
平成26（2014）年6月27日（金），放送センター
で第1381回放送用語委員会が開催された。平成
26年度の放送用語委員会は，『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）に掲
載の「外来語の発音・表記」で「ゆれ」のある語に
ついて議論をすすめる。

外来語の発音・表記の「原則」および「細則」につ
いては，平成23年度，24年度の用語委員会で検討
した 1）。今年度は，「原則」や「細則」では発音・表
記が決まらない個別の語を抜き出し，検討する。今
回は，「長音の有無に関連する外来語」の中から以下
の語について，発音・表記の変更を審議した。

なお，今回取り上げた語は「用語の決定」には
至っていない。議論の内容を検討したうえで，再
提案する。

・「長音なし」の発音・表記に変更提案する語
提案①  「アンチョビ」に変更

（これまで　アンチョビー）
●提案理由

市販されている製品の名称や，インターネットでの

検索結果から見て，現代では「アンチョビ」の語形
が多く使われている。
●参考資料

古くから文献などでは「アンチョビー」の語形が
使われており，現代でも，国語辞典や新聞社・通
信社では「アンチョビー」が使われている。一方，
一般的には「アンチョビ」が多い。

慣用と公的な表記がずれてきている。
◯原音の発音　anchovy［ǽntʃouvi］　
◯新聞社・通信社 2）

毎日，日経，産経，時事，共同：アンチョビー
◯「アーカイブス」原稿検索 3）

アンチョビ：1件，アンチョビー：0件
◯『きょうの料理 』用語基準（NHK・非売品・平 22）

アンチョビ（×アンチョビー）
◯辞書調査（12 冊調査）4） 

（　）の外の数字は，12 冊の中で，その語を何かしらの
形で掲載している辞書の数。（　）内は主見出し。以下同。

◯ goo による検索　

◯用例（古い例）5）

アンチョビー：24件，アンチョビ：0件
◯現代日本語書き言葉均衡コーパス（以下，BCCWJ）6）

（語彙素「アンチョビー」で検索）

提案②  「ウスターソース」に変更
（これまで　ウースターソース）

●提案理由
国の規定でも「ウスターソース」が使われており，

・「長音なし」の発音・表記に変更提案する語
① anchovy　アンチョビー → アンチョビ
② Worcester（shire） sauce
 ウースターソース → ウスターソース
③ jersey（運動着） ジャージー → ジャージ
④ bloomer（s）（衣類） ブルーマー → ブルマー
⑤ flare（衣類） フレヤー → フレア
　 flared skirt（衣類） フレヤースカート
　　　　　　　　　　  → フレアスカート
・「長音あり」の発音・表記に変更提案する語
⑥α アルファ → アルファー
⑦ cheetah チータ → チーター
⑧ parka パーカ → パーカー
⑨ one pattern（和） ワンパタン → ワンパターン
⑩ plain 立項なし → プレーン
　 plain soda プレンソーダ → 削除
・確認
⑪ green peas（豆） グリンピースのまま

アンチョビ アンチョビー

1 冊（1 冊） 10 冊（10 冊）

“アンチョビ”（アンチョビーを除く） 18 万 8,000 件

“アンチョビー”（アンチョビを除く）  1 万 1,100 件

アンチョビ 86 件 ブログや知恵袋など 41 件

アンチョビー 32 件 料理本の記載（はっきり料理本とわ
かるもの）23 件
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◯ goo による検索　

◯ BCCWJ（ 文字列検索で「ウスターソース」「ウースター
ソース」それぞれで検索）

◯専門語の扱い
『五訂増補日本食品標準成分表』
「日本農林規格」

 ウスターソース

提案③  「運動着」の意味の場合
「ジャージ」に変更（これまで　ジャージー）

●提案理由
調査の結果，およびインターネットの検索結果か

ら，「運動着」の意味の場合，「ジャージ」という形
で使われる場面が多い。
 ジャージー（乳牛，地名，生地）
 ジャージ（運動着）　　

と使い分けることを提案する。
●参考資料

イギリスの島名「ジャージー島」由来の語。地名，
乳牛の種類，生地，運動着などの意味がある。

インターネットやコーパスの検索結果から，「乳
牛」「地名」としては「ジャージー」が一般的で，「運
動着」の意味の場合は，「ジャージ」が一般的。

ただし，「 生 地 」の 場 合 は「ジャージー」と
「ジャージ」とで「ゆれ」があるようだ。

また，サッカーやラグビーのユニホームという意
味として使われることがあるが，各競技の規則にも

「ジャージ」と表記されている。
NHKをはじめ，新聞社・通信社では，どの意味

の場合も「ジャージー」で統一しているが，実際の
放送では，「ジャージ」という発音も出てきている9）。
◯原音の発音　jersey［dʒə́:rzi］　
◯調査：平成 21（2009）年度語形のゆれに関す
る調査 10）平成 22 年 2 月 5 日～ 2 月 14 日実施・エリアサ
ンプリング・有効回答数：1,272 人（4,000 人対象）

