
平成27（2015）年2月20日（金），放送センター
で第1388回放送用語委員会が開催され，外来語
の発音・表記について，変更が決定された。

外来語の発音・表記の細則の変更，および語の
発音・表記の変更は次のとおり。

1．用語の決定
① 細則（原音【wi】【we】【wo】を含む外来語）1）

この細則にのっとって，『NHK日本語発音アクセ
ント辞典』（以下，『NHKアクセント辞典』），『NHK
ことばのハンドブック第2版』（以下，『NHKハンド
ブック』）に掲載されている，原音に【wo】の発音
を含む外来語の発音・表記を次のように変更する2）。

② 細則（原音【ei】【ou】を含む外来語）4）

（1）原音に【wi】【we】の発音が含まれる外来
語は「ウイ」「ウエ」と発音・表記することを原
則とする（これまでどおり）。

（2）原音に【wo】の発音が含まれる外来語は
「ウォ」と発音・表記することを原則とする（新し
い細則）。
　ただし，次のような場合もある。
・ 新しく入ってきた外来語を中心に，現代では
原音に近く［ウィ］［ウェ］という発音が行われ
る場合も多い。より原音に近く発音し，そのと
おりに表記したい場合には，「ウィ」「ウェ」の
発音・表記を使ってもよい。
　なお，「ハロウィーン」「アウェー」のように，
すでに「ウィ」「ウェ」で発音・表記されることが
慣用として固定している語は，「ウィ」「ウェ」で
示す。
・ 外国地名および人名はこれまでどおり「ウィ」
「ウェ」「ウォ」で発音・表記する。

・ 原音に【ei】が含まれる外来語の場合
（1）長母音で発音されることが一般的であり，
原則として「ー」（長音符号）を用いて書く。 
〈例〉 ゲーム　game，メール　mail，
 レート　rate

（2）慣用として［エイ］で発音される語は「エイ」
と書く。
〈例〉 エイト　eight，ペイ　pay，
 レイアウト　layout，
 フェイルセーフ　fail-safe

　例えば，「ン」の前の【ei】は「エイ」と発音・
表記する語が多い。
〈例〉 メイン　main，レイン（雨）rain，
 フェイント　feint 

　ただし，「キャンペーン　campaign」「レーン
（線）lane」など，のばして発音する慣用のある
語は，長音符号を使って書き表す。
・ 原音に【ou】が含まれる外来語の場合
　原音に【ou】が含まれる外来語は，長母音で
発音されることが一般的であり，長音符号を用い
て書く。新しく入ってきた外来語も同様と考える。

決定 ← これまで
ウォーキング ← ウオーキング
ウォーターシュート ← ウオーターシュート
ウォーターポロ ← ウオーターポロ
ウォーミングアップ ← ウオーミングアップ
ウォームアップ ← ウオームアップ
ウォッカ 3） ← ウオッカ
ウォッチ ← ウオッチ
ウォッチング ← ウオッチング
ストップウォッチ ← ストップウオッチ
ミネラルウォーター ← ミネラルウオーター
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この細則およびこれまでの用語委員会での議論・
検討の結果，次のように発音・表記を変更する7）。

2．提案理由および用語委員意見
① 原音に【wi】【we】【wo】を含む外来語の発音・
表記
●提案理由

第1386回放送用語委員会（平成26.12.5）で提案
した内容を一部変更した9）。用語委員会での議論
から，原音に【wi】【we】の発音を含む外来語を，

この細則にのっとって，2語について，発音・表
記を変更し，1語については発音・表記を新たに定
める。

③ イ列・エ列のあとの「ア」「ヤ」の発音・表記

この細則およびこれまでの用語委員会での議論
の結果，次のように発音・表記を変更する6）。

④ のばす音（長音）に関連する外来語の発音・
表記とそのほかの語

（1）原則として「ア」で発音・表記する。
〈例〉 エア　air，ピアノ　piano，
 ケア　care

（2）慣用により「ヤ」で発音・表記するものも
ある。
〈例〉 ダイヤグラム diagram，
 ダイヤモンド diamond，
 ダイヤル　dial，イヤホン　earphone

