
平成26（2014）年2月28日（金），放送センターで
第1379回放送用語委員会が開催され，語の読みに
ついて「用語の決定」が行われた。決定された語は，
第1370回，1372回，1376回放送用語委員会で取
り上げ，議論した語である1）。
「用語の決定」は次のとおり。「①」は放送で推奨

される読み（第1読み），「②」は許容される読み（第
2読み），「◯～，◯～」は放送では，優先順位をつ
けずに同等に認める読みを示す。1つの読みだけを
認めるものは「◯～」。カタカナは発音を表し，現代
かなづかいと異なる場合がある。「カ ，゚キ ，゚ク ，゚
ケ ，゚コ 」゚はガ行鼻濁音を表す。

 Ⅰ．用語の決定
 Ⅰ- 1　漢語関連の語
1.「異名」　①イミョー　②イメー

　　　　（これまで　◯イミョー，◯イメー）
ただし，音楽などの専門用語では「イメー」と読

む場合もある。その場合は，その分野の読みに合
わせる。

なお，以下の「◯名」関連の語はこれまでどおり
とする。
「悪名」→◯アクミョー，◯アクメー 2）

「唐名」→◯トーミョー，◯トーメー
「同名」→◯ドーミョー，◯ドーメー（同姓～）
「幼名」→◯ヨーミョー，◯ヨーメー
「和名」→◯ワメー
 （『和名類聚抄』は［ワミョー］と読む）

2.「意固地／依怙地」　①イコジ　②エコジ 3）

　　　　　（これまで　◯イコジ，◯エコジ）
　漢字表記「意固地」「依怙地」は使わない。

3.「◯存」関連の語
「依存」　①イゾン　②イソン
「（アルコール）依存症」も同様

　　　　　（これまで　①イソン　②イゾン）

「既存」　◯キソン，◯キゾン 4）

（これまで　◯キソン）
「共存」　①キョーゾン　②キョーソン

（これまで　①キョーソン　②キョーゾン）
「現存」　①ゲンゾン　②ゲンソン

（これまで　①ゲンソン　②ゲンゾン）
「残存」　①ザンゾン　②ザンソン

（これまで　①ザンソン　②ザンゾン）
「併存」　①ヘーゾン　②ヘーソン

（これまで　①ヘーソン　②ヘーゾン）
ただし，以下の「◯存」関連の語はこれまでどお

りとする。
「恵存」→◯ケーソン，◯ケーゾン
「厳存」→◯ゲンソン
「自存」→◯ジソン

4.「初産」　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」。
医学・動物学では「ショザン」「ショサン」と読む

という指摘をする文献もある。このような特定の分
野の読みについては，その分野で使われている読
みに従うこととする。

なお，次の語は現在の読みのままとする。
初孫　○ウイマコ°，○ハツマコ°

5.「嚥下」　①エンケ゜ ②エンカ
　　　　　　（これまで　◯エンカ）

「嚥」は常用漢字表に含まれない漢字（表外字）
であるため，放送では「えん下」と表記する。

漢語であり，耳で聞いてわかりにくい語のため，
できるだけ「飲み下す」などと言いかえる。

6.「奥義」　①オーキ゜ ②オクキ゜ 5）

　　（これまで　◯オーキ゜，◯オクキ゜）
書名や宗教のことばは「オーキ 」゚「オクキ 」゚どち

らかの読みで決まっている場合があり，それぞれの
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14.「精霊流し」
◯ショーリョーナカ゜シ
地域により「ショーローナカ゜シ」と読むこと

もある。
（読みはこれまでどおり。「地域により」以下を追加）

「灯籠流し」という言い方もあるので，場面に合っ
た表現を使う。

なお，「精霊」単独の場合，意味や使う分野によっ
て読みが異なる。仏教用語としては「ショーリョー」，
また「超自然的な存在や力」などを表す場合は

「セーレー」と読む。

15.「蒸籠」　◯セーロ
（これまで　①セーロー　②セーロ）

放送での表記は「せいろ」。「蒸」を「せい」，「籠」
を「ろ」と読むのは常用漢字表には含まれない漢字
の読み（表外音訓）のため，放送では，漢字表記し
ない。

16.「施術」
◯シジュツ，◯セジュツ 7）　（新立項）
本来の読みは「シジュツ」だが，一般には「セジュ

ツ」と読まれることが多い。「医療行為を行うこと」
という意味もある。資格や法律にも関わるので使用
に注意が必要である。

17．「早合点」
①ハヤガテン　②ハヤガッテン
（これまで　◯ハヤガテン，◯ハヤガッテン）

なお，「合点」はこれまでどおり
◯ガテン，◯ガッテン

18.「美男子」　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。

19．「便覧」　①ビンラン　②ベンラン
（これまで　◯ビンラン，◯ベンラン）

20.「分泌」　①ブンピツ　②ブンピ
　　（これまで　①ブンピ　②ブンピツ）

そのほかの複合語も「分泌」と同様とする。
「内分泌」　①ナイブンピツ　②ナイブンピ

読みに合わせる。

7.「寄贈」　①キゾー　②キソー
　　　　（これまで　◯キソー，◯キゾー）

8.「気味」　◯キミ
　　　　　　（これまで　①キミ　②キビ）

「小気味」　◯コキミ
　　　　（これまで　①コキミ　②コキビ）

9.「逆手」
「相手の出方を～に取る」の場合

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，
柔道などの「逆手を取る」は「ギャクテ」
体操（鉄棒）の「逆手車輪」は「サカテ」
短刀などを「逆手に握る」は「サカテ」

