放送用語委員会（東京）

ことばの読みについて
～『NHK 日本語発音アクセント辞典』改訂にあたって～

平成 25（2013）年 6月28日（金），放送センター
で第 1370 回放送用語委員会が開催された。
『NHK
日本語発 音アクセント辞典』
（以下，『アクセント辞
典』という）改訂にあたって，ことばの読みについ
て審議・検討した。今回議題にあげた語は，現在
の『アクセント辞典』で 2とおり以上の読みが掲載
されている語の中で，読みに優劣がついていない
ものを中心とした。いずれもNHK アナウンサー
から読みについて指摘があり，「ことばのゆれ」調
査で全国調査を行った語である。
検討した語
1. 悪名，異名（確認：唐名，同名，名跡，幼名，和名），
2. 初産（確認：初孫），3. 嚥下，4. 奥義（確認），
5. 寄贈，6. 逆手，7. 現世，乱世（確認），8. 固執，
偏執（確認），9. 根治，不治，10. 惨劇，11. 精霊
流し（一部変更），12. 蒸籠，13. 頓着，14. 美男子，
15. 便覧，16. 分泌，分泌腺，分泌物，内分泌
＊（確認）とある語は現状のままとする提案

今回の用語委員会では「用語の決定」はしない。
用語委員からの意見をまとめて，再提案する。

● 議題
1.「悪名」
「異名」の読み
（確認：「唐名」
「同名」
「名跡」
「幼名」
「和名」
）
「悪名」の読み
① アクミョー ② アクメー
（これまで ◯ アクミョー ◯ アクメー）
「異名」の読み
① イミョー ②イメー
（これまで ◯ イミョー ◯ イメー）
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なお，次の語は，現在の読みのままとする。
「唐名」 「◯ トーミョー ◯ トーメー」
「同名」 「◯ ドーミョー，◯ ドーメー
（同姓）」
「名跡」 「◯ ミョーセキ（～を継ぐ），
		
◯ メーセキ（～を訪ねる）」
「幼名」 「◯ ヨーミョー ◯ ヨーメー」
「和名」 「◯ ワメー」
提案理由
辞書では「悪名」と「異名」で扱いが異なってい
る。
「異名」は
「イミョー」を主にしているものが多く，
「悪名」は平成以降に出された辞書では「アクメー」
の読みを主にしているものが多い。
しかし，世論調査の結果では「悪名」
「異名」と
もに「アクミョー」
「イミョー」の読みが多い。特に若
い年代ほど「ミョー」と発 音する人が多い。こうし
たことから放送で使う読みとしては，2 語とも第 1
読みを「～ミョー」とすることを提案する。
参考
①調査の結果
平成 22（2010）年度ことばのゆれ調査（太田眞希恵
（2011））
（平成 22 年 8月6日～ 15日実施・エリアサンプリング）

「悪名が高い」
アクミョー：65%，アクメイ：33%，
このことばを知らない・わからない：2%
「数々の異名をもつ有名選手」
イミョー：74% イメイ：24%，
このことばを知らない・わからない：2%
②これまでの用語委員会決定
決定なし
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 18 年版：アクミョー（時代語），アクメイ
イミョー，イメイ
昭和 26 年版：アクメイ，イミョー，イメイ

昭和 41年版以降：アクミョー，アクメイ，
イミョー，イメイ
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
掲載なし
1）
⑤国語辞典掲載の変遷
戦前
（35 冊）

戦後昭和
（10 冊）

平成
（16 冊）

アクミョー

31（31 ）

10（ 6 ）

16（ 6 ）

アクメイ

12（ 7 ）

9（ 6 ）

16（13 ）

イミョー

32（32 ）

10（10 ）

16（16 ）

イメイ

16（ 3 ）

9（ 1 ）

14（ 1 ）

あみかけ部分：辞書の見出しとして多い読み（以下同じ ）

⑥漢字の読み
漢音：メイ，呉音：ミョウ
⑦「～名」の 2 字漢語（
『アクセント辞典』掲載）
ミョー：戒名（仏）
，功名，称名（～念仏）
，
声名（仏），小名，俗名，大名，法名（仏），
本名，
メイ：一名（別称）
，威名，英名，駅名，汚名，
音名，改名，会名，学名，家名，偽名，
記名，旧名，嬌名，虚名，芸名，原名，
件名，県名，高名，校名，国名，罪名，
実名，指名，市名，氏名，社名，襲名，
職名，除名，書名，署名，人名，姓名，
船名，村名，尊名，題名，地名，知名，
町名，著名，党名，匿名，売名，俳名，
筆名，美名，病名，品名，武名，文名，
別名，変名，芳名，無名，命名，役名，
薬名，訳名，有名，勇名，雷名，略名，
両名，令名，連名，和名
メイ・ナ：仮名
ミョー・メー：悪名，異名，唐名，同名，幼名
2．「初産」の読み（確認：
「初孫」
）
① ウイザン ② ハツザン
（これまで ◯ ウイザン ◯ ハツザン）
ただし，「初産婦」は「ショサンプ」
なお，次の語は現在の読みのままとする。
初孫 ◯ ウイマゴ ◯ ハツマゴ
提案理由
世論調査の結果と，一般の国語辞書の掲載か
ら，伝統的な「ウイザン」の読みを第 1 読みとする
ことを提案 する。 なお， 辞 書 類には「ショザン」

「ショサン」の読みも掲載があり，これは世論調査
の結果にも出ている。医学・動物学では「初産」を
「ショザン」もしくは「ショサン」と読む，とする文献
もある。しかし，実際には使う分野を特定する根
拠は乏しい。特定の分野の読みについては，その
分野で使われている読みに従うこととし，一般的な
「初産」の読みとして「①ウイザン②ハツザン」を提
案する。
参考
①調査の結果
平成 21（2009）年度ことばのゆれ調査（太田眞希恵
（2010））
（平成 22 年 2 月5日～ 14日実施・エリアサンプリング）

「初めて子どもを生むことを初産と言う」
ウイザン：84%，ショサン：7%，ショザン：4%，
ハツザン：2%
このことばを知らない・わからない：2%
②これまでの用語委員会決定
第 74 回放送用語委員会（昭 13.7.13）
◯ ウイザン
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 18 年版：ウイザン
昭和 26 年版以降：ウイザン，ハツザン
（昭和 60 年版～ ショサンプ 初産婦）
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
① ウイザン ② ハツザン
＊ショサン（医学。
「初産婦」はショサンプ）
⑤国語辞典掲載の変遷
戦前
（35 冊）