Q. 学校の体操着のことを「 ジャージ／ジャー
ジー」とも言う

製品の名称も多くは「ウスターソース」である。調
査の結果およびインターネットなどの検索結果から，
放送でも「ウスターソース」とすることを提案する。
●参考資料

イギリスの地名由来の外来語である 7）。日本には
明治のころに入ってきたもののようで，古い文献に
はさまざまな語形が見られる。昭和の初めの文献
に，すでに「ウスターソース」の表記が見られる。

現代では，「食品標準成分表」（文部科学省），「日
本農林規格」（農林水産省）が「ウスターソース」と
いう表記をとっており，市販されている製品も｢ウス
ターソース｣がほとんどである。また，新聞社・通
信社も「ウスターソース」を原則としており，「ウース
ターソース」が出てくるのは国語辞典の掲載が中心。
実際の放送でも，すでに「ウスターソース」が使わ
れている。
◯調査：平成 24 年 1 月号「多数派少数派」8）

平成 23 年 12 月 19 日～平成 24 年 1 月 16 日実施・有効回
答数：446 人

Q.「ウスターソース」「ウースターソース」につ
いて，お考えにもっともよく当てはまるもの
は，どれでしょうか。

「ウースターソース」「ウスターソース」
どちらも正しい：19%

「ウースターソース」は正しいが，
「ウスターソース」はおかしい： 5

「ウスターソース」は正しいが，
「ウースターソース」はおかしい：72

「ウースターソース」「ウスターソース」
どちらもおかしい：1

このことばを知らない：1
◯ 新聞社・通信社

新聞協会，朝日，毎日，読売，日経，産経，時
事，共同：ウスターソース

◯「アーカイブス」原稿検索
 ウスター：3件（イギリスの地名1件）
 ウースター：1件（南アフリカの地名として）
◯ 辞書調査（12 冊調査）

ウスターソース ウースターソース

9 冊（5 冊） 9 冊（6 冊）

“ウスターソース”（ウースターソースを除く） 181万件
“ウースターソース”（ウスターソースを除く） 2,540件

ウスターソース 70 件

ウースターソース  3 件
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年代別
 

◯新聞社・通信社
新聞協会，朝日，毎日，読売，日経，産経，時事，
共同：ジャージー

◯「アーカイブス」原稿検索
ジャージー（運動着・ユニホーム）： 92件
ジャージ　（運動着・ユニホーム）：161件

◯辞書調査（12冊調査）

◯ goo による検索　
★「運動着」の意味の場合：「ジャージ」が多い

★「ユニホーム」の意味の場合：「ジャージ」が多い

★「生地」の意味の場合：「ジャージ」が多いが，「ゆれ」

★「乳牛」の意味の場合：「ジャージー」が多い　

◯ BCCWJ（語彙素「ジャージー」で検索）

◯日本語話し言葉コーパス（以下，CSJ）11）

ジャージ：0 件，ジャージー：2 件（うち，「発言
形」が「ジャージ」のもの 1 件）

◯専門語の扱い
ラグビー競技規則（2013）第 4 条　
プレーヤーの服装　ジャージ
日本自転車競技連盟　競技規則集　ジャージ

（国際自転車競技連合 UCI の公式日本語訳でも「ジャー
ジ」の表記を使用）

提案④  「ブルマー」に変更
（これまで　ブルーマー）

●提案理由
インターネットやコーパスの検索結果から，放送

で使う場合には「ブルマー」と発音・表記すること
を提案する。

なお，「ブルマ」という発音・表記も一般化して
いるが，語末の-erは長音符号をつけるという原則
のとおり，放送では「ブルマー」とする。
●参考資料

人名をもとにした語 12 ）。明治時代にはすでに使
われていた。古い文献でも「ブルーマー」「ブルマー」
両方の語形が見られる。指すものの形が変化して
きている語で，古くは女子児童用の下着のことを
指したが，現代では「ショーツ」タイプの「女性用
体操着」として，「ブルマ」または「ブルマー」の形
が多く使われている。
「ブルーマー」は，人名としては使われているが，

「体操着」の意味としては使われていないのが実態
である。NHK以外の新聞社・通信社では，すで
に「ブルマー」の語形をとっている。
◯原音の発音　bloomer［blú:mər］
◯新聞社・通信社