10.「捲土重来」　①ケンドジューライ
　　　　　　　　②ケンドチョーライ

（これまで　◯ケンドジューライ）
「捲」は常用漢字表に含まれない漢字（表外字）

のため，放送では「けん土重来」と表記する。

11.「根治」　①コンジ　②コンチ
　　　　　　　（これまで　◯コンジ）

     「不治」　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 6）。
「根治」「不治（の病）」の読みについての決定であ

る。こうし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。

12.「惨劇」　◯サンケ゜キ
（これまで　①サンケ゜キ　②ザンケ゜キ）

13.「私小説」　①シショーセツ
②ワタクシショーセツ

（これまで　①ワタクシショーセツ　②シショーセツ）
雑誌の名称など固有名詞の中には「ワタクシ

ショーセツ」という読みをとるものもある。読みを限
定しているものは，それぞれの読みに合わせる。
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「分泌腺」　①ブンピツセン　②ブンピセン
「分泌物」　①ブンピツブツ　②ブンピブツ

 Ⅰ- 2　連濁関連の語
1．「後腐れ」　①アトクサレ　②アトク゜サレ

（これまで　◯アトクサレ，◯アトク゜サレ）

2．「芋焼酎」　①イモジョーチュー
　②イモショーチュー

（これまで　◯イモショーチュー，
◯イモジョーチュー）

そのほか，「米焼酎」「麦焼酎」のように「材料
＋焼酎」の場合は，「①～ジョーチュー②～ショー
チュー」を基本とするが，地域によって慣用が定
まっている場合は，それぞれの地域の言い方に合
わせる。

3.「餌付け」　◯エズケ
（これまで　①エズケ　②エツケ）

4.「王者」　◯オージャ
（これまで　①オージャ　②オーシャ）

5.「奥深い」　①オクフカイ　②オクブカイ
（これまで　◯オクフカイ）

6.「返り咲く」　①カエリザク　②カエリサク
（これまで　◯カエリザク，◯カエリサク）

ただし，「返り咲き」は「カエリザキ」。

7.「過払い」　◯カバライ　（新立項）
できるだけ「払い過ぎ」などと言いかえる。

8.「未払い」　①ミハライ　②ミバライ
（これまで　◯ミハライ）

9.「完全試合」「正式試合」
　 ①～ジアイ　②～シアイ

（これまで　◯～シアイ，◯～ジアイ）

10.「高利貸し」　
　 ①コーリカ゜シ　②コーリカシ

（これまで　◯コーリカシ）

11.「凍え死ぬ」　
　 ①ココ゜エシヌ　②ココ゜エジヌ

　（これまで　◯ココ゜エシヌ）
ただし，「凍え死に」は「ココ エ゚ジニ」。

12.「自分勝手」　◯ジブンカッテ
（これまで　①ジブンカッテ　②ジブンカ ッ゚テ）

13.「睡眠不足」「認識不足」
 ◯～ブソク

（これまで　①～ブソク　②～フソク）

14.「税引き」　◯ゼービキ
　　　　　　　　　（これまで　◯ゼーヒキ）

15.「庭作り」
◯ニワツクリ，◯ニワズクリ

「庭師」の意味の場合は「ニワツクリ」。
（読みはこれまでどおり。「庭師」の意味の場合の

読みを追加）

16.「はけ口」　①ハケク゜チ　②ハケクチ
（これまで　①ハケクチ　②ハケク゜チ）

17.「見え隠れ」
①ミエカクレ　②ミエカ゜クレ 8）

　　　　　　　（これまで　◯ミエカ゜クレ）

18.「紫水晶」　①ムラサキスイショー
②ムラサキズイショー 9）

（これまで　◯ムラサキズイショー）
そのほかの「◯◯水晶」は，これまでどおりとす

る。
「黄水晶」→◯キズイショー
「草入り水晶」→◯クサイリズイショー，

◯クサイリスイショー
「黒水晶」→◯クロズイショー
「煙水晶」→◯ケムリズイショー

19.「若白髪」　①ワカシラカ゜②ワカジラカ゜
（これまで　◯ワカシラカ ，゚◯ワカジラカ ）゚
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 Ⅰ- 3　和語関連の語
1.「ありうる・ありえる」