戦後昭和
（10 冊）

平成
（16 冊）

ウイザン

29（23）

10（10）

16（15）

ハツザン

19（ 8）

10（ 9）

16（12）

ショサン

13（ 5）

9（ 4 ）

11（ 8）

ショザン

1（ 0）

6（ 3）

12（ 6）

⑥学術用語の扱い
『学術用語集（動物学編）
』
（昭 63）
syozan-mesu 初産雌
『学術用語集（医学編）
』
（平 15）
syosanpu 初産婦
keisanpu 経産婦
3.「嚥下」の読み
① エンケ゜ ② エンカ
（これまで ◯エンカ）
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提案理由
医療や介護で使う専門語としては「エンゲ」で使
われている。世論調査の結果からも「エンゲ」の読
みが多くなっており，「エンカ」のみの読みでは実態
に合わない。
（なお，
「嚥」の字は常用漢字表に含まれていない
漢字であり，放送で使う場合の表記は「えん下」）
参考
①調査の結果
平成 22（2010）年度後半ことばのゆれ調査（塩田雄
大（2011））
（平成 23 年 1月7日～ 23 日実施・住民基本台帳）

「飲みくだすことを嚥下と言う」
エンカ：24%，エンゲ：49%，
このことばを知らない・わからない：27%
②これまでの用語委員会決定
第 101回放送用語委員会（昭 15.1.11）
嚥下（エンカ） 言換「飲み下す」
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 41年版以降：エンカ
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
掲載なし
⑤国語辞典掲載の変遷
戦前
（35 冊）

戦後昭和
（10 冊）

平成
（16 冊）

エンカ

20（17 ）

10（10）

16（12）

エンゲ

10（ 4 ）

6（ 2）

16（ 4 ）

⑥学術用語の扱い
『学術用語集（医学編）
』
（平 15）
enge 嚥下
（嚥下反射，嚥下不能，嚥下困難，嚥下障害，
嚥下痛，嚥下中枢）
4.「奥義」の読み（確認）
◯オーキ゜ ◯オクキ゜ のままとする
ただし，
「奥義書」の場合は「オーキ゜ショ」，書名
「奥義抄」は「オーキ゜ショー」とする。
「確認」とする理由
世論調査の結果では，若い年代ほど「オーギ」
の読みが多い。また新しい辞書では「オクギ」より
も
「オーギ」を主見出しにする辞書が多くなっている。
こうしたことから今後，「オーギ」の読みが多くなる
ことも考えられる。しかし，現状としては，どちら
かの読みに優劣をつけるまでには至っていないと考
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え，「◯オーギ◯オクギ」のままとする。
参考
①調査の結果
平成 22（2010）年度後半ことばのゆれ調査
（平成 23 年 1 月 7 日～ 23 日実施・住民基本台帳）

「奥義をきわめる」
全体
オーギ：48% オクギ：44%
このことばを知らない・わからない：8%
年代別
オーギ
20代：66%，30代：67%，40代：60%，
50代：44%，60歳以上：30%
オクギ
20代：27%，30代：27%，40代：34%，
50代：52%，60歳以上：60%
②これまでの用語委員会決定
第 27 回放送用語委員会（昭 10.5.11）
第 74 回放送用語委員会（昭 13.7.13）
（確認）
オーキ゜，オクキ゜
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 18 年版：オーキ゜，オクキ゜
昭和 26 年版：オクキ゜
昭和 41年版以降：オーキ゜，オクキ゜
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
掲載なし
⑤国語辞典掲載の変遷
戦前
（35 冊）

戦後昭和
（10 冊）

平成
（16 冊）

オーギ

34（25）

10（ 6）

16（13）

オクギ

30（22）

8（ 8）

16（ 5）

⑥漢字の読み
字音（漢音・呉音）
：オウ
字訓：おく
（「おく」は「当用漢字表」では字音とされたが，
「改定当用漢字音訓表」「常用漢字表」では字訓
2）
とされた）
5.「寄贈」の読み
① キゾー ② キソー
（これまで ◯ キソー ◯ キゾー）
提案理由
世論調査の結果では「キゾー」と読む人が多い。

辞書の立項もかなり古い段階から「キゾー」の読み
をとっている。放送で使う場合も「キゾー」の読みを
第 1 読みとして問題ないだろうと考える。
参考
①調査の結果
平成 22（2010）年度後半ことばのゆれ調査（塩田雄
大（2011））
（平成 23 年 1月7日～ 23 日実施・住民基本台帳）

「図書館に本を寄贈する」
キソー：23%，キゾー：75%，
このことばを知らない・わからない：2%
②これまでの用語委員会決定
第 82 回放送用語委員会（昭 14.1.11）
キソー，キゾー
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 18 年版以降：キソー，キゾー
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
◯ キソー ◯ キゾー
⑤国語辞典掲載の変遷
戦前
（35 冊）

戦後昭和
（10 冊）

平成
（16 冊）

キソー

12（ 9）

4（ 1）

16（ 0）

キゾー

18（17 ）

10（ 9）

16（16）

⑥漢字の読み
漢音：ソー 呉音：ゾー
（「贈」の音読みは，
「当用漢字表」では「ゾウ」の
読みだけが 掲げられ，
「改 定 当用漢字音訓表」
で「ソウ」が追加された。「常用漢字表」では「ゾ
ウ」
「ソウ」両方の音が掲げられている。ただし，
「ゾウ」を一般的な音とし，
「ソウ」は「特別なも
の，または用法のごく狭いもの」として扱ってい
る。また，
「改定常用漢字表」では「贈」の「ソウ」
の読みの部分に「寄贈」の用例が出ているが，備
考欄に「寄贈」は「キゾウ」とも，と記されている）
⑦「～贈」
「贈～」の 2 字漢語
（
『アクセント辞典』掲載）
ゾー：遺贈，恵贈，追贈，贈位，贈呈，贈答，
贈与，贈賄
ソー・ゾー：寄贈
ソー：なし
6.「逆手」の読み
「相手の出方を～に取る」
① サカテ ② ギャクテ

（これまで ① ギャクテ ② サカテ）
ただし，
「柔道の場合」
「体操の場合」はこれまで
どおり（柔道など）ギャクテ
（短刀を～に握る，～車輪）サカテ
提案理由
「相手の反論，攻撃などを逆に利用してやり返す
こと」の意味の場合，これまで「ギャクテ」を第 1 に
とってきた。柔道などで相手の関節を無理に反対
に曲げようとするという意味で使われる「ギャクテを
取る」から，比喩的に使われるようになったためで
ある。しかし，調査の結果では，「サカテに取る」
が多い。また，辞書では，近年，「逆手に取る」に
ついて「ギャクテ」
「サカテ」どちらの読みも同等に
示すものが出てきている。放送で「逆手に取る」を
「ギャクテ」と言うと，
「サカテ」の間違いではないか，
と視聴者から問い合わせを受けることもある。
参考
①調査の結果
平成 22（2011）年度ことばのゆれ調査
（平成 23 年 1 月 7 日～ 23 日実施・住民基本台帳）