産経，時事，共同：ブルマー
◯辞書調査（12冊調査）　

ジャージ ジャージー

4 冊（2 冊） 12 冊（12 冊）

“ジャージ”
（運動着を含む。ジャージーを除く） 26 万 3,000 件

“ジャージー”
（運動着を含む。ジャージを除く） 1 万 4,100 件

“ラグビージャージ”
（ラグビージャージーを除く） 1 万 3,100 件

“ラグビージャージー”
（ラグビージャージを除く） 274 件

“ジャージ”
（生地を含む。ジャージーを除く） 16 万 1,000 件

“ジャージー”
（生地を含む。ジャージを除く） 11 万 1,000 件

“ジャージ乳”（ジャージーを除く） 121 件

“ジャージー乳”（ジャージを除く） 7,790 件

ジャージ 267 件 ブログ・知恵袋で 128 件

ジャージィ 3 件 文学

ジャージイ 2 件 文学

ジャージー 77 件 新聞，文学，白書など

ブルマー ブルーマー

10 冊（6 冊） 11 冊（6 册）
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◯ goo による検索　

◯ BCCWJ（語彙素「ブルーマー」で検索）

提案⑤　「フレア」，「フレアスカート」に変更
（これまで　フレヤー，フレヤースカート）

●提案理由
インターネットやコーパスの検索結果および国語

辞典の掲載から，放送のことばとしては「フレア」「フ
レアスカート」とすることを提案する。
●参考資料
「flare」はファッション用語として使われるほか，

「太陽フレア」や写真の「フレア」などで使われる。
国語辞典ではいずれも「フレア」で立項されることが
多い。ファッション用語としては昭和に入ってからの
文献に見られ，「フレヤードスカート」「フレヤー」など
の形で使われている。戦後になると「フレアー」また
は「フレア」の形が多く，最近は「フレア」が多い。
新聞社・通信社では「フレアスカート」。なお，一般
には，「フレアー」「フレアースカート」も使われており，
コーパスでファッション誌の使用を見ると，同じ雑
誌でも「フレアー」であったり「フレア」であったりと

「ゆれ」が見られる。
『アクセント辞典』では外来音［ər］は多く［ア］

で発音・表記しており，「フレヤー」「フレヤースカー
ト」は例外的な発音，表記になっている。
◯原音の発音　flare［flέər］
◯新聞社・通信社

新聞協会，朝日，毎日，読売，日経，産経，共同：
フレアスカート

◯「アーカイブス」原稿検索
フレア：49 件（ファッション以外での使用）

◯関連語（『アクセント辞典』掲載語）

［イアー］［エアー］：クリアー，フェアー
［イア］［エア］：エア，ケア，シェア，スペア，
キャンプファイア，ヘア，ペア，など

［イヤー］［エヤー］：フレヤー，フレヤースカート

［イヤ］［エヤ］：ワイヤ
◯辞書調査（12冊調査）

「フレヤースカート」は『アクセント辞典』のみ。
◯ goo による検索

＊いずれの語形でも，「スカート」をつけずに検
索すると，ファッション関係の使用が出てこない。
商品名，人名などでの使用が多い。
＊「flare」ではなく「flair」（ 才能，センスなど
の意味）のスペルをとる語も多く出てくる。この
場合「フレアー」と表記しているものが多い。

＊「スカート」と結びつくと「フレア」が多い。
◯ BCCWJ（語彙素「フレア」と「フレアー」で検索）

＊「フレア」「フレアー」はいくつかの意味のある
語だが，BCCWJ では，「大きく波を打った広がり」
の意味の場合は「フレア」が多い。「フレアー」の
語形は，いくつかの意味で使われている。

“ブルマー”（ブルーマーを除く） 22 万件

“ブルーマー”（ブルマーを除く） 4,590 件

“ブルマ”（ブルマーを除く） 44 万 5,000 件

ブルマー 24 件

ブルーマー 4 件

ブルマ 39 件

フレヤー フレヤ フレアー フレア

4 冊（2 冊） 1 冊（0 冊） 7 冊（2 冊） 9 冊（9 冊）

フレヤー
スカート

フレヤ
スカート

フレアー
スカート

フレア
スカート

1 冊（1 冊） 0 冊 2 冊（0 冊） 5 冊（2 冊）

“フレア”
（フレアー，フレヤ，フレヤーを除く） 18 万件

“フレアー”
（フレア，フレヤ，フレヤーを除く） 15 万 9,000 件

“フレヤ”
（フレア，フレアー，フレヤーを除く） 9,670 件

“フレヤー”
（フレア，フレアー，フレヤを除く） 1,280 件

“フレアスカート”
（フレアー，フレヤ，フレヤーを除く） 16 万 6,000 件

“フレアースカート”
（フレア，フレヤ，フレヤーを除く） 5 万 7,000 件

“フレヤスカート”
（フレア，フレアー，フレヤーを除く） 4 件

“フレヤースカート”
（フレア，フレアー，フレヤを除く） 148 件

フレア 117 件

フレアー 42 件

フレヤ 0 件

フレヤー 1 件
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（語彙素「フレア」「フレアー」で，キーワードから1 字うし
ろに「スカート」がくる，という条件でそれぞれ検索）

