
平成26（2014）年9月26日（金），放送センターで
第1382回放送用語委員会が開催された。第1381
回放送用語委員会に引き続き，外来語の発音・表
記について，審議・検討が行われた。今回議題と
なった項目および語は以下のとおりである。

以上，今回の用語委員会では「用語の決定」は
していない。用語委員の意見を受けて，事務局で
提案を再度検討し，今年度（2014年度）の最後の
放送用語委員会で再提案することとする。

議題 1
・外来語の発音・表記の基本方針および原則

『NHKことばのハンドブック第2版』には次のと
おり，外来語の発音・表記の基本方針が示されて
いる。確認として示す。

・外国語・外来語や外国の地名・人名などの表記
は，それぞれのことばの日本語化の程度を考慮
し，次のように扱う。

また，発音と表記の関係については，次のように
記されている。

・『NHK 日本語発音アクセント辞典』での外来語
の立項についての事務局の考え方

第1381回放送用語委員会では，外来語の発音・
表記について許容の発音・表記を認めるのかどう
か議論があった 2）。事務局としての考え方を以下に
まとめる。

放送用語では，2つ以上の語形でゆれがある語
の場合，「推奨する語形」「許容する語形」という意
味で「①②」をつけることがある。しかし，外来語
の場合は「発音と表記を一致させる原則」をもとに，
放送のことばとしては基本となる形を1つ示すこと
にして，多くは「①②」をつけてこなかった。今回
の提案では，これまでと異なり，外来語であって
も「推奨する語形」と「許容する語形」の2つを示し
た。今回の提案語である「クリアー，フェアー，ヘ
ア，ワイヤ」は，古くから語形のゆれがあり，どち
らかだけを採用するということがしにくい語である。
また，ニュースでの出現頻度も高い。こうしたこと
から，「その語形にしておけば多くの人に伝わりやす
い」という代表的な語形を①（推奨形）として示し，
②（許容形）として別の語形も示すことにした。

議題 1
・外来語の発音・表記の基本方針および原則（確認）
・『NHK 日本語発音アクセント辞典』での外来語

の立項についての事務局の考え方
・長音の有無とイ列・エ列のあとの「ア」「ヤ」の

発音・表記の原則
・長音の有無とイ列・エ列のあとの「ア」「ヤ」の

発音・表記の傾向
・個別の語　

1．clear クリア・クリアー
2．fair フェア・フェアー
3．gear ギア・ギヤ
4．hair ヘア・ヘアー
5．wire ワイヤ・ワイヤー
6．motel モテル・モーテル
7．cubism キュビスム・キュービズム
8．café カフェ・カフェー
9．machine マシン・マシーン

議題 2
・「促音」をつける語の原則・細則
・「促音」の有無についての傾向
・個別の語

1．bob ボブ・ボッブ（女性の髪型）

1．原音とは異なる慣用が熟しているものは，慣
用の形を尊重する。

2．慣用が熟していないものは，なるべく原音に
近く書き表す 1）。

・原則として発音は表記に一致させるものとする。
ただし，ヴァ行音の場合などは，表記と発音が
一致しなくても差し支えない。
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・長音の有無とイ列・エ列のあとの「ア」「ヤ」
の発音・表記の原則

今回の放送用語委員会の議題1 ～ 5は「語末の
長音の有無」と「イ列・エ列のあとの「ア」「ヤ」」の
2つの問題を持つ外来語の発音・表記についてで
ある。

外来語の「語末の長音」についての原則および
「イ列・エ列のあとの「ア」「ヤ」」についての原則は
次のとおり3）。
●のばす音（長音）の発音と表記
英語などの語末の -er・-or・-ar・-y は原則として長音符
号をつけて表記し，発音する際ものばして発音する。

オーソリティー　authority，
コンピューター　computer，
エレベーター　elevator，パーティー party 

注　variety を「バラエティ」と表記した場合は，［バラ
エティー］と読むことはできない。［バラエティ］と

［ バラエティー］は発音上異なる。最後をのばして
発音するのであれば「バラエティー」と書かなけれ
ばならない。

●イ列・エ列の次の「ア」「ヤ」の発音と表記 
（1）原則として［ア］で発音・表記する。

エア　air，ケア　care，　ピアノ　piano
（2）慣用により［ヤ］で発音・表記するものもある。

ダイヤ（宝石・鉄道）　diamond，diagram
ダイヤル　dial，イヤホン　earphone

・長音の有無とイ列・エ列のあとの「ア」「ヤ」
の発音・表記の傾向

長音の有無とイ列・エ列のあとの「ア」「ヤ」の問
題に関係する語で『NHK日本語発音アクセント辞
典』に掲載のある語には，次のようなものがある。

ア：インテリア，ウエア，エア，エンジニア，キャ
リア，キャビア，ケア，シェア，シニア，ジュ
ニア，スペア，パイオニア，ヒアリング，ファ
イア，ペア，フロンティア，ヘア，ヘッドギア，
ボッブヘア，ボランティア，レア

ヤ：ギヤ，ワイヤ
アー：クリアー，フェアー
ヤー：コンベヤー，フレヤー，フレヤースカート

2つの読みを示しておくことを，放送現場としてど
う考えるのかについては，今後，放送用語小委員
会でも意見を聞く予定である。

これまでに，「推奨の語形」と「許容の語形」を
認めたり，2つ以上の語形を認めたりした外来語に
は次のような語がある。医学や工学などで専門的に
使われる語形と，一般的に使われている語形が異
なる場合や，語形によって意味が異なることがある
語が中心になっている。
●「①（推奨形）」と「②（許容形）」の語

①スノーケル ②シュノーケル
①スキューバ ②スクーバ
①パターン ②パタン
①パネリスト ②パネラー
①ピザ ②ピッツァ　　など

●どちらの語形も認めている語
〇アナキスト 〇アナーキスト
〇アナキズム 〇アナーキズム
〇インスリン 〇インシュリン
〇ウイルス 〇ビールス
〇カルテット 〇クァルテット
〇カンバス 〇キャンバス
〇キャビン 〇ケビン
〇コーンスターチ 〇コンスターチ
〇コサージュ 〇コルサージュ
〇サッシ 〇サッシュ
〇サージン 〇サーディン
〇シネマ 〇キネマ
〇ソシアルダンス 〇ソーシャルダンス
〇ツーアウト 〇トゥーアウト
〇デジタル 〇ディジタル　
〇ディテール 〇デテール
〇バイオリン 〇ヴァイオリン
〇バトンパス 〇バトンタッチ
〇ハーレム 〇ハレム
〇ピーエイチ 〇ペーハー
〇ヒンズー 〇ヒンドゥー
〇ファンデーション 〇ファウンデーション
〇ボデー 〇ボディー
〇マーマレード 〇ママレード
〇マリフアナ 〇マリワナ
〇マリン 〇マリーン
〇ミキサー 〇ミクサー
〇ユーフォー 〇ユーエフオー
〇ユニホーム 〇ユニフォーム
〇ヨガ 〇ヨーガ
〇リネン 〇リンネル　　など
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これらの語の多くは，図のとおり，「ア」で定着し
ているが，「ヤ」「ヤー」「ア」「アー」で「ゆれ」てい
る語もある 4）。

 
エ列のあとの場合は「ア」になることが多いが，

イ列のあとの場合は，「ヤ」になりやすい。また，
「y」など子音がついている場合「ヤ」になりやすい
といった傾向もあるようだ 5）。

和語・漢語で，「ia，ea，oa，ua」などの母音の
連続が現れるのは，形態素の切れ目にくる場合に
限られている（例：「作り＋上げる」tukuriageru，「手
＋足」teasi）。一方，外来語は，単純語の中に「ia，
ea，oa，ua」の母音の連続が現れる。

日本語では，［a］と［ja］，［a］と［wa］が区別さ
れているが，外来語の場合，カタカナでどう書かれ
るかに関係なく，実際の発音では，「イア」と「イヤ」，

「エア」と「エヤ」，「オア」と「オワ」，「ウア」と「ウワ」
の2つの発音は，はっきりと言い分けられてはいな
い。［ea］［ia］には，［j］は挿入されて発音される
のが普通である。例えば，和語や漢語でも「試合」
や「幸せ」などで，［sijai］［sijawase］などの発音が
現れることがある。こうしたことから，外来語でも

