
平成27（2015）年6月26日（金），放送センター
で第1391回放送用語委員会が開催され，放送で
使うことばについて，表記や読みの決定があった。

変更・決定された語は次のとおり。

1．用語の決定
Ａ．読みを変更する語

（1）「十」関連の語

数詞として使われる「10」の読み以外で，「十戒」
「十手」「十中八九」のような歴史的なことばで「十」
がつく語については

「①ジッ〜　②ジュッ〜」　　
数詞として使われる語（例：20世紀，10 種競技

など）はこれまでどおり
「○ジッ　○ジュッ」　　

なお，以下の人名は「○ジッ」。

（2）「はえ・はい」関連の語

Ｂ．表記と読みを変更する語
（1）「陰陽」の表記と読み

ただし，常用漢字表では「陰」に「オン」の読み
は含まれていない。放送で「オンヨー」または「オ
ンミョー」と読む場合は，読みがなをつける。

（2）腹くう・腹こうの表記と読み

語 決定の読み

十界，十戒 ①ジッカイ　②ジュッカイ

十干
（～十二支）

①ジッカン（～ジューニシ）
②ジュッカン（～ジューニシ）

十指 ①ジッシ　②ジュッシ

十中八九 ①ジッチューハック　
②ジュッチューハック

十手 ①ジッテ　②ジュッテ

十把一からげ
《× 絡》

①ジッパヒトカラゲ
②ジュッパヒトカラゲ

十方 ①ジッポー　②ジュッポー

語 決定の読み
十返舎一九 ジッペンシャイック

表　記 発　音

はえ《× 蠅》 ハエ

はえたたき《× 蠅叩》
はいたたき

①ハエタタキ
②ハイタタキ

はえ帳・はい帳《× 蠅》 ①ハエチョー　
②ハイチョー

表　記 読　み

陰陽（オンヨー，オンミョーと
読む場合は読みがなをつける）

①インヨー ①オンヨー
②オンミョー

陰陽家（オンヨー，オンミョー
と読む場合は読みがなをつける）

①インヨーカ
①オンヨーカ
②オンミョーカ

陰陽道（読みがなをつける） ①オンヨードー
②オンミョードー

陰陽師（読みがなをつける） ①オンヨージ
②オンミョージ

表　記 読　み

腹くう《× 腔》
［医学］

腹こう《× 腔》

（医学の場合）
① フ ククー ② フ ックー

（医学以外） フ クコー　

腹くう鏡手術
《× 腔》［医学］

① フ ククーキョーシュジュツ
② フ ックーキョーシュジュツ

※「フ」は無声化する
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ての要素が強い語であり，伝統的な読みや使い方
が求められる語である。そのため，どの語も同様
に，伝統的な読みを優先させ，「①ジッ　②ジュッ」
とする。

また，「十中八九」は，古くは「ジューチューハッ
ク」の読みも使われていた。しかし，国語辞典でも
この読みを示すものが少なく，現代日本語として
使われているものなのかは疑わしい。『NHKアク
セント辞典』に掲載する読みとしては「①ジッチュー
ハック　②ジュッチューハック」を示しておけば問題
ないと考える。
『東海道中膝栗毛』の作者「十返舎一九」について

は，歴史の教科書や国語辞典でも「ジッペンシャ～」
の読みだけがつけられている。これまでの発音を変
更して，「ジッペンシャ～」で統一することにしたい。

ただし，提案にある語以外で，『NHKアクセント
辞典』に掲載のある「五十歩百歩」「三十石船」「十
進法」「10 種競技」「20世紀」は，「10」に助数詞が
ついた語である。数字の数え方と同じと考え，これ
までどおり「〇ジッ　〇ジュッ」にする。そのほか，