「相手の出方を逆手にとる」
ギャクテ：18%，サカテ：81%，
このことばを知らない・わからない：1%
②これまでの用語委員会決定
第 1101回放送用語委員会（平3.9.12）
① ギャクテに取る ② サカテに取る
（
「◯ギャクテに取る」から変更）
柔道など：ギャクテ
短刀など：サカテ
体操の鉄棒：サカテ
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 18 年版：サカテ（～に持って）
昭和 26 年版，41年版：ギャクテ，サカテ
昭和 60 年版： ギャクテ（～に取る）
サカテ（～に持つ）
平成 10 年版：① ギャクテ ② サカテ（～に取る）
サカテ（～に持つ）
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
逆手 ＝ギャクテ〔格闘技の技など〕
＝サカテ
〔鉄棒の「～車輪」
「刀を～に持つ」など〕
〔相手のやり方を逆に利用する場合の「～に取
る」は①ギャクテ②サカテ〕
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⑤国語辞典掲載の変遷
戦前
（35 冊）

戦後昭和
（10 冊）

平成
（16 冊）

ギャクテ

0

4（ 4 ）

16（15）

サカテ

0

0

10（ 9）

昭和 18 年版 : ゲンセ，ゲンゼ
昭和 26 年版以降 : ① ゲンセ ② ゲンゼ
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
掲載なし
⑤国語辞典掲載の変遷
戦前
（35 冊）

※「相手の反論，攻撃などを逆に利用してやり返すこと」という意
味のもののみカウント

ランセイ

7.「現世」
「乱世」の読み（確認）
「現世」の読み
① ゲンセ ② ゲンゼ［仏］
「乱世」の読み
① ランセー ② ランセ のままとする
「確認」とする理由
世論調査の結果および辞書の立項から「ゲンセ」
「ゲンセー」の読みを①②とし，「ゲンゼ」は限定的
な読みとすることも検討した。しかし，世論調査の
結果を年代別に見ると，「ゲンセー」は若い年代に
は選ばれていない。新たに読みを加えても，今後，
「ゲンセー」の形が多くなるとは考えにくく，現行の
まま「①ゲンセ②ゲンゼ（仏）」とすることとした。
また，「乱世」についても，調査の結果「ランセ」の
読みが多くなっているが，歴史語として伝統的な読
みで使う場面が多いと考え，現行のまま，伝統的
な読みを優先させる。
参考
①調査の結果
平成 22（2010）年度ことばのゆれ調査（太田眞希恵
（2011））
（平成 22 年 8月6日～ 15日実施・エリアサンプリング）

「いま実際に生きている世の中のことを，現世と
言う」
ゲンセ：66%，ゲンセイ：30%，ゲンゼ：3%，
このことばを知らない・わからない：1%
「戦国の乱世を生き抜く」
ランセ：63%，ランセイ：35%，
このことばを知らない・わからない：2%
②これまでの用語委員会決定
第 1172 回放送用語委員会（平 9.7.24）
① ランセイ ② ランセ
（◯ランセイから変更。
「ランセ」を追加）
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 18 年版～昭和 60 年版：ランセイ
平成 10 年版：① ランセイ ② ランセ
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平成
（16 冊）

10（10）

16（16）

1（ 0）

15（ 1）

17（15）

9（ 7 ）

13（12）

ゲンセ

7（ 6）

10（10）

16（15）

ゲンゼ

30（28）

10（ 4 ）

16（ 2）

ランセ
ゲンセイ

34（32）

戦後昭和
（10 冊）

0

⑥漢字の読み
漢音：セイ，呉音：セ
⑦「～世」の 2 字漢語（『アクセント辞典』掲載）
～セ：在世，出世，宿世（仏教），前世（仏教），
俗世，濁世，末世（仏教），来世（仏教）
～セイ：永世，厭世，慨世，隔世，救世，近世，
経世，警世，時世，辞世，処世，人世，
衰世，絶世，早世，創世，治世，中世，
当世，渡世，遁世（仏教）
，万世，歴世
～ゼ：観世（芸能）
，
～セ・～セイ：
一世（場面による・仏教の場合「イッセ」
）
，
後世（仏教・来世）
，
二世（場面による・仏教の場合「ニセ」
）
① セイ ② セ：乱世
① セ ② ゼ：現世
ゼ・セイ：
三世（場面による・
「～にわたる」
という場合「ゼ」
）
ヨ：御世，世々
8.「固執」「偏執」の読み（確認）
「固執」の読み
◯ コシツ
「編執」の読み
◯ ヘンシュー のままとする
「確認」とする理由
伝統的には「コシュー」であるが，辞書でも「コ
シツ」が主見出しになっており，すでに変化してい
る語である。世論調査の結果では，「コシュー」の
読みもあるが，新たに読みを加えるほどではないと

考える。放送では，これまでどおり「コシツ」の読
みだけをとることとする。
「偏執」については，学術用語などで「ヘンシツ」
の読みが使われており，辞書でも「ヘンシツ」の読
みをとるものも出てきている。しかし，「ヘンシツ」
を認めるほどの変化ではないと考える。
参考
①調査の結果
平成 22（2011）年度ことばのゆれ 調 査（塩 田 雄 大
（2011））
（平成 23 年 1月7日～ 23 日実施・住民基本台帳）

「どこまでも自説に固執する」
コシツ：73%，コシュー：21%
このことばを知らない・わからない：6%
②これまでの用語委員会決定
決定なし
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 18 年版以降：コシツ（する），ヘンシュー
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
固執 ◯ コシツ ×コシュー
（「偏執」は掲載なし）
⑤国語辞典掲載の変遷
戦前
（35 冊）
コシツ

戦後昭和
（10 冊）

平成
（16 冊）

24（23）

10（ 9）

16（13）

コシュー

8（ 1）

10（ 2）

16（ 4 ）

ヘンシツ

0

6（ 2）

15（ 3）

9（ 7 ）

15（12）

ヘンシュー

27（26）

⑥漢字の読み
慣用：シツ，漢音・呉音：シュウ
⑦「～執」
「執～」の 2 字漢語
（
『アクセント辞典』掲載）
シツ：確執，固執，執事，執務，執拗
シュー： 我執，偏執，妄執，執心，執着，執念
シッ：執権，執行，執政，執刀，執筆
⑧学術用語の扱い
『学術用語集（医学編）』
（平15）
hensitusei-tiho 偏執性痴呆
3）