［イア］と［イヤ］，［エア］と［エヤ］でゆれがおこる
ものと考えられる 6）。

提案 1

・提案理由
国語辞典およびインターネットなどでの使用から，

慣用として「クリア」が多く使われていると考え，放
送のことばの推奨形は「クリア」とすることを提案す
る。なお，実際の発音では［クリアー］となること
も多いため，第2読みとして「クリアー」を認めるこ
ととしたい。
・問題点と発音・表記の傾向

英語などで語末に「-ar」がついている語は原則
として長音符号をつけて書くことになっている。こ
ういった原則から考えると，「clear」は，長音をつ
けて発音・表記する語である。しかし，長音がつ
かない形で表記されることが多く，語末の長音が
省略されてしまった語と考えられる。また，この語
は，イ列のあとの「ア」「ヤ」の発音・表記でも問題
がある語である。イ列のあとの「ア」「ヤ」はエ列に
比べて「ヤ」になりやすい。外来語として明治時
代から使われていたようで，当初から「クリーヤ」

「クリーア」「クリヤー」「クリアー」「クリア」といった
語形でゆれがあった 7）。インターネットの検索結果
から，現在は「クリア」「クリアー」「クリヤー」の3つ
の形でゆれていることがわかる。

ニュース原稿では「クリア」が多い。また，サッ
カー用語として使われる場合は「クリア」で書き表さ
れることが多い。一方，文房具では「クリヤー（ファ
イル）（ブック）」「クリアー（ファイル）（ブック）」の
形も見られる。

いくつかの意味（「乗り越える」「はっきり」「基準
を満たす」）があるが，使われるようになった年代
は意味ごとに違う8）。意味によって語形が異なって
いる可能性も考えられるが，インターネットやコーパ
スでの使用では，意味による語形の違いのあるな
しははっきりしなかった。
・参考資料
◯新聞社・通信社 9）

新聞協会，毎日，読売，産経，時事，共同：ク
リア　（朝日，日経は掲載なし）

①クリア　②クリアー  とすることを提案する
　（これまで　クリアー）

図　goo 検索から見た表記のゆれ
（「ア」「アー」「ヤ」「ヤー」のゆれ）（「ア」の表記が少ない順）

アーアヤーヤ

interior
caviar
senior
pioneer
frontier
volunteer
engineer

pair
rare
wear
share
care
junior
hearing
fair
spare
career
clear
hair
air
flare
gear

conveyor
fire
wire
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◯放送の実例（「アーカイブス」原稿検索）10）

クリアー：35件，クリア：680件，
クリヤー：1件，クリヤ：0件

◯辞書調査（12 冊調査）11）

＊（　）外は，その語形が何かしらの形で掲載されている
辞書の数。（　）内は，その語形を主見出しにしている辞
書の数（以下同）

・「クリアー」を主見出しにしているのは『新選』『新
明解』『三国』『NHK アクセント辞典』『新明解
アクセント』（ただし，「クリアー」だけを立項して
いるのは『NHK アクセント辞典』のみ）。

・「クリヤー」または「クリヤ（ー）」の語形を参考とし
て立項する辞書もあり（『明鏡』『新選』『新明解』

『大辞林』『三国』『大辞泉』）。これを主見出し
にしているのは『新選』のみ（「クリアー」「クリア」

「クリヤー」の 3 つを同等に見出しとしている）。
◯ goo による検索　

意味による使い分けがあるか？

・意味による使い分けがあるかを見るために助詞な
どをつけて検索した。いずれの場合も「クリア」
が多い結果となり，意味によって「クリアー」「ク
リア」を使い分けているかどうかははっきりしな
かった。ただし，助詞などをつけて検索した結
果では，「クリア」が圧倒的に多いが，なにもつけ
ずに検索した場合は「クリアー」の表記がやや増
える傾向も見られる。

・また，「ゲーム」とともに検索した場合も「クリ
アー」の表記がやや多くなる。

↑「クリアー」を「ゲーム」と合わせて検索（「クリアーゲー
ム」という語で検索したわけではない）

◯専門語の扱い
・サッカー（『NHK サッカー用語集 2014 』（部内資料））

クリア（ピンチの場面で，ゴールから遠くへ蹴り
だす，もしくはヘディングすること）12）

・日本工業規格（JIS）の登録
クリアテキスト符号化

◯ 現 代 日 本 語 書 き 言 葉 均 衡 コ ー パ ス（ 以 下，

BCCWJ。「中納言」で検索）（語彙素「クリア」で検索）

◯日本語話し言葉コーパス（以下，CSJ）
クリア：9件（発言形：クリア8件，クリヤ1件）

提案 2

・提案理由
国語辞典およびインターネットの検索結果などか

ら「フェア」が一般的になっていると考えられるた
め，放送のことばとして，推奨形は「フェア」とする
ことを提案する。なお，実際の発音では［フェアー］

クリア クリアー

11 冊（9 冊） 7 冊（5 冊）

①フェア　②フェアー　とすることを提案する
（これまで　フェアー）

“ クリア ”（ クリアー，
クリヤ，クリヤーを除く） 165 万件 商品名などが多い 71%

“ クリアー”（ クリア，ク
リヤ，クリヤーを除く）

47 万
5,000 件

◯◯クリアー，ク
リアー◯◯と複合
語が多い

20

“ クリヤ ”（ クリヤー，
クリアー，クリアを除く）

3 万
8,000 件

「clear」での使用
ではなく「 厨 」な
ど同音の和語・漢
語が出現している

2

“ クリヤー”（ クリヤ，
クリアー，クリアを除く）

16 万
7,000 件 7

“ クリアに”（ クリアーを除く） 44 万
1,000 件 91%

“ クリアーに”（ クリアを除く） 3 万
9,400 件 8

“ クリヤーに”（ クリアを除く） 2,830 件 1

“ クリアな”（ クリアーを除く） 45 万
4,000 件 90%

“ クリアーな”（ クリアを除く） 4 万
8,700 件 10

“ クリヤーな”（ クリアを除く） 1,680 件 0

“ クリアする”（ クリアーを除く） 132 万件 98%

“ クリアーする”（ クリアを除く） 2 万
5,500 件 2

“ クリヤーする”（ クリアを除く） 1,550 件 0

“ クリア”，ゲーム（ クリアーを除く） 315 万 91%

“ クリアー”，ゲーム（ クリアを除く） 25 万
4,000 件 7

“ クリヤー”，ゲーム（ クリアーを除く） 5 万
500 件 1

clear 38 件 医学関連の本に多い

クリア 1,599 件
ファッション誌そのほか，いろいろな
分野にまたがる。ブログ・知恵袋での
使用は 756 件

クリアー 153 件 ブログ・知恵袋での使用は 51 件。あ
らゆる分野にまたがる

クリヤ 5 件

クリヤー 12 件
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となることも多いため，第2読みとして「フェアー」
を認めることとしたい。
・問題点と発音・表記の傾向

スペルや発音記号からは長音をつける必要のな
い語で，表記の慣用も「フェア」と長音がない形で
ある。しかし，実際の発音では，［フェアー］と聞
こえる場面もある。

古くは「フェヤ（ー）」の語形もあったが，現代で
は「フェア」か「フェアー」の形が使われている。「祭
り」「公正な」という2つの意味で使われることがあ
り，意味によって語形を使い分けている可能性も考
えたが，コーパス，インターネットなど，今回の資
料からははっきりしない。国語辞典でも使い分けを
示しているものは見られない。
「fair」は複合語の要素としても使われる（「アン