「数詞＋助数詞」と考えられる「10」も「○ジッ　○
ジュッ」である。

●参考資料
○これまでの「用語の決定」
・第 598 回放送用語委員会（昭 41.1.25）

「20世紀」○ニジッセーキ　○ニジュッセーキ4）

＊なお，この「十」の発音の「ジッ」「ジュッ」につ
いては他の用例についてもすべてこの決定を準
用する。

・第 422 回（昭 34.3.12）
および第 508 回（昭 37.4.26）放送用語委員会 5）

「十中八九」○ジューチューハック
　　　　　×ジッチューハック　

・第 585 回（昭 40.9.2）
および第 586 回（昭 40.9.9）放送用語委員会 6）

「十中八九」　○ジューチューハック
　　　　　　○ジッチューハック

・第 1135 回放送用語委員会（平 6.5.12）
「十中八九」　①ジッチューハック
　　　　　　②ジュッチューハック

（注）伝統的な読みは「ジューチューハック」である。

（3）中国料理「杏仁豆腐」の表記と読み

Ｃ．表記を変更または新たに決める語
 （1）韓国料理「チヂミ」の表記（報告）1）

 （2）「合切」「合財」関連の語（報告）2）

2．提案理由および用語委員意見
Ａ．読みを変更する語

これまで伝統的な読みや主に東京で使われてい
た発音を残してきた語について，現代日本語とし
てどう使われているかを検討し，提案とした。

（1）「十」関連の語

提案理由
『NHK日本語発音アクセント辞典』（以下，『NHK

アクセント辞典』と言う）に掲載されている「十」が
つく語（数詞として使われているもの以外）には，

「○ジッ　○ジュッ」と，両方の読みを同等に認め
ている語と，「①ジッ　②ジュッ」にしている語とが
ある3）。しかし，これらの語はいずれも，熟語とし

・「十界」「十戒」「十干」「十指」「十手」
「十把一からげ」「十方」の読み
　①ジッ〜　②ジュッ〜

（これまで　○ジッ～　○ジュッ～）

・「十中八九」の読み
　①ジッチューハック　②ジュッチューハック

（これまで　①ジッチューハック　
　②ジュッチューハック

伝統的な読みは　ジューチューハック）

・「十返舎一九」（人名）の読み
○ジッペンシャイック

（これまで　○ジッペンシャイック　
○ジュッペンシャイック）

表　記 読　み

杏仁豆腐 アンニンドーフ

表　記
チヂミ

表　記
一切合切（一切合財とも）
合切袋（合財袋とも）
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○専門語の扱い
・聖書（日本聖書協会）：十戒　→　ジッカイ
出エジプト記 34:28　そして彼は契約の言葉，

十誡（じっかい）7）を板の上に書いた。
申命記 4:13　それはすなわち十誡（じっかい）で

あって，主はそれを二枚の石の板に書き記された。
申命記 10:4　告げられた十誡（じっかい）を書き

しるされたように…。
・学校教科書 8）：
  十返舎一九　→　ジッペンシャイック

●用語委員意見
各委員から異論はなく，提案どおり承認された。

（2）「はえ・はい」関連の語

提案理由
連母音の［ae］が［ai］になりやすい傾向がある

ことから，「ハイ」の発音も多く使われていた 10）。「ハ
イ」の読みは，特に東京を中心として使われてい
た。そのため，NHKでは長らく「ハイ」と「ハエ」
を同等に認めてきた。しかし，昆虫の名称としては

