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  概要

本稿では，日本放送協会が1939（昭和14）
年に出した資料『放送用語調査委員会決定語
彙記録（一）』について取り上げる。この資料
の記述内容の分析を通して，日本語の「音声
標準語」が形成されようとする初期の段階にお
いてどのような問題点があったのか，それに対
してラジオ放送開始初期の「放送用語委員会」
がどのような対応をし，それが日本語および放
送の歴史の中でどのように位置づけられるのか
などを視野に入れながら考察を進める。

  1　資料
  『放送用語調査委員会決定語彙記録（一）』

放送のことばの調査・研究の基礎は，放送
用語委員会が発足（1934（昭和9）年1月）して
から最初の6年間で確立されたと言われている

（浅井真慧（1994））。初期の委員会（当時の正
式名称「放送用語 並

ならびに

発音改善調査委員会」）
は毎月2回開かれ，放送で用いることばについ
てさまざまな審議・決定がおこなわれた。この
一連の決定の結果（1934年1月～ 1939（昭和
14）年4月のもの）を，五十音順に整理して冊
子にしたのが，今回取り上げる『放送用語調査
委員会決定語彙記録（一）』（以降『語彙記録1』

とする）である（写真1，2）。謄写印刷（ガリ
版刷り）・非売品の部内向け冊子として，1939
年4月にまとめられた。

これは書名のとおり「語彙記録」ではあるも
のの，日々の放送にあたって全国各局のアナウ
ンサーたちのよりどころとなっていた（日本放
送協会放送史編修室（1965）p.428）。

これまでに『語彙記録1』を取り上げた先行
研究では，掲載項目数については『語彙記録1』
の例言の記述にそのまま従う形で，およそ
1,600項目であると示している1）。しかし今回筆
者が試算してみたところ，2,200項目程度であ
ることがわかった（後述）。

戦前の放送用語委員会における
“伝統絶対主義”からの脱却

～ 1939年『決定語彙記録（一）』と当時の辞典類～

   メディア研究部（放送用語）  塩田雄大  　

写真1（表紙）

写真2
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  2　『語彙記録 1』の分析意義と分析法

もし「放送用語は“伝統”に従っていさえす
ればよい」のであれば，放送では国語辞典の
示す読み方をそのまま用いれば済むはずであ
る。ラジオ放送が開始して10年後に放送用語
委員会が発足し，さまざまな用語の審議･決定
をおこなってきたのは，その当時に流通してい
た国語辞典では不足である（あるいは「不適切
である」）側面があったからである。
『語彙記録1』は，音声日本語の標準形を策

定しようとするのにあたって，その当時の国語辞
典類の記述だけでは対応のできなかった一群の
語彙として解釈することができる。つまり，音声
標準語の形成にあたって，すみやかに決定してお
く必要のあった諸項目の集合であるといえよう。
『語彙記録1』の記述内容を検討した先行研

究として，浅井真慧（1997）が挙げられる。ただ
しこれは，掲載された諸項目のうち初期の用語
委員会で複数回審議された136項目のみを対象
としたものである。そしてその分析結果として，
136項目のうちのほとんどが，「漢字の慣用音を
採用するかどうか」にかかわるものであるという
結論が導き出されている。これは，慣用音（＝「呉
音・漢音・唐音」以外のいわゆる非字典音）の
採用／非採用にあたっては意見の相違が生じや
すいものであり，その結果として，審議が複数
回もたれたものと解釈することが可能であろう。

今回は，『語彙記録1』の分析にあたって，
全掲載項目を対象とした（筆者の試算で2,219
項目）。そして，それぞれの語彙項目に当時ど
のような「ゆれ」が存在し決定に至ったのかを
考察するのにあたり，筆者（塩田）は以下のよ
うに「問題点・決定内容の類型化」を施した。

ひとまずこのような類型を仮に構成したが，

『語彙記録1』に掲載された各項目がそれぞれ
どの類型に当てはまるのかを判定するのは，必
ずしも容易な作業ではなかった。『語彙記録1』
での決定結果だけを見ても，当時どのような「ゆ
れ」が現実には存在して最終的にそのような決
定に至ったのか，判定に苦しむ例がかなり多い。

ここでは，原則として，その語彙項目について
の決定がなされた放送用語委員会の回の委員会
記録を逐一確認し，そこから各項目について当
時どのような「ゆれ」が存在した中でそのような
決定がなされたのかを推定した。それでもわから
ない場合には，当時よく用いられていた国語辞典

（例えば新村出『辞苑』（1935）など）を資料とし
て当時の「ゆれ」を探ったり，場合によっては『日
葡辞書』から語形のゆれを探ったものもある。

また，各語彙項目と各類型との対応は「1対

Ａ 発音上の問題
A1 アクセントの決定
A2  鼻濁音（ガ行鼻音）の発音に関す

る決定
A3 無声化に関する決定

Ｂ 語形上の問題
B1  固有名詞（日本・朝鮮・中国の人名・

地名など）に関する決定
B2  和語に関する決定（和語における諸

語形間の決定）
B3  漢語の字音に関する決定（漢語に

おける諸字音間の決定）
B4  外来語（人名・地名含む）の語形

に関する決定
B5 異語種間の決定
B6 連濁に関する決定
B7 促音化に関する決定

Ｃ 用法上の問題
C1 用法に関する決定
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1」ではなく，項目によっては「1対多」のように
重複認定したものもある（例えばある項目に対
して「アクセントの決定」および「外来語の語形
に関する決定」の2つを認めるなど）。

それぞれの類型について，注釈と具体例を
付す。

A1 アクセントの決定

浅井真慧（1981）p.46には，『語 彙記録1』
に関して「すべての語にアクセントが付けられて
いる」と記されているが，塩田雄大（2008）でも
指摘したとおり，これには若干の補足を要する。
すべての語にアクセントが付けられているのは
事実であるが，委員会での審議を経て正式に
決定されたもの（○印付き）と，アクセント表示
はしてあるが決定には及んでいないもの（無印）
とが混在しているのである。『語彙記録1』に正
式決定でないアクセントも表示したのは（かつそ
れを正式決定のものとそうでないものとで明示
的に表したのは），日本放送協会での最初のア
クセント辞典（『日本語アクセント辞典』）が出さ
れたのが1943（昭和18）年であったことを鑑み
ると，きわめて実用的な態度であったと言える。
つまり，放送現場の者にとって『決定語彙記録
1』1冊が手元にあれば当面はなんとかしのげる，
ということを目指したのではないだろうか。

今回は，『語彙記録1』において○印の付け
られている項目（＝正式に決定されたアクセント）
のみを，「アクセントの決定」の類型として抽出・
算入した。

A2 鼻濁音（ガ行鼻音）の発音に関する決定

用語委員会の審議のうち，ガ行の発音（濁

音／鼻音）に関して審議した回が複数ある。こ
こでは，このような審議の際に例示された語彙
項目を，鼻濁音に関するゆれがあったものとし
て認定した。なお，それが外来語であっても，
鼻濁音に関するものとして審議された語彙項目
は，基本的に「外来語の語形に関する決定」（後
述）には算入しなかった。
『語彙記録1』では，現行の『NHK発音アク

セント辞典』と同様に，鼻濁音で発音すべきも
のについては「カ キ゚ ク゚ ケ゚ コ゚ 」゚という表記で示
されている。

上記の例は，濁音か鼻濁音かを迷う語につ
いて決定を下したもので，第95回放送用語委
員会「外国語の“G”の発音法則」（1936（昭和
11）年審議）で取り上げられた。
A3 無声化に関する決定

母音の無声化を起こすかどうかに関するもの
である。

B1 固有名詞（日本・朝鮮・中国の人名・地 

名など）に関する決定

人名・地名を読み間違えると，本人・当地か
らの反発が大きいものである。ただし，本人が
主張する人名，および当地で使用されている地
名と，一般に通用している人名・地名とはズレ
があることもあり，慎重に審議・決定されたも
のと思われる。

人名・地名については，『語彙記録1』の立項
項目に（（人））（（姓））（（地））などと付されている。

例　無く　ナク [naku]
　　善く　ヨク [joku]　

○

○

例　合方　○アイカタ
　　間着　○アイキﾟ

例　朝日グラフ　アサヒ・グラフ
　　亜剌比亜護謨　アラビヤ・ゴム
　　England （英吉利）（（地））　イキ リ゚ス
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当時観察された人名・地名のゆれには，後
述する漢字の字音の異同に関するものや，連濁
に関するものなどもあるが，この「固有名詞に関
する決定」に分類したものは，基本的に他の類
型にも重複して算入させることはしなかった（た
だしアクセントについても審議・決定したものは，

「アクセントの決定」としても重複認定した。）。
なお，当時の時代背景を考慮すると，漢字

文化圏である朝鮮・中国の地名をどう読むべき
かということは，後述する外国地名の問題とし
てよりも，むしろ日本地名の問題と共通する要
素が多く（漢字の字音の問題・連濁など），ひ
とまずこの類型に分類した。

また，地名・人名を含む固有作品名なども，
便宜的にここに含めた。

B2 和語に関する決定（和語における諸語形

間の決定）

複数の和語語形が存在したものに関して審
議・決定したものである。加えて，混種語のう
ち和語部分にゆれが見られるものも，ここに分
類した。

最後の「煽る」は，「アオル」と「オール」とい
う発音上のゆれが存在するなかで，「アオル」が
放送用語として選ばれたものと思われる。
B3 漢語の字音に関する決定（漢語における