フェア」「フェアプレー」「フェアウエー」）。この場合
は，長音はつかないことが多い。

NHKでは『アクセント辞典』は「フェアー」だが，
『NHKことばのハンドブック第2版』では「フェア」と
なっており，不統一。
・参考資料
◯新聞社・通信社

各ハンドブックには単独での掲載はなし。「フェ
アウエー」などの立項。いずれも長音なし。
◯放送の実例
・『ミュージックフェア』（フジテレビ・番組名）

現在の番組名は「MUSIC FAIR」だが，カタカ
ナ表記は「ミュージックフェア」

・「アーカイブス」原稿検索
フェアー：51件，フェア：887件

◯辞書調査（12 冊調査）

・フェアー：『三国』『NHK アクセント辞典』。主
見出しにしているのは『NHK アクセント辞典』

（昭和 26 年版では「フェア」で立項。昭和 41 年
版以降「フェアー」に変更）のみ。

・12 冊調査では「フェヤ（ー）」の語形を立項する
辞書は見られなかった。

・『日本国語大辞典』（小学館・第 2 版）では，「フェ
ヤー」の語形も参考としてのせている。明治 22

（1889）年の用例に「フヘヤ」あり。
・意味によって語形をかえている辞書は見られない。

◯ goo による検索

意味による使い分けがあるか？

・「公正な」という意味に限定して検索するために
「～な」で検索した。単独で検索した場合よりも，
「な」がついたほうが，「フェア」の形が多い。

◯専門語の扱い
・『公認野球規則 2014』（ベースボールマガジン社）

インフィールドフライ・イフ・フェア　
 フェア 飛球

◯ BCCWJ（語彙素「フェア」で検索）

＊意味は，コーパスで「語彙素」の情報として，すでにつ
いていたもの

提案 3

・提案理由
すでに第1364回放送用語委員会で審議・検討

した語である。国語辞典および新聞社・通信社な
どは「ギア」をとっている。また，インターネットの
検索結果からも「ギア」の形で定着していると考え
られる。そのため，放送のことばとしての推奨形は

「ギア」とすることを提案する。また，専門語を中心
に「ギヤ」が使われる場合もある。「ギヤ」の語形も
第2読みとして残すこととしたい。
・問題点と発音・表記の傾向

スペルが「gear」で，語末に「-ar」のつく外来語

フェア フェアー

10 冊（10 冊） 2 冊（1 冊）

“フェア”（フェアー ,
フェヤー，フェヤを除く） 153 万件「祭り」の意味の「◯

◯フェア」が多い 85%

“フェアー”（フェア，
フェヤー，フェヤを除く）

26 万
8,000 件 15

“フェヤー”（フェア，
フェアー，フェヤを除く） 47 件 0

“フェアな”（フェアーを除く） 6 万 2,200 件 94%

“フェアーな”（フェアを除く） 3,720 件 6

“フェヤーな”（フェア，フェアーを除く） 6 件 0

①ギア　②ギヤ　　とすることを提案する
　　（これまで　ギヤ）

フェア 824 件

「見本市」の意味は 470 件，「公
正な」の意味は 162 件，「料金

（fare）」は 161 件，「Fehr」は
31 件

フェアー
49 件

（ フェア～：4 件，
フェアー：44 件，
フエアー：1 件）

「 フェア～」「 フエアー」は「 見
本市」の意味のみ。「フェアー」
は「見本市」23 件，「公正な」
21 件
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であるため，原則では「ギヤー」または「ギアー」と
長音をつける発音・表記となるが，語末の長音が
つかない「例外」の語として定着していると考えられ
そうだ。

インターネットの検索結果から「ギア」「ギヤ」「ギ
アー」「ギヤー」，4つの形で使われていることがわ
かる。特に，表記では「ギア」もしくは「ギヤ」でゆ
れている。明治のころから使われている外来語で，
当時からゆれがあったようだ。

国語辞典，新聞社・通信社はいずれも「ギア」だ
が，日本工業規格（JIS）では「ギヤ」「ギヤー」の形
で使用されている。自転車，自動車，歯車など工
業の分野では，「ギア」に続いて「ギヤ」の表記が
多く，長音がつく形はあまり見られない。

工業から離れ，単に「装備」「用具」という意味
の場合は「ギア」が多い。
・参考資料
◯新聞社・通信社

新聞協会，朝日，毎日，読売，日経，産経，時事，
共同：ギア

◯放送の実例（「アーカイブス」原稿検索）
ギア：168 件（うち，リチャード・ギアは 5 件），
ギアー：1 件，
ギヤ：41 件（人名 15 件，「ギヤラリー」1 件），
ギヤー：0 件

◯辞書調査（12 冊調査）

・「ギア」を主見出しにする辞書が多いが，『新明
解』『新明解アクセント』は「ギヤ」を主見出し
にし，「ギア」は参考見出しおよび第 2 読み。

・『NHK アクセント辞典』は「ギヤ」のみ立項。
・「ギアー」「ギヤー」の立項をしている辞書は 12

冊の中にはなし。
・12 冊調査には含まれていないが，『日本国語大辞

典』（第 2 版）は「ギヤ」を主見出しに，「ギア」「ギ
ヤー」「ギアー」の語形も参考として示している。

・辞書によって意味が異なる。「歯車」「（自動車の）
変速装置」「荷役作業に用いる船内の装備類一
般を総称していう」「装備，用具，道具一式」など，
いくつかの意味で使われる。

◯ goo による検索　

場面による使い分けがあるか？

・「ギア」と「ギヤ」でゆれている。
・ 場面，意味によって，語形が異なるかを見るた

め，「自転車」「自動車」「歯車」「ゴルフ」それ
ぞれの組み合わせで検索。
いずれも「ギア」の語形が多いが，「歯車」の場合
は「ギヤ」がやや多くなる。

・長音がある形は，いずれも少ない。
◯専門語の扱い
・日本工業規格（JIS）の登録

ギヤ，ウォームギヤ，リングギヤ，ギヤクランク，
小ギヤ，ギヤー油

◯ BCCWJ（語彙素「ギヤ」で検索）

ギア ギヤ

12 冊（9 冊） 11 冊（3 冊）

“ ギ ア ”（ ギ アー，
ギヤー，ギヤを除く）

52 万
3,000 件

ゲームやおもちゃの表
現に多い 56%

“ギアー”（ギア，ギ
ヤー，ギヤを除く）

4 万
8,200 件

「ヘッドギアー」での使
用が多い 5

“ ギヤ ”（ ギア，ギ
アー，ギヤーを除く）

32 万
4,000 件

歯車としての使用が多
い 35

“ ギ ヤ ー”（ ギ ア，
ギアー，ギヤを除く）

3 万
8,800 件

歯車の製作所の名称
としての使用が多い 4

“ギア”，自転車 56 万 4,000 件 78%
“ギアー”，自転車 1 万 9,800 件 3
“ギヤ”，自転車 12 万 9,000 件 18
“ギヤー”，自転車 9,650 件 1

“ギア”，自動車 34 万 8,000 件 69%
“ギアー”，自動車 1 万 800 件 2
“ギヤ”，自動車 12 万 5,000 件 25
“ギヤー”，自動車 2 万 1,500 件 4

“ギア”，歯車 7 万 1,800 件 62%
“ギアー”，歯車 1,570 件 1
“ギヤ”，歯車 3 万 7,400 件 32
“ギヤー”，歯車 4,640 件 4

“ギア”，ゴルフ 46 万 3,000 件 88%
“ギアー”，ゴルフ 1 万 600 件 2
“ギヤ”，ゴルフ 4 万 3,900 件 8
“ギヤー”，ゴルフ 7,430 件 1

ギア 340 件「Gears」1 件，「ギア」337 件，「ギアー」2 件

ギヤ 141 件「ギヤ」140 件，「ギヤー」1 件
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提案 4

・提案理由
国語辞典やインターネットなどでの使用から，放

送のことばとして，推奨形は「ヘア」とすることを提
案する。なお，実際の発音では［ヘアー］となるこ
とも多いため，第2読みとして「ヘアー」を認めるこ
ととしたい。
・問題点と発音・表記の傾向

大正時代から使われている外来語で，古くは「ヘ
ヤー」の語形が多い。国語辞典はさまざまな語形を
示しており，インターネット，コーパスでもゆれが見
られる。

現代の表記の慣用は「ヘア」だが，実際の音声
では［ヘヤー］［ヘアー］に近く発音される場合もあ
りそうだ。特に，「ショートヘアー」「ロングヘアー」
のように複合語の後部につく場合には，のびて発
音されることもあるようだ。