「はえ」である。現代では，放送で使われている実
際の発音も「ハエ」であり，「ハイ」は単独では出て
こない。

現在，広く使われている読みから考えて，放
送で使う発音は「ハエ」とし，「ハイ」の発音は削
除することとする。
「蠅叩き」「蠅帳」は，「ハエ」とともに，「ハイ」

という発音も残っていると考え，「①ハエタタキ　
②ハイタタキ」「①ハエチョー　②ハイチョー」と
する。なお，『NHKアクセント辞典』に掲載のある

「蠅」関連の語の中で，「蠅叩き」「蠅帳」「蠅取り紙」
「蠅取り器」以外の語については，「ハエ」とする。

●参考資料
○これまでの「用語の決定」
・第 419 回放送用語委員会（昭 34.2.12）11）

○ハエ　○ハイ
（「蠅叩き」は「ハイタタキ」）

・第 1219 回放送用語委員会（平 13.2.15）
①ハエ　②ハイ

（「蠅叩き」「蠅帳」は「ハイタタキ」
　　　　　　　　　 「ハイチョー」）

○『NHK アクセント辞典』掲載（「蠅」関連）
①ハエ②ハイ： 蠅，青蠅，家蠅，金蠅，銀蠅，

猩猩蠅，蠅取り紙，蠅取り器
ハエ：馬蠅
ハイ：蠅叩き，蠅帳

●用語委員意見
各委員から異論はなく，提案どおり承認された。

B．表記と読みを変更する語
（1）「陰陽」の表記と読み

提案理由
「陰陽」「陰陽家」「陰陽道」「陰陽師」は，伝統

的に，「オンヨー」という読みのほかに，「オンミョー」
という読みも使われていた。「オン」は「陰」の呉音
で，「オンミョー」の読みは，「オンヨー」の「連声」
である13）。『岩波古語辞典補訂版』（1990）では「連
声してオンミャウジとも発音」と説明されている14）。

『日本国語大辞典第2版』（小学館・2001）の「おん
みょうじ」の項目の用例には，『源氏物語』（「御みょ
うじ」），『浜松中納言物語』（「おんみょうじ」）が示
されている。また「連声」が，新たに現れるという
ことは考えにくい。こうしたことから，「おんみょう」

・「陰陽」「陰陽家」の読み
　①インヨー　①オンヨー　
　②オンミョー

（これまで　①インヨー　②オンヨー）
・「陰陽道」「陰陽師」の読み
　①オンヨー　②オンミョー

（これまで　○オンヨードー
「陰陽師」は立項なし）

表記
「オンヨー」「オンミョー」と読む場合，特例
として読みがなをつけて，漢字表記にする 12）。

・「蠅」の読み 9）

○ハエ　　  　（これまで　①ハエ　②ハイ）

・「蠅叩き」の読み
①ハエタタキ　②ハイタタキ

（これまで　○ハイタタキ）
・「蠅帳」の読み

①ハエチョー　②ハイチョー
（これまで　○ハイチョー）
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という読みは，新しく使われるようになった読みで
あったり，誤った読みが広まったりしたものではな
く，古くから使われていたものと考えられる。夢枕
獏の小説が映画化されたり，ドラマ化されたりする
ことで多くの人が，その語を耳にするようになり，古
くそう読んでいた読みが復活し，定着したのかもし
れない。「オンミョー」の読みが一般化している現状
から考えて，放送で使う読みとして加えることを提
案した。なお，「陰陽」「陰陽家」と「陰陽道」「陰
陽師」で考え方を変えて提案した。「陰陽」「陰陽家」
は「陰と陽」という意味としても使われる。意味に
よっても読みが異なることも考え合わせて，場面に
合った読みを使えるよう，放送で使う読みとしては，

「インヨー」「オンヨー」「オンミョー」，いずれも認め
ることにしたい。

一方，「陰陽道」「陰陽師」は，律令制で定めら
れた「陰陽寮（おんようのつかさ・おんようりょう）」

「陰陽頭（おんようのかみ）」に関連したことばであ
る。国の正式な名称が存在し，これらには「おん
やう」の読みがつけられている。国語辞典でも「イ
ンヨー」の読みを主な読みとして示す辞書は見られ
ない。そのため，放送で使う読みとしては「オン
ヨー」「オンミョー」で提案した。

●用語委員意見
提案については，異論なく承認された。

（2）「腹くう・腹こう」の表記と読み

提案理由
「腔」の音読みは「コー」だが，慣用的に「クー」

と読まれる場合がある。特に医学用語では「クー」

の読みで定着している語が多い 15）。
「腹腔」および「腹腔鏡手術」は医療の分野で使        

われることばで，その分野では「フククー」あるいは
「フックー」と読まれている。

医学用語としては①「フククー」「フククーキョー
シュジュツ」，②「フックー」「フックーキョーシュジュ
ツ」とする。

ただし，「腹腔」単独の語としては，本来の読み
である「フクコー」だけを示すことにする。なお，

「腔」は，常用漢字表に含まれない漢字のため，放
送で使う場合には，ひらがな表記である。

●参考資料
○新聞社・通信社の扱い 16）

新聞協会，毎日，産経：腹
ふ く こ う

腔
（注）医学関係では「腹

ふ く く う

腔」
朝日：腹腔（ふくくう）
（注）「ふくくう」は医学関係の読み。本来は「ふ
くこう」。

読売：医学界では「ふくくう」
共同，時事：腹腔（ふくこう）

（注）医学用語は「腹腔（ふくくう）」。
○専門語の扱い
『学術用語集　医学編』
（日本医学会・文部科学省・2003）
fukkûnai-seisô-siken-sekkaizyutu　