①アリウル　②アリエル
（これまで　◯アリウル）

「得る」
◯ウル（文語的），◯エル（口語的）

　　　（これまで　◯ウル，◯エル）

2.「いがらっぽい・えがらっぽい」
①イカ゜ラッポイ　②エカ゜ラッポイ

（これまで　①エカ ラ゚ッポイ　②イカ ラ゚ッポイ）

3.「行きつけ（～の店）」10）

①イキツケ　②ユキツケ
　　　（これまで　①ユキツケ　②イキツケ）

4.「背格好」　①セカッコー　②セーカッコー
（これまで
◯セカッコー，◯セーカッコー，◯セイカッコー）

5.「背伸び」　①セノビ　②セーノビ
（これまで　◯セノビ，◯セーノビ）

 Ⅰ- 4　表記関連
1.「中山道・中仙道」　　
　原則として「中山道」。資料館などの固有名詞
および歴史的な場面では「中仙道」とも。

（これまで　①中仙道　②中山道）

 Ⅰ- 5　助数詞の追加
1．建物の助数詞「棟」の読み

ムネ
（マンションやビルなどの場合は「トー」も）

（これまで　◯ムネ，×トー）

以上の「用語の決定」は新年度（平成26年度）か
ら，NHKの放送で運用する。

Ⅱ．変更提案の語と新提案の語の議題 
今回決定された語は，第1370回，1372回，1376

回放送用語委員会で取り上げ，議論した語である11）。
くわしい議題や議論，参考文献は，それぞれの用語
委員会報告に掲載している。今回の「用語の決定」
には，これまでの用語委員会で議論した結果，提案

を変更し，決定にいたった語も含まれている。以前
の用語委員会提案と今回の提案が異なっている語
と，新たな提案の議題資料をまとめて示す。

 Ⅱ- 1　「悪名」「異名」について 12）

提案変更点と問題点
「異名」は第1370回放送用語委員会提案どおり

としたが，「悪名」は変更せず，これまでどおりにす
ることとした。

前回提案では，調査の結果から「悪名」も「異名」
と同様に「①アクミョー②アクメー」としていた。し
かし，国語辞典の掲載を見ると，平成になって発
行された国語辞典では「あくめい」を主見出しにと
るものが多い。　

放送用語小委員会 13）および新聞用語懇談会放
送分科会 14）では，実際の放送のニュース原稿で「悪
名高い」といった決まり文句が出た場合には「アク
メー」と読む，という意見が聞かれた。「①アクミョー
②アクメー」とすると，かえって混乱するのではない
かという指摘もあり，今回は，変更せず，現行どお
りにすることとした。
参考
①小委員会の意見（第 350 回放送用語小委員会）

・「アクミョー」を第 1 読みにするのは，調査の結果
からだろうか。辞書の掲載の変遷から考えると，

「アクミョー」を優先させてしまうと，かえって現
場が混乱するのではないか。

②調査
平成 22（2010）年度ことばのゆれ調査（平成 22 年 8
月 6 日～ 15 日・エリアサンプリング・有効回答数：1,279 人

（4,000 人対象））

「悪名が高い」
アクミョーという（アクメイとはいわない）：54%
アクメイという（アクミョーとはいわない）：28%
両方ともいうが，

　   どちらかといえばアクミョー：11%
両方ともいうが，どちらかといえばアクメイ：5%
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（イメイとはいわない）：69%
イメイ（イミョーとはいわない）：22%
両方ともいうが，どちらかといえばイミョー ：5%
両方ともいうが，どちらかといえばイメイ ：2%
このことばを知らない・わからない：2%
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 Ⅱ- 2　「いこじ／えこじ」について 15）

提案の背景と問題点
第1376回放送用語委員会では，「エコジ」を第2

読みにすることについて，語源から考えておかしい
のではないか，という意見があった。　

辞書によって「依怙（えこ）」という漢語からうま
れた語，または「いこづ」という動詞の名詞用法な
どと書かれており，語源は定まらない。いずれにし
ても語源意識はすでに薄れていると考え，当初提
案どおり「①イコジ②エコジ」とする。

なお，新聞社・通信社では「意固地」の表記をとっ
ているが，この漢字表記は当て字と考えられる。ま
た，「依怙地」は表外字を含む表記である。こうし
たことから，NHKの放送では，「ひらがな」で表記
することとする。
参考
①国語辞典の掲載

「いこじ・えこじ」の意味
『大辞林』（第 3 版・三省堂・平 18）
　つまらないことに意地を張り通す・こと（さま）

『新潮現代国語辞典』（第 2 版・平 12），『新選国
語辞典』（第 9 版・小学館・平 23）

えこ（依怙）の見出しの中に，「～地」あり。
漢語扱い

『日本国語大辞典』（第 2 版・小学館・平 13）
いこじ：「えこじ（依怙地）」の変化したものとも，「い

きじ（意気地）」の変化したものともいう。
えこ（依怙）：①頼ること。頼むこと。また，頼る

べきもの。頼りにするもの。②一方にかたよって
ひいきすること。えこひいき。③自分の利益。
私利。またわがまま。

語誌「えこ」：漢語本来の意味①から転じた②③
の意で多く用いられる。「贔屓」も本来は「大い
に力を入れること」の意であったものが対象が限
定されることによって「自分の気に入った者に特
に力添えすること」の意に転じ，「依怙」「贔屓」
がほぼ同じ意になり，重ねて用いる用法も生じた
と思われる。