また，インターネットの検索結果では，「ヘアケア」
「ヘアカラー」のような語の場合は「ヘア」だが，「ヘ
アーサロン」に限っては「ヘアー」が多いなど，表記
でも語によってゆれが見られる。
・参考資料
◯新聞社・通信社

新聞協会，朝日，毎日，日経，産経，共同：ヘ
ア（スタイル）
読売，時事：ヘアスタイル

◯関連語（『NHK アクセント辞典』掲載語）
ヘアスタイル，ヘアスプレー，ヘアダイ，ヘア
トニック，ヘアドライヤー，ヘアバンド，ヘア
ピース，ヘアピン，ヘアブラシ，モヘア

◯放送の実例（「アーカイブス」原稿検索）
ヘア：170 件（地名，人名なども含む：100 件中 30
件程度），ヘアー：39 件

◯辞書調査（12 冊調査）

・『現代用語の基礎知識』以外すべての辞書で「ヘ
ア」。いずれも主見出し。『現代用語の基礎知識』
は「ヘアケア」「ヘアウィグ」での立項はあるが，
単独での立項はなし。

・『新明解アクセント辞典』は「ヘア」を主見出し
に「ヘヤ」の読みものせている。

◯ goo による検索

◯専門語の扱い
・ 美容共同組合「日本ヘアデザイン協会」

NHDK は全世界に向かって日本のヘアモー
ドを発信し，時代を担う優秀な若い人材の
育成など，豊かな 21 世紀の美容界開拓を目
指しています。

◯ BCCWJ（語彙素「ヘア」で検索）

・ファッション関連では「ヘア」または「Hair」
が多い。ブログでの使用は「ヘアー」が多い。

◯ CSJ
ヘア：2 件（発音形：ヘアメーク）。ヘアー：0 件ヘア ヘアー ヘヤ ヘヤー

11 冊（11 冊） 6 冊（0 冊） 7 冊（0 冊） 2 冊（0 冊）

“ヘア”
（ヘアー，ヘヤ，
ヘヤーを除く）

143 万件
「ヘアカラー」「ヘアスタイ
ル」「ヘアアレンジ」など。
商品名としての出現が多い

72%

“ヘアー”
（ヘア，ヘヤ，ヘヤー
を除く）

54 万
1,000 件

店名としての使用が多い
（100 件中 96 件）。特に「ヘ
アーサロン」としての使用
が多い（100 件中 68 件）

27

“ヘヤ”
（ 髪を含み，ヘア，
ヘアー，ヘヤーを
除く）

1,680 件 個人の書き込みが多い 0

“ヘヤー”
（ヘア，ヘアー，
ヘヤを除く）

2 万
6,600 件

「ヘヤーサロン」や「ヘヤー
トニック」などが見られる。
舞台化粧用に使う商品な
ど，特殊な商品での使用も
見られる

1

Hair 38 件 ファッションそのほか雑誌での使用は 21
件。知恵袋での使用 1 件

ヘア 1,063 件 ファッションそのほか雑誌での使用は 241
件。ブログ・知恵袋での使用は 286 件

ヘアー  184 件 ブログや知恵袋の使用は81件。ファッショ
ンそのほか雑誌での使用は 6 件

ヘヤ   11 件 ファッションそのほか雑誌での使用なし

ヘヤー    9 件 ファッションそのほか雑誌での使用なし

①ヘア　②ヘアー　　とすることを提案する
　　　　　　　　　　（これまで　ヘア）

108 　DECEMBER 2014



提案 5

・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

「ワイヤー」が多く使われていることがわかる。こう
したことから，放送のことばとして，推奨形は「ワイ
ヤー」とすることを提案する。なお，専門語を中心
に「ワイヤ」で使われる場面もあることから，第2読
みとして「ワイヤ」と発音・表記することも認めるこ
ととしたい。
・問題点と発音・表記の傾向

日本語での発音の慣用から「ワイヤー」と長音を
つける語形が見られる。イ列・エ列のあとの「ア」

「ヤ」だが，「ワイア」という語形は見られない。「ワ
イヤ」「ワイヤー」の形でゆれがある。どちらも大正
のころから使われる語形で，どちらが古いとも言
い難い。

新聞社・通信社は「ワイヤ」に統一している。しか
し，調査の結果とコーパスやインターネットの検索
結果から見ると，「ワイヤー」が一般的に使われてい
る。

工業分野では，JISで「ワイヤ」が多いが，「ワイ
ヤー」の規格名も見られる。実際の使用では，工
業分野で「ワイヤ」が多く見られる。一方，趣味で
使われるような場合には「ワイヤー」または複合語と
して「ワイヤー◯◯」の形が多い。

NHKでは，昭和26 年版の『アクセント辞典』か
ら「ワイヤ」で立項があり，『NHKことばのハンド
ブック第2版』の5 刷（平成 21年）から「ワイヤー」
に切り替え，11刷（平成 25 年）で「ワイヤ」に戻し
た経緯がある。現在は「ワイヤ」で統一されてはい
るが，放送では「ワイヤー」「ワイヤ」で混乱がある。
・参考資料
◯調査結果

平成21年度語形のゆれに関する調査
（エリア・サンプリング・平成 22（2010）年 2 月 5 日～ 2
月14 日・有効回答数（率）：1,272 人（31.8%）（調査対象：
4,000 人））

Ｑ．（ワイヤ／ワイヤー）で固定する　
ワイヤと言う（ワイヤーとは言わない）： 10%
ワイヤーと言う（ワイヤとは言わない） ： 81
両方とも言うが，どちらかと言えばワイヤ： 2
両方とも言うが，どちらかと言えばワイヤー： 6
このことばを知らない・わからない： 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：ワイヤ

◯放送の実例
・『すてきにハンドメイド』（Ｅテレ・平成 25 年 4 月）

副題：草花 1 本で絵になる ワイヤー の花器
・『超絶凄ワザ』（総合）

平成 26 年 8 月 28 日，9 月 4 日放送「夢のロープを目指せ」

鋼鉄 ワイヤ ，ワイヤロープ ，ワイヤ などの語が
使われた。
テロップ，ナレーションともに「ワイヤ」

・「アーカイブス」原稿検索
ワイヤ：943件，ワイヤー：304件

◯辞書調査（12 冊調査）

・12 冊中，『現代用語の基礎知識』以外，すべて
の辞書に立項があり，いずれも「ワイヤ」を主
見出しにしている。

・「ワイヤー」を主見出しにしているのは『新選』
のみ。『新選』は「ワイヤ」「ワイヤー」の両方
を主見出し扱い。

・『NHK アクセント辞典』は昭和 26 年版から「ワ
イヤ」で立項あり。『NHK ことばのハンドブッ
ク第 2 版』で「ワイヤー」が採用され，不統一に
なった。

◯ goo による検索

◯専門語の扱い
・日本工業規格（JIS）の登録

ワイヤ，ワイヤロープ，グローワイヤ，ホット
ワイヤ，ワイヤリール，引き抜きワイヤー，焼

ワイヤ ワイヤー

11 冊（11 冊） 8 冊（1 冊）

①ワイヤー　②ワイヤ　とすることを提案する
（これまで　ワイヤ）

「ワイヤロープ」「ワイヤグラス」など複合語も
「①ワイヤー②ワイヤ」とする。
ただし，「ワイヤレス」はそのまま。

“ワイヤ”
（ワイヤーを除く）

36 万
1,000 件

工業や化学での利用が 多い。
また会社名での利用も見られ
る

“ワイヤー”
（ワイヤを除く）

86 万
3,000 件

ワイヤーロープのような工業での
利用のほか，ワイヤークラフトな
ど手芸，ノンワイヤーブラなど
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戻しワイヤー
・ 日本カラーワイヤークラフト協会（日本化線株式会社）