諸字音間の決定）

漢語の読み方に関して，字典音（呉音・漢音
など）あるいは非字典音（慣用音・誤読など）
との間でゆれが存在したものである。

ここで，例えば「イソン／イゾン」などのように，
それが「字音」の問題なのか，あるいは後述の

「連濁」の問題なのかをめぐって判定が困難な例
も多かった。原則として，それぞれの漢字につ
いて，該当する字音が『新潮現代国語辞典（第
二版）』（2000）3）に掲載されているものは，この

「字音」のゆれであったものと認定し，それ以外
は「連濁」の問題であるものとして処理した。

B4 外来語（人名・地名含む）の語形に関する決定

外来語の語形に関するものであるが，混種
語のうち外来語部分に関して審議・決定したと

例　安倍晴明（（人））　　アベノセイメイ
　　安保（（姓））　　　　アボ
　　安保（（地））　　　　アボー

　　※伊勢参宮線駅名

　　王揖唐（（支人））　　オーイットー
　　温州（（支地））　　　オンシュー

　※蜜柑は「ウンシューミカン」

　　時平公七笑
　　○シヘイコー・ナナワライ

　※※外題

　　釜山（（地））　　　　フサン
　　※※（×フザン）

例　青梅　　
○

 　アオウメ（アオンメ）
　　　　　　　 　アオウメ（アオンメ）
　　青梅　　

○
 　アオンメ（アオウメ）2）

　　　　　　　 　アオンメ（アオウメ）
　　青蠅　　

○
 　  アオバエ

　　　　　　　 　（アオバイ）
　　煽る　　　　  アオル

（

（

（

例　依存　　イソン
　　異存　　イゾン
　　一言 　イチケﾟン
　　　　 　イチコﾟン
　　音信 　　インシン　　※「…不通」

　　　　 　（オンシン）　※※「電報一…」

　　音信　　　オンシン
　　※※「電報一…」

但「音信不通」ハ「インシン」

（

（
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たものである。また「稲穂」は，『辞苑』（1935）
に濁音「いなぼ」で立項されており，清音「いな
ほ」は出ていない。「イナホ～イナボ」という「ゆ
れ」があったものと考えられる。
B7 促音化に関する決定

促音化するかどうかに関するものである。

C1 用法に関する決定

「ゆれ」の問題と言うよりも，そのことばの使
い方についての注意を示したものである。

「炎上」については，この語が審議された回
の委員会記録で以下のような「投書」と「備考」
が提示されている。

「「炎上」は，我国にては皇居又は神宮等
の火のみにいふ。戦況等に使用すべからず。

（投書）
（備考）海軍報道部発表にては，飛行機
まで「炎上」の語を用ゐてゐる。」

「御見舞」の審議された回の委員会記録で
は，以下のような議題が提示されている。

「皇族方の「傷病兵御見舞」と「傷病兵御
慰問」との用語について」

（傍点原文ママ）

○   ○   ○ ○   

○   ○   

思われるものもここに含めた。

B5 異語種間の決定

和語と漢語など，語種が異なるものの間でゆ
れがあったと思われるものをここに入れた。

最初の「大地震」は，「大」の読みについて
「オー」か「ダイ」かを審議・決定した回で取り
上げられている。
B6 連濁に関する決定

連濁／非連濁にかかわるものをここに含め
た。また実例としてはわずかではあるが，連声
にかかわるものもここに入れた。

「安産」は，「産」の字が漢音サン／呉音セン
であり（『新潮現代国語辞典（第二版）』（2000）），

「ザン」という読みは単漢字には認められてい
ないため，これは連濁にかかわるものと判断し

例 炎上 　エンジョー
 御見舞 　オミマイ
 宮城 ○キュージョー

※ 東京の現皇居の固有名詞
的称呼，「皇居」参照

 皇居 ○コーキョ
※ 普通名詞，現在の宮城が
「皇居」

例 大地震　　○オージシン
 外惑星　　　ガイワクセイ
  ※（×ソトワクセイ）
 四時　　　　シジ

例 Island （Iceland） ○アイスランド
 Addison （（人））　○アヂソン
 Amateur　　　　　アマチュア
 Escalator 條項
  ○エスカレーター・ジョーコー

例 悪気 ○ アッキ
 黄鉄鋼  オーテツコー
   オーテッコー
 火薬庫 

○
 カヤクコ

   カヤッコ

（

（

例 青草 ○ アオクサ
 足留 

○
 アシドメ

   アシドメ
 安産 ○ アンザン
 稲穂  イナホ
 薀奥 　 ウンノー
  　 （ウンオー）
 万葉集　 マンニョーシュー
  　 マンヨーシュー

（

（

（
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  3　各類型の集計

各類型の実数とその割合を示したのが，次
の表である。重複分類を施したものが含まれる
ため，それぞれの合計は母数（2,219項目）お
よび100％を超える。なお以下は現段階での暫
定値であり，今後の集計のしなおしによって数
値が変動することもあるのをご了承願いたい。

以上の結果から，音声標準語の策定の初期
段階においては，

の順で，解決すべき度合いが大きかったと言う
ことができる。

まず「アクセントに関する問題」については，
当時の辞典類を用いて標準アクセントを知るす
べがきわめて限定されていたことから，これが
もっとも大きな課題であったのは納得がゆく。
前述のとおり，このころはまだ『日本語アクセン
ト辞典』（1943（昭和18）年）が出版されておら
ず，まとまった形での実用的なアクセント辞典と
しては神保格・常深千里『国語発音アクセント
辞典』（1932（昭和7）年）があるだけであった。
この『国語発音アクセント辞典』はアナウンサー
の指導にもよく使われていたものの，「日常，多
用する語彙で収録されていない語が多かった」

（市川重一（1984））と当時の元アナウンサーか
ら報告されている。なお，『日本語アクセント辞
典』の成り立ちについては，塩田雄大（2008）
を参照されたい。

次に「漢語の字音に関する問題」について
は，当時の国語辞典・漢和辞典などに掲載さ
れていた漢語の読みは，現実に使用されてい
た語形とは一致しないものも多かったと思われ
る 4）。そのため，初期の放送用語委員会におい
ても漢語の読み方に関する議論が盛んにおこ
なわれたのである（塩田雄大（2007.3）（2007.6）

（2007.7））。
「外来語の語形に関する問題」は，当時外来

語が少しずつ多くなり始めた時期であり，また
国際情勢などを報道するのにあたっても外来語

①アクセントに関する問題
②漢語の字音に関する問題
③外来語の語形に関する問題

　 　 件数 割合
（母数 2,219）

Ａ
発音上の

問題

A1 アクセントの決定 1,311 59%

A2 鼻 濁 音（ ガ 行 鼻 音 ）
の発音に関する決定 76 3%

A3 無声化に関する決定 2 0%

Ｂ
語形上の

問題

B1
固有名詞（日本・朝鮮・
中国の人名・地名な
ど）に関する決定

159 7%

B2
和語に関する決定（和
語における諸語形間
の決定）

66 3%

B3
漢語の字音に関する
決定（漢語における
諸字音間の決定）

504 23%

B4
外来語（人名・地名
含む）の語形に関す
る決定

229 10%

B5 異語種間の決定 51 2%

B6 連濁に関する決定 86 4%

B7 促音化に関する決定 133 6%

Ｃ
用法上の 

問題
C1 用法に関する決定 41 2%

表１　『語彙記録１』記載項目の類型化

図１　『語彙記録 1』記載項目の類型化（上位 3 位）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

外来語の語形に
関する決定

漢語の字音に
関する決定

アクセントの決定
（1,311件）

（504件）

（229件）

59

23

10

（％）
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（地名・人名含む）の問題が大きかったものと
想像される。なお当時の外来語をめぐる状況
の一端については，塩田雄大（2007.6）を参照
されたい。

初期の放送用語委員会は，特にこの3つの問
題（①アクセント　②漢語の読み方　③外来語
の語形）について精力的に審議･決定を重ね，音
声面での標準的日本語形成を目指したのである。

  4　当時の「漢語の読みのゆれ」と
　　『語彙記録 1』

この章では，当時の「漢語の読みのゆれ」
にはどのようなものがあったのかを概観する。

調査の対象としたのは，『語彙記録1』に掲
載された項目のうち，筆者が「漢語」と認定し
た全項目（計1,062 項目）である。この項目数
が前章の「B3　漢語の字音に関する決定」の
数値（筆者の推計で504項目）よりも多くなっ
ているのは，『語彙記録1』に掲載された漢語

（1,062 項目）には，字音のゆれが問題となって
審議・決定されたと思われるもの（504項目）
のほかに，他の問題によるもの（例えばアクセ
ントなど）も数多く含まれているからである。ま
た，複数の語形が掲げられていて片方が漢語
字音読み・もう片方が和語読みというもの（＝
前章での「B5　異語種間の決定」の一部）も
便宜上ここに含めたことも，この理由の1つに
なっている。

まず，以下の3 種の辞典類を対象にして，全
1,062 項目の読みがどのように掲載されている
かを見てみた。

この3 種の辞典を選んだのは，当時一般的
に広く使われていたということだけでなく，放
送用語委員会の審議過程においてたびたび参
考にされていたことが，当時の審議記録からう
かがわれるからである。