　腹腔内精巣試験切開術

●用語委員意見
各委員から異論はなく，提案どおり承認された。

（3）中国料理「杏仁豆腐」の表記と読み

提案理由
「杏」は常用漢字表に含まれていない漢字であ

る。また，「仁」は「ニン」の読みが常用漢字表に
含まれていない読みである。放送で使う場合には，
本来「あんにん豆腐」と表記することになる。

しかし，調査の結果や一般の使用状況から「杏
仁豆腐」と書いて「アンニンドーフ」と読む慣用が

「腹腔」の表記と読み
（表記）腹くう《× 腔》，腹こう《× 腔》
（読み）
　（医学用語）① フ ククー　 ② フ ックー
　（医学用語以外）○ フ クコー

（これまで　フ クコー）

「腹腔鏡手術」の表記と読み
（表記）腹くう鏡手術《× 腔》
（読み）
　（医学用語）① フ ククーキョーシュジュツ

② フックーキョーシュジュツ
（これまで　立項なし）

「杏仁豆腐」の表記と読み
　（表記）杏仁豆腐
　（読み）アンニンドーフ
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強いことがわかった。そのため，特例として漢字
表記を認めることにしたい。

なお，「マーボー豆腐」や「ギョーザ」「シューマイ」
とは違い「杏仁」の部分は現代中国語読みとは異
なる（現代の中国語読みに近い表記は「シンレン」）。
漢字を日本の音読みの範囲内で読んだものと考え
られ，カタカナ表記にする必要はない 17）。

読みについては，「杏仁豆腐」は「アンニンドーフ」
のほかに「キョーニンドーフ」と読まれる場合もあ
る。国語辞典では「キョーニン」の読みを示す辞書
もあるが，世論調査の結果ではほとんどが「アンニ
ン」と読むと答えた。一般には「アンニンドーフ」の
読みが定着していると考えられる。

●参考資料
〇日本語のゆれに関する調査（エリアサンプリン
グによる調査，平成 25 年 3 月 8 日～ 24 日実施。
調査対象：全国満 20 歳以上の男女 4,000 人。調
査有効数（率）：1,241 人（31％））18）

Ｑ．次にあげる中国のデザートの名前をどのように
書いて，どのように読むのがよいと思いますか。 
1 つだけお答えください。テレビで字幕スーパーと
音声が同時に使われるものとしてお考えください。

「杏仁豆腐」と書いて，［アンニンドーフ］と言う：
 91%

「杏仁豆腐」と書いて，［キョーニンドーフ］と言う：
 1%

「あんにん豆腐」と書いて，
 ［アンニンドーフ］と言う：3%

「きょうにん豆腐」と書いて，
 ［キョーニンドーフ］と言う：0%

「アンニンドーフ」と書いて，
 そのとおりに言う：1%

「キョーニンドーフ」と書いて，
 そのとおりに言う：0%
この中にはない・このことばを知らない・
 わからない：3%

〇漢字の読み　　
杏　訓読み：あんず
　　音読み　漢音：コウ，呉音：ギョウ
　　　　　　唐音：アン，慣用音：キョウ
中国語読み：杏仁　［xingren］（シンレン）

●用語委員意見
「提案」では，「せき」や「たん」をおさえる漢方

薬として使われる「杏仁」についても，漢字表記に
し「アンニン」と読むことにする，としていた。しか
し，用語委員から，漢方薬の場合は「キョーニン」
と読まれることがあるという指摘があり，今回の決
定には含めないことにした。
「杏仁豆腐」については，異論なく承認された。