〈例〉 ボート　boat，ホーム　home，
 ローン　loan

　ただし，「オウ」と書く慣用が定着している語
は「オウ」と書く。この場合，発音は［オー］と
なるのが一般的である 5）。　　 
〈例〉 サラダボウル （発音［～ボール］）
 ボウリング （球技）（発音［ボーリング］）

〈例〉 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。

　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，のばして発音す
る。 

決定 ← これまで
ギブアンドテイク ← ギブアンドテーク
テイクアウト ← テークアウト
ネイチャー ← 決定なし

決定 ← これまで
〇ギア，〇ギヤ ← ギヤ
クリア ← クリアー
フェア ← フェアー
フレア
フレアスカート ← フレヤー

フレヤースカート
〇ワイヤー，〇ワイヤ

「ワイヤレス」など複
合語は「ワイヤ」

← ワイヤ

決定 ← これまで
〇アンチョビ ,
〇アンチョビー ← アンチョビー

ウスターソース（地名と
しては，ウースター） ← ウースターソース

〇カフェ，〇カフェー ← カフェー

〇キュビスム，
〇キュービズム ← キュービズム

ジャージ（運動着）
ジャージー（地名，乳牛，
生地）

← ジャージー

チーター ← チータ

パーカー ← パーカ

ブルマー（ただし，人名
の場合は，ブルーマー） ← ブルーマー

プレーン（～ヨーグルト，
～オムレツ） ← プレンソーダ

ボブ（ヘア）（女性の髪型）← ボッブ

〇マシン，〇マシーン ← マシン

モーテル 8） ← モテル

ワンパターン ← ワンパタン
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どう発音し，どう表記するかは，もう少し時間をか
けて慎重に検討したほうがよいと考え，今回は，原
音に【wo】の発音を含む外来語の細則だけを変更
することにした。

外国語（多くは英語）の原音に【wi】【we】【wo】
の発音が含まれる外来語は，現代日本語では［ウイ］

［ウエ］［ウオ］と発音されることが多い。そのため，
これまでは「ウイ」「ウエ」「ウオ」の発音・表記がとら
れてきた。

ただ，［ウィ］［ウェ］［ウォ］は，いずれもかつては
日本語で使われていた発音であり，現代でも，一部
は方言として残っている。

特に，［ウォ］は，江戸時代まで残ったと言われ
る。また，現代でも，方言で残っている地域が

［ウィ］［ウェ］に比べて広い。国語辞典の立項でも，
原音に【wi】【we】を含む外来語のカタカナ表記と，
原音に【wo】を含む外来語のカタカナ表記の考え
方を変えているものが見られる。

また，放送で原音に【wo】の発音を含む外来語
が使われる場合，その発音を聞くと，［ウオ］よりも

［ウォ］という発音が多い。一方，原音に【wi】【we】
が含まれる外来語の発音を聞くと，［ウイ］［ウエ］
が多く，一部で［ウィ］［ウェ］が聞かれる程度であ
る。「ウィ」「ウェ」と書かれることが多くなっている
語でも，実際の放送では［ウイ］［ウエ］と聞き取れ
る発音になっていることが多い10）。

こうしたことから，【wi】【we】の発音が含まれる
外来語は，現在の原則のままとし，【wo】の発音が
含まれる外来語の発音・表記の原則だけを変更す
るように提案した。

●用語委員意見
各委員から異論はなく，承認された。

② 原音に【ei】【ou】を含む外来語の発音・表記
●提案理由

原音に【ei】の発音が含まれる外来語は，長母音
で発音し，長音符号を使って表記するのが一般的
である11）。調査の結果や実際の音声でもほとんど
の語でのびた発音（長母音）になっており，連母音
で発音される語は少ない12）。