また辞典類以外に，当時の書籍・論文や投
書などで「読みのゆれ」が指摘されているもの
も対象とした。

こうした諸記録の記述を材料として，以下の
ようなものを，「その当時『読みのゆれ』があっ
たことが確実な漢語」として取り扱った。

これらを精査した結果，『語彙記録1』に掲
載された漢語1,062 項目のうち，当時「読みの
ゆれ」があったことが諸記録から明らかである
のは，次のような368 項目であることがわかっ
た（表2）。これ以外の694項目の漢語には，
おもにその語のアクセントを確定させるなどの
意図のもとに『語彙記録1』に掲載されたもの
と，おそらく「ゆれ」があったのだがその客観
的証拠を筆者がまだつかめていないものとが
混在しているものと思われる。

ただし，この「その当時『読みのゆれ』があっ
たことが確実な漢語」368項目というのは，今回

金澤庄三郎編『広辞林』
（大正 14 年初版，昭和 7 年 87 版を利用）

武信由太郎主幹『研究社和英大辞典』

（昭和 6 年初版，昭和 16 年 98 版を利用）

神保格・常深千里『国語発音アクセント辞典』
（昭和 7 年初版，昭和 10 年 7 版を利用）

①『語彙記録 1』に複数の語形（Ａ，Ｂ）
が認定されているもの

②『語彙記録 1』に「この語形（Ｂ）は採
用しない（Ａの語形を採用する）」とい
う旨の注記があるもの

③『語彙記録 1』には 1 つの語形しか認定
されていないが，上記の辞典類や当時
の書籍・論文・投書などで，他の語形
があることが示されているもの
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ア 悪名（アクミョー～アクメイ）　阿闍梨（アジャリ～アザリ）　安心立命（アンシン・リツメイ～アンジン・リューメイ）　暗中模索（アンチューモ
サク～アンチューボサク～アンチューバクサク）　按排（アンパイ～アンバイ）

イ

帷幄（イアク～チョーアク）　意気地（イクジ～イキジ）　慰藉（イシャ～イセキ）　依存（イソン～イゾン）　一言（イチケﾟン～イチコﾟン）　一
言を呈する（イチケ ン゚オ・テイスル～イチコ ン゚オ・テイスル）　一言もない（イチケ ン゚モ・ナイ～イチコ ン゚モ・ナイ）　一日（イチジツ～イチニ
チ～ツイタチ）　一物（イチブツ～イチモツ）　一物も得ず（イチブツ～イチモツ）　隠元（インケ ン゚～インキ ン゚）　音信（インシン～オンシン）
　音信不通（インシン・フツー～オンシン・フツー）　湮滅（インメツ～エンメツ）

ウ 有無（ウム～ユーム）　裏日本（ウラニッポン～ウラニホン）　蘊奥（ウンノー～ウンオー）　雲母（ウンモ～ウンボ）　運輸（ウンユ～ウンシュ）

エ 易簀（エキサク～エキセキ）　越権（エッケン～オッケン）　越年（エツネン～オツネン）　圓滑（エンカツ～エンコツ）

オ

奥義（オーキ ～゚オクキﾟ）　黄玉（オーキ ョ゚ク～コーキ ョ゚ク）　黄血塩（オーケツエン～コーケツエン）　皇子（オージ～コーシ）　王者（オージャ
～オーシャ）　黄鉄鉱（オーテッコー～コーテッコー）　黄土（オード～コード）　黄銅（オードー～コードー）　黄銅鉱（オードーコー～コードーコー）
　黄梅（オーバイ～コーバイ）　黄檗宗（オーバクシュー～コーバクシュー）　黄燐（オーリン～コーリン）　黄蓮（オーレン～コーレン）　音信［電
報の数を数える助数詞として］（オンシン～インシン）

カ

開眼（カイケ ン゚～カイカ ン゚）　海神（カイジン～カイシン）　戒飭（カイチョク～カイショク）　和諧［軍人勅諭］（カカイ～ワカイ）　核心（カク
シン～ガイシン）　攪拌（カクハン～コーハン）　攪拌機（カクハンキ～コーハンキ）　攪乱（カクラン～コーラン）　過言（カコ ン゚～カケ ン゚）　
甲子（カッシ～コーシ）　楽府（ガフ～ガクフ）　甘蔗（カンショ～カンシャ）　簡明直截（カンメイ・チョクサイ～カンメイ・チョクセツ）　願望（ガ
ンモー～ガンボー）

キ

忌諱（キイ～キキ）　義捐金（ギエンキン～ギケンキン～ギソンキン）　鬼子母神（キシモジン～キシボジン）　議定官（ギジョーカン～ギテイカ
ン）　喟然（キゼン～イゼン）　寄贈（キソー～キゾー）　稀代（キタイ～キダイ）　喫茶（キッサ～キッチャ）　喫茶店（キッサテン～キッチャ
テン）　議定書（ギテイショ～ギジョーショ）　奇特（キトク～キドク）　気配［経済市況用語］（キハイ～ケハイ）　客車（キャクシャ～カクシャ）
　嗅覚（キューカク～シューカク）　救済（キューサイ～キューザイ）　形相（ギョーソー～ケイソー）　享保（キョーホ～キョーホー）　協力（キョー
リョク～コーリョク）　御物（ギョブツ～ギョモツ～ゴモツ）　矜持（キンジ～キョージ）　禁治産（キンチサン～キンジサン）　勤王（キンノー～
キンオー）

ク 公卿（クケ ～゚クキ ョ゚ー）　公事（クジ～コージ）　九品（クホン～クボン）　軍神（グンシン～グンジン）

ケ
軽重（ケイチョー～ケイジュー）　外宮（ゲクー～ゲク ー゚）　下克上（ゲコクジョー～カコクジョー）　建国祭（ケンコクサイ～ケンコ ク゚サイ）　
減殺（ゲンサイ～ゲンサツ）　見参（ゲンザン～ケンザン）　剣璽（ケンシ～ケンジ）　現存（ゲンソン～ゲンゾン）　言質（ゲンチ～ゲンシツ）
　元服（ゲンブク～ゲンプク）　絢爛（ケンラン～ジュンラン）

コ

口腔（コーコー～コークー）　工作（コーサク～コーサ）　公示（コージ～コーシ）　皇女（コージョ～オージョ～オーニョ）　黄鐘（コーショー～オー
シキ）　好事（コーズ～コージ）　皇祖（コーソ～オーソ）　皇祖皇宗（コーソ・コーソー～オーソ・オーソー）　皇族（コーゾク～オーゾク）　皇
太后宮（コータイコ ー゚ク ー゚～コータイコーク ー゚）　皇太后陛下（コータイコ ー゚ヘイカ～コータイコーヘイカ）　黄道吉日（コードーキチニチ～オー
ドーキチニチ）　膏肓（コーモー～コーコー）　御禁制（ゴキンゼイ～ゴキンセイ）　国語読本（コクコ ト゚クホン～コクコ ド゚クホン）　黒白（コク
ビャク～コクハク）　国母陛下（コクボヘイカ～コクモヘイカ）　五山文学（ゴサンブンカク゚～ゴザンブンカク゚）　誇示（コジ～コシ）　五色（ゴ
シキ～ゴショク）　御治定（ゴジテイ～ゴジジョー）　御招待（ゴショーダイ～ゴショータイ）　御停止（ゴチョージ～ゴテイシ）　誤謬（ゴビュー
～ゴビョー）　御遺澤（ゴユイタク～ゴイタク）　御用達（ゴヨータシ～ゴヨータツ）　金色（コンジキ～キンショク）　懇望（コンモー～コンボー）

サ

截然（サイゼン～セツゼン）　儕輩（サイハイ～セイハイ）　西方（サイホー～セイホー）　茶菓（サカ～チャカ）　殺害（サツカイ゚～セツカイ゚）
　早急（サッキュー～ソーキュー）　茶道（サドー～チャドー）　茶寮（サリョー～チャリョー）　茶話会（サワカイ～チャワカイ）　懺悔（ザンケﾟ
～サンケﾟ）　残滓（ザンシ～ザンサイ）　三種の神器（サンシュノシンキ～サンシュノジンキ～サンシュノジンキﾟ）　撒水車（サンスイシャ～サッ
スイシャ）　塹濠（ザンコー゚～センコー゚）　惨敗（サンパイ～ザンパイ）　撒布（サンプ～サップ）

シ

示威（ジイ～シイ）　示威運動（ジイウンドー～シイウンドー）　詩歌管絃（シイカ・カンケ ン゚～シカ・カンケ ン゚）　刺客（シカク～セッカク）　弛緩（シ
カン～チカン）　示教（ジキョー～シキョー）　歯齦（シキ ン゚～シキン）　示現（ジケ ン゚～シケ ン゚）　示唆（シサ～ジサ）　指示（シジ～シシ）　子々
孫 ［々軍人勅諭］（シシ・ソンゾン～シシ・ソンソン）　使嗾（シソー～シゾク）　至尊（シソン～シイソン）　仕丁（ジチョー～シチョー）　左官

