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平成25（2013）年3月1日（金），放送センターで
第1368回放送用語委員会が開催された。放送セン
ターで行われる放送用語委員会では，平成23年度
からこれまでに5回，外来語について議論・審議して
いる1）。今回は『ことばのハンドブック第2版』（NHK
出版・2005）の「外国語・外来語のカナ表記」細
則の書き換え案を事務局側が示し，各委員から意見
を聞いた。変更案は以下に示す①〜⑨の項目であ
る。いずれも「案」であり，今回の放送用語委員
会で決定したわけではない。このほかに，「ヴァ・
ヴィ・ヴ・ヴェ・ヴォ」の表記の問題，外来語の区切
りに使う中点の問題について，意見を聞いた。
変更案
①〔tu〕〔du〕〔t〕〔d〕の音の発音とカタカナ表記
〔tu〕〔du〕の音の発音とカタカナ表記 
（1）〔トゥ〕〔ドゥ〕と発音する語は「トゥ」「ドゥ」
と書く。

タトゥー　tattoo，トゥナイト　tonight 
ハチャトゥリアン　Khachaturyan（人） 
カルドゥッチ　Carducci（人） 
ドゥシャンベ　Dushanbe（タジキスタン首都） 

（2）〔ツ〕〔ズ〕と発音する語は「ツ」「ズ」と書く。
ツアー　tour，ツーピース　two-piece　 
ツール　tool，ドア・ツー・ドア　door-to-door
ズック　doek（オランダ語）
ズルチン　Dulzin（独） 

注   「ヅ」は使わない。 
（3）〔ド〕と発音・表記する慣用のある〔du〕
の語は「ド」と書く。 

ドガ　Degas（人），ドビュッシー　Debussy（人） 
〔t〕〔d〕の音の発音とカタカナ表記 
〔t〕の場合 
（1）〔t〕の音が語末にきた場合，あるいはほかの
子音の前にきた場合は，原則として〔ト〕と発音・

放送用語委員会（東京）

外来語の発音・表記について
～『NHKことばのハンドブック第 2 版』
　　　　　　　　　　「外国語・外来語のカナ表記」細則書き換え案～

表記し，〔トゥ〕とは発音・表記しない。
ヒット　hit，トロフィー　trophy
トリスタン　Tristan（人）

慣用により〔ツ〕と発音・表記する語がある。
クリスマスツリー　Christmas tree　　
ツイード　tweed，ツイン　twin　 

〔d〕の場合 
（2）〔d〕の音が語末にきた場合，あるいはほか
の子音の前にきた場合は，原則として〔ド〕と発
音・表記し，〔ドゥ〕とは発音・表記しない。 

コード　code ／cord，ドリンク　drink
変更案①のポイント
・変更案では「外来語の表記」（内閣告示）2）第 2
表に含まれるカナは原則として「原音に近く書き表
したい場合」に使用することにした。「トゥ・ドゥ」
は第 2 表に含まれる発音・表記だが，すでに日本
人に発音ができ，外来語での使用も多くなってい
ることから「基本の表記」とした。なお，『新聞
用語集』3）では，「トゥ」「ドゥ」はとらず，「ト」「ド」
または「ツ」「ズ」で書くことにしている。
②〔tju〕〔dju〕の音の発音とカタカナ表記
（1）〔テュ〕〔デュ〕と発音し，表記することを基
本とする。

テューバ tuba（音楽用語・一般には「チューバ」） 
デュース deuce（テニス用語）
プロデューサー producer 
テュレンヌ Turenne（人）

（2）〔チュ〕〔ジュ〕と発音する慣用のある語は，
「チュ」「ジュ」と書く。 

チューブ　tube，ジュラルミン　duralumin
注　〔dʒu〕の音は〔ジュ〕と発音・表記する。 

ジュース　juice（果汁）
ジュークボックス　jukebox 



87

変更案②のポイント
・「テュ」 は第 2 表のカナである。一方，「デュ」
は第 1 表に含まれる。「デュ」と同様に，「テュ」
で発音・表記される語が多くなっていると考え，「基
本の発音・表記」とした。また，『新聞用語集』も
変更案と同様のルールである。
③〔je〕の音の発音とカタカナ表記
（1）〔イエ〕と発音し，表記することを基本とする。

