだ。

この当時の活動をまとめた『ラジオ年鑑』に
おいても，同様の内容が記されている。「難解
な語句をそのまま放送しなければならなかった
のは，やむをえなかった」という記述が，目を
引く。

《引用文７－①》
二．「大東亜共栄圏と放送用語の問題」につい
ては各委員及び土岐嘱託その他から夫々意見
が述べられたがその要旨は大体次の通りであ
る。

【中略】
用語の平易化に於ても，之を行ふことは勿論
必要なことであつて，それは現在行はれつ あゝ
る所であるが，平易にして判りよくするばかり
でなく，時としては厳粛にして威厳を保持しな
ければならない場合もあつて，例へば「勇まし
い」と和らげて言つてもよささうな時，『勇壮』
といふ漢語を用ひて表現した方が場合によつ
ては却つてしつくりすることもあるわけである。

《引用文７－②》
本年度に於て特に力が注がれたものは，読み
くせの問題の外難解語句の言換へ及外来語の
問題と外国地名の問題とであつた。殊に，難
解語句に対する言換えは，「耳の言葉」として
は極めて大切なことであるのは今更言を俟たな
い所であるが，世間には所謂「官庁語」とでも
称すべきむづかしい漢語が多く行はれてゐる向
もあり，之等が自然ニユース用語に流入する惧
もなくもないのである。即ち，ニユース資料を
諸官庁及同盟通信社等に仰いでゐる関係上，
之等資料の用語が所謂「目の言葉」である限
り，斯る難解語をそのま「ゝ耳の言葉」の放送
用語に使ふのは不適当で，原則としてなるべく
更に判り易い言葉に和らげる必要があるのであ
る。之に関しては，従来ニユース係に於ても常
に努力してゐた所で，本年度も之に主力が注が
れた。
然し乍ら，大東亜戦争が勃発するや，大本営

従つて，用語の平易化といふことは，時として
或る程度犠牲にしてもよいことがあり，これは
結局『語感』の問題に帰着すべきものと思はれ
る。即ち，如何に平易な言葉遣であつても，
語感がよくなければ何にもならないのである。

【中略】この事は，畢竟用語の「平易化」とい
ふよりも寧ろ「醇化」とも称すべきで，この点
に充分の注意が向けられなければならないも
のと信ずる。

（ニュース用語調査委員会議案（第19回，1942.5.11））

	 （写真20参照）
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放送用語委員会の事務方を担当していた佐
藤孝は，世の中が「軍歌と漢語の巷」と化した
様子を，次のように語っている。

の発表文その他には，まゝ 難解な語句が使用
され，時によつてはその儘放送しなければな
らなかつたことは，実際問題として止むを得な
かつた。斯る場合，そのむづかしい漢語の読
み方が又問題となり，屡 そゝれが委員会席上に
於ても論題となつたが，要するに用語の平易
化の問題は，委員会の第一目標であるにして
も，時と場合によつて之を犠牲にしても仕方が
ないといふことが委員会に於ても認められた。
又特に「語感」の問題が重要視され，用語の
平易化といふよりも寧ろ「醇化」といふ方面に
重点を置くべきであるといふ観方のあらはれ始
めたことは，大いに注目に値するものである。

（日本放送協会（1943）pp.131-132）

《引用文７－③》
　大東亜戦争が勃発して以来，世間一般の言
語殊に国語に対する考へなり取扱ひ方なりが
変つて来たのは前述の通りであるが，実際問
題として放送ニュース用語に如何なる影響を與
へたであらうか。
　私共放送用語の調査係として實務を擔當す
る者に於ては，開戦以来當座の凡そ一ヶ月間
といふものは，實の所何もなすべきものを持た
なかつたと言つていゝのである。あんな時に暇
であるとは何事ぞとの反問を受けるかも知れな
いが，それは真實であつたと告白するより外は
ない。といふのは，一つの大きな理由がある
のである。つまり，前述した通り所謂「緒

ちょせん

戦」
に於ける輝かしい戦果が陸続と相次いで発表
され，国民の士気が彌増しに昂まり，世は挙
げて軍歌と漢語の巷と化した感があつたので
ある。そして，當時は新しくニュース時間が新