また，原音に【ou】の発音を含む外来語は，専
門語を中心に「オウ」で表記されるものも出ている
が，実際の発音は，ほとんどが長母音である。

原音に【ei】を含む外来語では，「エイ」「ケイ」
「セイ」で表記される語が多くなっている。こうした
語は，表記のとおり連母音で発音される場合もあ
るが，表記とは異なり長母音で発音されるものも
多い。つまり，「エイ」「ケイ」「セイ」と書かれていて
も，実際の発音は［エー］［ケー］［セー］になってし
まう語もある。このように「エイ」「ケイ」「セイ」と書
かれる慣用のある語も，『NHKアクセント辞典』で
は発音のとおり「エー」「ケー」「セー」で表記するこ
とを原則とする。
「外来語は発音と表記を一致させる」という基本

原則を踏まえての提案である。
ただし，語によっては［エイ］［ケイ］［セイ］と連

母音で発音されることもあり，表記も，「イ」とする
のが慣用になっている語がある。このように発音も
表記も共に「エイ」「ケイ」「セイ」になる慣用のあ
る語は，「エイ」「ケイ」「セイ」で発音・表記する。
なお，原音に【wei】の発音を含む外来語について
は，第1386回放送用語委員会で検討したとおり，
表記では連母音が多く見られるものの，実際の発
音では，長母音が多い。また，原音に【we】の発
音を含む語は「ウエ」とする。そのため「ウエー」と
発音・表記する。

個別の語については，「give-and-take」「takeout」
「nature」は，連母音で発音・表記することを提案
する13）。
『NHKアクセント辞典』掲載の「take」のつく語

は，「give-and-take」「takeout」のほか，「mistake」
がある。「mistake」は，すでに「ミステイク」と発音・
表記することにしている。

また，「nature」は，『NHKアクセント辞典』や
『NHKハンドブック』には掲載がないが，番組名や
雑誌名など固有名詞として，多くの場面で使われて
いる。この機会に「ネイチャー」の発音・表記を原
則とすることを提案する。

似た発音の「native」は，『NHKアクセント辞典』
ですでに，「ネイティブ」の発音・表記をとっている。

●発音と表記の傾向
原音に【ei】の発音が含まれる外来語の発音・

表記を整理すると，【ei】の前につく音やうしろにつ
く音によって，長母音になりやすい場合と，連母音
になりやすい場合とがあるようだ。例えば，「ン」の
前の【ei】は，連母音になりやすい。また，【ei】の
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発音が語のうしろに出てくるか，前に出てくるかで
も，連母音が出やすい場合がある。例えば，「ヘイ
トスピーチ」と「アパルトヘイト」を，実際の放送の
音声で聞き比べてみると，「アパルトヘイト」のほう
が［ヘート］と長母音化することが多い 14）。

また，外来語が流入した年代，もしくは頻繁に
使われるようになった年代によって，発音・表記の
慣用がかわる場合もある。古くから使われる外来
語よりも，新しく使われるようになった外来語のほ
うが連母音の発音・表記をとりやすい。しかし，こ
れにあてはまらないものも多い。例えば，「シェール
オイル」は新しく使われるようになった語だが「シェ
イル」とはならない15）。一方，「メイク（化粧）」や「メ
イド（作る）」（NHKは「メーク」「メード」。「maid」
の場合は「メイド」）は古くから使われる外来語だ
が，ファッション誌や若者文化を中心に，連母音
の発音・表記が多く使われるようになっている。同
じような環境にある「メール」は「電子メール」など
で若い年代を中心に使われるようになったものの，

「メイル」とは変化していない。
原音に【ou】の発音を含む外来語の発音・表記

の場合は，同じ連母音の問題でも，原音に【ei】の
発音を含む外来語にあらわれるようなゆれは，あま
り見られない。表記は「オー」と「オウ」の，2とお
りが考えられるが，どのように表記されているかに
かかわらず，［オー］と長母音で発音されることが一
般的である。

一部，「オウ」で書く慣用が強く定着していたり，
同音の語があり，表記で語を区別する必要があっ
たりする語がある。例えば，次のような語である。

　ボール（球）　　　ボウル（サラダボウル）（器）
　ボーリング（掘削）　　ボウリング（球技）
いずれの表記の場合でも，発音は長母音になる

ことが多い。
一般的には，「オウ」で表記する語は，まだ限ら

れているが，専門用語を中心に「オウ」の表記が出
てきているようだ。例えば，バレエの「トウシュー
ズ」，フィギュアスケートのジャンプ「トウループ」な
どである（ただし，NHKでは「トーループ」を使っ
ている）。これらの語も，発音は長母音になるのが
一般的である。