イエロー　yellow，イエスタデー　yesterday
イエナ　Jena（地），イエーテボリ　Göteborg（地）

（2）〔エ〕と発音する慣用のある語は「エ」と書く。
エール　yell，エール大学　Yale
エルサレム　Jerusalem（地）

（3）原音に近く発音する慣用のある語は〔イェ〕
と発音・表記してもよい。 

イェスペルセン　Jespersen（人） 
変更案③のポイント

・「イェ」は第 2 表のカナのため「原音に近く書き表
したい場合」に使用することにした。『新聞用語集』
では「イェ」の使用を認めず，「イエ」または「エ」
と書くことにしている。現在使用している NHK の

「外国語・外来語のカナ表記」も新聞社・通信
社と不統一になっている。
④〔nje〕の音の発音とカタカナ表記
〔ニエ〕と発音し，表記することを基本とする。

グルニエ　grenier（屋根裏部屋）
マロニエ　marronnier（植物名） 
レニエ　Régnier（人），ニエレレ　Nyerere（人）

注　原音に近く発音する慣用のある語は〔ニェ〕
と発音・表記してもよい。 

インジェニェーリ　Ingegneri（人）
クロムニェジーシュ　Kroměřiž（チェコ・世界遺産）

変更案④のポイント
・〔ニェ〕は「注」で説明した。国の「外来語の表記」
に示されている「カナ一覧」には含まれないカナ
である。『新聞用語集』でも明記されていない。
・フランス語語源の外来語で使われることが多い音で，
〔ニエ〕と発音・表記することを基本とするが，人
名や地名の中には〔ニェ〕と発音・表記する用例も
出てきている。そのため「使わない発音・表記」と
はせず，「注」で説明を加えることにした。 
・国の「外来語の表記」の「カナ一覧」に含まれな

い「特別な音」については，国では次のように説明
している。
「特別な音の書き表し方については，取決めを行

わず，自由とすることとしたが，その中には，例えば，
「スィ」「ズィ」「グィ」「グェ」「グォ」「キェ」「ニェ」「ヒェ」
「フョ」「ヴョ」等の仮名が含まれる」
⑤〔çe〕の音の発音とカタカナ表記
〔ヘ〕と発音し，表記することを基本とする。

メルヘン　Märchen 
注　原音に近く発音する慣用のある語は〔ヒェ〕
と発音・表記してもよい。 

ベルヒェム　Berchem（人）
変更案⑤のポイント

・「ヒェ」は「注」で説明した。「ヒェ」は「ニェ」
と同様，国の「外来語の表記」のカナには含まれ
ない音である。『新聞用語集』でも言及がない。
・ドイツ語語源の外来語で使われることが多い音で
基本は〔ヘ〕で発音・表記する。しかし人名・地
名など原音に近く発音する傾向の強い語については

〔ヒェ〕と発音・表記することを認める。
⑥〔k（u）wa・kwi・kwe・kwo〕の音の
　　　　　　　　　　　  　発音とカタカナ表記

（1）〔カ・キ・ケ・コ〕と発音する慣用のある語は，
「カ・キ・ケ・コ」と書き表す。 

カルテット（クァルテットとも）quartetto 
キルティング　quilting，イコール　equal

（2）〔クア・クイ・クエ・クオ〕と発音する慣用の
ある語は，「クア・クイ・クエ・クオ」と書き表す。

アクア　aqua，クイズ　quiz
クイーン　queen，　クエスチョン　question
クオーツ　quartz

〔kwa〕の中で〔クワ〕と発音・表記する慣用のあ
る語は「クワ」と書く。 

クワイア　choir，　クワイエット　quiet
注　「クヮ」という表記は使わない。 

（3）原音に近く発音する慣用のある語は〔クァ・
クィ・クェ・クォ〕と発音・表記してもよい。

クァルテット　quartetto
（カルテットとも･音楽の専門語）
クィンティリアヌス　Quintilianus（人） 
クォーク　quark（物理学の専門語）
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変更案⑥のポイント
・「クァ・クィ・クェ・クォ」は第 2 表のカナのため
「原音に近く書き表したい場合」に使用することに
した。『新聞用語集』では，「クア・クイ・クエ・ク
オ」または「カ・キ・ケ・コ」を使うことにしている。

「quartetto」も「カルテット」だけ認め，「クァル
テット」は認めていない。ただし物理学で使われる

「クォーク」は例外的に「クォ」を使うことにしている。
・〔k（u）wa〕の場合，〔クア〕になる語が多いが〔クワ〕
で発音・表記される語も出てきているため，説明に
加えた。〔クヮ〕は使わない発音・表記とした。
⑦〔g（u）wa・gwi・gwe・gwo〕の音の
　　　　　　　　　　　　　発音とカタカナ表記