設され，何よりも先づ事實の速報といふことが
絶対的に尊ばれることになつたが為に，少なく
とも従来行はれてゐた「用語の平易化」といふ
様な仕事は，第二義的のものとならざるを得な
かつたのである。　【中略】
従来，放送用語では，「耳の言葉」（聴覚言語）
として，聴いただけでは判らない様な難解の漢
語はなるべく避けて，出来るだけやさしい言葉
を使ふ様にするといふ建前であつたので，こ
の様な難解の漢語の続出には，すでに述べた
如く，用語平易化をその目的としてゐる用語係
にとつては，實は全く困つた事で暫く手を拱い
て傍観せざるを得なかつたのである。
　然し乍ら，よく考へて見ると，この様な堅い
言葉遣も亦時としては必要であることが分る。
大詔中の御言葉は恐れ多くも別格のものであ
る故，之に就いて云々すべきではないが，そ
の他の公表文に於て斯様なむづかしい漢語の
多く見出されるのは，一つにはその文體に起因
することは勿論であると同時に，又矢張り士
気の鼓舞に與つて力のあるものであるといふ事
も見逃されない。茲に於て，放送用語にあつ
ても，柔剛二面の存することを知るのである。
つまり，放送用語としては，従来行つて来た如
くその平易化を第一の目標としなければならな
いが，それと同時に場合によつてはその剛直

4 4

化
4

とも言ふべき方面も亦必要であつて，　【中
略】　放送用語に於ては，従来その平易化を旨
とすることによつて，難解語の言換へ乃至書
換へが可成り重要視されて居たが，今度の戦
争開始以来，或る程度の許容がなされるに至
つたのである。然し乍ら，世間では一般に漢
語の過剰氾濫に馴れ過ぎてゐる嫌ひがあり，
従つて兎もすると，ラジオ・ニュースとしても，
それに引きずられる傾向がないとも言へないの
で，その点は互に大いに慎しまなければならな
いと思ふ。

（佐藤孝（1942.7））
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上記において，「然し乍ら，よく考へて見る
と，」という導入で「堅い言葉遣も亦時としては
必要」と言っておきながら，あとのところで「然
し乍ら，世間では一般に漢語の過剰氾濫に馴
れ過ぎてゐる嫌ひがあり，従つて兎もすると，
ラジオ・ニュースとしても，それに引きずられる
傾向がないとも言へないので，その点は互に大
いに慎しまなければならないと思ふ」と述べて
いるところに，佐藤の混乱・とまどいが，読み
取れる。

放送関連専門誌に掲載された下記の告白
は，それまで放送用語委員会がおこなってきた
ことについての敗北宣言としても読める。放送
での漢語の読みを決定するのにあたって，当初
は「現在もっとも広く用いられている読み方」を
中心に考えてきたのを，「大詔で用いられた」「情
報局の意向」などの理由で，別の読み方に変更
することになったのである。

ただし，佐藤がこれと同じ内容について国
語専門誌に寄せた文章では，もう少し限定的
に記している。

また，開戦による徴兵によって，日本放送協
会の報道現場でも人手不足が起こっていた。そ
のため，以下の記述に見るように用語委員会の
事務担当者も報道現場に駆り出されるように

《引用文７－④》
従来，漢語の読み方に於て二通り以上がある
場合には，用語調査委員会の方針としては，
大体平易な一般化したものを採り，時には積
極的にその判り易い慣用音をさへ認めるといふ
態度が採られたのであつた。即ち，例えば「攪
乱」・「芟除」の如き字音は，最近迄はその一
般の慣用に従ひ〔カクラン〕・〔センジョ〕を採り，

〔コーラン〕・〔サンジョ〕の如きを採用しなかつ
たのであるが，偶々畏くも宣戦の大詔にもこの
語を御用ひあらせられてあるが為，情報局その
他の意向を参酌した上，用語調査委員会に於
ても慎重に再審議を行つた結果，かゝる場合
には凡て伝承的の読み方に従ふのが妥当であ
るとなし，以後はニュース用語としては規定の
ものを変更して，凡て〔コーラン〕・〔サンジョ〕
に統一することになつたのである。