『新明解国語辞典』（第 7 版・三省堂・平 24）
いこじ：頑固の意の上二段の動詞「いこづ」の，連

用形の名詞用法
えこじ：「いこじ」の変化

（第5版（平9）から同様の掲載）
『邦訳日葡辞書』（岩波）（「えこじ」の立項なし）

いこぢ，づる：本心を偽って外に表さない性質の人
であり，物事を適切に，また，率直に言わず持っ
て回った言い方などをして，本心を他人にわから
せないようにする。用例：いこぢた人

『和英語林集成』
3 版に「イコヂ」「エコジ」の掲載あり。

「イコヂ」は形容詞，「エコジ」は名詞として立項。
なお，動詞として「イコズ」も立項されている。

 Ⅱ- 3　「◯存」関連の漢語について 16）

提案変更点と問題点
「既存」以外は，第1376回放送用語委員会どおり

の提案とした。
伝統的には「～ソン」だが，世論調査の結果から

見て，「～ゾン」の読みが一般化していると考えられ
る。国語辞典でも，「～ゾン」の読みもあることを示
すものが多い。また，放送用語小委員会および放
送現場からは，放送以外では「～ゾン」の読みが一
般化しており，検討案におおむね賛成という意見が
あった。

こうしたことから，「依存，共存，現存，残存，
併存」は「①～ゾン②～ソン」とした。
「既存」については，第1376回放送用語委員会で

はこれまでどおり「◯キソン」としていたが，ほかの
「◯存」と扱いが異なることについての疑問が，放
送用語委員および小委員から出された。そのため，
平成3年に行った調査結果および辞書の掲載状況
から提案を変更し，「◯キソン，◯キゾン」とした。
ほかの語は「①～ゾン②～ソン」としているが，「既
存」はほかの語に比べて，調査で「ソン」と「ゾン」
で結果が割れており，今回は①②をつけない。
参考
①小委員会の意見
・「ネット依存」の話を放送でする際に，［イソン］

と読むと視聴者からNHK では［イソン］なのか？ 
という指摘がくるのは確かである。学校で講演
をする際にも，先生は［ネットイゾン］と言うが，
説明では［ネットイソン］で通すという，2 つの読
みが出てきてしまっている。

・「既存」だけ①②をつけず，扱いが違うのはなぜ
か。

②調査
平成 21（2009）年度語形のゆれに関する調査（平成
22 年 2 月 5 日～ 14 日・エリアサンプリング・有効回答数：1,272
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人（4,000 人対象））

「薬物に依存する」
イソン（イゾンとはいわない）：5%
イゾン（イソンとはいわない）：86%
どちらかというとイソン：2%
どちらかというとイゾン：6%
このことばを知らない・わからない：2%

平成 23（2011）年度ことばのゆれに関する調査（平
成 23 年 11 月 3 日～ 20 日・有効回答数：1,365 人（2,000 人
対象））

「自然との共存」
キョーソン（キョーゾンとはいわない）：8%
キョーゾン （キョーソンとはいわない）：82%
どちらかといえばキョーソン：2%
どちらかといえばキョーゾン：7%
このことばを知らない・わからない：1%　　

平成 22（2010）年度ことばのゆれに関する調査（平
成 23 年1月7日～23日・有効回答数：1,323人（2,000人対象））

「現存する最古の遺跡」
ゲンソン（ゲンゾンとはいわない）：20%
ゲンゾン（ゲンソンとはいわない）：69%
どちらかというとゲンソン：3%
どちらかというとゲンゾン：5%
このことばを知らない・わからない：3%

平成 23（2011）年度ことばのゆれに関する調査（平
成 23 年 11 月 3 日～ 20 日・有効回答数：1,365 人（2,000 人
対象））

「有害物質が残存している」
ザンソン（ザンゾンとはいわない）：12%
ザンゾン（ザンソンとはいわない）：79%
どちらかというとザンソン：3%
どちらかというとザンゾン：4%
このことばを知らない・わからない：2%

＊「既存」「併存」は「全国調査」とは異なる形式で
以前，調査を実施したことがある。
平成 3（1991）年「100 人アンケート」（平成 3 年 8 月
28 日～ 9 月 10 日・首都圏在住元 NHK 番組モニター100 人
対象／有効回答数：86 人）