（シャカン～サカン）　砂金（シャキン～サキン）　笏（シャク～コツ）　写真班（シャシンハン～シャシンバン）　煮沸（シャフツ～ショフツ）　煮
沸消毒（シャフツ・ショードク～ショフツ・ショードク）　三味線（シャミセン～サミセン）　借問（シャモン～シャクモン）　衆議員（シューキイ゚
ン～シュキイ゚ン）　入御（ジュキ ョ゚～ニューキ ョ゚）　主従（シュジュー～シュージュー）　入内（ジュダイ～ニューナイ）　出生（シュッショー～シュッ
セイ）　出生地（シュッショーチ～シュッセイチ）　修祓（シュバツ～シューフツ）　習禮（シュライ～シューライ）　上下一心（ショーカ・イッシン
～ジョーカ・イッシン～ジョーケ・゚イッシン）　上下一致（ショーカ・イッチ～ジョーカ・イッチ～ジョーケ・゚イッチ）　乗客（ジョーキャク～ジョー
カク）　娘子軍（ジョーシク ン゚～ローシク ン゚）　饒舌（ジョーゼツ～ニョーゼツ～ギョーゼツ）　招待（ショータイ～ショーダイ）　招待券（ショー
ダイケン～ショータイケン）　招待状（ショーダイジョー～ショータイジョー）　招待席（ショーダイセキ～ショータイセキ）　條蟲（ジョーチュー～
トーチュー）　情緒（ジョーチョ～ジョーショ）　贖罪（ショクザイ～ゾクザイ～トクザイ）　慴伏（ショーフク～シューフク）　消耗品（ショーモー
ヒン～ショーコーヒン）　省略（ショーリャク～セイリャク）　振作（シンサク～シンサ）　参差（シンシ～シンサ～サンサ）　真摯（シンシ～シン
シツ）　神事（シンジ～ジンジ）　神璽寶剣（シンシ・ホーケン～シンジ・ホーケン）　進捗（シンチョク～シンショー）　人徳（ジントク～ニン
トク）　神輿（シンヨ～ジンヨ）

ス 水郷（スイキョー～スイコ ー゚）　遂行（スイコー～ツイコー）　出師（スイシ～シュッシ）　綏靖（スイセイ～スイゼイ）　出納簿（スイトーボ～シュ
ツノーボ）　数奇（スキ～スーキ～サッキ）　杜撰（ズサン～ズザン～トセン）

セ

清浄（セイジョー～ショージョー）　生存（セイゾン～セイソン）　清朝活字（セイチョー・カツジ～シンチョー・カツジ）　世論［軍人勅諭］（セ
イロン～セロン～ヨロン）　絶叫（ゼッキョー～ゼッキュー）　船客（センキャク～センカク）　遷化（センケ ～゚センカ）　洗滌（センジョー～セ
ンテキ～センデキ）　洗滌器（センジョーキ～センテキキ）　蠕動（ゼンドー～ジュドー～ダドー）　全治（ゼンチ～ゼンジ）　前半（ゼンパン
～ゼンハン）

ソ 相殺（ソーサイ～ソーサツ）　装幀（ソーテイ～ソートー）　贈呈（ゾーテイ～ソーテイ）　曹洞宗（ソートーシュー～ソードーシュー）　存す［軍
人勅諭］（ゾンス～ゾンズ～ソンス）　忖度（ソンタク～スンド）

表２　『語彙記録１』の漢語（1,062 項目）のうち，その当時「読みのゆれ」があったことが確実な漢語（368 項目）
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用いた基準による結果にすぎない。扱う資料の
数・範囲を増やせば，当時読みのゆれがあった
と判明する漢語の実数はもっと多くなるだろう。

この368 項目に対して，『語彙記録1』ではど
のような「決定」を示したのかを集計したとこ
ろ，次のようになった（図2）。

タ
大會（タイカイ～ダイエ）　諦観（タイカン～テイカン）　退下（タイケ ～゚タイカ）　大山（タイザン～タイサン）　大衆（タイシュー～ダイシュー～
ダイシュ）　大織冠（タイショクカン～ダイショクカン）　大審院（タイシンイン～ダイシンイン）　大聖（タイセイ～ダイショー）　待望（タイボー
～タイモー）　多士済 （々タシセイセイ～タシサイサイ）　弾ずる（タンズル～ダンズル）　端緒（タンチョ～タンショ）　堪能（タンノー～カンノー）

チ

治安維持（チアンイジ～ジアンイジ）　逐電（チクテン～チクデン）　致仕（チジ～チシ）　茶園（チャエン～サエン）　着服（チャクフク～チャ
クブク）　茶亭（チャテイ～サテイ）　治癒（チユ～ジユ）　晝食（チューショク～チュージキ）　鋳造（チューゾー～シューゾー）　稠密（チュー
ミツ～チョーミツ）　緒（チョ～ショ）　貼付（チョーフ～テンプ）　重複（チョーフク～ジューフク）　植字工（チョクジコー～ショクジコー）　
緒言（チョケ ン゚～ショケ ン゚）　緒に就く（チョニ・ツク～ショニ・ツク）　緒論（チョロン～ショロン）　治療（チリョー～ジリョー）　賃金委員会

（チンキ ン゚イインカイ～チンキンイインカイ）

テ

綴字（テイジ～セツジ～ツズリジ）　薙髪（テイハツ～チハツ）　定例閣議（テイレイカクキ ～゚ジョーレイカクキﾟ）　敵国降伏（テキコク・ゴー
ブク～テキコク・コーフク～テッコク・コーフク～テッコク・ゴーブク）　敵前渡河（テキゼン・トカ～テキゼン・トカﾟ）　綴字法（テツジホー～
テイジホー～セツジホー～ツズリジホー）　殿上人（テンジョービト～デンジョービト）　傳奏（テンソー～デンソー）　椽大（テンダイ～エンダイ）
　点綴（テンテツ～テンテイ～テンセツ）　傅播（デンパ～デンパン）　天禀（テンピン～テンリン）　傳馬船（テンマセン～テンマブネ）

ト

偸安姑息（トーアン・コソク～ユアン・コソク）　憧憬（ドーケイ～ショーケイ）　堂上華族（トーショーカゾク～ドーショーカゾク～ドージョーカゾク）
　堂上方（トーショーカタ゚～ドーショーカタ゚～ドージョーカタ゚）　同人（ドージン～ドーニン）　同人雑誌（ドージンザッシ～ドーニンザッシ）　
掉尾（トービ～チョービ～タクビ）　東方（トーホー～トーボー）　同胞（ドーホー～ドーボー）　渡河（トカ～トカﾟ）　読経（ドキョー～ドッキョー）
　読者（ドクシャ～トクシャ）　読書（ドクショ～トクショ）　読書会（トクショカイ～ドクショカイ）　独擅場（ドクセンジョー～ドクダンジョー）
　独壇場（ドクダンジョー～ドクセンジョー）　頓着（トンジャク～トンチャク）

ナ 内宮（ナイクー～ナイク ー゚）　内分泌（ナイブンピ～ナイブンピツ）　鳴物停止（ナリモノ・チョージ～ナリモノ・テイシ）　南氷洋（ナンピョーヨー
～ナンヒョーヨー）

ニ
二食（ニショク～ニジキ）　入室参禅（ニッシツ・サンゼン～ニューシツ・サンゼン）　日本（ニッポン～ニホン）　日本国［軍人勅諭］（ニホン
コク～ニッポンコク）　女人禁制（ニョニンキンゼイ～ニョニンキンセイ）　人気（ニンキ～ジンキ）　任侠（ニンキョー～ジンキョー）　人頭税（ニ
ントーゼイ～ジントーゼイ）　人面獣心（ニンメン・ジューシン～ジンメン・ジューシン）

ハ

博士［古語］（ハカセ～ハクシ）　白衣の天使（ハクイノ・テンシ～ハクエノ・テンシ～ビャクイノ・テンシ～ビャクエノ・テンシ）　白衣の勇士（ハ
クイノ・ユーシ～ハクエノ・ユーシ～ビャクイノ・ユーシ～ビャクエノ・ユーシ）　博士［学位令］（ハクシ～ハカセ）　暴露（バクロ～ボクロ～ボー
ロ）　駁論（バクロン～ハクロン）　発意（ハツイ～ホツイ）　発議（ハツキ ～゚ホツキﾟ）　抜群（バツク ン゚～バックン）　末子（バッシ～マッシ）
　発疹 Typhus（ハッシン・チフス～ハッシン・チブス～ホッシン・チブス）　　末孫（バッソン～マッソン）　反駁（ハンバク～ハンパク）

ヒ
被治者（ヒチシャ～ヒジシャ）　泌尿（ヒニョー～ヒツニョー）　泌尿器科（ヒニョーキカ～ヒツニョーキカ）　白衣観音（ビャクエカンノン～ビャ
クイカンノン～ハクイカンノン）　表示（ヒョージ～ヒョーシ）　評定官（ヒョージョーカン～ヒョーテイカン）　品隲（ヒンシツ～ヒンチツ～ヒントー）
　便殿（ビンデン～ベンデン）　紊乱（ビンラン～ブンラン）

フ 不治（フチ～フジ）　不撓不屈（フトー・フクツ～フキョ゚ー・フクツ）　風土記（フドキ～フードキ）　紛失（フンジツ～フンシツ）　分泌（ブンピ
～ブンピツ）　分泌物（ブンピブツ～ブンピツブツ）　文房具（ブンポーク ～゚ブンボークﾟ）