（「フレヤ（ー）スカート」はなし）

＊「～スカート」の場合は，ファッション誌での
使用を中心に「フレアスカート」が多い。

・「長音あり」の発音・表記に変更提案する語
提案⑥　「アルファー」に変更（これまで　アルファ）
●提案理由
「α」および「α」を含む複合語は，実際には［ア

ルファー］と発音されることが多いことから，放送
では「アルファー」とすることを提案する。表記も，
発音と一致させるため「アルファー」とするが，「α」
で表記してもかまわない。なお，固有名詞として使
われている場合は，固有名詞に合わせる。
●参考資料

古くは「アルファ」「アルファー」のほかに「アル
ハー」「アルパ」などの形も見られた。現在は，新聞
社・通信社や国語辞典でも，「アルファ」「プラスアル
ファ」の形で統一されている。専門語としても「アル
ファ」。国語辞典では「アルファー」の用例を示す辞
書も見られる。また実際の音声では，［アルファー］

［プラスアルファー］と発音されることがある。
特に「α波」はアクセント［アルファ＼ーハ］から

考えても［アルファーハ］という発音が出やすく，
［アルファハ］と発音することは難しい。「α」関連の
語は，「アルファ」の形で専門語でも多く使われて
いる。ニュースで使われることの多い外来語だが，
表記の慣用と発音の慣用が一致していない13）。
◯原音の発音　alfa［ǽlfə］　
◯新聞社・通信社

新聞協会，朝日，毎日，読売，日経，産経，時事，
共同：アルファ
朝日，毎日，産経，時事，共同：プラスアルファ

◯「アーカイブス」原稿検索
アルファ：147件，アルファー：7件　
プラスアルファ：34件，プラスアルファー：4件

◯辞書調査（12冊調査）　

◯ goo による検索

◯ BCCWJ
（語彙素読み「アルファ」，後方共起「助詞」で検索）

（「プラスアルファ」で文字列検索）

◯ CSJ
α：28件（発言形はいずれも［アルファ］。［アル

ファー］なし）14）

◯専門語の扱い
　『学術用語集』（医学編）（平 15）　

アルファ《α》波
アルファ《α》胎児型タンパク

　『学術用語集』（原子力工学編）（昭 53）
α崩壊，α粒子，α線　など

（このほか，化学編，天文学編，分子光学編で「α」を含む
学術用語があるが，「原子力工学」同様，読みの明示なし）

提案⑦　「チーター」に変更（これまで　チータ）
●提案理由

辞書の掲載および世論調査の結果から見て，
「チーター」が一般的になっており，放送のことばと
しては「チーター」とすることを提案する。
●参考資料

戦後になって日本に入ってきた外来語で，当初は

フレア＋スカート 21 件

フレアー＋スカート 7 件

アルファ アルファー

11 冊（11 冊） 4 冊（1 冊）

プラスアルファ プラスアルファー

11 冊（6 冊） 2 冊（1 冊）

“アルファ”（「ロメオ」「アルファー」を除く） 94 万件

“アルファー”（「ロメオ」「アルファ」を除く）24 万 7,000 件

“プラスアルファ”
（「プラスアルファー」を除く） 16 万 2,000 件

“プラスアルファー”
（「プラスアルファ」を除く） 1 万 5,600 件

α 210 件 読み不明

アルファ 111 件

アルファー 10 件 ブログ・知恵袋：4 件

プラスアルファ 73 件

プラスアルファー  1 件 小説

82 　OCTOBER 2014



「チータ」の語形をのせる国語辞典が多かったもの
の，現代ではほとんどが「チーター」を主な見出し
にしている。また，動物園でも「チーター」と表記
している。世論調査でも「チーターと言う（チータと
は言わない）」という人が75%と多い。年代別には，
50歳以上で「チータと言う（チーターとは言わない）」
がやや増えるが，「チーター」という答えが多いのは
ほかの年代と変わらない。
◯原音の発音　cheetah［tʃí:tə］
◯調査：平成 21（2009）年度語形のゆれに関す
る調査 15）平成 22 年 2 月 5 日～ 2 月 14 日実施・エリア
サンプリング・有効回答数：1,272人（4,000人対象）

Q. 動物園で「チータ／チーター」を見た。

年代別
 

◯新聞社・通信社
新聞社・通信社のハンドブックには掲載なし
実際のニュースで検索したところ，

 朝日： 平成25年2月7日 キングチーター
 日経： 平成24年11月4日 キングチーター
 産経： 平成23年8月5日 キングチーター
◯「アーカイブス」原稿検索