Ｃ．表記を変更または新たに決める語
 （1）韓国料理「チヂミ」の表記（報告）

報告理由
外来語を表記する場合「ヂ」「ヅ」の表記は使わ

ず，発音に合わせて「ジ」「ズ」の表記を使うことが
原則である19）。「チジミ」がルールにのっとった表
記である。しかし，この語については「チヂミ」の
表記が一般に定着しており，世論調査の結果でも，
8割以上が「チヂミ」と答えている。こうしたことか
ら，放送の表記は「チヂミ」とする。なお，「オレン
ジ」「ブリッジ」「ドッジボール」「バッジ」などは「ヂ」
の表記は使わない。また，「チジミ」や「チヂム」「チ
ジム」などの表記が店や商品のメニュー表示にあ
り，放送でそのまま示さなければならない場合は，
当該の表示のままにしてかまわない。

●参考資料
〇日本語のゆれに関する調査（エリアサンプリン
グによる調査，平成 25 年 3 月 8 日～ 24 日実施。
調査対象：全国満 20 歳以上の男女 4,000 人。調
査有効数（率）：1,241 人（31％））20）

Ｑ．どちらの書き方がよいと思いますか。テレビの
字幕スーパーで表示されるものとしてお考えくださ
い。この読み方を示す「音声」は，テレビからは
流れてこないものとします。お答えになるときには

「その書き方が，あなたご自身だけでなく，多くの
人にもきちんとわかるか」といったことや，全体と
しての「見やすさ」なども考えにいれてお答えくだ
さい。

チヂミ：81%
チジミ：11%

（表記）チヂミ（発音は［チジミ］）
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どちらでもよい：7%
このことばを知らない：1%

（2）「合切」「合財」関連の語（報告）

報告理由
新聞社および通信社は「一切合切」を第1とし，

「一切合財」とも書くというようにしている。国語辞
典も同様で両方の表記を示すものが多い。現在，
NHKでは「一切合財」の表記だけをとっており，新
聞社・通信社と不統一になっている。国語辞典な
どの掲載から，NHKの放送表記としてもいずれの
表記も認めることにする。放送で使う場合に，どち
らの表記にするか迷った場合は，国語辞典や新聞
社・通信社が主な表記にしている「一切合切」とす
る。なお，ひらがな表記でもかまわない。「がっさ
いぶくろ」も「一切合切」と同様の扱いとする。

●参考資料
○新聞社・通信社の扱い

新聞協会，朝日，毎日，産経，共同，時事：
一切合切（一切合財とも書く）

読売：一切合切（＝なにもかも）
＊「がっさいぶくろ」の掲載なし

●用語委員意見
「チヂミ」「一切合切」ともに，報告内容に対し

ての異論は特になかった。

山下洋子（やました ようこ）

注：
 1） 「チヂミ／チジミ」は，すでに「チヂミ」の表記

で『きょうの料理』などの番組で使われている。
また，調査の結果やインターネットでの検索結
果から，一般の使用も「チヂミ」で定着してい
ると考えられるため，報告事項とした。

 2） 「一切合切」「合切袋」は，新聞社・通信社で統
一している表記に合わせる形とし，「チヂミ」同
様，報告事項とした。

 3） 「フ」という読みが最後につく漢字音は，カ行，
サ行，タ行，ハ行などの音で始まる語に続く場
合，促音化する（例：合戦　カフ→カッ，執権　
シフ→シッ）。「十」は，中国の漢字音の発音では，
最後の子音が「p」になっている。それを［フ］と
して日本語に取り入れ，鎌倉時代までは［ジフ］と
発音されていた。室町時代以降に［ジウ］になり，
そして［ジュー］になった。こうしたことから，今
回，提案の「十」関連の語は，いずれも伝統的
な読みは「ジッ」である。「ジュッ」の読みも使わ
れているが，正しくない読みであると指摘される
場合もある。小学校の教科書では「ジッ」の読み
がながつけられている。「当用漢字表」および「常
用漢字表」（昭 56）では，「十」の音読みに「ジュ
ウ」「ジッ」が掲載され，「ジュッ」の読みは示さ
れなかった。しかし，実際には「ジュッ」の発音・
読みも使われていた。NHK では，一般に広く使
われている発音も考慮に入れ，昭和 41 年の段階
で「ジュッ」の読みも認めることにした。このとき
の決定では，「じっかい」と書かれているものを，