ヘ 別墅（ベッショ～ベツヤ）　便宜（ベンキ ～゚ビンキﾟ）　片時（ヘンシ～ヘンジ）　

ホ
保護［軍人勅諭］（ホーコ ～゚ホコﾟ）　忙殺（ボーサツ～ボーサイ）　放縦（ホージュー～ホーショー）　澎湃（ホーハイ～ボーハイ）　北陸道（ホ
クリクドー～ホクロクドー）　発作的（ホッサテキ～ハッサテキ）　法性（ホッショー～ホーショー）　法主（ホッス～ホッシュ～ホーシュ）　発足

（ホッソク～ハッソク）　発端（ホッタン～ハッタン）　補綴（ホテツ～ホテイ～ホセツ）　本調子（ホンチョーシ～ホンジョーシ）

マ 末席（マッセキ～バッセキ）　満腔（マンコー～マンクー）　万葉集（マンヨーシュー～マンニョーシュー）　

ミ 未曽有（ミゾウ～ミソウ～ミゾー～ミソーウ～ミゾユー～ミソーユー）　未亡人（ミボージン～ビボージン）　明日（ミョーニチ～アシタ～アス）

ム 無頓着（ムトンジャク～ムトンチャク）　

メ 名目（メイモク～ミョーモク）　面目（メンボク～メンモク）　

モ 文章博士（モンジョー・ハカセ～ブンショー・ハカセ～ブンショー・ハクシ）

ユ 唯一（ユイイツ～ユイイチ～イイツ）　由緒（ユイショ～ユーショ）　維持［軍人勅諭］（ユイジ～イジ）　遊説（ユーゼイ～ユーセツ）　輸贏（ユ
エイ～シュエイ）　輸出（ユシュツ～シュシュツ）　輸送（ユソー～シュソー）　輸入（ユニュー～シュニュー）

ヨ 邀撃（ヨーケ キ゚～キョーケ キ゚）　養蠶（ヨーサン～ヨーザン）　要諦（ヨータイ～ヨーテイ）　

ラ 拉致（ラチ～ラッチ）　懶惰（ランダ～ライダ）　

リ 力行（リキコー～リッコー～リョクコー）　旅客（リョカク～リョキャク）

レ 令旨（レイシ～リョージ～リョーシ）　禮拝（レイハイ～ライハイ）　連歌（レンカ ～゚レンカ）　練達堪能（レンタツ・カンノー～レンタツ・タンノー）
　連中（レンチュー～レンジュー）　連袂（レンペイ～レンベイ）

ロ 漏洩（ローエイ～ローセツ）

ワ 割賦金（ワップキン～カップキン）
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このうち「『2語形』を認め，それぞれの使い
分けを示したもの」というのは，例えば「金色」
の読みについて，「金色の雲」のような場合に
はコンジキ，「金色燦然」のような場合にはキン
ショクと読む，といったように明示されているも
のである。

ここから，漢語の読みにはさまざまな「ゆれ」
が存在した実情の中で，『語彙記録1』では4分
の3程度の項目に対して「1語形」（＝「1つの読
み方」）で統一して決定してあることがわかる。

  5　『語彙記録 1』におけるいくつかの事例

この章では，『語彙記録1』のいくつかの項
目について，他の辞書と対照した結果などをも
とにしながら詳しく見てみる。今回は紙幅の関
係から368 項目すべてについて取り上げること
は残念ながらできず，いくつかの事例を紹介す
ることにとどめる。

ここでは，「その当時『読みのゆれ』があった
ことが確実な漢語」368項目のうち，上述の辞
書類（3種）の掲げる諸語形と，『語彙記録1』
で示された語形とで，掲載状況に異なりの大き
いもの（表3）と，辞書類に語が取り上げられて
いないもの（表4）を表にまとめた。加えて，現
行の『NHK日本語発音アクセント辞典』（1998）
での掲載内容も示した。

これらは，放送用語委員会が当時の辞書の
記述とはやや異なった独自の決定を下した語群

（表3）と，当時の辞書の記述に（それほど）頼

図 2　漢語の読みのゆれに対する『語彙記録１』での決定
（全 368 項目）

「１語形」に統一
 したもの

「３語形」を認めたもの「２語形」を対等に
 認めたもの

「２語形」を認め，
それぞれの使い分け
を示したもの 278（項目）

5
69

16

漢字表記 読み 広辞林 和英大辞典 国語発音
アクセント 『語彙記録１』 現行アクセント辞典

安心立命 アンジン・リューメイ ● （とも）
アンシン・リツメイ ○ ○ ○［安心］ ○

暗中模索
アンチューモサク ● ● ●
アンチューボサク ○
アンチューバクサク （正しくは）

意気地 イクジ ↓ ↓ ● ●
イキジ ○ ○

一物も得ず イチブツ ●
イチモツ ○ ○ ○

簡明直截 カンメイ・チョクサイ ●［簡明＋直截］ ● （とも）
カンメイ・チョクセツ ○ ○［簡明＋直截］ ○［簡明＋直截］ ○

享保 キョーホ ●
キョーホー ○

剣璽 ケンシ ●
ケンジ ○ ○ ×

言質 ゲンチ ↓ ● ●
ゲンシツ ○ ○

膏肓 コーモー ↓ ●
コーコー ○ ○［病膏肓］

御遺澤
（軍人勅諭）

ゴユイタク ●
ゴイタク ○［御＋遺澤］

截然 サイゼン ●
セツゼン ○ ○ ○

撒水車 サンスイシャ ↓［撒水］ ● ●［散水車］
サッスイシャ ○ ○［撒水］

表 3　『語彙記録１』の決定が当時の辞書類の記述と大きく異なるもの（表の見方は pp.69 ～ 70 参照）
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漢字表記 読み 広辞林 和英大辞典 国語発音
アクセント 『語彙記録１』 現行アクセント辞典

示威 ジイ ● ● ●
シイ ○ ○

示教 ジキョー ●
シキョー ○ ○

歯齦 シキﾟン ●
シキン ○［歯齗］

仕丁 ジチョー ●
シチョー ○ ○

砂金 シャキン ↓ ↓ ●
サキン ○ ○ ○

主従 シュジュー ● ●
シュージュー ○ ○ ○

習禮 シュライ ●
シューライ ○

神璽寶剣 シンシ・ホーケン ●
シンジ・ホーケン ○［神璽］ ○［神璽＋宝剣］

杜撰 ズサン ● ●
ズザン ○ ○ ○ ×

清朝活字 セイチョー・カツジ ● ●
シンチョー・カツジ ○ ○［清朝＋活字］

洗滌
センジョー ↓ ● ●［洗浄］
センデキ ○
センテキ ○

洗滌器 センジョーキ ●
センテキキ ○

存す
( 軍人勅諭）

ゾンス ●
ゾンズ ○（考える・思う） ○［存ずる］ ○［存ずる］ ○［存ずる］
ソンス ○（ある・保つ） ○［存する］

大審院 タイシンイン ↓ ● ●
ダイシンイン ○ ○ ○

致仕 チジ ●
チシ ○ ○

植字工 チョクジコー ●
ショクジコー ○［植字］ ○［植字］ × ○

緒に就く チョニ・ツク ↓［緒］ ● ●［緒］
ショニ・ツク ○［緒］ ×

綴字法

テツジホー ●
ツズリジホー ●［綴字］ ● ●［綴字］
テイジホー ○［綴字］ ○［綴字］
セツジホー ○［綴字］（訛） ○［綴字］

傳奏 テンソー ●
デンソー ○ ×

堂上華族
トーショーカゾク ● （とも）［堂上＋華族］
ドーショーカゾク （とも）［堂上＋華族］
ドージョーカゾク ○［堂上＋華族］ ○［堂上＋華族］

堂上方
トーショーカ タ゚ ● （とも）［堂上］
ドーショーカ タ゚ （とも）［堂上］
ドージョーカ タ゚ ○ ○［堂上］

掉尾 トービ ↓ ● ●
チョービ ○ ○

南氷洋 ナンピョーヨー ● ●
ナンヒョーヨー ○

二食 ニショク ●
ニジキ ○ ○ ○

入室参禅 ニッシツ・サンゼン ↓ ●
ニューシツ・サンゼン ○［入室＋参禅］ ○［入室＋参禅］

日本国
（軍人勅諭）

ニホンコク ●
ニッポンコク ○

泌尿器科 ヒニョーキカ ● ●［泌尿器］
ヒツニョーキカ ○

便殿 ビンデン ●
ベンデン ○ ○

紛失 フンジツ ●
フンシツ ○ ○ ○ × ○

文房具 ブンポークﾟ ● ●
ブンボークﾟ ○ ○ ○ ○
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らずに独自の決定を下した語群（表4）というよ
うに位置づけられる。つまり，「伝統絶対主義」
とはある程度距離をおいたものであると言える。

表の見方について説明する。
「漢字表記」欄：『語彙記録 1』での漢字表記

を示す。
「読み」欄：当時存在した「読みのゆれ」の語形

を示す。各辞書では実際には，『広辞林』（「写
音的仮字遣」（ひらがな表記）），『研究社和
英大辞典』（ローマ字表記），『国語発音アク
セント辞典』（発音表記（カタカナ表記））と
それぞれ異なった表記が用いられている。
例えば「安心立命」を例にとると，