工業用カラーワイヤーの販売。カラーワイヤー
クラフトの提案。

・ 女性下着「ノンワイヤーブラ」（ワイヤーの入って
いないブラジャー）
ワコール，トリンプなど大手の下着メーカーは

「ワイヤー」を使用。
・ そのほか

ワイヤーアクション（映像分野），ワイヤーフ
レーム（コンピューター用語）など。

◯ BCCWJ

◯ CSJ
ワイヤ：2 件（2 件ともに「ワイヤレス」での使用）

◯アクセントの問題
現行版『NHK アクセント辞典』ワ＼イヤ

「ワイヤー」の場合は，ワ＼イヤーとワイヤー￣
の 2 つのアクセントが考えられる 13）

提案 6

・提案理由
「モーテル」の語形が主に使われている現状から，

「モーテル」とすることを提案する。
・問題点と発音・表記の傾向

新聞社・通信社では「モーテル」の語形を使って
おり，国語辞典でも「モーテル」が主な語形。戦後
になって日本に入ってきた語だが，過去の用例でも

「モテル」よりも「モーテル」が主流である。過去の
放送の原稿と国語辞典以外では「モテル」の語形は
あまり現れない。やや古めかしい語であり，この語
がニュースで使用されることはそれほど多くない。
・参考資料
◯新聞社・通信社

新聞協会，朝日，毎日，読売，日経，産経，時
事，共同：モーテル

（「モテル」を立項する新聞社・通信社なし）
◯放送の実例（「アーカイブス」原稿検索）

モテル：3 件，モーテル：31 件
〇辞書調査（12 冊調査）

・「モテル」を主見出しにしているのは，『新選』
と『NHK アクセント辞典』。そのうち『NHK
アクセント辞典』は昭和 41 年版から「モテル」
を立項しており，「モーテル」の語形をのせて
いない。

・「自動車旅行者のホテル。多く部屋ごとに専用
の出入り口をもち，部屋に近接した駐車場があ
る」という意味で，motor（自動車）と hotel（ホ
テル）の合成語として作られた。
第 2 次世界大戦後，米国で発達。日本では昭和
34（1959）年，箱根に第 1 号が造られて以来急増
しているが，連れ込み宿としての機能が珍重され，
社会問題化している 14）。

◯ goo による検索

◯ BCCWJ（語彙素「モーテル」で検索）

提案 7

・提案理由
美術の教科書など専門家の間では，「キュビスム」

が使われるようになっている。一方，国語辞典など
では，「キュービズム」が慣用的に主見出しになって
いる。専門語であり，どちらが主流であるともいえ
ないことから，放送では，どちらの読みも使えるよ
うにすることを提案する。

モテル モーテル

7 冊（2 冊） 9 冊（8 冊）

“モテル”
（モーテルを除く）

9 万
8,600 件

「もてる」がほとんど
（100 件中 85 件）

“モーテル”
（モテルを除く）

19 万
4,000 件

モテル 2 件

語彙素「モーテル」で検索すると「モテ
ル」という語形が 24 件出てくる。しかし，
内容を確認すると，多くが「モデル」「も
てる」などの語であり，「モーテル」と同
じ意味で使われている用例は 2 件のみ

モーテル 114 件

〇キュービズム　〇キュビスム
　とすることを提案する　　
（これまで　キュービズム）

wire 34 件 コンピューター関連の本での使用

ワイア 14 件 ブログなどでの使用が多い

ワイヤ 122 件 工業がやや多い。手芸・演芸での使用
は見られない

ワイヤー 620 件 工業のほか，手芸・園芸での使用が見
られる

〇モーテル　とすることを提案する
　　　　　　　　　　（これまで　モテル）
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・問題点と発音・表記の傾向
20世紀初めにピカソやブラックによってフランス

でおこった芸術運動で，「立体派」ともいわれる美
術の専門語である。『NHKアクセント辞典』には

「キュービズム」の立項しかないため，番組から問い
合わせが多い。

英語の発音に近い語形が「キュービズム」，フラ
ンス語の発音に近い語形が「キュビスム」と考えら
れる。もともとフランスでおこった芸術運動である
ためか，近年，「キュビスム」の語形が多くなってき
ている。

国語辞典は「キュービズム」を主な語形として，
「キュビスム」を採用する辞典も出始めている。新
聞社・通信社では，「キュービズム」「キュービスム」
が多い。インターネットでは，「キュビスム」の形が
多い。
『NHKアクセント辞典』では「～スム」「～ズム」

関連の語は，「ズム」を主にしている。フランス語
語源か英語語源かも考慮に入れて，語形の再検
討が必要だと思われる。
・参考資料
◯新聞社・通信社

新聞協会，毎日，日経，産経，時事，共同：キュー
ビスム／キュービズム
朝日：キュービスム
読売：キュビスム／キュービズム

◯放送の実例
・『美の巨人たち』（テレビ東京）「キュビズム」

・「アーカイブス」原稿検索
キュビスム：  1件，  キュビズム：3件，
キュービスム：0件，キュービズム：3件

◯辞書調査（12 冊調査）

・「キュビズム」「キュービスム」はなし。
・「キュビスム」を主見出しにする辞書は，『広辞

苑』『岩波』『大辞泉』。
・『外来語の語源』（吉沢典男・石綿敏雄）（角川・

昭 57）では「キュービズム」の形で，英語とし
て立項している（語源はフランス語）。

「cube（キューブ・立方体）」からできたことばで，
その名の由来として「1909 年のアンデパンダン展
に出品されたブラックの絵を見た評論家 L. ボー

クセルが「立方体のようだ」といったことから」と
説明がある。

・『角川第 2 版　外来語辞典』（あらかわそおべえ）
（昭 52）では，「キュービズム」（英語）を主な
見出しとして，「キュビスム」（フランス語）の
形も立項している。

◯ goo による検索　

◯専門語の扱い（美術の教科書など）
・光村図書 15）

　　キュビスムとフォービスム
・平成 24 年度高知県公立学校教員採用候補者選

考審査筆記審査（専門教養）中学美術・高等学
校美術・特別支援学校中等部・高等部美術　問
題より
キュービスムの誕生を予告する記念的作品であ
り，ピカソは「分析キュービスム」や「総合的
キュービスム」などの方法を試みた。

◯ BCCWJ（語彙素「キュービズム」で検索）

＊「キュービスム」の用例はなし

キュビスム キュービズム

7 冊（3 冊） 9 冊（8 冊）

“キュビスム”
（キュービスム，キュービズ
ム，キュビズムを除く）

1 万
2,200 件

美術関連が多い。美術
用語集などの本での使
用が多く見られる

“キュビズム”
（キュービスム，キュービズ
ム，キュビスムを除く）

2 万
5,900 件

マンガのタイトル，美容
院の名称などが多く，
美術関連は少ない

“キュービスム”
（キュービズム，キュビズム，
キュビスムを除く）

272 件 美術関連の記事が多い

“キュービズム”
（キュービスム，キュビズム，
キュビスムを除く）

1 万
7,100 件

「エスキュービズム」で
の使用が多い。これを
除くと，5,910 件。美容
院，ネイルサロンなど
の店名が多い

キュービズム 4 件 伝記，専門書など

キュビスム 43 件 美術関連の書物

キュビズム 10 件 女性向け雑誌やブログ・知恵袋など
（10 件中 6 件）
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提案 8

・提案理由
喫茶店の意味で「カフェ」の形で定着しており，

放送のことばとしては「カフェ」とすることを提案す
る。なお，歴史的な語として使う場合など，場面に
よっては「カフェー」の語形が適していることもある
ことから，「カフェー」も認めることとしたい。
「〇カフェ，〇カフェー」または「①カフェ②カ

フェー」と提案しなかったのは，「カフェ」と「カ
フェー」では意味するものが異なる場合があり，「カ
フェ」としているものを「カフェー」と単純に置き換
えることができないためである。
・問題点と発音・表記の傾向

明治時代から使われている外来語で，「キャ
フェー」「カフエー」などさまざまな形で使われてい
た。また，意味もさまざまである（コーヒー，喫茶店，
キャバレーなど）。法律では，「キャバレー」の意味
で「カフエー」の語形が見られる。現代では「オー
プンカフェ」「インターネットカフェ」「カフェオレ」な
ど複合語として使われたり，喫茶店の意味で「カ
フェ」単独で使われたりしている。「カフェー」の形
は「キャバレー」というような意味で「カフェ」と区
別して使われる場合と，明治から戦前のイメージを
出すための発音・表記として使われることもある。
また，フランス語の発音に近いことからフランスの
話題の場合に使われることがある16）。
・参考資料
◯新聞社・通信社