「既存の概念では説明できない」
　キソン：48%，キゾン：52%

「古いものと新しいものが併（並）存している」
　ヘイソン：8%，ヘイゾン：90%

 Ⅱ- 4　「施術」について 17）

提案変更点と問題点
第1376回放送用語委員会では，現在の使われ方

と調査の結果から「①セジュツ②シジュツ」で提案
したが，異論があり，提案を変更した。

国語辞典では「シジュツ」を見出しに取り上げる
ものが多いが，平成以降発行の辞典の一部では「セ
ジュツ」の読みもあることを示すようになってきてい
る。インターネットで行った調査でも，各年代で「セ
ジュツ」の読みが多い結果となっている。マッサー
ジや歯科，美容などでは治療を行うことや美容
の術を行うことを「セジュツ」と言うことが多い。
また，明治時代・大正時代の文献でも「施術」に「セ
ジュツ」の読みをつけているものが見られる。「セ
ジュツ」は最近になって急に使われるようになった
読みということではなく，比較的以前から使われて
いた読みと言えそうだ。

こうしたことから「◯シジュツ，◯セジュツ」とし，
説明を加えることとした。

放送現場からの問い合わせも多く，読みを示して
欲しいという声が聞かれるため，新立項として提案
した。ただし，本来の語の意味は「医療の術を行う」
ことであり，資格や法律にも関わる。この語を使う
必要がある場面なのか，言いかえられないかを検討
することを優先させる。
参考
①国語辞典の掲載

「施術」の意味
『日本国語大辞典』（第 2 版・小学館・平 13）
しじゅつ（施術）：①策を施すこと。工夫の結果を

実際に行なうこと。②医者などが医療の術を施
すこと。特に，手術を行なうこと。

●国語辞典では，平成以降に「せじゅつ」の読みを
参考としてのせるようになっているが，実際には「せ
じゅつ」は明治期の文献にも見られる。
●『三省堂国語辞典』（第 7 版・平 26）が，「せじゅ
つ」を主見出しにとり，新しい意味も加えている。
せじゅつ（施術）：

①手術などの医療をおこなうこと。
②美容・散髪などをおこなうこと。「～院」。
③まじない，催眠術などをおこなうこと。
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②古い「せじゅつ」の例（いずれも原本に読みがな
がつけられている）

『催眠術自在学理応用』（明治 36（1903）年／大
学館／竹内楠三）
ドンなに深い催眠状態になって，熟睡の如く見えて
居る場合でも，施術者（せじゅつしゃ）が極僅かな刺
激を與へると直ぐ其れに感ずる。

『徳田秋聲全集』（平 10）（『秋聲叢書』所収「愚物」
明治 38（1905）年）
遂一週間前までは，此は患者の扣所，此は施術所

（せじゅつしょ）と云う大体の形勢は決まっているに
しろ…（解説では「施術所（しじゅつしょ）」の読み
も補助されている）

『萬病根治自然療法』（大正 5（1916）年／丙午出
版社／西川光次郎）
私は屡 『々病人を治療せば施術者（せじゅつしゃ）の
磁力が減じはせぬか』との質問を受くるが，何事に
も限度があるから，為し過ぎたら害を受けるのは無
論なるも，適度に施術（せじゅつ）せば，其の為め
に自分の磁力を減少せしめる様なことはない。

『自彊術の解説と実験談』（大正 10（1921）年／実
業之日本社／十文字大元）
殊に余の敬服したのは，中心を正しく整へると云
うことであるが，被術者の中心を正しくする為には，
施術者（せじゅつしゃ）自身も亦その姿勢を崩さぬと
云う點であった。

 Ⅱ-5　「極め付き／極め付け」について 18）

これまでどおり，　◯キワメツキ
（伝統的には「定評のある」という意味で「キワメツ
キ」。近年は「はなはだしい例」といった意味で「キ
ワメツケ」と言う場合もある）　
提案変更点と問題点

第1376回放送用語委員会では「①キワメツキ②
キワメツケ」で提案した。「折り紙付き」など「◯◯
がついた状態」を指す語の多くは「◯◯ツキ」であ
り，例外的な「極め付け」のみ「ツケ」を認める必
要はないという意見が出た。そのため，放送ではこ
れまでどおり「○キワメツキ」とした。

なお以下の理由により，「キワメツケ」という語形
もあるということを示すことにした。

国語辞典では，「キワメツケ」の語形があることを
説明に入れているものが多い。また調査の結果で
も「キワメツケ」を使う人が多くなっている。「定評

のある」という本来の意味ではなく，「はなはだしい
例」「もっともすばらしい例」というような意味で「キ
ワメツケ」の語形を使う場面が一般に見られる（例：

「かみ合わない議論，その極め付けの例」，（サッ
カーの試合を紹介するスポーツニュースで，とって
おきのすばらしい場面として）「極め付けのゴール」
など）19）。実際の放送でも「キワメツケ」が使われ
ることがある。