のように掲載されている。
この表では，『語彙記録 1』でのカナ表記
法に準じて表記を示した。

●： 『語彙記録 1』に掲載されている読みと同
じ語形が掲げられているもの。

○： 『語彙記録 1』に掲載されている読みと違
う語形が掲げられているもの。

漢字表記 読み 広辞林 和英大辞典 国語発音
アクセント 『語彙記録１』 現行アクセント辞典

片時 ヘンシ ● ●
ヘンジ ○ ○

保護
（軍人勅諭）

ホーコﾟ ↓ ●
ホコﾟ ○ ○ ○ ○

法性 ホッショー ●
ホーショー ○

補綴
ホテツ ● ●
ホテイ ○
ホセツ ↑

維持
（軍人勅諭）

ユイジ ●
イジ ○ ○ ○ ○

輸贏 ユエイ ● ●
シュエイ ○ ○

要諦 ヨータイ ● （とも）
ヨーテイ ○ ○

拉致 ラチ ● ●
ラッチ ○

漢字表記 読み 広辞林 和英大辞典 国語発音
アクセント 『語彙記録１』 現行アクセント辞典

残滓
ザンシ ● ●
ザンサイ

諦観
タイカン ●
テイカン ○

依存
イソン ● ●
イゾン （とも）

修祓
シュバツ ●
シューフツ

表 4　当時の辞書類に記述例がないもの

それまどはざること。－りつめい
［安心立命］（名）心力の及ぶ限り
其道のために盡くし，それ以上は
すべて天命に任せ，身命の安危に
處して，何等の疑惑畏怖なきこと。

『研究社和英大辞典』
 ： anshin-ritsumei（安心立命）
  n. Calm resignation ; philosophy.

『国語発音アクセント辞典』
 ： アンシン　安心
 （「立命」は立項なし）

『広辞林』 ： あん - 志ん［安心］（名）
   ①心やすきこと。志んぱいなきこ

と。②心をおちつかすること。お
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↑および↓：その語形が「カラ見出し」として立
てられており，矢印に示された先の語形を
参照するように注記がされているもの。

（正しくは）：この表では『広辞林』の「暗中模索」
だけであるが，「あんちゅうぼさく」という
読みが掲げられている項の語釈内に「正し
くは「あんちゅうばくさく」と読む」という
注記が付されていることを示す（「あんちゅ
うばくさく」という項は立てられていない）。

（とも）：この表では『NHK 日本語発音アクセン
ト辞典』についてだけであるが，本則とし
て掲げられた語形のほかに「許容する語形」
として掲げられている項目について示す。

×：『語彙記録 1』において，その語形は採用
しないという趣旨のことが示されているもの。

また，「撒水車」という項が掲載されておら
ず，そのかわりに「撒水」が載せられている場
合には，その旨を●／○の脇に［撒水］のよう
に示した。「簡明直截」が掲載されておらず「簡
明」と「直截」とが別項目としてある場合には，

［簡明＋直截］のように示した。漢字表記につい
ては議論に支障のない範囲内で適宜現代語の
字体を用いたものもあるが，各辞書で用いられ
ている漢字が『語彙記録1』と異なる場合には，

［　］内に付記した。
複数の語形が載せられており，それらが意味

の違いによって使い分けられるような記述のあ
るものは，●／○の脇に（　）で示した。

現代では，「言質，杜撰，拉致」などは「ゲ
ンチ，ズサン，ラチ」と読むことがほぼ常識とし
て定着している。しかしこの表からもわかるよ
うに，これは当時としては必ずしも「常識」とは
言えず，辞書類には「ゲンシツ，ズザン，ラッチ」

という読みが載せられていたのである。これら
は，おそらく当時の辞書類の記述が実態（現
実の発音）に追いついていなかった例ではない
かと思われるが，今後の検討課題としたい。

また，当時ほぼ唯一の発音・アクセント辞典
であった『国語発音アクセント辞典』に掲載され
ていた語がきわめてわずかであることが指摘で
きる。つまり，漢語の読みを放送用語委員会で
決定するのにあたっては，『国語発音アクセント
辞典』が寄与した役割はそれほど大きくなかっ
たことが想像される。

次に，この表に含まれる項目のうち，当時「放
送での読み方は間違っているのではないか」とい
う指摘の見られたものなどを中心に，その規定
の変遷（現代まで）について具体的に見てみよう。

「依存」
この語は，菅野謙・臼田弘（1979）において

「当時の（引用者注　昭和初期）国語辞書の
発音が全く示されていないか，あるいは，ごく
少数の辞書に限られたことば」の一例として挙
げられ，そこで調査した範囲内では『大辞典』

（1934年，平凡社）に「依存　イゾン」として掲
げられているのみであるという（ただし浅井真慧

（1983）によれば『言苑』（1938）に「イソン」と
して立項されている）。

初期の放送用語委員会では，「依存」の読み
について1935（昭和10）年に取り上げられた記
録が残っているが，この年の委員会記録の大部
分が散逸しており詳細がよくわからない。その後
1938（昭和13）年の第76回委員会において「清
濁の問題」の語の1つとして「依存　イソン／イゾ
ン」のように提起され（何らかの決定がなされた
のかどうかは不明），翌1939（昭和14）年の第
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85回委員会で（委員会記録には詳細が示されて
いないが）「イソン」と定められたようである。

その後の流れについては，浅井真慧（1983）
に詳しい。NHKのアクセント辞典での扱いの流
れを見ると，『日本語アクセント辞典』（1943）に
おいて「イソン」のみが認められ「イゾン」は掲
載されておらず，『日本語アクセント辞典』（1951），

『日本語発音アクセント辞典』（1966）でも同様
に取り扱われている。それが『日本語発音アク
セント辞典改訂新版』（1985）において，「イソ
ン（イゾン）」（＝「イソン」を本則として定め，「イ
ゾン」も許容）というように変更されている。こ
のように決定されたのは，1983（昭和58）年の
第961回放送用語委員会においてである。

なお，この語の読みは近年になっても「ゆれ」
の存在が続いており，一般の人 を々対象にした読
み方のアンケート・調査が放送文化研究所にお
いて複数回おこなわれている（石野博史（1980），
石野博史ほか（1989），最上勝也（1989））。

「簡明直截」
初期の放送用語委員会の中心的人物であっ

た岡倉由三郎は，「簡明直截」について多くの人
が「カンメエチョクサイ」と言っているが，一方で
辞典に詳しい人は「チョクセツ」でなくてはならな
いと言う，と指摘している（岡倉由三郎（1936））。
実際，1935年の雑誌に，ラジオで「直截

さい

」と言っ
ていたがこれは「チョクセツ」が正しい，という
投書が紹介されている。これに対して，当時の
放送用語委員会では「審議の上『チョクサイ』に
決定」という判断を下し（総務局計画部（1935），
塩田雄大（2007.3）に引用），この形で放送用語
委員会の編集した『常用漢語発音整理表』（1935）

（塩田雄大（2007.3）参照）に掲載されている。
1936年の第45回委員会では，「漢語発音審

議資料」としてさまざまな漢語の読みが検討さ
れている。対象になっているのは，「紊乱・攪乱・
攪拌・杜撰・殺害・絶叫・端緒・緒言・掉尾・
撒水車・撒布・情緒・音信・訃報・訃音・口腔・
満腔・截然・簡明直截・截断機・洗滌」の読み
である。これらについて，当時用いられていた
辞書にどのような読みが載せられているのかを
一覧する資料が作られている。「簡明直截」に
ついて見てみると，次のように提示されている。

ここで取り上げられた辞書類の表記は，旧
かな表記のものと発音表記のものとが混在して
いる。発音表記に直して考えてみると，ほとん
どの辞書が「～チョクセツ」のみを載せており，

「～チョクサイ」も載せているのは『武信和英辞
書』だけである。なお，この回の委員会で何ら
かの決定が下されたのかどうかは未詳である。

この後，放送用語委員会では，1938年の
第68回委員会において「現行「常用漢語発音
整理表」再検」という議題を審議した。この中
で，「直截」の現行規定の読みは「チョクサイ」
であるが，字典音に依れば「チョクセツ」であ
ること，またチョクサイの読みを（第二音として）
掲載しているのは『研究社和英大辞典』（武信
由太郎）だけであることを指摘した。その上で，
それまでどおり慣用音の「チョクサイ」とするこ
とをあらためて確認したのである。

簡明直截
大日本国語辞典 かんめいちょくせつ
大言海 ナシ
言泉 かんめいちょくせつ
広辞林 かんめいちょくせつ
辞苑 かんめいちょくせつ
大字典 ナシ
字源 ナシ
漢和大字典 －チョクセツ
詳解漢和大字典 ナシ
武信和英辞書 カンメーチョクセツ

－チョクサイ（チョクセツ）
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「言質」
1936（昭和11）年の雑誌に，ラジオで「言質

（ゲンチ）」のことを「ゲンシツ」と誤って読んだ
という投書が紹介されている。これに対して当
時の放送用語委員会としては，投書の意図には
同意するものの「言質」は慣用音として「ゲンシ
ツ」を採るという意見が付記されている（総務局
計画部（1936），塩田雄大（2007.3）に引用）。