9．「根治」
「不治」の読み
「根治」の読み
① コンジ ② コンチ（これまで ◯コンジ）
「不治」の読み
① フジ ② フチ （これまで ① フチ ② フジ）

ただし，
「難治」の読みは，現在のところ「◯ナン
ジ」のままとする。
提案理由
世論調査の結果から一般には「コンチ」
「フジ」の
読みが使われている。また，「フジ」の読みは辞書
でも主見出しにしているものも多い。こうしたことか
ら「根治」には「コンチ」の読みを第 2 読みとして加
え，
「不治」は，これまで第 2 読みとしてきた「フジ」
を第 1 読みに変更することを提案する。なお，「難
治」についても，『アクセント辞典』では「ナンジ」と
なっているが，医学の学術用語では「ナンチ」の読
みをとっている。
「ナンチ」が使われ始めていること
が想像できる。今後，検討する。
参考
①調査の結果
平成 22（2010）年度ことばのゆれ調査
（平成 22 年 8 月 6 日～ 15 日実施・エリアサンプリング）

「不治の病」
フジ：93%，フチ：7%，
このことばを知らない・わからない：1%
平成 23（2011）年度ことばのゆれ調査（太田眞希恵
ほか（2012））
（平成 23 年 11月3 日～ 20 日実施・住民基本台帳）

「なかなか根治しない」
コンジ：35%，コンチ：55%，
このことばを知らない・わからない：10%
②これまでの用語委員会決定
第 77 回放送用語委員会（昭 13.9.28）
不治（の病）
フチ フヂ
第 542 回放送用語委員会（昭 38.11.14）
フチ
第 611回放送用語委員会（昭 41.6.23）
① フチ ② フジ （「フジ」の読みを追加）
③『アクセント辞典』掲載の変遷
不治（昭和 18 年版，昭和 26 年版掲載なし）
昭和 41年版：フチ
昭和 60 年版以降：① フチ ② フジ
根治 昭和 18 年版以降：コンジ
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
不治の病 ① フチノヤマイ ② フジノヤマイ
〔治る病気も増えているから，特定の病気を「不
治の病」と呼ぶことは避ける〕
（「根治」は掲載なし）
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⑤国語辞典掲載の変遷
戦前
（35 冊）

⑤国語辞典掲載の変遷
戦後昭和
（10 冊）

平成
（16 冊）

コンジ

21（20）

10（ 9）

16（15）

コンチ

3（ 1）

7（ 2）

15（ 2）

フジ

8（ 5）

8（ 3）

16（11）

フチ

24（24 ）

9（ 8）

16（ 7 ）

⑥漢字の読み
漢音：チ 呉音：ジ
⑦「～治」
「治～」の 2 字漢語
（
『アクセント辞典』掲載）
チ： 完治，自治，全治，統治，治安，治下，治験，
治山，治産，治者，治水，治績，治癒，治療
ジ：根治，政治，退治，湯治，難治，明治，療治
チ・ジ：
（禁）治産，不治
10．「惨劇」の読み
◯ サンケ゜キ
（これまで ① サンケ゜キ ② ザンケ゜キ）
提案理由
世論調査の結果および辞書の掲載から「サンケ゜
キ」の読みだけを認めることとしたい。
参考
①調査の結果
平成 23（2011）年度ことばのゆれ調査
（平成 23 年 11 月 3 日～ 20 日実施・住民基本台帳）

「すさまじい惨劇」
サンゲキ：89%，ザンゲキ：9%，
このことばを知らない・わからない：1%
②これまでの用語委員会決定
決定なし
関連語として「惨敗」の読みについて「確認」され
た。
第 1346 回放送用語委員会（平23.7.15）確認
「惨敗」の読み ① ザンパイ ② サンパイ
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 18 年版：サンケ゜キ
昭和 26 年版以降：① サンケ゜キ ② ザンケ゜キ
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
掲載なし

戦前（35 冊）戦後昭和（10 冊）平成（16 冊）
サンゲキ
ザンゲキ

0

16（16）
1（ 0）

（2010））
（平成 22 年 2 月5日～ 14日実施・エリアサンプリング）

「お盆に精霊流しをする」
ショーリョーナガシ：20%，
ショーローナガシ：76%，
このことばを知らない・わからない：5%
②これまでの用語委員会決定
決定なし
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 18 年版以降：ショーリョーナカ゜シ
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
精霊 ◯ ショーリョー〔一般〕
＊セイレイ〔アニミズムの「精霊崇拝」など〕
⑤国語辞典掲載の変遷

ショーロー～
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10（10）

11．「精霊流し 」の読み
読みはこれまでどおり
◯ ショーリョーナカ゜シ
追加情報として
「地域によりショーローナカ゜シなど」という文言を
加える。
なお，「精 霊」単 独の場 合は仏 教 用語としては
「ショーリョー」，また「超自然的存在や力」などを表
す場合は「セーレー」と読む。
提案理由
世論調査の結果では「ショーローナカ゜シ」という
読みが多いが，もとは仏教用語である。放送で使う
一般的な読みとしては，原則として仏教での言い方
に合わせ，これまでどおり「ショーリョーナカ゜シ」と
する。ただし，地域によって言い方が異なる場合も
ある。たとえば，西日本を中心に「精霊」の「霊」の
部分を「ロ」
「ロー」
「ロイ」
「ロン」などと発音する地域
が多数ある。こうしたことから「地域による表現をし
てもよい」という注意書きを入れることを提案する。
参考
①調査の結果
平成 21（2009）年度ことばのゆれ調査（太田眞希恵

ショーリョー～
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18（18）

戦前（35 冊）戦後昭和（10 冊）平成（16 冊）
2（ 2 ）
4（ 4 ）
5（ 5）
0

0

1（ 0）

⑥「精霊～」の語（
『アクセント辞典』掲載）
ショーリョー：精霊（仏教）
，精霊会，精霊棚，
精霊流し，精霊ばった，精霊祭り
セーレー：精霊
12．「蒸籠」の読み
① セーロ ② セーロー
（表記は「① せいろ ② せいろう」
）
（これまで ① セーロー ② セーロ）
提案理由
本来は「セーロー」であり，「籠」には「ロ」の読み
はない。しかし，一般の辞典でも「せいろう」ととも
に「せいろ」の読みをのせるものが増えてきている。
また，世論調査の結果「セーロ」の読みが 8 割を超
えている。こうしたことから，一般的に使われる読
みを「セーロ」と考え「①セーロ②セーロー」とする
ことを提案する。
参考
①調査の結果
平成 22（2010）年度ことばのゆれ調査
（平成 22 年 8 月 6 日～ 15 日実施・エリアサンプリング）