チータ：4 件，チーター：15 件（動物の「チー
タ（ー）」のみ抜き出した件数）

◯辞書調査（12冊調査）　

◯ goo による検索

◯ BCCWJ（語彙素「チーター」で検索）

◯ CSJ
チータ：0件，チーター：1件

◯専門語の扱い
ワシントン条約　　チーター類 
各動物園の表示 16）

多摩動物公園，安佐動物公園，姫路セントラ
ルパーク，群馬サファリパーク，富士サファリパー
ク：チーター

提案⑧　「パーカー」に変更（これまで　パーカ）
●提案理由

インターネットやコーパスの検索結果から，「パー
カー」と発音・表記することが一般的であると考え，
放送のことばとしては「パーカー」とすることを提案
する。
●参考資料

新しい外来語で，国語辞典には昭和60年前後
から「パーカ」の形で立項され始めた語。古くは「パ
ルカ」の形もあるが，現在では「パーカ」または「パー
カー」の形で定着している。ファッション雑誌では，

「パーカ」の形が多く見られる。
「ヨットパーカ（ー）」（和製英語）の形で使われる

ことが多い。新聞社・通信社ではいずれも「パーカ」
「ヨットパーカ」で統一しているが，放送では，「パー
カー」「ヨットパーカー」が多く使われている。ネット
でも「パーカー」「ヨットパーカー」が多い。
◯原音の発音　parka［pá:rkə］
◯新聞社・通信社

新聞協会，朝日，毎日，読売，産経：パーカ，ヨッ
トパーカ

日経，時事：ヨットパーカ
共同：パーカ

◯「アーカイブス」原稿検索
パーカ：2件，パーカー：44件

◯辞書調査（12冊調査）　

チータ チーター

8 冊（5 冊） 10 冊（7 冊）

“チータ”（「水前寺清子」「チーター」を除く） 3 万 5,400 件

“チーター”（「チータ」を除く） 13 万 8,000 件

チータ 18 件 水前寺清子に関連した記事が 5 件

チーター 23 件 動物のみ

パーカ パーカー

10 冊（10 冊） 5 冊（1 冊）
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◯ goo による検索

◯ BCCWJ（語彙素：パーカで検索）

提案⑨　「ワンパターン」に変更　
（これまで　ワンパタン）

●提案理由
インターネットやコーパスの検索結果から，「ワン

パターン」と発音・表記することが一般的と考え，
放送のことばとしては「ワンパターン」とすることを
提案する。
●参考資料
「ワンパターン」は和製英語で，「業界用語」とし

て使われていたものが一般化した語。昭和60年前
後から一般の国語辞典にも立項されるようになっ
た。「ワンパターン」の形が主である。また，放送
の実際の音声でも，「ワンパターン」とはっきりのば
す音で発音している。「パターン／パタン」は，実際
の音声で「パタン」と聞こえる場合もあるが，表記
は「パターン」の形が一般的。
◯原音の発音　pattern［pǽtərn］［pǽtən］　
◯過去の用語の決定

第 1120 回放送用語委員会（平 5.1.21）
　①パターン　②パタン　（◯パタンから変更）

（決定の理由）
（1）一般の表記の慣用は，「パターン」のほうが強い。
（2）「パタン」は，原語（pattern）の発音に近い表記であり，
現在でも，一部で使われている。

＜意見＞
【水谷委員】外来語には，新しいものと定着したも
のとがある。新しく入ったことばが，時間をかけて
日本語化する。その段階にきているので，「パタン」
を「パターン」に移行させるのはよい。しかし，従来
のものも残して自然に移行させるほうが望ましい。

【井上委員】従来「パタン」しか認めていなかったの
で，移行段階としては，「①パターン②パタン」とし

ておいたほうがよい。
◯新聞社・通信社

産経，時事，共同：ワンパターン
◯「アーカイブス」原稿検索

パタン：8件（地名のみ），パターン：405件
ワンパターン：3件

◯辞書調査（12冊調査）

◯ goo による検索

◯ BCCWJ（ 文字列検索で「ワンパタン」「ワンパターン」
それぞれを検索）

◯ CSJ
パターン：264 件（うち，発音形が「パタン」なの
は 53 件）
ワンパタン：0 件，ワンパターン：0 件

提案⑩　「プレーン」に変更
　（これまで　プレンソーダ）

●提案理由
インターネットをはじめ，コーパスでも「プレーン」

「プレーンソーダ」が使われており，一般化してい
る。新たに「プレーン」という語を立項することを
提案する。
「プレーン◯◯」で使われる場面が多いため，『ア

クセント辞典』では「プレーン」を立項し，「プレン
ソーダ」のような個別の例は削除する。「プレーン」
で「プレーンソーダ」「プレーンヨーグルト」「プレー
ンオムレツ」などの語にも対応できるようにする。