毎日：カフェ，カフェー，日経，時事：カフェ
産経：カフェ（オレ，テリア，バー）　

（新聞協会，朝日，読売，共同は「カフェ～」の
複合語のみを立項）

◯放送の実例
・連続テレビ小説『花子とアン』

銀座のカフェー
・「アーカイブス」原稿検索

カフェー：2 件，カフェ：405 件

◯辞書調査（12 冊調査）

・「カフェー」は，「カフエー」「キャッフェ」「カッフェー」
などの語形も示し，「大正・昭和期の飲食店」
の意味を示している辞典が多い。一方，「カフェ」
は「コーヒー（店）」の意味が示されている。

◯ goo による検索

◯専門語の扱い
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関す

る法律（昭 23）
第 2 条　2　待合，料理店，カフエー
その他施設を設けて客の接待をして客に遊興又
は飲食をさせる営業

・建築基準法（昭 25）
百貨店，マーケット，展示場，キャバレー，カ
フェー，ナイトクラブ，バー，ダンスホール，
遊技場，その他これらに類するもので政令で定
めるもの

◯ BCCWJ（語彙素「カフェ」で検索）

このほか，カッフェ，カツフヱー，かふぇ，カフエー，カフヱ，
キャッフェ，キャフェなどの形も見られる。

◯ CSJ
カフェ：10件　カフェー：0件 

提案 9

カフェ カフェー

10 冊（9 冊） 10 冊（4 冊）

これまでどおりマシンとする。
ただし，ほかの語と結びついて新しい語を作る
ような場合には「マシーン」とも。
　　　　例：絶叫マシーン　など
なお，次の複合語は，これまでどおり「～マシン」

「マシン～」とする。
例：スロットマシン，タイムマシン，マシンガン

“カフェ”
（カフェーを除く） 111 万件

“カフェー”
（カフェを除く） 3 万 8,800 件

歴史語としてだけでなく
現在の店名としても使用
されている

Cafe 107 件 女性雑誌 :19 件，ブログ・知恵袋：52 件

カフェ 1,579 件 女性雑誌：136 件，ブログ・知恵袋：625 件，
市町村などの広報誌：58 件

カフェー 49 件 小説や伝記など：42 件，ブログ・知恵袋：
7 件

〇カフェ（カフェーとも）
　とすることを提案する　　

（これまで　カフェー）
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・提案理由
国語辞典および通信社・新聞社の使用から，こ

れまでどおりとする。ただし，ほかの語と結びつ
いて新しい語を作るような場合には「マシーン」と
いう発音・表記もありうると考え，提案のとおりと
した。
・問題点と発音・表記の傾向

「機械」という意味の語だが，競走用の自動車・
オートバイやパソコンなど，さまざまなものを指し
て使われる。

国語辞典や新聞社・通信社では「マシン」が主
見出しになっており，複合語も同様である。

古い文献やインターネットの検索結果を見ると，
意味によって語形が異なることはないようだ。しか
し，単独で使う場合，造語成分として新しい語を
作るような場合には「マシーン」となる例が多い。
また，工業に直接関係のないような使い方の場合
に「マシーン」が比較的多い 17）。
・参考資料
◯新聞社・通信社

新聞協会，朝日，毎日，読売，日経，産経，時
事，共同：マシン

◯放送の実例（「アーカイブス」原稿検索）
マシーン：14 件，マシン：222 件

◯辞書調査（12 冊調査）

・「マシン」のみ立項：『広辞苑』『新明解アクセント』
『NHK アクセント辞典』

・「マシーン」を主見出しにしているのは，『コンサイ
スカタカナ語辞典』

◯ goo による検索　

◯ BCCWJ

議題 2
・「促音」をつける語の原則・細則

第1360回，第1364回，第1368回の放送用語
委員会の資料で，以下の原則・細則が示された 18）。
つまる音（ッ・促音）の発音と表記

（1）外来語として促音を入れて発音・表記すること
が一般化している語は小書きの「ッ」を入れて書き
表す。
　例 アップリケ　appliqué，アップル　apple，
 キッチン　kitchen，シャッター　shutter

（2）外来語として促音を入れずに発音・表記するこ
とが一般化している語は，促音を入れずに書き表す。
　例　キス　kiss，アピール　appeal，
 アクセサリー　accessory
注　新しく使われるようになった外来語は，現代で
は促音をつけずに発音される傾向がある。当面，
促音をつけずに発音・表記することとし，変化して
きた場合には別途検討する。
例：ウェブ　
・「促音」の有無についての傾向

外来語の場合，「母音（短母音）＋破裂音，破擦
音，摩擦音」で，間に促音が挿入される場合がある

（例：クッキー，スピッツ，スタッフなど）。ただし，
例えば「kiss」は「キッス」ではなく「キス」と発音・
表記されることが多いなど，例外も多い。また，日
本語（和語・漢語）の場合，有声子音の前に促音
が現れることはないが，外来語では，有声子音の
前で，促音化が見られる場合がある19）。例えば，

「ベッド」「バッグ」などである。しかし，その有声子
音が対応する無声音を持つ場合は，無声化するこ
とがある。例えば，［ベット］［バック］などと発音さ
れることがある20）。

放送で使う場合は，促音のあとにあり，原音で
［b，d，g］で発音される語は，原音どおり，濁音「ブ」
「ド」「グ」で発音・表記する（例：「bed」は「ベッド」，
「bag」は「バッグ」と発音・表記する）21）22）。

現在の『NHKことばのハンドブック第2版』では，
「原語の発音中に「ッ」に聞こえる音が含まれない場
合は，原則として「ッ」は用いない」ことにしている。
また，原音で［b］で発音される語は，外来語では，
促音化せずに発音・表記されることが多い 23）。

マシン マシーン

11 冊（10 冊） 7 冊（1 冊）

“マシン”
（マシーンを除く） 391 万件 会社名や機械名など

“マシーン”
（マシンを除く） 170 万件 実際の機械に関係のない造語的

な使われ方が多い

machine 44 件

マシン 1,544 件

マシーン 280 件 「マシーンズ」13 件含む
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提案 1

・提案理由
すでに「ボブ」の形で定着している語である。
一般の慣用に合わせて「ボブ（ヘア（ー））」で統

一することを提案する。
・問題点と発音・表記の傾向

明治時代から使われている，女性の髪型を表す
外来語。もとは女性の短くした髪のことを指したが，
現代では，髪の毛の長さがそろっている，いわゆる

「おかっぱ」のことをいう場合が多い。「母音＋破裂
音」の外来語は促音が挿入されることが多く，議
題の「bob」についても古い語形としては「ボッブ」
と促音が入る形の用例が見られる。新しい外来語
の場合，促音を入れない傾向にある。また，特に

［-b］の場合，ほかの破裂音よりも，促音化しない
語が多い（例：ウェブ，ノブ）。国語辞典では，「ボ
ブ」を主な見出しにし，「ボッブ」の語形も参考とし
てのせるものも見られるが，実際の用例では，｢ボ
ブ（ヘア）｣が多い。そのほか，髪型と同じ「bob」
を含む外来語の多くは「ボブ～」の形で定着してい
る（例：ボブスレー，ボブキャットなど）。

なお，「ヘア（ー）」は，「議題1」の「提案 4」のと
おり，「①ヘア②ヘアー」となる。
・参考資料
◯新聞社・通信社 いずれの社も掲載なし
◯辞書調査（12 冊調査）

・「ボッブ」を主見出しに採用しているのは『NHK ア
クセント辞典』のみで，「ボブ」の掲載はない。『新
明解アクセント辞典』は「①ボブ②ボッブ」。

・「ボブ」だけを立項しているのは『三国』。
◯ goo による検索

◯ BCCWJ（語彙素「ボブ」で検索）

意見 25）

井上由美子委員：「ギヤ」と「ギア」は別のものを
指すと思う。自分自身では，歯車は「ギヤ」で，
車に関連して使う場合は「ギア」と使い分けている。

「ヘア」は，「ヘアーサロン」以外にも，美容院での
表示を見ても「〇〇ヘアー」とのばす形が意外に多
い。一般の方が使う場合には「ヘア」が多くても「ヘ
アー」を耳にする機会も多いので，「ヘアー」という
ことばも残しておかないといけないと思う。また，