（1）〔グア・グイ・グエ・グオ〕と発音し，表記す
ることを基本とする。

グアバ　guava，グエノン　guenon（猿の一種）
グアテマラ　Guatemala（地）
グアム　Guam（地）

（2）原音に近く発音する慣用のある語は〔グァ・
グィ・グェ・グォ〕と発音・表記してもよい。

グァルディーニ　Guardini（人）
変更案⑦のポイント

・「グァ」は第 2 表のカナ，それ以外の「グィ・グェ・グォ」
は国の「外来語の表記」には含まれない。『新聞
用語集』では「外国地名の書き方」で「グア・グ
イ・グエ・グオ」と書くことにしている。「グァ」以外
は用例が見あたらないが，「グァ」と同様に考え，「原
音に近く書き表したい場合」に使用することにした。
⑧〔tsa（ə）・tsi・tse・tso〕の音の
　　　　　　　　　　　　　発音とカタカナ表記

（1）〔tsi〕を慣用により〔チ〕と発音する語は「チ」
と書く。 

ベネチア　Venezia（地）
ライプチヒ　Leipzig（地）

（2）〔tsi〕を原音に近く発音する慣用のある場合
は〔ツィ〕と発音・表記する。 

ティツィアーノ　Tiziano（人）
（3）〔tsa（ə）・tse・tso〕を〔ツァ〕〔ツェ〕〔ツォ〕
と発音する慣用のある語は「ツァ」「ツェ」「ツォ」
と表記する。

モーツァルト　Mozart（人）
コンツェルン　Konzern

フィレンツェ　Firenze （地）
カンツォーネ　canzone 

注　「pizza」は慣用により〔ピザ〕と発音・表記する。
原音に近く〔ピッツァ〕と発音・表記してもよい。 

変更案⑧のポイント
・慣用の読み〔チ〕との対応のある〔ツィ〕と〔ツァ・
ツェ・ツォ〕をわけて説明した。〔ツァ・ツェ・ツォ〕
は第 1 表に含まれ，〔ツィ〕は第 2 表に含まれるため，
原則の扱いも異なるものにした。
⑨〔fju〕の音の発音とカタカナ表記
（1）〔ヒュ〕と発音する慣用が固定している語は
「ヒュ」と書く。 

ヒューズ　fuse
（2）〔フュ〕と発音する慣用が固定している語は
「フュ」と書く。 

パフューム　perfume，フューチャー　future 
フュージョン　fusion 

注　「フュ」の発音は，原音のような歯と唇を使っ
た発音でなく，両唇を使った日本語の発音で差し
支えない。 

（3）〔fja・fjo〕は〔ヒャ・ヒョ〕と発音・表記する。 
注　原音に近く発音する慣用のある語は〔フャ〕

〔フョ〕と発音・表記してもよい。 
フョードル・ドストエフスキー（人） 
フョードロフ　（人） 

注　〔hju〕の音は〔ヒュ〕と発音・表記する。 
ヒューマン　human
ヒューストン　Houston（地）

慣用により〔ユ〕と発音・表記する語がある。
ユーモア　humor 

変更案⑨のポイント
・「フュ」は第 2 表のカナである。〔fju〕の音は〔ヒュ〕
で発音・表記する慣用もある一方，〔フュ〕と発音・
表記する慣用のある語もあると考える。そのため
2 とおりの表記を同等に示した。

・〔fja・fjo〕は，どの場合も〔ヒャ〕〔ヒョ〕の発音・
表記が一般的には使われると考えられる。「フャ」

「フョ」は，第 2 表にもないカナなので「注」とした。
しかし，〔フャ〕の用例は今のところ見あたらない。 
また，〔ヒャ〕〔ヒョ〕は外来語の用例も見あたらない。

・〔fju〕と〔hju〕は原音では異なる発音だが，日
本語の発音では似た発音になる場合がある。
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念のため「注」に加えた。