“パーカ”
（パーカーを除く） 37万件

“パーカー”
（パーカを除く） 124万件

ファッション用語としての使
用も多いが，人名としての
使用も多い

パーカ 127 件 ファッション雑誌での使用が多い（76 件）

パーカー 189 件 ブログ・知恵袋の使用が多い（49 件）。
ファッション雑誌は 13 件で少ない

パルカ 2 件 小説での使用（古い語形）

パタン パターン
7 冊（2 冊） 11 冊（9 冊）

ワンパタン ワンパターン
4 冊（1 冊） 11 冊（9 冊）

“パタン”
（パターンを除く）  9 万 9,700 件 料理名や地名としての

使用が多い

“パターン”
（パタンを除く）  93 万 3,000 件

「パティーン」という言
い方あり（ギャル語）
例文：そのパティーン
は予 想してなかった

（そのパターンは予想し
ていなかった）

“ワンパタン”（ワンパターンを除く） 469 件

“ワンパターン”（ワンパタンを除く） 28 万 2,000 件

ワンパタン 2 件

ワンパターン 72 件
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●参考資料
新聞社・通信社ではいずれも「プレーン」を使っ

ている。放送では商品名で「プレーン◯◯」の表
記が使われる場面がある。食品表示の規約では，
ヨーグルトや豆乳に「プレーン」の表示が使われる。
実際の放送音声は，「飛行機」の意味の語の場合
で確認することができた。この場合，［◯◯プレン］
と聞こえる場面もある（［プレン◯◯］の発音は確
認できなかった）。

インターネットや文献では「プレーン」のみ。「プ
レン」は古い文献に一部見られるだけである。
◯原音の発音　plain［pléin］　
◯新聞社・通信社

新聞協会，朝日，毎日，読売，日経，産経，時
事，共同：プレーン

◯「アーカイブス」原稿検索
プレーン：5 件（ヨーグルトやオムレツなど商
品名やメニューとして使用） 

◯辞書調査（12冊調査）

◯ goo による検索

◯ BCCWJ（語彙素「プレーン」＋後方共起「名詞」で検索）

◯ CSJ
プレン：0件，プレーン：1件（発音形：プレーン）

◯専門語の扱い
「豆乳類の表示に関する公正競争規約」（昭
63.1.19）　プレーン
　　　　　　　　

 確認　⑪ green peas（豆）は「グリンピース」の
ままとする。ただし，「green」は「グリーン」
●理由

NHKでは環境団体の「Greenpeace」は「グリー
ンピース」，「青豆」の場合は「グリンピース」として
いる。一方，新聞社・通信社は，2つの語ともに「グ
リーンピース」で統一している。新聞社・通信社と
同じ発音・表記にしたほうがいいか検討することに
した。しかし，実際の製品の名称，食品の名称と
しても「グリンピース」が比較的多く使われており，
発音の実態から考えても，「青豆」の場合は，「グリ
ンピース」のままで問題はない。また，意味による
使い分けにも無理がない。
◯原音の発音　green［grí:n］
◯新聞社・通信社

新聞協会，朝日，毎日，読売，日経，産経，時
事，共同：グリーンピース

◯「アーカイブス」原稿検索
グリンピース：34件，　グリーンピース：407件

（いずれも，環境団体の名称として使われており，
「青豆」の意味では 0 件）

◯辞書調査（12 冊調査）

環境団体の場合と「青豆」の場合とで分けている
辞書が4冊
◯ goo による検索

◯ BCCWJ（前方共起：発音形出現形「グリーン」「グリン」，
語彙素「ピース」で検索→「ピース」の前に「グリーン」「グリン」
がくるものをそれぞれ抜き出す）

ワンパタン 2 件

ワンパターン 72 件

プレン プレーン
0 冊 9 冊（8 冊）

プレンソーダ プレーンソーダ
3 冊（2 冊） 9 冊（5 冊）

“プレン”
（プレーンを除く） 2 万 8,900 件 地名，店名など固有

名詞が多い

“プレーン”
（プレンを除く） 56 万 8,000 件 plain 関連が多い

“プレンソーダ”（プレーンソーダを除く） 25 件

“プレーンソーダ”（プレンソーダを除く） 1,150 件

“炭酸水” 54 万 7,000 件

“ソーダ水”  7 万 2,900 件

プレン 0 件
プレーン 109 件 ブログ・知恵袋：49 件
プレイン 22 件 小説，ゲームなど

グリンピース グリーンピース

10 冊（6 冊） 10 冊（2 冊）

“グリンピース”
（グリーンピース，環境，
平和を除く）

9 万
6,800 件

パチスロの情報が多い。
追加キーワード「料理 」：
5 万 3,800 件

“グリーンピース”
（ グリンピース，環境，
平和を除く）

12 万
8,000 件

追加キーワード「料理 」：
9 万 3,800 件
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＊インターネットの検索結果と BCCWJ の結果か
ら見て，「グリーンピース」が多いが，やや公的な
ものは「グリンピース」。