「ワイヤ」と短い形で使うのは，一般の方には少な
いのではないだろうか。「ワイヤー」を加えるという
ことでいいだろう。「カフェー」をどうするかが難し
い。ドラマの美術を考えるときに，脚本に「カフェ」
とあるか，「カフェー」とあるかで用意するものが異
なってくると思う。「カフェー」も残さなければいけ
ない語だと思う。
青木奈緒委員：提案に賛成である。「クリアー」か

「クリア」か，というのはふだんニュースを聞いてい
るときにそんなに違いを感じないのではないかとい
う気がする。文字におこすとはっきり長音があるか
ないかで違うのだが，聞いている分にはあまり差が
ないように感じる。個別の語では，「カフェ」と「マ
シン」を，①②にしていない理由はなんだろうかと
感じた。また，前回の放送用語委員会で取り上げ
た議題についても，①②ではいけないのだろうか。
野村雅昭委員：「基本原則」について疑問がある。

「基本原則」には，「発音は表記に一致させるもの
とする」とある。発音より先に表記というものがあ
り，発音は表記に一致させるべきだとも読めてしま
う。発音が先にあって，それをどう表記するのか
という順番であるべきで，より適切な表現を考えた
ほうがよい。語末の長音の原則についても同じであ
る。「ワイヤ／ワイヤー」については，議題に「アク
セントの問題」という項目がある。アクセントを考
えると，表記はまた違ってくると思う 26）。「提案 6」
以降の語は，非常に個別的な要素が強く，ゆれて
いるもう一方の語形をのせないのか，またはなんら
かの形でのせるのかという問題がある。「モテル／

“ボブヘア”
（ボッブヘアを除く）

23 万
9,000 件

「 ボ ブ ヘ ア ー」は 2 万
8,300 件。美容院の情報
中心

“ボッブヘア”
（ボブヘアを除く） 2 件

「ボッブヘアー」は 5 件。
古い歌詞での使用 24）

ボブ 376 件 376 件のうち 30 件が髪型。あとは人
名としての使用

ボッブ 8 件 すべて人名としての使用

ボブ ボッブ

8 冊（8 冊） 7 冊（1 冊）

〇ボブ（ヘアー）（女性の髪型）
　　　　　　　とすることを提案する　　

（これまで　ボッブ（ヘア））
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モーテル」については，「モテル」もなんらかの形
で残したい。「キュービズム／キュビスム」は両方
あっていいだろう。「カフェ」と「カフェー」は悩む
ところだが，別見出しにしたほうがいいのではない
か。この 2 つが別語源または別語だというのでは
なく，『アクセント辞典』の示し方としては別見出し
でいいのではないかと思う。『アクセント辞典』は
アクセントを調べるために見出しをたてているとい
う原則をたててしまえば，そういうこともありうる
なと思う。「マシン／マシーン」は両形あっていい。

「ボッブ」は『洒落男』の世界でしか使わない。現
代のことばとして使われる「ボブ」は別語としても
よいぐらいに思う。当然，「現代の女性の髪型」と
してこの語をのせるのであれば，「ボッブ」はのせ
ないということでしかたがないと思う。
井上史雄委員：「基本原則」は大きな問題だと思
う。『NHK ことばのハンドブック』にのっている外
来語の「基本原則」や「基本方針」には，表記を
どうするか，原音をどうするかということが書かれ
ている。外来語の表記は発音に従うべきであり，『ハ
ンドブック』の「基本原則」にある「発音は表記に
一致させるものとする」というのは論理が逆転して
いる。「表記は発音に一致させるものとする」と書
かれるべきだと思う。外来語は口頭で確立されて
使われているものであり，「原音」を考える必要は
ない。個別の語については，2 種類の発音が現実
にあるとすれば，2 種類の表記を認めるほうがい
いだろう。「ヤ」「ア」については，日本語では「連
母音を避ける」という特性があり，それが大正，昭
和初期まで続いていた。それが外来語の発音にも
影響し，外来語でも「ヤ」が使われていた。しかし，
そうした流れがなくなっていき「ヤ」から「ア」に
変わったのではないか。このように，なぜ「ア」が
登場したかを書いておいたほうが，これから新しい
単語が出てきたときに「ヤ」と「ア」のどちらを採
用するかの手がかりになる。「ボブ／ボッブ」の議題
にももう少し解説が欲しい。「キュービズム／キュビ
スム」については，フランス語の発音を重んじると
いうことを注として加えるべきだろう。「カフェー／
カフェ」も古い発音では「カフェー」という注が必
要だろう。両方使われているのであれば，そういっ
た解説があるべきだと思う。「マシン／マシーン」
は goo の検索結果でこれほど「マシーン」が使わ
れていることから見ても，両方出すべきだと思う。

今回の順番を付けるという提案が『アクセント辞
典』に実際にのるとしたら，どういう形になるのだ
ろう。相互参照の見出しを付けることになるのだろ
うか。そのあたりを考えてもらいたい。
荻野綱男委員：今回の議論は外来語の表記をどう
決めるのかということでいいのではないか。放送
の場合，ニュース原稿があって，それをアナウンサー
が読む。現実としてどう書くべきかというのが先に
あって，書かれた原稿があるからそれをどう読む
べきかというのはあとにくる。基本的には書いてあ
るとおりに読むしかないと思う。そうすると，現在
の基本原則のような内容が現場の立場なのではな
いかと思う。言語の本質の問題とは別に，NHK と
しての方針や原則は，放送の現場に即して決めて
いいのではないか。そういうことからいえば，今回
の議論は，外来語の語形をどう表記するべきかと
いう議論なのだろうと思う。個別の語については，
どれも妥当な提案である。今回の資料で，「ワイヤ」
という語形はネットで検索すると会社名で使われ
ているという。会社名で使うのは古い語形である
場合が多いようだ。会社がつくられ，登記された
時期の傾向をそのまま引き継いでいるためである。

「キュービズム／キュビスム」については少しひっか
かる。フランス語の形が使われるようになったとい
うことだが，日本語で使われる外来語の場合は，
フランス語の形が英語文脈の中で使われて，それ
が日本語に入ってくることが多い。そういう場合は
英語の形で使うことになる。いままでどおり「キュー
ビズム」だけでもいいように思う。両方〇で提案さ
れているが，「①キュービズム②キュビスム」として
もいい。
清水義範委員：提案に異論はない。表記の仕方に
歴史性，時代性が関係しているようで，おもしろい。
長音がある形が古く，最近はそれをとってしまう形
が多い。だんだんそちらのほうが多くなり，長音が
あるほうを②にするなど，時間の経過を感じる。ま
た「ヤ」だったものが「ア」になるというのが時間
の流れなのだろうが，「ギヤ」と「ワイヤ」だけは「ヤ」
が残っている。時代とともに変わっていくものの中
で，どれを標準にするかというのを量で決めている
んだという気がしている。時代の中の変化での折り
合いのつけ方をさがしているという気がする。実際
にここに出てきている例については，そういった折
り合いのつけ方でよいだろう。
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町田健委員：基本的には提案に賛成である。「イ
ヤ」で終わる語は，和語にはなく，漢語にも少ない。
新しく使われるようになった単語については「ア」
が使われるようになったのだろう。「ギヤ」と「ワイヤ」
は例外だが，慣用を尊重するというのであればこ
れでいい。外来語の語末では，長音の有無で意味
を区別するという機能がないので，どちらでもかま
わないと思う。自分で発音する場合は「クリアー」
と発音することが多いように思うが，意味が変わら
ないのであれば，長音符号はつけないのが原則と
いうふうに考えて，①②で両方を認めるという示し
方で特に問題はないと思う。「モーテル」はもとも
と二重母音なので，長母音で置き換えるのは当然
のことだと思う。「キュービズム」は，フランス語の
語なので，「キュビスム」のほうを先にあげてもら
いたいぐらいだ。おそらくこの語は英語からでなく
フランス語から入ってきたのではないだろうか。そ
れが英語に置き換えられて「キュービズム」になっ
てしまっている。「カフェー」については，両方あっ
てもかまわないだろう。「マシーン」は英語では長
母音である。日本語に入ったときには「マシン」だ
が，最近は英語に合わせて「マシーン」ということ
も多いと思うので，説明をつけるということでいい
だろう。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