「シューマイを蒸籠で蒸す」
セイロー：10%，セイロ：86%
このことばを知らない・わからない：4%
②これまでの用語委員会決定
決定なし
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 18 年版：セイロー
昭和 26 年版以降：① セイロー ② セイロ
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
掲載なし
⑤国語辞典掲載の変遷
戦前
（35 冊）
セイロー
セイロ

戦後昭和
（10 冊）

平成
（16 冊）

32（32）

10（ 9）

16（14 ）

6（ 6）

6（ 3）

16（ 5）

⑥漢字の読み
籠 漢音：ロウ 呉音：ル
蒸 慣用：ジョウ，漢音・呉音：ショウ
唐音：セイ

13．「頓着」の読み
◯ トンチャク
（これまで ① トンチャク ② トンジャク）
提案理由
「愛着」
「執着」など伝統的には「～ジャク」の読み
もあるが，現在，一般的には「～チャク」であり，
『ア
クセント辞典』でも「チャク」の読みのみを認めてい
る。
「頓着」についても，世論調査の結果「チャク」
の読みが一般的になっていると考えられ，読みを
「トンチャク」だけにすることを提案する。
参考
①調査の結果
平成 22（2010）年度ことばのゆれ調査
（平成 22 年 8 月 6 日～ 15 日実施・エリアサンプリング）

「何事にも頓着しない」
全体
トンチャク：84%，トンジャク：13%
このことばを知らない・わからない：3%
年代別
トンチャク
20代：90%，30代：91%，40代：87%，
50代：84%，60歳以上：78%
トンジャク
20代：7%，30代：6%，40代：10%，
50代：14%，60 歳以上：18%
②これまでの用語委員会決定
決定なし
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 18 年版：頓著 トンチャク
昭和 26 年版：トンチャク
昭和 41年版以降：① トンチャク ② トンジャク
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
とんちゃく 頓着
⑤国語辞典掲載の変遷
戦前
（35 冊）

戦後昭和
（10 冊）

平成
（16 冊）

トンチャク

4（ 4 ）

7（ 4 ）

16（ 8）

トンジャク

32（32）

10（ 6）

16（ 8）

⑥「～着」の 2 字漢語（『アクセント辞典』掲載）
チャク： 愛着，安着，延着，横着，活着，帰着，吸着，
巾着，決着，膠着，固着，（自家）撞着，
試着，執着，終着，新着，接着，先着，装着，
弾着，沈着，定着，同着，到着，土着，粘着，
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敗着，発着，必着，漂着，付着，不着，逢着，
未着，密着，悶着，癒着，来着，落着，恋着
① チャク ② ジャク：頓着（ただし，
「無頓着」は
「ムトンチャク 」
）
14．「美男子」の読み
① ビダンシ ② ビナンシ
（これまで ◯ ビナンシ ◯ ビダンシ）
ただし，
「美男」は「ビナン」のまま。
「好男子」
「快
男児」は「ダン」のまま
提案理由
世論調査の結果から「ビダンシ」の読みが多く
なってきており，第 1 読みとして提案する。
参考
①調査の結果
平成 22（2010）年度後半ことばのゆれ調査（塩田雄
大（2011））
（平成 23 年 1月7日～ 23 日実施・住民基本台帳）

「顔立ちの整った美男子」
ビダンシ：72%，ビナンシ：27%，
このことばを知らない・わからない：1%
②これまでの用語委員会決定
決定なし
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 18 年版，昭和 26 年版：ビダンシ
昭和 41年版以降：ビダンシ，ビナンシ
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
掲載なし
⑤国語辞典掲載の変遷
戦前
（35 冊）

戦後昭和
（10 冊）

平成
（16 冊）

ビダンシ

19（17 ）

10（ 7 ）

15（10）

ビナンシ

31（18 ）

10（ 2）

16（ 6 ）

15．「便覧」の読み
① ビンラン ② ベンラン
（これまで ◯ ビンラン ◯ ベンラン）
提案理由
辞書では「ビンラン」
「ベンラン」ともに立項があ
り，① ②を選びにくいが，世論調査の結果，「ビ
ンラン」の読みが多くなっており，第 1 読みとするこ
とを提案する。
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参考
①調査の結果
平成 23（2011）年度ことばのゆれ調査（太田眞希恵
ほか（2012））
（平成 23 年 11月3 日～ 20 日実施・住民基本台帳）

「便覧で調べる」
ビンラン：75%，ベンラン：13%
このことばを知らない・わからない：12%
②これまでの用語委員会決定
第 588 回放送用語委員会（昭 40.10.14）
① ベンラン ② ビンランとすることを確認
（① ビンラン ② ベンランとする提案をした
が，採用されず ）
第 1219 回放送用語委員会（平13.2.15）
◯ ビンラン ◯ ベンラン
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 18 年版：ベンラン
昭和 26 年版～昭和 60 年版：① ベンラン
② ビンラン
平成 10 年版：① ベンラン ② ビンラン
17 刷以降◯ ビンラン ◯ ベンラン
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
◯ ベンラン ◯ ビンラン
⑤国語辞典掲載の変遷
戦前
（35 冊）
ビンラン
ベンラン

21（21）
0

戦後昭和
（10 冊）

平成
（16 冊）

10（10）

16（12）

5（ 1）

16（ 5）

⑥漢字の読み
漢音：ヘン・ヒン，呉音：ベン・ビン
⑦「便～」
「～便」の 2 字漢語
（『アクセント辞典』掲載）
ビン：便乗，便数，便箋，便船，穏便，音便，急便，
欠便，幸便，後便，前便，先便，増便，
船便，別便，郵便
ベン：便衣，便意，便益，便宜，便器，便座，
便所，便通，便秘，便々，便法，便利，
簡便，軽便，血便，検便，至便，小便，
大便，軟便，排便，不便，糞便，方便，
用便，利便，緑便
ベン・ビン：便覧