Ⅱ- 1 ～Ⅱ- 5 までについて用語委員意見
再提案および当初提案を変更して提案した語につ

いては，特に異論はなく，決定された。
『NHK日本語発音アクセント辞典』（以下『アクセ

ント辞典』）改訂の際に，今回の決定内容をどのよ
うな立項方法で反映させるのかについて意見が多く
あった。
「施術」については，「本来の読みは「シジュツ」

だが，「セジュツ」と読まれることが多い」という情
報も立項の際に入れる必要があるだろうという意見
があった。

そのほか，「極め付き／極め付け」についても，
「キワメツケ」という語形もあるということを何かし
らの形で示したほうがよいだろうという意見があっ
た。「イコジ／エコジ」では「放送では意固地・依怙
地とは書かない」という表記についての情報を『ア
クセント辞典』でどう扱うか，表記の情報も発音・
アクセントに関係することもあり，こういった情報を
入れることも重要である，という意見があった。

新しい『アクセント辞典』の立項方法については，
「空見出し」や「補助情報・解説」「表記情報」をつ
けるなどの工夫を事務局で検討する。

 Ⅱ-6　建物の助数詞「棟」について（新提案）
提案
助数詞「棟」の読み　「ムネ」

（マンションやビルなどの場合は「トー」も）
（これまで一般・災害時ともに　◯ムネ，×トー）
提案理由

これまで，建物を数えるときの助数詞「棟」の読
みは，「ムネ」（「トー」は使わない）としてきたが，
高層マンションや大きな建物の場合は，「ムネ」とい
う読み方では違和感があるという指摘もあることか
ら，状況によっては，「トー」の読みも認めることを
提案する（原則は，従来どおり「ムネ」とする）。
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提案の背景と問題点
助数詞「棟」の読みは，伝統的には「ムネ」であ

り，NHKでも，昭和41（1966）年の第626回放送
用語委員会の決定以降，建物は，「ムネ」で数える

（「トー」は使わない）という原則に従って運用して
きた。しかし，高層のマンションやビルが増え，現
場から「トー」の読みを使ってもよいかという問い合
わせを多く受けるようになった。調査でも，マンショ
ンを数えるときには，「ムネ」よりも「トー」を使う人
のほうが多いという結果となり，いわゆる「棟（む
ね）」（棟木）のある家屋と，マンションなどの「棟」
のない大型の（高層の）建物とで，「ムネ」と「トー」
を使い分けている実態が推測できる。また，最
近の国語辞典にも，建物を数えることばとして， 

「トー」の読みを立項するものが増えてきている。以
上のことから，高層や大型の建物の場合に限り，

「トー」の読みも認めることとしたい。
しかし，①運用上，「ムネ」の読みのほうが，耳

で聞いてわかりやすいこと，②基本的には「ムネ」
を使うという方針にすることで特に災害時に，複
数の数え方をすることによる混乱を避けることがで
きるという利点があることなどの理由から，原則
は，これまでどおり「ムネ」の読みとする。
参考
①放送用語小委員などの意見
・一般的な認識に近づく改訂で好ましい。ただ，初

見の原稿で「ムネ」か「トー」かをとっさに判断する
のは難しい場合もあるので，提案どおり「両方可」
としておくのがよい。

・「棟」は，「ムネ」と読むように教わってきたので，
「トー」には違和感がある。

・ビルやマンションを「トー」と読む人が増えていると
は思うが，混乱を防ぐためにも「ムネ」のままでよ
いのではないか。

・一般的な使われ方として，「ムネ」は小さい住宅な
ど，「トー」は大きな建物，という印象がある。大
きさ，高さ（△階以上など），棟木の有無，屋根
の有無などによる使い分けを決めるべきか。