このほか，原音に【au】の発音を含む語の場合
は，表記が「アウ」でも，発音は長母音化する語が
ある（例：バウムクーヘン，ファウル）。しかし，長

母音化した発音が一般的とは言いにくいと考え，今
回の提案には含めなかった。

●用語委員意見
荻野綱男委員：「ネイチャー」については，科学雑
誌の名前はほとんど「ネイチャー」だと思う。しかし，
それ以外の場面で使われる「ネイチャー〇〇」「〇〇
ネイチャー」では，「ネイチャー」なのか，「ネーチャー」
なのか，微妙な問題だ。雑誌名が先導して，「ネイ
チャー」が一般化してきたと思うのだが，雑誌名以
外のところで，どれぐらい「ネイチャー」というのが
広がっているのか，危惧するところだ。また，「慣
用として「エイ」と発音・表記されることが多くなっ
た場合，「エイ」と表記する」ということでいいのだ
が，慣用が「エイ」なのか「エー」なのか，継続的に
調べていかなければいけない。決定したら終わり
ではなく，決めてからも絶えず調査を続けて，最近

「エイ」が増えたということばがあれば，それを慣
用と認めるかどうかの議論が必要になる。用語班
では，それを継続的に調べる，と宣言したと受け
取っている。
事務局：「nature」については，確かに実際の音声
では［ネーチャー］と長母音が聞かれることが多い。
今後も継続的に調べることとし，今回は「ネイチャー」
という形をモデルにするということで，いったん結
論を出したいと考える。
町田健委員：【ei】については，発音と表記が一致
しないものが非常に多い。「エイ」と書く慣用がある
語でも，実際の発音は［エー］になっていることも多
い。「［エイ］と発音されたり，［エー］と発音された
りする語でも，慣用によって「エイ」で表記されるも
のがある」というように，表記の慣用も認めたほう
がいいのではないか。例えば，「nail」は「ネイル」と
表記される慣用があるが，実際の発音は［ネール］
に近くなる。「デイサービス」も「デイ」とは書くが，

［デー］と発音する人も多い。そう考えると，表記に
ついても慣用ということを入れておいたほうがいいの
ではないだろうか。
事務局：「表記の慣用」というのを認めるのは，「発
音と表記のズレ」を認めるということで，外来語につ
いても「かなづかい」を設定するということになる。
例えば，「セキュリティ」と書いて，［セキュリティー］
と読むということを認めることになる。もう少し例を
集め，しっかり議論したうえで決めないと，そこま
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で踏み込めない。外来語が，日本語に本格的に入っ
てきて 100 年以上たって，間違いなく外来語の「か
なづかい」というのが生まれてきているだろう。現状
では「ネイルサロン」と書いてある場合は［ネイルサ
ロン］と読むように指導しているが，今後，それで
はおかしいということが出てくるだろう。今後の課題
としたい。

③ イ列・エ列のあとの「ア」「ヤ」の発音・表記
●提案理由

英語のスペルで「ia」「ea」などで書き表される語
は，日本語では，「わたり音」が入るため，「ヤ」に
近い発音になったり，そのように聞こえたりしてしま
う。一方，表記では「ア」になる語が多くなっている。
発音の意識としてもおそらく［ア］のつもりで発音し
ているのではないかと思われる。実際の発音を聞
いても，新しくなる（平成以降）と［ア］と聞こえる
ものが多い16）。

こうしたことから，「ア」と発音・表記することを
基本として提案する。

個別の語については，「ギア」「ギヤ」および「ワイ
ヤー」「ワイヤ」は，使われる場面や意味が多岐にわ
たっており，場面によって慣用が異なるため，この
2つの発音・表記を提案する。「クリア」「フェア」は，
現代の発音・表記の慣用として「ア」でのばさずに
発音・表記される場面が多い。実際には，［クリアー］