16．「分泌」
「～腺，物」
「内～」の読み
① ブンピツ ② ブンピ
（これまで ① ブンピ ② ブンピツ）
関連語も，「分泌」の読みに合わせる。
提案理由
世論調査の結果，「ブンピツ」の読みを選ぶ人は
若い年代ほど多くなっている。また一般の国語辞
書でも
「ブンピツ」をとるものが多い。第 1 読みを
「ブ
ンピツ」とすることを提案する。
参考
①調査の結果
平成 19（2008）年度ことばのゆれ調査（塩田雄大ほか

『学術用語集（医学編）
』
（平 15）
bunpi（bunpitu ）
（分泌），
bunpi［tu］～
（形容詞）
（分泌～）
『学術用語集（地学編）
』
（昭 59）
bunpi（sayo）（分泌作用）
『学術用語集（動物学編）
』
（昭 63）
bunpi［tu］
（分泌），
bunpi［tu］-saibo（分泌細胞）
『学術用語集（植物学編）
』
（平 2）
bunpi［tu］
（分泌），bunpitubutu（分泌物），
bunpitu-saibo（分泌細胞）
＊［ ］内は省略してよいもの，
（ ）は使ってよいもの

（2008））
（平成 20 年 1月18日～ 27日実施・住民基本台帳）

「胃液を分泌する」
全体
ブンピ：34%，ブンピツ：56%
どちらの読みもする：7%，わからない：3%
年代別
ブンピ
20 代：22%，30 代：19%，40 代：33%，50 代：
35%，60 歳以上：44%
ブンピツ
20 代：70%，30 代：75%，40 代：58%，50 代：
52%，60 歳以上：43%
②これまでの用語委員会決定
第 69 回放送用語委員会（昭 13.4.28）
分泌 ブンピ（ブンピツから変更）
分泌物 ブンピブツ（ブンピツブツから変更）
③『アクセント辞典』掲載の変遷
昭和 18 年版以降：① ブンピ ② ブンピツ
④『新聞用語集 2007 年版』の掲載
分泌
① ブンピツ ② ブンピ
内分泌 ① ナイブンピツ ② ナイブンピ
⑤国語辞典掲載の変遷
戦前
（35 冊）

戦後昭和
（10 冊）

平成
（16 冊）

ブンピ

21（16）

10（ 0）

16（ 1）

ブンピツ

11（10）

10（10）

16（16）

⑥漢字の読み
漢音：ヒツ，漢音・呉音：ヒ，呉音：ヒチ
⑦学術用語の扱い
分野によって異なるが，
「ツ」を省略してもよいも
のとして記しているものが多い。

●意見
■読みに優劣をつけることについて■
青木奈緒委員：自分が学校で習ったことを思い出す
と，
「奥義」については，
「オクギ」ではなく
「オーギ」
と読むようにと言われた記憶がある。「オクギ」とい
うと間違いというふうに言われたように思う。視聴
者の方からの問い合わせでは，この読みは違うの
ではないか，NHKなのに間違った使い方をしてい
るのではないか，というふうに言われることが多い
のではないだろうか。そのときには，どういうふう
に答えているのだろうか。どちらかが正しいと言わ
なければいけないものなのか。それとも両方の言
い方があるという言い方ではいけないのだろうか。
それによって①②というつけ方にもかかわってくる
ように思う。
井上由美子委員：できるだけ読みに優劣をつけると
いうのは前からの方針なのだろうか。今回の提案で
は，
「奥義」以外は優劣をつける提案だったが「奥
義」はつけられていない。
事務局：読みの優劣をつけるかどうかの問題につ
いて，これまでは，あきらかに優劣のあるものに
だけ①②をつけており，
「できるだけ優劣をつける」
ということはあまり言っていなかった。ただ，今回
『アクセント辞典』を改訂するにあたって，ユーザー
としては特にアナウンサーを中心に，どちらでもよ
いと言われると困るという意見が聞かれた。優劣
を示すか，意味の違いを示すかをなるべく徹底し
てほしいという要望があり，その方向で検討をす
すめることとした。
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■「嚥下」について■
野村雅昭委員：そもそも「嚥下」のような専門語を
『アクセント辞典』にのせる必要はあるのだろうか。
いわゆる専門用語，学術用語的なものは，全部は
とうていのせられない。ふだんのニュースに出て
きやすいものをのせるということが，ひとつの目安
だろう。実際にニュースの中でどれくらい出てくる
4）
のだろう 。医学番組などで出てくるのであれば，
それは専門語として扱えばよい。漢字表記でルビ
をつけるなりの対応ができるだろう。そうではなく，
一般的なものとしてこの語を取り上げる必要はな
いのではないか。
井上史雄委員：「嚥下」の提案には放送で使う場合
は「えん下」と書き表すことと書かれている。これで
は「えんのした」と読み間違えてしまうように思う。
番組やニュースの内容・音声で分かると思うが，こ
の表記を見て「エンゲ」とは読めないと思う。漢字
が出ていれば，そういった誤読はないだろう。表記
までからむと少しやっかいだと思った。専門語だか
らこそ読みを知りたいということが，一般の人にも，
アナウンサーにもある。専門語も，専門家しか使わ
ないから省こうとなると，たとえば「嚥下困難」とい
う語をニュースで使うときに「飲み下し困難」とも言
いかえられない場面のため，読みに迷ってしまう。
省くことはやめて，この単語はやはりのせておくとい
う方針でいいのではないか。
■「奥義」について■
天野祐吉委員：ことばには意味を伝えるという側
面と，イメージを伝える側面がある。たとえば，
「奥
義」の読みの場合，
「オーギ」と「オクギ」では少し
イメージが違うのではないだろうか。目で見れば同
じだが，発音したときには「オーギ」のほうが奥ゆ
かしくて奥まで芸をきわめた，技をきわめたという
ニュアンスになるし，
「 オクギ」はそれほどではなく，
軽いニュアンスになる。どちらも使われているのだ
から，使う場面によってイメージがかわってくると
いうことも当然出てくる。能の話をしているときに
「オクギ」と言ったらやっぱり変だと思う。それは
良識なのだろう。使われる場も含めて考えないと
いけない。調査でどちらかの読みのほうが多く選
ばれているということだけで決めるのはおかしい。
テレビを見ていると 1 つの番 組の中で，2 つの読
み方が出てくることがときどきある。ある人は「オ
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クギ」と言い，ある人は「オーギ」と言うケースがと
きどきある。今回の提案を見ると，どちらの読み
でもいいとなっている。しかし，1 つの番組の中で，
何度も読みが出てくる場合には，ある程度順位を
つけてもらったほうが，聞いているほうは，どちら
でもよいと言われるよりもいい。NHKとしてはどち
らかを優先するという順位があったほうがいいの
ではないか。
荻野綱男委員：「奥義」について，goo で検索した
ところ「オクギ」が 88 件，
「オーギ」が 3,100 件だっ
た。「オーギ」が圧倒的に多い。どういうふうに使
われているかを見ると，いずれもゲームでの使用
が多いようだ。ゲームの隠れた技などを言うときに
「オーギ」ということばを使うことが多いために，若
い人が「オーギ」と言っているのではないか。古く
言われる「オーギ」と，今の人が使う
「オーギ」とは
違う。いかに裏技を駆使するかという「オーギ」が
若い人が使っている語である。意味が違ってきてし
まう。そういう点ではなんとも言いかねるが，「①
オーギ②オクギ」にしてもいいのではないかと思う。
その語がどんな意味で使われることが多いのか，
ネット検索でもう少し見てもいいのではないかと感
じた。ネットは若い人が多く使う傾向があるので，
若干，かたよりはあるかもしれないが，どういうも
のが多いか少ないかというのはある程度わかる。
ネットに比べると，辞書は古い傾向を反映しやすい。
裏の資料としてネットで若い人の傾向やことばの現
状を知るというのもありかなと思う。ネットで調べる
と，使われ方の違いが出てくることがある。同じ語
で読みが違えば，何か意味が違ってくる。使われ方
が違ってしまうということがしばしばある。そういう
実態を見るときには，ネットで用例を 100 か 200 見
るだけでも，手がかりにはなる。
野村雅昭委員：
「奥義」の読みについては，非常に
保守的な結果になっている。全体に言えることだ
が，若い世代というのは保守的である。「奥義」の
読みの調査で 20 代で「オーギ」が多いというのは
意外だ。「奥義」の読みの年代差は，
「奥」が漢字
表で扱われてきた経緯が影 響している。「当用漢
字表」の音訓表の時代に「奥」という漢字に「オク」
という音 を認めていた。それが「常用漢字表」に
なって，
「オク」は音ではなくなった。こうした経緯
があって，今の高齢者は「オク」は音だと思って教
育を受けてきた。「奥義」の読みの調査 結果の年
おん