意見交換（変更案①～⑨について）

井上由美子委員：「ije」については「イェ」を使う
用例が実際にあるのだろうか。思い浮かばない。また，

「エ」「イエ」「イェ」の 3 種類の発音・表記で迷
うことになり，かえって混乱するのではないかと思う。
これをわざわざ取り上げる必要があるのか疑問があ
る。そのほかの問題については，実例として使うこと
が多かったり，多くなってきたりしており，原案に賛成
である。
井上史雄委員：今回の変更案には，現代の外来語
の受け入れ方が示されている。しかし，今，アナウ
ンサーに対して必要なことは，今回のような変更案
ではなく「どういうカナの組み合わせを使うことが
できて，それをどう発音するか」ということを示す
ことだと思う。具体的な単語の発音についてはあ
る程度慣用として定まってきており，アナウンサー
であれば，頭に入っているだろう。個々の例はもう
書く必要がないと思うぐらいである。例えば，〔ije〕
は第 2 表のいちばん上に入っており，発音もできて
いる。使っていいはずだが，「イエ」「エ」が主で，

「イェ」の例が少ない。慣用では〔エルサレム〕だ
が，原音を意識すれば〔イェルサレム〕と読みたく
なることもある。こういったものは単語ごとの発音
の「ゆれ」である。NHK が定めるべきことは，文
化庁が許している「イェ」を許すかどうか。そし
て，アナウンサーがそれを発音するときにどう発音
すればいいのかということだと思う。つまり文化庁
が許している表記が全部使えるということを認め，
文化庁の示すカナ一覧に含まれていない音も認め
ることにするかどうかということだろう。発音につ
いては，アナウンサーとしては表記と発音を一致さ
せることが原則であり，そのとおりに発音すると決
めればいい。アナウンサーの標準的発音としては，
この 2 つのカナを組み合わせた音はこう発音する
のだということを書くことが必要なのだろう。外来
語の表記だけでなく，「クヮ」「グヮ」のような旧か
なづかいの問題も考慮に入れなければいけない。
細則よりも前段階の原則を，まず論じるべきである。
また「クァ」の項目にある「クヮ」について触れる
必要があるだろう。この音は旧かなづかいの漢字

音ではよく使われていた。その表記を文化庁では
認めなくなり，それにあたる音をまったく新しいカ
ナ表記である「クァ」で表すようになった。そもそ
も「クヮ」はカナ一覧には含まれないため，使わな
いのは当たり前なのであって，外来語の説明には
余分といえる。ただし，一般には「クヮ」の表記が
まだあるから注意として入れてもいいし，「クァ」の
項目に「クヮ」という表記は使わないと書いてもい
い。ただ，放送関係者としては，「クァ」と「クヮ」
の実際の発音が同じかどうかを，発音記号などで
示す必要があるだろう。

それにしても，これまで用語委員会で外来語を
議論してきて，変更案で実際の発音を基準にするよ
うになったのは大進歩だと思う。
事務局：「クヮ」については，沖縄方言の表記をど
うするかという問題もからんでくる。これまで放送用
語委員会では共通語について議論しているが，方
言で使われている名詞，例えば，〔シークヮーサー〕〔マ
チグヮー〕などをどう書くかという問題は，共通語の
範囲で扱う問題なのか，外来語として扱う問題なの
かまったく決まっていない。〔シークヮーサー〕や〔マ
チグヮー〕は，共通語的には「シークワーサー」「マ
チグワー」と書かれることが多いが，沖縄では「ヮ」
で書くことが多い。こういうものを外来語として扱って，

「シークヮーサー」「マチグヮー」でよいとすべきな
のかは，まったく合意が得られていない状況である。
これらの問題はひとまずのぞいて，「ヮ」は使わない
ことを仮に示した。
野村雅昭委員：『NHKことばのハンドブック』の「外
国語・外来語のカナ表記」には「基本方針」と「原
則」がある。それらについて放送用語委員会ではっ
きりと結論が出ただろうか。放送用語委員会で，明
確にこういった「基本方針」「原則」が立ったという
ことはないのではないか。「細則」を考えるときには，
常に「基本方針」「原則」に立ち返る必要があると
思う。これまでにも毎回述べているが，アナウンサー
がどう発音するかということを考えずには表記は決
められない。そこがまず大事だと思う。もうひとつ
確認したいことがある。今回の議題では「外来語の
表記」とある。『NHKことばのハンドブック』では，