（佐藤孝（1942.7））

《引用文７－⑤》
　「攪乱」・「芟除」の類に至つては，塩谷温博
士の『新辞鑑』では，「コーラン」・「カクラン」
及び「サンジョ」・「センジョ」の両方を認めて記
載されてある。即ち「攪」の字は巧韻であつて，
漢音は「かう」呉音は「けう」であるが，所謂慣
用音（通音）は「かく」である。又「芟」の字は
咸韻で漢呉音共に「さん」であるが，慣用音（通
音）は「せん」となつて居る。かゝる権威ある
字典に採録されてゐる以上，決して誤謬である
と断ずることは出来ない。
　暫らく字典類を離れて普通の日常談話語彙
として見ても，「攪乱」・「芟除」の発音は，恐ら
く〔カクラン〕・〔センジョ〕の方が，〔コーラン〕・〔サ
ンジョ〕よりも数量的に多くはないかと思はれ
る。少くとも前者の方が一般的であるらしい。
そこで放送局に於ても，一般のニュース用語と
しては，一応〔カクラン〕・〔センジョ〕を採用す
ることにしたが，一旦大東亜戦争勃発に際し，
渙発あらせられた，米英に対する宣戦の大詔
にこの両語が見えてゐるので，放送用語調査
委員会にあつては，慎重に審議した結果，大
詔奉読の際は，情報局の意向に従ひ必ず古型
の〔コーラン〕・〔サンジョ〕を採ることにし，そ
の他の場合も大体之に準ずることになつた。
然し「カクラン」「センジョ」の方を誤りとして否
定し去った訳では決してないのである。

（佐藤孝（1942.12））
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なった（塩田雄大（2014）p.137）。

そして戦争末期には，戦況の悪化に伴い，
放送でも沖縄の状況を報道せざるをえなくなっ
た。
「ニュース用語調査委員会」は最後の会に，

次に掲げるとおり「沖縄の地名の審議の提案」
を掲げて，その活動を終えたのである（塩田雄
大（2014）p.137）。この時期の議案は，ひらが
なではなくカタカナが用いられるのが普通で
あった。

８　おわりに

放送における漢語の扱いをめぐって，ごく初
期のころには，わかりやすい放送を成立させる
ことを重視して，放送用語委員会の中でも比
較的自由な意見交換がなされていたようであ
る。しかしその後，「勇ましい」漢語が多用され
るようになり，聴取者は「わかりやすさ」から遠
ざけられるようになったようである。

こうしたことの確実な証明としては，今回の
考察ではまだまだ不十分である。さらに資料を
整理し，太平洋戦争中の状況についても精査
を進めてゆきたい。

（しおだ たけひろ）

《引用文７－⑥》
大東亜戦争の勃発と同時に，報道部に於ては
ニュース係の全能力を挙げて戦況ニュースの放
送に最善を盡してゐるが，用語調査の係員も
積極的にこれに協力することになり，交替で宿
泊勤務まで分担し，用語係が身を以て実践的
にニュース用語の平易化に努めることになつ
た。

（佐藤孝（1942.2））

《引用文７－⑦》
最近戦局ノ進展ニ伴ヒ報道中ニ難読ノ沖縄地
名ガ相次イテ現ハルルモ町村名以外ニ就テハ
未ダソノ読方ヲ調査シタルコトナクコノ際字名，
島名ヲ含ム約六百ノ地名ノ読方ヲ調査シテ置ク
コトノ必要ヲ認メ沖縄出身ノ地理学者仲原善忠
氏（成城高等学校教授）ニソノ読方ノ調査ヲ依
頼スルコトニ決定

（ニュース用語調査委員会議案（第49回，1945.5.12））

	 （写真21参照）
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写真20　
「ニュース用語調査委員会議案」
（第19回，1942.5.11）

資料写真
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写真21　
「ニュース用語調査委員会議案」
（第49回，1945.5.12）