おん

おん

代差は，こうした経緯があってのことで，順位を
つけてもいいのではないだろうか。「オーギ」だけ
でもいいとさえ思う。
■「逆手」について■
井上由美子委員：いろんな意味の使い方があった
ほうがいいと考える物書きの立場からすると，失
われていくことばに対しての危険を感じる。NHK
としては本来のことばの意味を守るという考え方が
あるのだろう。そこからすると，たとえば，
「逆手」
ということばは，前回の決定で「ギャクテ」に「サ
カテ」の読みを加えている。その決定からわずか
20 年で「サカテ」という読みを第 1 読みにしようと
している。自分では「サカテ」と読むのは確かだが，
「嚥下」のように，あまり使われないことばに対して，
「ギャクテ」の読みはスポーツなどで耳にする機会
が多く，なくなっていくことばではない。そう考え
ると，
「逆手」の読みについてはもう少し議論され
てもいいのではないかと思う。
野村雅昭委員：「逆手」は『アクセント辞典』にはど
5）
「ギャクテ」
のように掲載されるのだろうか 。今は，
の項目にものっており，
「サカテ」の項目にものって
いる。この漢字に 2 つの読みがあることを示すのは
大切だが，
『アクセント辞典』では，優劣を無理につ
けずに「サカテ」と「ギャクテ」両方で用法がつなが
るところがあることを示せばいいのではないか。
■「精霊流し」について■
事務局：「さだまさし」の曲などの影響もあり，西日
本の方言の形である「ショーロー～」が全国調査で
も 8 割近く選ばれることになったのだと考えられる。
杉原満委員（アナウンス室）：おそらくニュースに
なるのが長崎地方の「精霊流し」ばかりであり，語
をそれで覚えたということもあるのではないか。本
当は各地で「精霊流し」の行事は行われているが，
それらは全国ニュースにはならない。
井上史雄委員：ショーリョーナガシについてグーグ
6）
ルトレンドで調べてみてはどうだろう 。最近 8 年
間の検索の変 遷が見える。以前どうだったのか，
最近急にかわったのかなどを確かめてみてはどう
だろうか。歌手の影 響というが，そもそも使用率
の低い語の場合，たったひとつの流行で発音がか
わるということがこれまでにもあった。その 1 例が
追加されることになるのではないかと思う。「灯籠