「外国語・外来語のカナ表記」となっている，「外国
語」を削ったのはなぜだろう。いつ変えたのだろう
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か。これまで議論してきたことは語例が多く，「外
来語」であると言えるが，今回の議題にあがってい
る問題は，「外国語の問題」なのか，「外来語の問題」
なのか判断に迷うような細かい問題であり，考え方
が「ゆれ」ている部分である。①と②は発音の問題。
発音の原則を変えるのだということを明確に出して
いる。これはアナウンサーには影響が大きく，議論
すべき問題だ。③④⑤⑥⑦⑧とは少し性質が異な
る問題だろう。外国語か外来語かという問題のほ
かに，人名・地名と一般語の区別についてどう考え
るかという点も問題である。人名と地名をわけない
のはなぜだろうか。今回の議題の用例は人名・地名
がほとんどであって，それらはアナウンサーの判断
にまかせていいのではないか。新しい人名や地名は
次々に出てくるものである。原則に書いてあるから，
原則にないからということは問題にならない。人名・
地名というのは，まだ「外来語」とは言えないもの
が多いのではないか。その辺の扱いが疑問である。
変更案⑨の「フュ」「ヒュ」になるとわかりにくい。
自分では発音の区別がつかないが，「フューチャー」
や「フュージョン」はそう書く傾向が強いのは確かで
ある。しかし，「perfume」などを決めておく必要が
あるのだろうか。アナウンサーはそれをどう発音す
るのか考えると，非常に整理がしにくい。全体の中
でどこに位置づけるのだろうか。また「ヒューマン」

「ヒューストン」は注に入れている。これは「フュ」
「ヒュ」の原則とどう関係するのだろうか。外来語の
発音・表記の原則を立てていくうえで，どこまで細
かく規定する必要があるのかという問題だろう。ア
ナウンサーは，細かく決められているほうがいいの
か。それともあまり細かく決めずに大原則を決めて
おくほうがいいのか。聞きたいところである。
事務局：これまで放送用語委員会で行ってきた議論
の流れとして，まず大原則について議論をして，今回
のような細則（中原則）をどうするか検討し，最後
に個別の語をどうするか，というふうに議論していけた
らと考えている。なお，「基本方針」「原則」につ
いては，第 1356 回放送用語委員会で，現行のまま
とすることを「確認」したと『放送研究と調査』で
報告した 4）。しかし，明確に「こういう方針・原則に
する」という内容ではない。事務局で再検討のうえ，
再度，放送用語委員会の議題としたい。また，「人

名・地名」については，一般外来語と同じルールを
適用としているわけではない。一般外来語よりも多少
原音に近い発音・表記をするという違いがあると思う。
「外国語」と「外来語」の問題については，事

務局の議論の中であえて「外国語」ということばを
はずした。国も「外来語の表記」としている。「外
国語」ということばの定義が，変わってきており，以
前は外来語は日本語としてすでになじんだものだけ
れど，外国語はまだ日本語としてなじんでいないもの
という使い分けがあった。しかし，最近は日本の音
韻体系で扱われていてカナで書くようなものはすべて

「外来語」であるという考え方になってきている。そ
のためNHKでも「外来語」という形で扱っていい
のではないかと考えた。

意見交換（中点について）

井上史雄委員：中点の使用は，「外来語の発音・
表記」とはまったくレベルの違う議論である。細かく
言うと，「シンガーソングライター」や「メードインジャ
パン」などは実際には中点をつけないことが多いの
ではないか。それなのに，「中点をつけて表記する」
とするのは言い過ぎではないか。
野村雅昭委員：日本語の表記の中で「中点」など
の符号をどうするか，というのは「外来語の問題」
ではなく，一般的な表記の問題としてとらえる必要が
ある。NHKには『発音アクセント辞典』があるが，「表
記」一般を示した『表記辞典』がない。こうした
辞典が欲しい。一般的な表記の問題として「中点」
をどうするかを考えたほうがいい。かつては「中点」
の表記は国の方針としては「縦書きの文書の中で」
という条件で決められていた。ところが 1950 年代
から公文書は横書きを基準にするようになり，「中点」
など符号の扱いに「ゆれ」がおきた。例えば，社
会科の教科書ではどうなっているのだろうか。世界
史や地理などで半角の「ダブルハイフン」（=）は
どういう扱いなのだろうか。「=」を NHK が採用し
たとすれば，かなり影響があると思う。
天野祐吉委員：「長いもので耳慣れない語の場合
は中点をつける」とある。「耳慣れている語」はつ
けないということだが，では「マーケティングコミュニ
ケーション」の場合はつけるだろうか。この語は広
告の業界ではよく使われる語で，「耳慣れている」。
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しかし，人によっては「耳慣れない語」になる。読
みにくいと思ったらつけるということだろうが，分野に
よってなじんでいる語も異なり，同じ語でも判断が違っ
てくるだろう。