◯専門語の扱い
　『五訂増補日本食品標準成分表』

グリンピース（揚げ豆），グリンピース（野菜）（「グ
リーンアスパラ」「グリーンボール」など「グリーン」
もあり）

意見
青木奈緒委員：どちらかの形にした場合は，『アクセ
ント辞典』にのらない語形は「間違い」ということに
なるのだろうか。「行きつけ」の読みを「イキツケ／ユ
キツケ」両方認める寛容さがあるのであれば，「アン
チョビー」や「フレアースカート」も認めておいていい
ように思う。「ブルマー」は「ベビーブルマ」が多いよ
うに思う。「ブルマ」も併記という形でもいいのでは
ないか。「α」については，表記では「アルファ」が多
いことを考えると，こちらも認めておいていいので
はないか。「アンチョビー」「パーカ」はアクセントの
位置によって発音・表記も変わってくるように思う。

「pattern」については，「パタンナー」などファッショ
ン業界では「パタン」という慣用もあるように思う。
井上由美子委員：「アンチョビ」と書いて［アンチョ
ビー］と言うこともありそうだ。「ブルマー」は体操着
として使っている人は少なくて，「ベビーブルマ」での
使用が多い。「ブルマ」も検討してはどうだろうか。

「α」は［アルファー］と言ってしまうこともあるが，商
品名や会社名などでも使われており，「アルファ」も
残しておいてもいいように思う。「パーカ（ー）」「ヨッ
トパーカ（ー）」についても，若い人でものばさない
発音をする人はいると思う。両方の形を認めてもい
いだろう。
井上史雄委員：新しい語形を採用することには賛成
だが，古いと思われる語形を否定して，片方だけに
することは考え直してはどうだろうか。両方を許容す
るほうがいいだろう。今回取り上げている語は，使
う頻度も少ない語であり，「そういえば 2 つの言い方
がある」という「気づかないゆれ」だと思う。全員が

一方の言い方をおかしいと言うようなものではない。
こうした「気づかないゆれ」について，片方の言い方
だけにするというのは，「記憶の負担」になり，混乱
する。しばらくの間は両方を許すことにすれば，記
憶の負担も少ない。『アクセント辞典』にはどのよう
に立項されるのだろうか。語末の長音の有無につい
ては，一般の国語辞典がよく行っているように「ア
ンチョビ（ー）」として立項するやり方を検討してもい
いのではないだろうか。どちらか一方の語形だけを
認めることにするのは避けたほうがよい。「チータ」

「パーカ」が「チーター」「パーカー」に変化している
のは，語末に長音がつくということを意識しすぎた
直しすぎではないかと思う。個々の単語の審議とと
もに「フレヤー」「クリアー」「フェアー」など，同じ
発音の外来語をグループとして，体系的に見ること
も必要だろう。
荻野綱男委員：今回の議題のうち，前半の 5 語（ア
ンチョビ，ウスター，ジャージ，ブルマー，フレア，
フレアスカート）については，すでに慣用が変化して
きていると思う。参考資料を見ても，新しい形に変
更しても問題はないだろう。「α」は「アルファ」と書
きながらも実際には［アルファー］と発音されること
が多い。読みと仮名づかいがずれていると感じる。
資料で，goo の検索結果では，予想外に「アルファ」
が多い。しかし，これは実態とは異なるのではな
いか。実態は，「アルファ」と書いて，［アルファー］
と読んでいる例が多いのではないか。また，「チー
ター」「パーカー」については，データでは提案どお
りでいいのだが，それ以外に別の配慮が必要なの
かもしれない。今，語末の長音がなくなる傾向があ
る。専門用語で「コンピュータ」と書く影響が，一
般分野にも及んでいる。意識として短いほうが新し
い，かっこいいというニュアンスが出てくるかもしれ
ない。そういった傾向を考えると，事実と反してし
まうが，視聴者など放送を聞く側の感覚として「チー
ター」「パーカー」に変更すると，古い形に戻るよう
な印象を持つ人がいるようにも思う。
清水義範委員：今回の議題は，いずれも，最近多く
使われる語形に合わせるということであり，問題は
ない。語末の長音については，とるほうが現代風で
ある。現実の発音と現代風な表記のせめぎあいに
なっている。提案には賛成だが，一方の読みを採用
し，もう一方の読みを使わなくするかどうかはまた
別の問題である。

グリンピース 76 件 ブログ・知恵袋：15 件，料理：
45 件（家庭科教科書 2 件）

グリーンピース 54 件 ブログ・知恵袋：18 件，料理：
12 件（家庭科教科書 1 件）
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町田健委員：「ウスター」については，「ウスター」の
語形のほうが，原音に近いという解釈ができると思
う。「ジャージ」と「ジャージー」は固有名詞の場合と
普通名詞の場合で発音と表記を使い分けていると
いえるだろう。「フレアスカート」もこの語形で問題
はないが，似た発音の語（clear，fair）との関係で
いえば，例えば，「fair」は「祭り」の意味の場合「フェ
ア」になり，「公正な」の意味の場合は「フェアー」に
なることがある。意味によって長音をつけるものと
つけないもので使い分けるということでいい。一方，