［フェアー］または［クリヤー］［フェヤー］とのびてい
るように聞こえる場面もあるが，長音が入る場合と，
そうでない場合で意味が異なったり，使われる分
野が異なったりするわけではない。実際には，前
後につく語や音によって長音化したり，しなかった
りしている。そのため，放送で使う外来語としては，
代表的な発音・表記として，長音が入らない語だけ
を示すことにした。ただし，実際にのばして発音し
ている場合，その発音のとおり表記してもかまわな
い。「フレア」「フレアスカート」についても同様である。

●用語委員意見
井上由美子委員：今回あがっている議題の中で，い
つも悩んでいるものは，「イ列，エ列のあとのア，ヤ」
だ。「ダイヤモンド」はこのまま「ヤ」のままなのだろ
うか。商品名などは「ア」になってきているようだ。
事務局：「ダイア／ダイヤ」「ダイアル／ダイヤル」は，

「ア」の表記も出てきており，発音も［ア］か［ヤ］か，

はっきりしない場合もある。ただし，新聞社・通信
社も「ダイヤ」「ダイヤル」で統一しており，国語辞典
も今のところ「ヤ」であることから，このままとした。

④ のばす音（長音）に関連する外来語の発音・
表記とそのほかの語
●提案理由

2とおりの発音・表記を示した語のうち，使い分
けがはっきりしている語は，使われる場面を説明に
入れるようにした（「ジャージ／ジャージー」）。また，
使い分けははっきりしていないが，両方の形が使
われているような語は，説明をつけずに，並べて
示した（「アンチョビ／アンチョビー」「キュービズム
／キュビスム」）。「カフェ／カフェー」は，「カフェー」
がやや古い語形だが，時代や意味を説明して使い
分けるようにするのではなく，場面に応じて合う語
を選べるように，2つの形を並べて示した。「ワン
パターン」は，「pattern」の場合「①パターン②パ
タン」である。原音の発音に近いということもあり，

「パタン」の発音も残した経緯がある（第1120回放
送用語委員会（平成5.1.21））。しかし，「ワンパター
ン」は，国語辞典の立項や実際の発音からも「ワ
ンパターン」が一般的と考えられるため「ワンパター
ン」のみとした。

●用語委員意見
各委員から異論はなく，承認された。

3．『NHK ハンドブック』
　  第 2 章外国語・外来語のカナ表記

平成26年度の放送用語委員会（東京）では，個
別の外来語だけでなく，『NHKハンドブック』掲載
の「外国語・外来語のカナ表記（基本方針，原則，
細則）」の内容についても検討した17）。

検討の結果，『NHKハンドブック』掲載の内容を
次のように変更することになった。
・基本方針

外来語の発音・表記は，それぞれのことばが日
本語としてなじんでいる度合いを考慮し，次のよう
に扱う。　　　　　　　
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。
2．1 に示したような慣用が熟していないものは，な
るべく原音に近い形にする。
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・原則
1．用字

文字は原則としてカタカナを使う。
使用するカタカナは，別表「外来語に使うカナと

符号」に記載するものに限る18）。　
2．一般的な発音・表記と専門用語の発音・表記

放送では，視聴者にわかりやすく親しみやすい
ことを旨とし，なるべく一般に広く通用している発
音・表記を使う。

ただし，必要がある場合には，原則1の用字の
範囲内で，専門分野などで使われている発音・表
記を使ってもよい。
3．発音と表記

原則として発音と表記は一致させるものとする。
4．他のマスメディアとの関係

個々の外来語については，できる範囲で，新聞
など他のマスメディアで使用されている表記との統
一をはかる。

●変更のポイント
・「外国語・外来語」→「外来語」に統一

これまで『NHKハンドブック』では「外国語・外来
語」と表現していたが，これを「外来語」に統一す
ることにした。外国から日本語に流入し，カタカナ
で表記される，一般名詞と固有名詞（カタカナ表記
する外国の地名・人名など）を，「外来語」として説
明する。この「外来語」には現代中国語や，韓国・
朝鮮語で原音読みまたはそれに近い形で読むもの