意見交換（語末の長音・「ウ濁」について）

井上史雄委員：現在，発音の区別がないのに旧か
な表記が復活しているものがある。「ヰ」と「ヱ」
である。商品に「ニッカウヰスキー」と書かれてい
ることがあるが，〔ニッカウウィスキー〕とは読まないだ
ろう。また，「ヱビスビール」と書かれているが，これ
を〔ウェビスビール〕と読む人はいない。このように
表記の区別があっても，それにあたる発音の区別
をしない例がある。ただの「エビス」ではない。そ
の表記によってイメージがわくから，こうした表記をす
るのだろう。「ウ濁」も同じような例だろう。「ヴィヴァ
ルディ」だと「ビバルディ」とは違うイメージがわく。
アナウンサーの発音を基準にして，発音が区別でき
るものは，表記も区別したほうがいい。しかし，発音
が区別できないものの例がいくつもある。ウ濁や，〔シー
クヮーサー〕などの方言で使われる発音はどう表記
するのか。文字放送でも問題になる。この点を検討
してもいいのではないか。例えば，ウ濁については
発音と表記が一致しなくてもよいと書かれているが，
細則で個別に決めるのではなく，もう少し上の原則で
決めてもいいのではないか。「ボウリング」や「サラ
ダボウル」などは，表記では ｢ ボール ｣と「ボウル」
を区別しているが，発音では区別をしていないなど，
例がいくつかある。NHK のアナウンサーの実際の
発音を認めて，それを表記と対応させることを考えて
はどうか。
天野祐吉委員：「Vivaldi」「Verdi」などはその分
野で定着しているということで「ウ濁」の表記を使う
ということでいいだろうし，それのほうがいい。原語で
はどう書くのかということを知りたい人もいる。アナウン
サーは〔ビバルディ〕と言っているが，原語では〔v〕
の音なんだということは知識として知っていたほうがい
い。「Venezia」「Vatican」などの地名についても
同様に考えたい。こういった地名には中学生ぐらいか
ら触れると思うが，そういうときに，このことばは原語
では「v」で書くんだ，「b」で書くんだということぐら
いは知識として知ったほうがいい。そう考えると，「ヴ」

のほうがいいケースに地名を入れてもいいのではない
かと思う。
井上由美子委員：基本的に異論はないが，天野委員
の意見に賛成で，著名な地名に関しては「ヴ」で
のせることがあってもいいように思う。ただ「Vatican」
は「バチカン」のほうが違和感のない表記だが，

「Venezia」は「ヴェネチア」のほうがしっくりくる
表記だと感じる。人によっても意見が異なり，議論が
いろいろあるところだろう。
事務局：「基本方針」「原則」の検討も含めて用
語班内で議論したうえで，また提案する。実際にそ
れぞれの外来語がどういうふうに発音されているかも
考えて，用例については今後，検討していく。

山下洋子（やました ようこ）

注：
1）平成 23 年度以降「外来語の発音・表記」を議題

にした放送用語委員会は次のとおり。
第 1348 回放送用語委員会（『放送研究と調査』
2011 年 12 月号）／第 1356 回放送用語委員会（『放
送研究と調査』2012 年 4 月号）／第 1358 回放
送用語委員会（『放送研究と調査』2012 年 9 月号）
／第 1360 回放送用語委員会（『放送研究と調査』
2012 年 12 月号）／第 1364 回放送用語委員会（『放
送研究と調査』2013 年 2 月号）

2）内閣告示「外来語の表記」平成 3 年 6 月 28 日。
「外来語の表記」に用いるカナと符号が第 1 表と
第 2 表にわけて決められている。第 1 表に示す
カナは「外来語や外国の地名・人名を書き表す
のに一般的に用いるカナ」。第 2 表に示すカナは

「外来語や外国の地名・人名を原音や原つづりに
なるべく近く書き表そうとする場合に用いるカ
ナ」として示されている。

3）『新聞用語集 2007 年版』（新聞用語懇談会編）
4）「第 1358 回放送用語委員会報告」（『放送研究と

調査』2012 年 9 月号）に「第 1356 回放送用語
委員会」の議論の確認として掲載されている。

第 1368 回放送用語委員会（東京）
【開催日】 平成 25 年 3 月 1 日（金）
【出席者】 天野祐吉 氏，井上史雄 氏，
 井上由美子 氏，野村雅昭 氏
 森本和憲 NHK 放送文化研究所長 ほか
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