・大きな災害や台風で「浸水が 100 棟」という場合
には，まとめて「ムネ」でよいと判断できそうだが，

「火事で住宅 4 つとマンション 3 つが燃えた」とい
う場合に迷いそうだ。

②調査
平成25（2013）年度ことばのゆれに関する調査

（平成26年1月10日～ 26日・有効回答数：1,339人（2,000人
対象））

平屋建ての住宅など 5 棟
ゴトウ：38%，ゴムネ：51%，
ゴトウともゴムネとも：10%，わからない：1%

5 棟のマンション
ゴトウ：74%，ゴムネ：15%，
ゴトウともゴムネとも：9%，わからない：1%　

③用語の決定
　第 626 回放送用語委員会（昭 41.12.22）
［原則］ひとつの事物に使われる助数詞が2つ以

上ある場合には，一般に広く使われているものを使
う。
［助数詞適用の基準］
物品・物体（中略）

（7）建物は「むね（×棟）20）」で数える。ただし，
住居の単位としては「戸」または「軒」を使う。

例：倉庫 1 むね，工場など 3 むね，住宅 2 むね
を全焼，住宅 1000 戸を新築，肉屋・くだも
の屋など 4 軒，3 軒長屋

④『NHK ことばのハンドブック第 2 版』（平 17）
［建物］家屋
　（一般）棟：住宅・アパート・倉庫・工場
　　◯ムネ　×トウ

 戸：（住宅建設の場合など）
 軒：（例　3軒長屋）

　（災害時）棟：（住家・非住家とも）
　　◯ムネ　×トウ

 軒・戸：（取材地で非公式の数字を
 示すときなど）

　（災害復旧）戸：（例　仮設住宅1000戸）
⑤国語辞典掲載の変遷（助数詞としての掲載）

注：大正以前：江戸時代から大正 15 年の間に発行された辞書

昭和（戦前）：昭和元年から昭和 20 年の間に発行された辞書

昭和（戦後）：昭和 21 年から昭和 63 年の間に発行された辞書

平成：平成になってから発刊された辞書

数値は，何らかの形で掲載されている場合をカウント。（　）内は

主見出しとして掲載されている辞書の数。

　 大正以前
（14 冊）

昭和
（戦前）
（6 冊）

昭和
（戦後）
（53 冊）

平成
（59 冊）

ムネ 8（8） 4（4） 51（49） 57（54）

トー 0 0 11（11） 27（27）
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●国語辞典掲載の変遷からわかること
・助数詞「棟」の読みは，伝統的には，訓読みの「ム
ネ」であり，助数詞として音読みの「トー」を立項す
る辞書は，もともとなかった。
・昭和 30 年代後半以降，助数詞としての「トー」の
読みも認める辞書が出始めた。この理由として以下
の 3 点が考えられる。

1．明治以降の西洋化，近代化により，一般の
建物が高層化し，いわゆる「棟（むね）」のない
建築物が増えたこと。
2．昭和 30 年代になって，戦災による住宅不足
を補うため，中層・高層の集合住宅が多く建設さ
れ，「1 号棟・2 号棟…」などのように，複数の建
物を番号をつけて呼ぶ必要が出てきたこと。
3．昭和 39 年の東京オリンピック前の建設ラッ
シュ期に，建築基準法が改正され，より高いビ
ルも建設可能になったこと（昭和 43 年には，日
本初の超高層ビルともいわれる霞が関ビルディン
グが竣工）。

・平成以降に出版された国語辞書では，59 辞書（延
べ数。版を重ねた同一辞書も含まれる）中，27
辞書が「棟（トー）」を助数詞（建物を数えることば）
として立項している。
・「棟（トー）」をどのような建物に使うのかについて
は辞書によって語釈が異なるが，大きい建造物に用
いるという点でおおむね一致している。
・集合住宅・学校・病院・公の施設・ホテルなどで，
建物の呼び名として，「北棟・Ａ棟・1 号棟」「管理
棟」「研究棟」「宿泊棟」など，「【機能・場所など】
＋棟（トー）」が多く使われていることも，ビルや大
きな建物の場合は「トー」と読む傾向を強める原因
になっていると考えられる。

Ⅱ-6 についての用語委員意見
「棟」の読みについては，特に異論なく，提案ど

おりに決定されたが，「棟」のような「助数詞」だけ
でなく，「数詞」＋「助数詞」の読み方のセットにも
注意すべきである，という指摘があった。

原則として「棟」の前にくる「1，2，3」などの数
字を「ひと，ふた，み」（和語）の数え方で読む場
合は，「棟」を「ムネ」と読み，また，「棟」の前にく
る「1，2，3」などを「いち，に，さん」（漢語）の数
え方で読む場合は「棟」を「トー」と読む。文研の
調査では，「5 棟」で聞いているが，「ゴ」（漢語）と

読むのであれば，本来，音読みの「トー」がくるし，
和語の「イツ」であれば，訓読みの「ムネ」がくる。
現代では「ゴ」か「イツ」で迷うことはないとは思うが，

「棟」の漢字の読みとして採用してしまうと，数字の
読みと助数詞の読みのセットはどうなるのか，読み
方に迷う場面も出てきてしまう，という意見である。
『アクセント辞典』には付録に「数詞＋助数詞の発

音とアクセントの一覧表」がある。また，『NHKこ
とばのハンドブック第2版』には「数字の発音・用
例集」がある。『アクセント辞典』改訂では，この付
録部分の検討も行うことにしている。

Ⅱ-7　変更なしの語
第1370回， 第1372回， 第1376回， 第1379回

放送用語委員会で議論・検討した結果，次の語の
読みはこれまでどおりとする。

同じくらい／同じぐらい（◯～クライ，◯～ク ラ゚
イ），河川敷（◯カセンシキ，◯～ジキ），過不足

（◯カフソク），現世（①ゲンセ②ゲンゼ〔仏教〕），
固執（◯コシツ），舌鼓（①シタツズミ②～ズツミ），
谷底（①タニゾコ②タニソコ），罪作り（◯ツミツ
クリ），取り越し苦労（①トリコシク ロ゚ー②～ク
ロー），頓着（①トンチャク②トンジャク），腹鼓（①
ハラツズミ②～ズツミ），封切り（◯フーキリ），偏
執（◯ヘンシュー）