（例えば，ギョーザ，ビビンバ，プサンなど）も含む。
ただし，中国の地名・人名は，漢字表記で漢字

の日本字音読みをするため，ここで言う「外来語」
には含まないが，韓国・朝鮮語は，地名・人名を
含めて，原音をカタカナ表記することにしているた
め，「外来語」に含める。
・「表記」中心から「発音・表記」とする

『NHKハンドブック』は，テレビ画面に表示する
ための，カタカナ表記を定めているが，外来語は
発音と切り離せないことから，「発音」についても触
れることにした。

●用語委員意見
内容についての異論はなく，承認された。

山下洋子（やました ようこ）

注：
 1） 文中，原音に含まれる発音を示す場合は発音記

号を【　】で囲んで示した。また，日本語の発
音を表す場合は［　］で囲んだ。日本語での発
音だけでなく，表記のことも示す場合は「　」
を使用した。

 2） 以下に示す，原音に【wi】【we】の発音を含む
外来語は，これまでどおり，「ウイ」「ウエ」と発音・
表記する（「イ」「エ」と発音・表記する語もある）。
いずれも『NHK アクセント辞典』『NHK ハン
ドブック』掲載語。

 3） vodka は，ロシア語では「водка」と表記し，
発音は［ヴォトゥカ］に近い。厳密には原音
に【wo】の発音が含まれる外来語とは言えな
い。しかし，外来語としては，ほかの【wo】
の発音が含まれる語と同等に扱われており，
vodka の発音・表記も変更することにした。な
お，vodka は，第 1360 回放送用語委員会（平

●原音【wi】の発音が含まれる外来語
（「ウイ」と発音・表記する語）
ウイーク（バード～，ゴー
ルデン～） ウインカー

ウイークエンド ウインク
ウイークデー ウイング
ウイークポイント ウインター（～スポーツ）
ウイークリー ウインドブレーカー

ウイット ウインドー（～ショッピン
グ，ショー～）

ウイスキー ウインナー（～コーヒー）
ウイニング～ キウイ
①ウイルス②ビールス

（「イ」と発音・表記する語）
スイート（～ハート， ～
ピー，～ホーム，～ポテト，
～メロン）

スイング（～アウト，バッ
グ～，フル～）

スイーパー サンドイッチ
スイッチ ツイード

●原音【we】の発音が含まれる外来語
（「ウエ」と発音・表記する語）

ウエット（～スーツ） ウエイター
ウエディング（～ケーキ，
～ドレス） ウエイトレス

ウエスタン（マカロニ～） ウエハース
ウエスト ウエーブ（コールド～）
ウエイト（～リフティング，
～トレーニング）

（「エ」と発音・表記する語）
スエットスーツ セーター
　なお，次の 3 語は，これまでどおり「ウィ」「ウェ」
で発音・表記する。
ハロウィーン アウェー

ウェブ
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24.9.28）で，意見交換し，第 1364 回放送用語委
員会（平 24.12.7）で，発音・表記を「ウオツカ」
から「ウオッカ」に変更した語である。詳しく
は，『放送研究と調査』平成 24 年 12 月号 pp.74
～ 79，平成 25 年 2 月号 pp.66 ～ 71 参照。

 4） 第 1358 回放送用語委員会（平 24.6.29）で，原
音に【ei】【ou】の発音を含む外来語の発音・表
記の細則について，議論した。今回，提案した
細則は，そのときに示した細則を一部変更した
ものである。前回の細則および議論について，
詳しくは，『放送研究と調査』平成 24 年 9 月号
pp.80 ～ 83 参照。また，原音に【wei】の発音
を含む外来語の発音・表記については，第 1360
回放送用語委員会で議論した。『放送研究と調査』
平成 24 年 12 月号 pp.74 ～ 79 参照。

 5） 現在『NHK アクセント辞典』に掲載されている
原音に【ou】の発音を含む外来語は，「ボウル

（器）」「ボウリング（球技）」「フィンガーボウル」
「ソウル（ミュージック）」「ソウル（韓国の首都）」
である。これらの語のうち，「ボウル」「ボウリ
ング」「フィンガーボウル」は，発音は長母音