しかしこの後，漢語の読み方に関する放送
用語委員会の方針転換によって，「ゲンシツ」
ではなく「ゲンチ」が採用されることになる。
1938年の第69回委員会において，「漢語の発
音整理について」という議題が審議・決定され
た。この回では，教育・字典の普及によって一
般に慣用音から字典音が主流になりつつあるこ
とから，放送のことばについても「なるべく字
典音に依ること」という原則が提案されたので
ある。これに伴い，一度は「ゲンシツ」と決まっ
ていたのが「ゲンチ」に変更された。

少なくとも現代では，「シツ」も「チ」もともに
「漢音」（＝「字典音」の一つ）であるとされてい
るのだが（『漢字百科大事典』（1996）p.425），
当時は「シツ」は字典音とはみなされていなかっ
たのであろうか。

「修祓」
この語の読みについて，放送で「シュウフツ」

と言っていたが「シュウバツ」が正しい，とする
意見が指摘された（河合絹吉（1938））。それ
に対し，当時の放送用語委員会の事務局メン
バーの一人である三宅武郎は，放送では「シュ
バツ」と定めていると反論している（三宅武郎

（1939），塩田雄大（2007.3）に引用）。
放送用語委員会では，1938年の第68回委

員会において，現行の規定が「シュバツ」，字

典音によれば「シュフツ」であることを示してい
る。そして新聞ルビには字典音による「シュフ
ツ」が使われることもあるが，この語は仏教語
の慣用によって「シュバツ」と読むべきである
という方針が定められた。

「杜撰」5）

この語の読みについては，初期の放送用語
委員会で『常用漢語発音整理表』（1935）を編
集する過程において，以下のような議論があっ
た（塩田雄大（2007.3）注17から再掲）。

上記の中で，「新村・岡倉・長谷川・神保」
は放送用語委員（外部），「葭村・宝田」はおそ
らく放送協会側の代表者である。つまり放送用
語委員の間でも意見が両様であったのだが，こ
のあと『常用漢語発音整理表』には「ズザン」
として載せられた。

前述した1936年の第45回委員会（「漢語発
音審議資料」）では，「杜撰」について次のよう
に提示されている。

杜撰
伝承の発言は「ズザン」であるが，近来の
新聞ルビは「ずさん」であり，若い人達も
多く「ずさん」である。然し，以前委員会
の席上で賛否をとつたときには次の如くで
あった。
　ズザン（新村　岡倉　葭村）
　ズサン（長谷川　神保　宝田）
又，辞書では大言海，大日本国語，言泉，
広辞林，辞苑，大字典，小柳漢和，詳解漢和，
武信和英「ずざん」，字源のみ「ずさん」。

杜撰
大日本国語辞典 ズザン
大言海 ズザン
言泉 ズザン
広辞林 ズザン
辞苑 ズザン
大字典 ズザン
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ここで取り上げられたほとんどの辞書では
「ズザン」という読みのみが掲げられており，字
源および新聞ルビでは「ずさん」が見られる旨
が示されている。

これに対し，後に放送用語委員会で『常用
漢語発音整理表』の掲載内容を再検討する回

（1938年，第68回および第69回）において，「ズ
ザン」が伝承の発音であるが，現代人の多くは

「ズサン」のように清音で発音するという旨の委
員会記録が残されている。この回の委員会で，
伝統重視志向の「ズザン」から実態に合わせた

「ズサン」へと修正されたものと思われる。

「洗滌」
前述の岡倉由三郎（当時の放送用語委員）

は，この語の読みについて「センジョー」か「セ
ンデキ」かを定めるのが難しいと記述している

（岡倉由三郎（1936））。『常用漢語発音整理表』
（1935）では，慣用音である「センジョー」を採
る旨が示されている。

前述した1936年の第45回委員会（「漢語発
音審議資料」）では，「洗滌」について次のよう
に提示されている。

発音表記に直して考えてみると，当時の辞書
類は，「センデキ」と「センジョー」の両方を掲
げているもの（言泉（「誤読」として），辞苑（「訛」
として），武信和英辞書）と，「センデキ」のみ
を掲げているもの（上記以外）の２つに分類で
きる。

このあと，放送で「センジョー」と言っている
のは誤りで「センテキ」とするべきであるという指
摘があった（河合絹吉（1938），塩田雄大（2007.3）
に引用）。

放送用語委員会では，前述した1938年の第
68回委員会での「現行「常用漢語発音整理表」
再検」の審議において，「洗滌」の現行の読み
は「センジョー」であるが，字典音に依れば「セ
ンデキ」であること，また言泉・辞苑・武信和英
辞書などでは「センジョー」が「訛・誤読」とし
て掲げられていることが指摘された。

こうした事実を把握した上で，「洗滌」の読み
についてはそれまでどおり慣用音の「センジョー」
とすることが，同年の第69回委員会で決定され
たのである。

「大審院」
この語の読みをめぐる動きについては，当時

の審議資料も含め塩田雄大（2007.3）で詳細に
報告してあるので参照されたい。結論だけを
紹介すると，これについて「タイシンイン」とい
う読みが1934（昭和9）年に採用されるが，そ
の理由は「大審院部内の伝統的な読み方を尊
重して」というものであった。

この決定は戦後になっても尊重され，1962
（昭和37）年の放送用語委員会においても，「大

洗滌
大日本国語辞典 せんでき
大言海 せんでき
言泉 せんでき

せんでう（せんできの誤読）
広辞林 せんでき
辞苑 せんでき

せんじょう（せんできの訛）
大字典 センデキ
字源 センデキ

字源 ズサン
漢和大字典 ズザン
詳解漢和大字典 ズザン
武信和英辞書 ズザン
新聞ルビ ずさん

漢和大字典 センデキ
詳解漢和大字典 センデキ
武信和英辞書 センデキ

センジョー（センデキ）
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審院」の読みを「タイシンイン」とすることがあ
らためて確認されている（番組研究部用語研究
班（1962））。一方でこのころに一般の人 （々東
京都内および千葉県館山市）を対象に読み方の
アンケートをおこなったところ，「ダイシンイン」
と読む人のほうが多かった（植地南郎（1963））。

「植字工」
この語の読みについては，1936年の雑誌に，

放送では「ショクジコー」と言っているが印刷業
界では「チョクジコー」と言う，という投書が紹
介されている。これに対して当時の放送用語委
員会としては，その社会の慣用に従い「チョクジ
コー」とするという意見が付記されている（総務
局計画部（1936），塩田雄大（2007.3）に引用）。

なおこの方針は1957（昭和32）年になって修
正され，「ショクジコー」に統一された（鈴村康

（1957））。「現在では印刷工場でもチョクジと
は言わなくなってきています」と指摘されている

（市川重一（1958））。

「掉尾」5）

1935年の雑誌に，ラジオで「掉
とう

尾」と言っ
ていたがこれは「チョービ」が正しい，という
投書が紹介されている（総務局計画部（1935），
塩田雄大（2007.3）に引用）。

この語の読みについては，『語彙記録1』が
出るまでに少なくとも5回審議されている。

まず，1935年に2回審議されたという記録
があり，同年9月に完成した『常用漢語発音整
理表』には，慣用音に従って「トービ」とする
旨の決定が示されている。

前述した1936年の第45回委員会（「漢語発
音審議資料」）では，「掉尾」について次のよう
に提示されている。

発音表記に直して考えてみると，当時の辞
書類は，「チョービ」と「トービ」の両方を掲げ
ているもの（大日本国語辞典，言泉，武信和
英辞書）と，「チョービ」のみを掲げているもの

（上記以外）の2つに分類できる。
その後，1938年の第68回委員会において，

前述したように『常用漢語発音整理表』の掲載語
の読みを再検討する議案が提起される。「掉尾」
は現行では「トービ」としているが字典音によれば

「チョービ」であることが示され，また上記の辞書
類調査の結果も総合的に勘案した上で，それま
でどおり「トービ」のままとする決定が下された。

「紛失」
この語の読みは1935年の第24回委員会で

審議・決定された記録があるが，『常用漢語発
音整理表』にも掲載されておらず，「フンジツ」と
決まった経緯については詳細がわからない。『語
彙記録1』には「フンジツ」とすることだけでは
なく「×フンシツ」という注記もつけられている。

放送用語委員会とは直接の関係はないが，
この語の読みに関して研究したものに飛田良文

（1992）pp.343-362がある。ここではさまざま
な漢語の読みが辞書類（江戸期から現代まで）
でどのように掲載されてきたのかが検討されて

掉尾
大日本国語辞典 てうび

たうび（てうびに同じ）
大言海 てうび
言泉 てうび

たうび（てうびに同じ）
広辞林 ちょうび
辞苑 ちょうび
大字典 テウビ
字源 テウビ
漢和大字典 テウビ
詳解漢和大字典 テウビ
武信和英辞書 チョービ

トービ（チョービ）
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おり，これによると「紛失」は「江戸時代に連
濁していた語（つまり『フンジツ』）」だが，1888