山下洋子（やました ようこ）

注：
1）第 1370 回放送用語委員会報告

山下洋子（2013）「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～」『放送研究と調査』第 63
巻 10 号
第 1372 回放送用語委員会報告
山下洋子（2013）「放送用語委員会（東京）ことば
の読みについて（連濁の語を中心に）～『NHK 日
本語発音アクセント辞典』改訂にあたって～」『放
送研究と調査』第 63 巻 12 号
第 1376 回放送用語委員会報告
山下洋子（2014）「放送用語委員会（東京）ことば
の読み・語形のゆれについて～『NHK 日本語発音
アクセント辞典』改訂にあたって（意見交換）～」『放
送研究と調査』第 64 巻 3 号
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2）第 1370 回放送用語委員会では「①アクミョー②ア
クメー」として提案していたが，議論の結果，これ
までどおり「◯アクミョー，◯アクメー」とした。

3）第 1376 回放送用語委員会で語源についての指摘
があった。「依怙（えこ）」からできた語であるとい
う指摘である。しかし，提案は変更せず「①イコ
ジ②エコジ」とした。

4）第 1376 回放送用語委員会では「既存」はこれま
でどおり「◯キソン」していたが，新たに「◯キソン，
◯キゾン」とすることにした。過去の調査の結果お
よび国語辞典の掲載状況から判断した。

5）第 1370 回放送用語委員会では「◯オーキ ，゚　◯
オクキ 」゚のままとする提案をしたが，用語委員の
指摘や世論調査の結果，「オーギ」をとる年代が
幅広く見られることなどから「①オーキ ②゚オク
キ 」゚とすることにした。

6）「難治」について，医学の学術用語（『学術用語集
（医学編）』平 15・文部科学省／日本医学会）では
「ナンチ」の読みをとっている。用語委員からも「難
治疾患研究所」などの固有名詞で「ナンチ」の読み
がとられていることもあり，今後検討が必要では
ないかという指摘があった。今回「難治」の読み
の調査を行っていないため，ひとまずこれまでどお
り伝統的な「ナンジ」の読みのままとした。読みの
変更や追加について，今後検討していく。

7）第 1376 回放送用語委員会では「①セジュツ②シ
ジュツ」で提案したが，用語委員会での議論およ
び検討の結果，「◯シジュツ，◯セジュツ」とし，
説明を加えることにした。

8）第 1372 回放送用語委員会では「ミエカ ク゚レ」を
削除し「◯ミエカクレ」とし，「見え隠れに」と副詞
的に使われる場合は「ミエカ ク゚レニ」とすることを
提案したが，議論の結果，「①ミエカクレ②ミエカ゜
クレ」とすることにした。

9）第 1372 回放送用語委員会では，「①ムラサキズイ
ショー②ムラサキスイショー」とすることを提案し
た。しかし，学術用語では「ムラサキスイショー」
であり，調査の結果でも「～スイショー」が多かっ
た。議論の結果，「①ムラサキスイショー②ムラサ
キズイショー」とすることにした。

10）第 1376 回放送用語委員会では，「◯イキツケ（～
の店）」とし「ユキツケ」の読みを削除することを提
案した。しかし，「行き～」の語は，「イク」「ユク」
両方を認める語がほとんどであり，古くからゆれ

のある語として指摘されているものである。伝統
的には「ユキツケ」であることからも，これを削除
するのは難しいのではないか，という指摘があっ
た。議論・検討の結果，「ユキツケ」の読みも残し

「①イキツケ②ユキツケ」とすることにした。
11）1）に同じ
12）2）に同じ
13）NHK には，外部の専門家の意見を広く聞き，放

送用語に関する基本方針や個別の用語について審
議する「放送用語委員会」と，用語に関する放送
現場の課題を委員会に報告し，個別の用語につい
て検討を行う「放送用語小委員会」とがある。第
1379 回放送用語委員会開催前に，第 350 回放送
用語小委員会を開催（平成 26 年 2 月14 日）し，「用
語の決定」について放送現場の意見を聞いた。

14）日本新聞協会は，用語について，新聞・通信社・
放送各社がゆるやかな基準で合意点を探るために
定例会（新聞用語懇談会）を開いている。この中
で，在京・在阪の放送局が集まり，放送用語につ
いて意見交換をする場が，「新聞用語懇談会放送
分科会」である。放送局のアナウンサーや考査関
係者が出席している。

15）3）に同じ
16）4）に同じ
17）7）に同じ
18）「用語の決定」にはいたらず，これまでどおり「◯

キワメツキ」としたが，「キワメツケ」という語形も
あるということを示すこととする。

19）「とっておき」「すばらしい」の意味で「キワメツキ」
が使われる場面もある。例えば，「とっておきの健
康法」として「極め付きはこれ」と表現し，紹介
した例があった

20）漢字の「棟」は，当用漢字表（昭和21年）にはなかっ
たため，昭和 41 年の用語委員会の決定の際には，
ひらがなで「むね」と書くこととされたが，常用
漢字表（昭和 56 年）に採用されて以降は，放送
でも，漢字の「棟」が使われるようになった。

第 1379 回放送用語委員会（東京）
【開催日】 平成 26 年 2 月 28 日（金）
【出席者】 青木奈緒 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
 阪中信之 NHK 放送文化研究所長 ほか
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