［ボー］でよいことにしている。一方，「ソウル」は，
音楽の場合も韓国の首都の場合も，発音は連母
音［ソウ］にしている。原音に【ou】の発音を
含む外来語の発音と表記の関係について，井上
史雄委員から，「表記が「オウ」であっても，発
音は長母音［オー］になる場合と，連母音［オ
ウ］になる場合とがある。例えば，アメリカン
フットボールの「ライスボウル」はどう発音さ
れているのだろうか。混乱がないように，細則
に用例を増やしてはどうか」という意見があっ
た。過去のニュース音声（部内資料）を筆者が
聞いて確認したところ，アメリカンフットボー
ルの大会名である「ライスボウル」「Ｘボウル」

「甲子園ボウル」など，いずれも［ボール］と発
音しているものが多かった。現段階で，細則には，

「サラダボウル」と「ボウリング」だけを掲載し
ておく。

 6） 細則については，第 1364 回放送用語委員会で議
論した。また，個別の語については，第 1382 回
放送用語委員会（平 26.9.26）で議論・検討した。
詳しくは，『放送研究と調査』平成 25 年 2 月号
pp.66 ～ 71，平成 26 年 12 月号 pp.102 ～ 117 参照。

 7） 「アンチョビ」「ウスターソース」「ジャージ」「チー
ター」「パーカー」「ブルマー」「プレーン」「ワ
ンパターン」については第 1381 回放送用語委員
会（平 26.6.27）で議論・検討した。詳しくは，『放
送研究と調査』平成 26 年 10 月号 pp.78 ～ 87 参
照。そのほかの語は第 1382 回放送用語委員会で
議論・検討した。詳しくは，『放送研究と調査』
平成 26 年 12 月号 pp.102 ～ 117 参照。

 8） 第 1382 回放送用語委員会の議論では，古い形の
「モテル」を残してもいいのではないかという意
見が出たため，今回の議題では，当初，「〇モー
テル，〇モテル」で提案した。しかし，今回，

用語委員から，「モテル」は現代あまり耳にしな
い，という意見があり，「モーテル」のみの決定
とした。

 9） 詳しくは『放送研究と調査』平成 27 年 3 月号
pp.84 ～ 97 参照。

 10） NHK の部内資料で，過去のニュース音声（昭和
59 年以降）や現代のニュース音声を筆者が確認
した。

 11） 外来語は，発音と表記を一致させるという原則
がある。ただし，漢語と和語の場合は，外来語
とは異なり，表記は「えい」「けい」「せい」「お
う」などと「い」や「う」で書き表すが，発音
は長母音になる。例えば，漢語の「先生」はひ
らがなでは「せんせい」と書くが，発音は，［セ
ンセー］になる（語をていねいに発音するよう
な場合などに，表記のとおり［エイ］と連母音
で発音される場合もある）。和語の場合は，語に
よって異なる。動詞のイ音便（うめいた，かせ
いで，せいては，こまねいて，まねいた，春め
いて）などは，「い」で表記されていても，発音
は長母音になる。井上史雄（2006.3）参照。

 12） 用語班で実施した世論調査の結果は，次のとお
り。多くの場合，【ei】と【e:】の発音の区別は
聞き取れている。また，語によって傾向は異な
るものの，【ei】よりも【e:】の発音をしたり，
聞いたりするという人のほうが多い結果になっ
た。また，ニュース音声を筆者が確認したとこ
ろ，表記が「エイ」でも「エー」でも，発音は，
長母音になることが多かった。
・日本語の発音に関する調査（音声認識調査）
（調査期間：2006 年 4 月 7 日～ 16 日，調査方法：
2 とおりの読みを録音した CD を調査対象者に
実際に聞いてもらった。調査対象：全国満 20 歳
以上の男女 282 人。【ei】の発音を含む外来語は
35 語調査した。35 語をまとめた結果を示す）　

Ｑ 1．発音は同じ発音に聞こえるか，別の発音
に聞こえるか。

Ｑ 2．どちらで発音するか。どちらの発音を聞
いたことがあるか。（母数：発音が区別できる人）

別同じ

8317%

8317

わからない・
無回答

エイエー

聞く

発音 4452%

4157%
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  13） 注 12 に示した「日本語の発音に関する調査」で，
「give-and-take」「takeout」「nature」 に つ い て
調査をした。この 3 語については，連母音で発
音したり，聞いたりするという人が多かった。