（明治21）年に出された辞典（『漢英対照いろは
辞典』）に「フンシツ」という連濁しない形の掲
載が見られると報告されている。

この調査結果に従えば，当時の放送用語委
員会で「フンシツ」を退け「フンジツ」と決定し
たことは，「伝統的な語形」に従ったことになる。

「片時」
この語の読みは1938年の第79回委員会で

提起され，清音として読む（つまり「ヘンシ」）
ものの例として挙げられている。
「ヘンシ」と「ヘンジ」とについては，「連濁」

ではなく「呉音／漢音の読み」の問題としてとら
えるのが適当である。漢語の読み方の変遷を
取り上げた飛田良文（1992）pp.325-342では，

「片時」は「漢音から呉音へ（つまり『ヘンシ』
から『ヘンジ』へ）」読み方が移り変わった漢語
の例として取り上げられている。これによると，
1872（明治5）年の資料（『和英語林集成（第
2版）』）には清音での立項が見られるが，1877

（明治10）年の資料（『和独対訳字林』）には清
濁両形の語形が見られるという。

この調査結果に従えば，当時の放送用語委
員会で「ヘンシ」と決定したのは，前項「紛失」
と同じく「伝統的な語形」に従ったことになる。

「維持」
1935（昭和10）年の雑誌に，ラジオで軍人

勅諭を取り上げた際に「維
ユイ

持
ジ

」のことを「ヰジ」
と言っていた，という投書が紹介されている。
これに対して放送用語委員会からは，「投書の
読方は陸軍省教育総監部に於て定めたる読方
と同一なり」という付記が成されている（総務

局計画部（1935），塩田雄大（2007.3）に引用）。
軍人勅諭での漢語の読み方には，当時独特な

ものが用いられていたようである。『語彙記録1』
において軍人勅諭での読みであるとの注記が付さ
れているものには，以下のようなものがある。これ
らは，1938年の第80回委員会において「軍人勅
諭」という題目で注意喚起・決定されたものである。

なお，このような特殊な読みと関連があるの
かどうかは不明であるが，当時の軍隊では「上
官の誤読にはそのまま従わなければならない」
という習慣があったようである。

和諧　　　カカイ
御遺澤　　ゴユイタク
子々孫々　 シシ・ソンゾン
上下一致　 ショーカ・イッチ
世論　　　セイロン
存す　　　ゾンス
日本国　　ニホンコク
保護　　　ホーコﾟ
維持　　　ユイジ

　「（引用者注　戦前･戦中の難しい漢語に
ついて）…これらを作り出した側はともかく，
与えられたほうでは，意味もよくわからないし，
だいいち，よく読めもしなかった。「聖戦完遂」
などは，多くの人がカンツイと言っていたし，

「臣道実践」などは「実賎」と書きあやまって，
「実にいやしい」道になってしまったりした。
　私の軍隊生活では，上官がこうした漢語
をまちがって読み，その通りに言わないと，
どなりとばされた。

遵守－ 軍隊には「遵守すべし」が多かっ
たが，これをソンシュと読まされた。
尊がソンだから，遵も，ジュンで
はなくソンだった。

遂行－ スイコウは，遂がツイだから，必ず
と言っていいほどツイコウだった。

熾烈－ シレツのシの字は職などの連想か
らだろう，必ず「戦争はシキレツ」
だと言われた。

　満腔（マンコウ）の感謝はマンクウの感
謝であり，円滑（エンカツ）はエンコツであっ
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「拉致」
この語の読みについては，以下のような委員

会記録が残されている（1939年，第86回）。

ここから想像されるのは，当時「羅致」と書い
て「ラチ」と読むことばと，「拉致」と書いて「ラッ
チ」あるいは「ローチ」と読むことばとがあった
のだが，それらが何らかの理由で混用されるよ
うになり，漢字表記としては「拉致」が生き残り，
慣用的な発音としては「ラチ」が残った，という
ことがありそうである。つまり，「拉致」と書かれ
たものを「ラチ」と読むのは，「伝統を重視する
立場」からは好ましくないのだが，発音の実態を
重視するという姿勢を貫いたものと言える。

  まとめにかえて

本稿では，以下のようなことを論じてきた。

現時点では，個別の項目についての分析が
まだ不十分であることを痛感している。今後は
分析対象の拡大を含め，日本語の「現代化」
過程における放送の位置づけについて探求を
進めてゆきたい。　　　     （しおだ たけひろ）

注：
1）『語彙記録 1』の例言には，次のように記されて

いる。
「昭和九年一月当放送局内に放送用語並に発音
改善調査委員会が設立されて，用語調査事業
が開始されてから今昭和十四年四月まで約五
個年半の間に亙つて開催された委員会総回数
八十九（小委員会を除く），審議資料（議案）総
数百八十にのぼり，その間に決定を見た語は約
一千五六百に達した。本資料はこれ等の語彙を
収録し委員会決定語彙記録としたものである。」
またこの『語彙記録 1』は，のちになって次の
ように説明・紹介されている（おそらく上記の「例
言」におおむね基づいた記述であると思われる）。

「昭和 9 年 1 月，「放送用語並びに発音改善調査
委員会」が設立されて以来，昭和 14 年 4 月まで
に開催された委員会は 89 回，その間に決定をみ
た語約 1,500 ～ 1,600 項目を収録したものである。

（1） 初期の放送用語委員会で編集した『放
送用語調査委員会決定語彙記録（一）』

（1939（昭和 14）年）に掲げられた各項
目（2,219 項目）について，どのような「言
語上の問題」を解消するために審議・決
定されたのかをもとに分類したところ，

①アクセントに関する問題（1,311 件）
②漢語の字音に関する問題（504 件）

③外来語の語形に関する問題（229 件）
の順で多いことがわかった。
これは，そのまま，音声標準語の策定
の初期段階においての「早急に解決す
べき度合いの大きさ」の順であると読
みかえることができる。

（2） この資料に載せられた漢語 1,062 項目
のうち，当時「読みのゆれ」があったこ
とが確実な漢語は 368 項目であった。

（3） この「読みのゆれ」のある 368 項目の
うち，当時の放送用語委員会では 4 分
の 3 程度の項目（278 項目）に対して「1
つの読み」に統一する形での決定を下
し，この資料に掲載している。

（4） 一部の語について，おそらく当時の辞
書類の記述（言質「ゲンシツ」，杜撰「ズ
ザン」，拉致「ラッチ」など）は実態（現
実の発音）に追いついていなかったも
のと想像され，放送用語委員会では辞
書類の記述とはある程度独立して決定
を下した。

「拉致」の読方確定したし
「拉」漢呉音 ラフ（促音ラツ）
 ロフ

各種漢字字典・国語辞典に「拉致」なし。
僅に「言苑」にあるのみ。
各種辞典に「羅致」あり。「網にて鳥を捕
る如く人を引寄せること」。

た。どれも，空だからクウであり，骨だか
らコツであった。この程度のあいまいな知
識で漢語をあやつり，しかも，その漢語の
スローガンで鼓舞激励されて，その漢字の
本家本元の国と戦ったのであった。

（池田弥三郎（1962）p.102）
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このなかには，「放送のことばとして必要なもの」
のほか，「読み誤りやすいもの」，「読みにくいもの」，

「語いの採否」，「用法の適否」，「読みのゆれの整
理採択」，「アクセント」などが示されている。」

（西谷博信（1965.8））
「この資料は，第 1 回の委員会以来，昭和 14 年 4
月までの 89 回に及ぶ委員会審議で決定した語お
よそ 1,600 語を収録したものである。放送のこと
ばとして必要なもののほか，読み誤りやすいもの，
読みにくいものなどが採られているが，すべての
語にアクセントが付けられている。最後の項目が

「ワルシャワ」で終わっているように，外国語や外
国地名にまで及んでおり，日本の地名や人名も，
当然含まれている。」　　　　 （浅井真慧（1981））

「この資料には，語彙の採否や用法の適否を検討
したものと特に読み誤りやすいもの，あるいは読
みにくいものなどの読み方について整理採択を
したものが，採録されている。このうち，読み方
に関するものは，およそ 600 語ある。この資料
では，決定結果だけでなく，議案番号・委員会
回次・決定日時も記されているので，一語一語
の来歴を知ることができる。」（浅井真慧（1997））

2）この項目は，50 音順で「アオウメ」にあたる個所と，
「アオンメ」にあたる個所とに 2 度掲載されてい
る。このような掲載方法は使用者の便宜を考慮
したものであろう。このようなものをカウントす
るのにあたっては，2 回掲載されていても，項目
数として1回のみ数えることとした。以降も同様。

3）ここで当時の辞書ではなく現代の辞書を用いるのは，
字音に関する研究は現代のほうが進んでおり，新し
い資料を用いたほうがよいと判断したためである。

4）漢語の読み方には「辞典類の記述」と「実態」
とで異なるものがあることは，以下に見るとおり
明治時代にはすでに指摘されている。

「祝ハはふりノ時ハしゆくニテ，いはふノ時ハし
うナレドモ，今ハ祝儀ノ時ノミしうトイヒテ，祝
文，祝賀ナドノ時ハ，しゆくトイフコトトナレリ。
コノ類ノコト，ナホ甚ダ多クシテ正シ難シ。字書
ニ見エタル字音ト，今日普通ニ用ヰル音ト，同
ジカラザルモノ数種アリ。」（国語調査委員会編

（1908）pp.44-45）
5）これ以外に，「杜撰（トセン）」「掉尾（タクビ）」

という誤読もあったことが大正期の資料に示さ
れている（高野弦月（1912）（1913））。
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