「クリアー」については，もし「フレア」を採用するの
であれば，長音がない「クリア」としたほうが統一
感が出る。「α」は，実際の発音に合わせるというこ
とであれば長音があってもいいだろう。「パタン」「グ
リンピース」と違い，「plain」は二重母音を含むため，
原則から「プレーン」と長音がある形でいいだろう。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

そのほか，部内の用語委員からは，「α」の発音・
表記を「アルファー」とすることに反対する意見が多
く寄せられた。

事務局としては，将来的には，外来語の発音と
表記がずれることはあるだろう。しかし，今はまだ
そこまではいっていない。NHKの放送のことばと
しては，発音を中心に考えていきたい，という考え
方を述べた。今回の意見を受けて，提案を再検討
し，今後，再提案する。

山下洋子（やました ようこ）

注：
 1） 山下洋子（2011）「第 1348 回放送用語委員会報告」

『放送研究と調査』第 61 巻 12 号
  山下洋子（2012）「第 1356 回，1358 回，1360 回

放送用語委員会報告」『放送研究と調査』第 62
巻 4 号，9 号，12 号

  山下洋子（2013）「第 1364 回，第 1368 回放送用
語委員会報告」『放送研究と調査』第 63 巻 2 号，
5 号

 2） 『新聞用語集（2007 年版）』（日本新聞協会，平
19），『朝日新聞の用語の手引』（平 22），『毎日
新聞用語集（2013 年版）』（平 25），『読売新聞用
字用語の手引（第 4 版）』（平 26），『NIKKEI2011
用語の手引』（平 23），『産経ハンドブック』（平
24），『最新用字用語ブック（第 5 版）』（時事通
信社・平 18），『記者ハンドブック』（共同通信社・
平 22）および『NHK ことばのハンドブック第 2
版』（NHK 出版・平 17）に掲載されている語形
を調べた

 3） 「アーカイブス原稿検索」は，昭和 60 年から平
成 26 年までの NHK のニュース原稿を検索でき
るシステム。NHK 部内のみ検索・閲覧できる

 4） 『広辞苑第 6 版』（平 20），『コンサイスカタカナ
語辞典第 4 版』（平 22），『明鏡国語辞典第 2 版』

（平 22），『新選国語辞典第 9 版』（平 23），『岩波
国語辞典 7 版新版』（平 23），『新明解国語辞典
第 7 版』（平 24），『三省堂国語辞典第 7 版』（平
26），『現代用語の基礎知識 2014』，『大辞林（デ
ジタル版・アプリ）』，『大辞泉（デジタル版・ア
プリ）』，『アクセント辞典』，『新明解アクセント
辞典』に掲載されている語形を調べた。本文中
の「辞書調査」はいずれもこれらの辞書の掲載
状況を示したもの

 5） 近代デジタルライブラリー http://kindai.ndl.go.jp/
を検索

 6） 「現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）」を
オンライン検索「中納言」によって検索した結果を
示した。本文中では「BCCWJ」として示す

 7） 『外来語の語源』（吉沢典男・石綿敏雄）（角川・
昭 57）では，「英国イングランドの南西部，ウース
ター地方原産」と地名から由来していると記してお
り，『角川第 2 版　外来語辞典』（あらかわそおべえ）

（昭 52）では「イギリス，ウースター会社製のソース」
と社名由来であると記している

 8） NHK 放送文化研究所ホームページ「国語力テス
ト」内，「あなたは多数派？少数派？」

  http://cgi2.nhk.or.jp/bunken/kokugo/index.cgi
 9） 元の原稿では「ジャージー」と書かれていたも

のを，実際の放送で「ジャージ」と読んでいた
例や，「ジャージ ｣ という原稿を「ジャージー」
と読んでいた例などもあった

 10） 太田眞希恵（2010）「伝統離れの「乳離れ」，伝統
継承の「初産」」『放送研究と調査』第 60 巻 12 号

 11） 現代日本語の自発音声を種々の研究用付加情報
とともに格納したデータベース。約 750 万語，
660 時間の音声が含まれている。本文では，検
索システム「ひまわり」を使った検索結果を示す。
実際の音声は未確認

 12） 『外来語の語源』（吉沢典男・石綿敏雄）（角川・
昭 57）によれば，語源は，「1850 年，米国ニュー・
ヨークの E.S. ミラー夫人が考案，A. ブルーマー
夫人が着用を唱導したことにちなむ」

 13） 実際のニュース音声を確認したところ，「＋α」を
「プラスアルファー」と読んでいる例があった

 14） 28 例ともにアクセントが［アルファ＼～］では
なく［～ア＼ルファ］の語

 15） 10）に同じ 
 16） 各動物園の HP から園内案内図を確認した
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