 14） 注 10 に同じ。
 15） 井上史雄委員から，「シェールオイル」は，新し

い外来語とは言えないのではないか，という指
摘があった。「シェールオイル」（「オイルシェー
ル」とも），「シェールガス」が，新しい燃料と
してニュースで取り上げられるようになったの
は最近になってからである。NHK のニュース原
稿では，平成 20 年 6 月 19 日のニュースで「オ
イルシェール」の形で使われているのが古い用
例である。しかし，「シェール」という語は，専
門語として古くから使われていたようだ。『学術
用語集地学編』（昭 59）には，「シェール」は「頁岩」

という意味で掲載されている。「シェール」は「新
しい外来語」とは言えず，そのため「シェイル」
に変化していないとも考えられる。

 16） 注 10 に同じ。
 17） NHK の放送で使う外来語は，『NHK アクセント

辞典』と『NHK ハンドブック』に掲載されてい
る。『NHK アクセント辞典』には，個別の語の
発音と表記が掲載されている。一方，『NHK ハ
ンドブック』には，個別の語の表記のほか，外
来語の表記のルール（外来語を表記する場合の
基本方針，使用するカナや符号など）が掲載さ
れている（一部，発音についても触れている）。

『NHK ハンドブック』掲載の「外来語のカナ表
記」については，これまでに用語委員会で審議・
検討してきた。基本方針・原則は，第 1348 回，
第 1382 回，第 1386 回放送用語委員会。細則は，
第 1356 回，第 1358 回，1360 回，1364 回，1368 回，
第 1382 回，第 1386 回放送用語委員会。いずれ
も『放送研究と調査』「放送用語委員会（東京）」
に掲載（平成 23 年以降）。今回の用語委員会で
は，基本方針・原則の提案についての異論はなく，
承認された。しかし，これまでの議論の進め方，
および，用語班編集の出版物の役割分担につい
て，野村雅昭委員から次のような意見があった。

「『NHK ハンドブック』は，「カナ表記のための
指針」が掲載されているが，発音そのもののこ
とは，ほとんど扱っていない。発音については

『NHK 発音アクセント辞典』，表記については『用
字辞典』または『表記辞典』で解説されるべき
だ。『用字用語辞典』が『漢字表記辞典』になっ
てしまっている現状では，外来語は表記も含め
て『NHK アクセント辞典』で定めるのがよいの
ではないか。しかし，その『NHKアクセント辞典』
の中身についての話し合いが用語委員会で行わ
れていない。現在および将来の日本語の発音そ
のものについて話し合わないまま，外来語の発
音だけをとりあえず決めてしまうというのは問
題があるのではないか」。

 18） ここで言う「外来語に使うカナと符合」とは
『NHK ハンドブック』（12 刷・平 26.4.10 発行）
の p.231 に掲載されている「外国語・外来語を
カナ書きするときに使うカナと符合」のこと。

参考文献：
・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」

・井上史雄（2006.3）「外来語の表記と発音の問題点
－エイを中心に－」『明海日本語』10・11 合併号

8317 知らない・わからない

ギブアンドテイク
ギブアンドテーク

聞く

発音 5937%

5742%

8317

わからない・
無回答

エイエー

聞く

発音 4452

4157

わからない・
無回答

（n= 発音の違いの区別ができた人 232人）

（n= 発音の違いの区別ができた人 246人）

（n= 発音の違いの区別ができた人 209人）

8317

知らない・わからない

テイクアウト
テークアウト

聞く

発音 5244%

5049%

8317

わからない・
無回答

エイエー

聞く

発音 4452

4157

わからない・
無回答

8317

知らない・わからない
ネイチャー

ネーチャー

聞く

発音 5635%

5443%

8317

わからない・
無回答

エイエー

聞く

発音 4452

4157

わからない・
無回答

・give-and-take

・takeout

・nature
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