2つ以上の語形でゆれのある語については「推
奨する語形」と「許容する語形」という意味で「①
②」をつけることにするという提案のとおりで，各
委員ともに賛成意見であった。また，事務局から
は，「外来語でも和語，漢語と同じようにかなづ
かいを認める段階にきていると考えている」という
考え方も示した（外来語は「表記と発音を一致さ
せる」のが本来の考え方である。例えば，［アル
ファー］と読んでいるのであれば「アルファー」
と表記する。しかし，最近は，［アルファー］と
読んでいても「アルファ」と表記することが多
くなり，違和感なく使われている）。第1381回
放送用語委員会で検討した議題についても，「①
②」で再検討することを説明した。

そのほか，『NHKアクセント辞典』改訂にあたっ
て，アクセント記号が変更されるが，このことにつ
いてNHK放送用語委員会の席上でも説明をした
ほうがよいという意見があった 27）。

山下洋子（やました ようこ）

注：
 1） ここでいう「原音に近く」とは，「原音を規則的に

日本語音に置き換える」という意味で，「原音にで
きるかぎり忠実に表記する」というものではない。

『放送用語論』（昭 50）「第 6 章放送における外来
語の問題」参照。

 2） 山下洋子（2014.10）「放送用語委員会（東京）
外来語の発音・表記について～『NHK 日本語発
音アクセント辞典』に含まれる外来語を中心に
～」『放送研究と調査』第 64 巻 10 号

 3） ここには『NHK ことばのハンドブック第 2 版』
（NHK 出版 2005）pp.220 ～ 307 に掲載されてい
る外来語の発音・表記の原則を，第 1360 回，第
1364 回，第 1368 回放送用語委員会で再検討し
た内容を示した。

 4） 検索エンジン「goo」で 2014 年 10 月 20 日に検索。
今回の報告内にある「goo による検索」はすべ
て同じ日に検索した。

 5） 宮島達夫・高木翠（1984）「雑誌九十種資料の外
来語表記」『国立国語研究所報告 79　研究報告
集 5』

 6） 国立国語研究所（1990）「外来語の形成とその
教育」『日本語教育指導参考書 16』
高山知明（2003）「現代日本語の音韻とその機能」
上野善道編『朝倉日本語講座 3　音声・音韻』（朝
倉書店）

 7） 『日本語世相語資料事典』『辞苑』『広辞苑』『三
省堂国語辞典』『新明解国語辞典』参照。

 8） 『外来語の語源』（角川書店 1987）によれば，明
治時代に「明晰な，はっきりした，さえている」と
いう意味で使われるようになり，その後，昭和（戦前）
からは「陸上競技でバーやハードルを完全に飛び
越えること」の意味でも使われるようになった。昭
和（戦後）には「サッカーやホッケーで，守備側が
的の攻撃を逃れること」の意味が加わったようだ。

『三省堂国語辞典』（第 7 版・2014）には「基準を
満たすこと」「コンピューターゲーム（の一段階）を
無事に終了すること」という意味も掲載されている。

 9） 『新聞用語集（2007 年版）』，『朝日新聞の用語の
手引』（2008），『毎日新聞用語集』（2013），『読
売新聞用字用語の手引』（2014），『NIKKEI2011
　用語の手引』（2011），『産経ハンドブック』

（2012），『 記 者 ハ ン ド ブ ッ ク 』（ 共 同 通 信 社
2010），『用字用語ブック』（時事通信社 2006）
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 10） 1985 年以降のニュース原稿を検索。
 11） 『広辞苑第 6 版』（2008），『コンサイスカタカナ

語辞典第 4 版』（2010），『明鏡国語辞典第 2 版』
（2010），『新選国語辞典第 9 版』（2011），『岩波
国語辞典 7 版新版』（2011），『新明解国語辞典第
7 版』（2012），『三省堂国語辞典第 7 版』（2014），『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），『NHK
アクセント辞典』（1998），『新明解アクセント辞
典』（2014）

 12） 『スポーツ辞典Ⅹサッカー』（NHK 部内資料
1961）では，「クリアー」になっており，サッカー
用語としても「クリアー」→「クリア」に変化
してきているようだ。なお，「サッカー競技規則」

（日本サッカー協会）には「クリア」「クリアー」「ク
リヤー」などいずれの語形も出てこない。「フッ
トサル競技規則」（日本サッカー協会）では「ク
リア」が使われている。

 13） 現行版の『NHK アクセント辞典』では，「ワイヤ」
の形で立項があり，アクセントは［ワ＼イヤ］（頭
高）だけを示している。「ワイヤー」の形を認め
た場合，［ワ＼イヤー］（頭高），［ワイヤー￣］（平
板）のアクセントが考えられそうだ。このこと
について，野村雅昭委員から，「「ワイヤ」の場
合は，［ワ＼イヤ］（頭高）以外に［ワイヤ￣］（平
板）のアクセントが考えられないのか，確認を
する必要がある。「ワイヤ」に限らず，ほかの語
についてもアクセントとあわせて，外来語の発
音・表記を考える必要があるのではないか」と
いう意見があった。なお，「アクセント辞典改訂
専門委員会」では，個別の語のアクセントにつ
いて，まだ検討していない。個別のアクセント
の検討が必要であれば，アクセント委員会なら
びに放送用語委員会で，相談または報告をする。

 14） 『外来語の語源』（吉沢典男・石綿敏雄）（角川書
店 1982）による。

 15） 光村図書のウェブページ内，「みつむらアート講
座」に掲載。

 16） 町田健委員から，フランス語には長母音がない
ため［カフェー］がフランス語に近いとは言え
ない，という指摘があった。

 17） テレビ番組の『カリキュラマシーン』（1974 ～
1978・日本テレビ），曲名の『LOVE マシーン』

（1999・モーニング娘。）など，新語として「〇〇

第 1382 回放送用語委員会（東京）
【開催日】 平成 26 年 9 月 26 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

マシーン」の使用が見られる。
 18） 現在，外来語での「つまる音（促音）」の発音・

表記の原則は『NHK ことばのハンドブック第 2
版』p.228 に示されている。この内容を一部変更
することを，第 1360 回，1364 回，1368 回の放
送用語委員会で検討した。

 19） 「仏陀」のような例もあるが，［ブッダ］の読みは，
Buddha の音訳で，外来音と考えることができる。

 20） 国立国語研究所（1990）「外来語の形成とその
教育」『日本語教育指導参考書 16』
斎藤純男（2003）「現代日本語の音声　分節音
と音声記号」上野善道編『朝倉日本語講座 3　
音声・音韻』（朝倉書店）

 21） ［b］の場合，促音を入れない形が多い。「knob」
「mob」「web」は，国語辞典では「ノッブ」「モッ
ブ」「ウェッブ」といった語形も見られるが，「ノ
ブ」「モブ」「ウェブ」が一般的である。

 22） 英語，ドイツ語など，言語によっても発音は異な
る（例：dachshund はドイツ語の発音どおり「ダッ
クスフント」）。その語の原語の発音に合わせて判
断する。ただし，「肩 pad」のように，原音とは異
なるが，慣用により「肩パット」とする語もある（原
音で考えると「肩パッド」となる。現在の慣用は

「パッド」になっているとも考えられるため，今後，
検討が必要であると考える）。

 23） 注 21 に同じ。
 24） 榎本健一などがうたった流行歌として知られる

『洒落男』（昭 4・1929）の歌詞に「ボッブヘアー」
が出てくる。

 25） 用語委員会当日の発言順に意見をまとめた。
 26） 詳しい指摘は注 13 に示した。
 27） 『NHK アクセント辞典』が改訂されるにあたって，

アクセント記号などが変更されることになってい
る。詳しくは，塩田雄大ほか（2014.9）を参照され
たい（「『NHK 日本語発音アクセント辞典』改訂 
具体的な作業方針をめぐる検討～アクセント改訂
専門委員会（第 7 回）から～」『放送研究と調査』
第 64 巻 9 号）。
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