けんいん

流し 」の類音牽引の可能性もある。
荻野綱男委員：
「精霊流し」の部分にひっかかった。
これまでどおりで，地域によっては「ショーローナ
ガシ」という文言を追加するということなので，こ
のままでよいようにも思う。しかし，ことばのゆれ
調査で「ショーリョーナガシ」が 20%で，
「 ショーロー
ナガシ」が 76% になっている。「ロー」のほうがか
なり多い。これほど「ショーローナガシ」が多いと
なると「ショーリョーナガシ」のままでいいのだろう
かという心配がある。
清水義範委員：提案の根拠が，調査という形であ
る。本来の読みがあるが，調査の結果，変化して
きているので変更する，という編集方針があるよう
なのでよいと思う。読みがだんだんと変化してきて，
使われ方がかわってきているという語は，その変
化に合わせるということであり，よいだろう。かた
くなに古いものを守るということでもないだろう。
基本的にはこういう考え方だろうなと思う。調査を
して結果が多いほうをとるということだと理解した
が，
「精霊流し」だけはそうなっていない。調査で
は「ショーローナガシ」のほうがはるかに多く言わ
れているのだが，仏教用語として正しいのは「ショー
リョーナガシ」だからこちらをとるというふうになっ
ている。つまり，だんだんこちらが多くなってきた
からかえる方針でだいたい並んでいるが，この語だ
け逆になっている。
町田健委員：提案の語について，この方針でよい
と思う。全体としてたくさんの人が使う語形を採用
するというのは当然だろう。また迷う語の場合は，
NHKの放送で使うことばであり，
「品」があったほ
うがいい。「品」があるというのは，つまりちょっ
と古い，伝統的な読みをとっているということだ。
そういう方針に今回の提案があっており，提案の
とおりでよいと思う。「精霊流し」については「さ
だまさし」でしか知らない。よく考えてみると「霊」
を「ロー」を読むのは異質で，これは方言であると
考えたほうがわかりやすい。「ショーローナガシ」
をなくしてもいいかもしれない。NHKは「ショー
リョー」と言い続けたほうがいい。
■「蒸籠」について■
井上 史 雄委員：今 回の議 題の中で， 表 記にわず
らわされずに読みだけでネット検索が有効なのは
「蒸籠」だけだと思う。漢字で書いてあって，読み
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がわからない語はあるが，
「蒸籠」の場合は漢字
で書く用例がかなり少なく，読みのとおりにひらが
な書きされることが多いためである。ネットでも
「せ
いろ」が圧倒的に多いが，
「せいろう」という読み
も出てくる。「蒸籠」と書いても読めないので，ひ
らがなで書く。また，最近は「せいろ」「せいろう」
も使わずに「スチーマー」という語が使われ，使用
率が増えているのではないだろうか。漢語を使っ
て，どちらの読みをとろうかと考えているうちに，
外来語にとってかわられてしまっているということ
もあるようだ。物を蒸すのに「せいろ」など使わず
に「スチーマー」でいいのではないか，という時代
になるような気がする。
野村雅昭委員：
「精霊流し」の読みにもかかわるが，
「蒸籠」の読みについては，漢字の読みの審議で
あるため問題になるが，話し言葉として考えたら「せ
いろ 」が圧倒的に優勢であって，これを「蒸籠」を
書くかどうかとは別の問題である。そば屋に行って
も「天せいろ」「◯◯せいろ」である。漢字で書け
ば読みの問題になるが，語形のほうから確定して
いってしまえばすむことだろう。
■「頓着」について■
荻野綱男委員：「頓着」の読みについてだが，
「ト
ンチャク」のほうが多いので，
「トンチャク」だけに
しようという提案である。ネットで見ると，
「 トンジャ
ク」も結構多い。「トンジャク」と「トンチャク」が
同じぐらいの件数になった。調査の結果から「トン
ジャク」をなくしても問題ないように思えるが，ネッ
トでの出現件数で「トンジャク」が多いのはなぜか
と考えると少しひっかかる。「トンジャク」というの
が仏教用語として使われているのかどうかというこ
とだが，ちょっと違うのではないか。データに基
づいて議論しているわけではないので，はっきりは
言えないのだが，ごく普通の言い方の「トンジャク」
もあるのではないだろうかと思う。そういう意味で
少しだけ心配である。
清水義範委員：「頓着」の「トンジャク」の読みにつ
いて，仏教的な読みであると考えているようだが，
夏目漱石の小説で「そんなことにはトンジャクしない」
7）
と仏教的ではない場面でも出てきたように思う 。
「トンジャクしない」という言い方があって，
「無頓
着」の場合は「ムトンチャク」というふうに頭に入って
いた。
「トンジャク」は仏教的な語だからやめる。一
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方で「ショーリョーナガシ」は仏教用語だから残す。
逆の論 理が使われているように思う。2 つの語の
仏教語としての度合いが違うということのようだが，
「ショーリョーナガシ」だけを認めるというのに少し
違和感が残る。
野村雅昭委員：「頓着」の「トンジャク」の読みは必
ずしも仏教用語ではないと思う。そこを確認しても
らいたい。
事務局：
「精霊流し」はお盆の供え物を川や海に流
して精霊を送る仏教的行事を表している。そのた
め，仏教的な読みをとることを提案した。一方，
「頓
着」は，もとは仏教用語として使われていたが，現
在では仏教用語から離れ，
「気にすること」という
意味で一般語として使われている。こうした語の
使われ方の違いを考慮して，提案とした。
■「美男子」について■
町田健委員：
「美男子」は，自分では「ビナンシ」で，
それしかないと思っていた。調査で「ビダンシ」が
多いようで，それであればしかたがないが，どち
らかと言うと「ビナンシ」が「品」がある読みである
と思っているので，
「ビナンシ」が優先されるべき
かなと思う。
■「分泌」について■
井上由美子委員：
「分泌」の調査結果で，こんなに
「ブンピツ」が多いというのが意外だった。なぜ，
「分
泌」は「ブンピツ」が多いのだろうか。何か医学的
な理由があるのだろうか。
井上史雄委員：
「分泌」については，学術用語で「ブ
ンピ」だったものが，
「ブンピツ」も認めるようになっ
た。学校では「ブンピツ」としているはずで，それ
が影 響しているのだろう。専門的にこのことばを
使うかどうかなどがからんできて，誰向けに放送
するのか，ということにも影響するのだろう。2 つ
を並べる提案でいいだろう。
■まとめ■
事務局：今回提案した議題については，指摘のあっ
た語について，再度事務局で検討のうえ，秋以降
の用語委員会で決定できるように，再提案するこ
とにする。
山下洋子（やました ようこ）

注：

6）グーグルトレンド http://www.google.co.jp/

1） 国語辞典の掲載調査は，放送用語委員会事務局

trends/ で「精霊流し」を検索。毎年 8 月にな

所蔵の辞書の中から 61 冊を選んで行った。発行

ると検索数が増えている。日本地図では長崎県

の時代区分は次のとおり。

が多い。また「関連する検索キーワード」とし

戦前（江戸時代から昭和 20 年の間に発刊された

ては「精霊流し

辞書）35 冊

8 月に行われる「長崎」の「精霊流し」と，「さ

戦後昭和（昭和 21 年から昭和 63 年の間に発刊

だまさし」の曲や小説，映画，ドラマのタイト

された辞書）10 冊
平成（平成になってから発刊された辞書）16 冊

長崎」
「さだまさし」が多い。

ルとして検索されているようだ。
7）青空文庫（http://www.aozora.gr.jp/）によれば，

数値は何らかの形で掲載されている場合をカウ

夏目漱石の『道草』に読みがなつきで「頓着（と

ント。（

んじゃく）
」が見られる。

）内は主見出しとして掲載されている

辞書の数。
2）「当用漢字表」昭和 21 年 11 月 16 日内閣告示・
内閣訓令
「当用漢字改定音訓表」昭和 48 年 6 月 18 日内閣
告示・内閣訓令
「常用漢字表」昭和 56 年 10 月 1 日内閣告示・内
閣訓令
「常用漢字表」
（改定常用漢字表）平成 22 年 11
月 30 日内閣告示・内閣訓令
3）今回の用語委員会では「不治」の「読み」につ
いての検討を行ったが，「不治」あるいは「不治
の病」といった表現を放送で使うかどうかにつ
いては，別途注意が必要である。
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第 1370 回放送用語委員会（東京）
【開催日】平成 25 年 6 月 28 日（金）
【出席者】青木奈緒 氏，天野祐吉 氏，井上史雄 氏，
井上由美子 氏，荻野綱男 氏，清水義範 氏，
野村雅昭 氏，町田 健 氏
長田恭明 NHK 放送文化研究所副所長 ほか
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