210│ NHK放送文化研究所年報 2015

注：
１）当時の放送におけるいわゆる「字説き」は，たとえ

ば下記のように，随所で指摘されている。
「時としては字で書けば分かるのだが読むと分らな
い。イナ，聞いただけでは分らない。眼の助けを
借らなければ分らないのだ。だから実はこんな字
だといふか，少くともその熟語の字の意味を説き
明かさなければならなくなつてゐる。読者諸君は
放送局のアナウンサーが一旦漢語でしやべつてそ
のアトデやさしいコトバでいひなほしてゐることを
今日までしば／＼気付かれたであらう。」（森馥

（1933b））
「漢字は意字であるために，結合，造語が容易で
あるから，勝手につけ合せたり，切りつゞめたりす
ることがおこなはれ，随分無理なものさへ通用して
ゐる。「渡洋」，「越境」，「至近距離」，「航行遮断」，

「妥結」など，聞いただけではわからないものも相
當ある。そのためラヂオの講演で，これを解説し
たり， 文 字を説 明 する人さへある。」（ 石黒 修

（1941））
２）新村出はもともと，ことばをやさしくするというこ

と自体にそれほど積極的でなかった節がある。た
とえば下記参照。「国語の愛護とは単に簡便化す
ることではなく，国語そのものに愛着し，之を尊
重することだ。敬語にしても同様。国語の傳統を
紊さぬやうにして，採長補短はよいが，適度とい
ふことが肝要だ。我々は日常生活のうちに批判力
を具へ，言語現象を反省し，美化浄化して理想の
国語に近づくやうにしたい。我が国は元来言霊の
幸はふ国で言葉の国であつたのだから書く方と共
に，否それ以上に言ふ方の言葉を愛護してゆかね
ばならない。（国語の愛護，新村出「国語・国文」
十八，一）（日本国語会（1943）から再引用）」新村
のこうした考えは，戦後に『広辞苑』の序文を書く
際に「彼は，歴史的かな遣いこそ合理的である（歴
史的かな遣いのほうが現代かな遣いより合理的な
面が多々あるのだ）と信じていたが，【中略】一種
の抵抗として，現代かな遣いで書きながら，実は，
歴史的かな遣いでもあるという二重構造の文章で
序文を著わした（呉智英（1987）p.232）」「正かな
と新かなとで表記が相違する語をいっさい使うこ
となく「自序」を書いた（高島俊男（2006））」といっ
たような戦後の「現代かなづかい」に対する批判意
識とも，つながりがあるかもしれない。

３）情報局官制制定内閣情報部官制廃止・御署名原
本・昭和十五年・勅令第八四六号（御24225）

［http://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/
s15_1940_02.html］

４）なお，1940年の3月ごろから，外来語や欧米風の
名称などを言い換えさせる動きが始まった（塩田雄

大（2012））。しかし少なくともこの時期までは，た
とえば下記の記録に見えるように，放送用語委員
会の事務担当者（佐藤孝）が欧米の放送局との情
報交換をすることも可能であった。

《引用文 注４－①》
　さきに欧米各国の放送協会長並に会社長に宛
て放送用語に関する調査審議機関の有無及びそ
の審議方法等について照会し，併せて，その資
料の寄贈を申込んだが最近アメリカのＮ・Ｂ・Ｃ
から次ぎの回答を得た。
　（前略）当方のアナウンサーは所謂「洗練された
るアメリカ語」（“Cultivated American speech”）
を話し得る多数の志願者中より充分審議の上選
抜致し居り候。而して中西部又は南部地方に於け
るが如き地理的相違より生ずるイントネーションは
之を許容致し居り候。
　委員会は約三ケ年に亘り六名の係員を以て組織
し，「アナウンサー」及び「講演者」（Speakers）の
ため便覧書の編輯に従事し致し居り候へ共未だ
完成の域に達せず，唯現在の戦争に関係ある欧
洲各国の地名発音集成は有之候も，貴会にとり
ては特に興味無之ものかと被存候間，今回は資
料を御送附申上兼ね候（後略）
　尚Ｃ・Ｂ・Ｓからも返信があつたが，これによ
れば，用語関係の顧問としてのコロンビア大学教
授キャンベル・グリート氏から改めて責任ある回答
が寄せられる筈である。
　これで見ても，放送用語の調査研究について
は，外国でも相当の苦心が払はれてゐることが分
る。
 （佐藤孝（1940.9））

《引用文注４－②》
○ＢＢＣの委員会廃止
　ＢＢＣには周知の如く，一九二六年以来口語英
語諮問委員会が設けられ，廿人餘の委員によつ
て放送用語の審議採定が続けられて来たが（本紙
昭和十四年十月号四十五頁 拙 稿参 照）遂に
一九三八年解散し，その委員長ロイド・ジェイムズ
教授が独り「用語顧問」として活躍してゐる。
○ＢＢＣの用語採定基準
　ＢＢＣ委員会の従来採り来つた審議方法は次
の様なものである（その回答による）。

（一）常用語の並用音
4 4 4

（alternative pron.）に就て
は，オックスフォード辞典その他権威ある辞書に
依り，諸委員の経験に徴して或る発音型の一を採
つて主査委員会に提出し，主査委員会は之と他
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の並用音と睨み合せて裁決する。然し乍ら，この
種の決定も一応の実施面への採用に当つて，一
般の反響が委員会の再考を促す場合がある。

（二）科学・機械・軍事・芸術・演劇・教育・天文
等の特殊語に就ては，その方面の専門家に議せ
られた結果を更に諮問委員会に諮り，次いで主
査委員会に提出の上決定する。

（三）自国固有名詞の発音に関しては，一定の指
導原理がなく地名の場合は郵便局と協力し，その
土地に精通した人にも問合せ，人名の場合はその
当人に質して決定する。所が之等にも数多の並用
音が存する時には，その何れをも許容するとか，
又は地方的慣用或は個人的嗜好に従はねばなら
ないことがある。

（四）外国固有名詞の内，世界各国の首都名の如
きは伝統的な英国風の型をそのまゝ 採用し，餘り
知られてゐない地名・人名は第一にその原音を尊
重すると共にアナウンサー用として英国風の型を
採ることにしてゐる。その理想とする所は，一般
聴取者が外国語の発音を知らなくとも，新聞で読
む程度の名称はマイクを通しても了解し得るもの
とする所にある。従つて，外国風と自国風の中間
を行く事になるわけである。
○ＣＢＳの用語調査
　最近までＣＢＳの用語顧問であつたコロンビヤ
大学教授キャンベル・グリート氏の回答によれば，
アメリカではイギリスその他ヨーロッパ各地に於け
る様な方言の差は殆んど無いが，アメリカの標準
口語英語には，所謂一般に認められたイギリスの
標準英語よりバラエティーに富んでゐて，その基
準も可なり融通性があるといふ。そこで氏の立場
では，ウェブスター辞典を根拠とし，英語語彙に
まだ含まれてゐない外国語に関しては，アメリカ
風の語句の抑揚を阻害しない限り外国語自体の
慣用に従つた。又英語中に存する外国地名は英
語風の発音を以てし，英語中に曽て見られなかつ
たものは成る可く夫々の原音を採用する。然しア
ナウンサーに於ては，一般に分り易い発音を採る
傾向がある故，氏の主張する所はその形式的乃至
単に鸚鵡返し的な表現を避けるにあつた。
○ＮＢＣの発音指針
　ＮＢＣへ特に寄贈を依頼した『発音指針』が届
いた。謂は 「ゞ世界大戦関係地名集」で，タイプ
謄写仮刷のものだが，オランダ・ベルギーで一綴，
スイスとノルウェーで各一綴となつてゐる。発音は
凡て外国語を知らない英語国民でも分る事を建前
にして居り，アクセントのある音節を特に大文字を
以て表記してゐる。例ば，Oslo=OHsloh，Geneva=Ju-
NEE-vah等。
 （佐藤孝（1940.11））

なお，佐藤孝（1941.11）には，放送では「察する」
「察しる」のいずれを使うのかという質問が載せら
れているが，この質問者が「イギリス　Ｊ・Ｆ・Ｄ」
となっている。詳細は不明だが，イギリス人である
可能性が高い。
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