［ジュッカイ］と読んでもかまわないという考え方
をとった。なお，平成 22 年「常用漢字表」で，
備考欄に「ジュッ」の読みが示され，「じゅっかい」
と書くことも常用漢字表上認められた。

 4） 第 598 回放送用語委員会（昭 41.1.25）の決定に
合わせて，昭和 41 年発行の『NHK アクセント
辞典』では，「十」関連の語はいずれも「○ジッ
○ジュッ」で掲載された。

（表記） 一切合切（一切合財とも）
 合切袋（合財袋とも）
 （これまで　一切合財，合財袋）
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 5） 第 422 回放送用語委員会の決定は次のとおり。

　このとき「ジュッチューハック」の読みは提
案されていない。また，第 508 回放送用語委員
会の決定は，従来の決定（第 422 回放送用語委
員会決定）に同じとされた。理由は，次のよう
に記されている。

第 422 回放送用語委員会のときと同様，第 508
回放送用語委員会でも「ジュッチューハック」
の読みは提案されていない。

 6） 「ジュッチューハック」の読みも提案したが，認
められなかった。

 7） 「戒」は「誡」の書き換え（『新潮日本語漢字辞典』）。
わかりやすさのため，該当する部分を枠囲みに
した。読みがなは参照した聖書に付されている。

 8） 山川出版社，東京書籍，帝国書院，実教出版，清
水書院などから刊行されている，中学，高校の歴
史の教科書ではいずれも「ジッペンシャイック」。

 9） 「蠅」の漢字は常用漢字表に含まれていない「表
外字」である。NHK の放送では，漢字表記では
なく，ひらがなまたはカタカナで表記する。

 10） 『国語審議会報告「語形の「ゆれ」について」』（昭
36.3.17）に「蠅」の読みについて説明がある。下記，
要約。

　また，『放送用語参考辞典（昭和 31年版）』（NHK
部内資料）では，次のように説明されている。

 11） 第 419 回放送用語委員会以前に，昭和 22 年 7 月
8 日の用語委員会で「○ハエ　○ハイ」が決定
されている。用語委員会の回数は不明。

 12） 常用漢字表では「陰」に「おん」の読みがつけ
られていない。また「陽」には「みょう」の読

　二重母音［ae］が［ai］に変化する現象。「ハ
エ」「ハイ」ともに広く行われている。
　国研調査の結果，「被調査者が口頭語の標
準語として採る形」としては，「ハイ」が多数。
理由は「言いやすい」「一般的」「増加の傾向」

「語感がよい」「口頭語的」。
　「被調査者が使う形」も「ハイ」が多い。地
域による差があり，特に東京の下町で率が高い。
日本東部に限っては「ハエ」のほうが多い。

ハエ・ハイ：古くはハエである。しかし，現
在ではハイを使ってもいい。（注）動物学
など学術上の用語としてはハエである。（参
考）名前（ナマエ。× ナマイ），威張る（イ
バル。× エバル），いぼ（イボ。× エボ）

・ゆれのあることばの読みを決めるにあたっ
ては，次の点を考慮する必要がある。

（1）その語が，どの程度一般にもちいられる
ものであるか。（使用ひん度）　

（2）伝統的読みが一定していたのが，比較的
最近にゆれが生じたのか，それとも相当
以前からゆれが見られたのか。（ゆれの
発生時期）

（3）現在のゆれの状態はどうか。どちらかに
大きくかたよっているか，それとも相半
ばしているのか。（固定の程度）

（4）共通語の発音（話しことば）として，ど
ちらがより望ましいか。（語感，規範，
論理，意味の識別，学校教育との関連，
方言との関連，その他）

　以上の（1）から（3）については，表記の
場合と異なり，発音においては資料にとぼし
く判定に困難な場合が多い。また（4）につ
いては，個人的な主観が伴う危険がある。
　さて今回問題となった「十中八九」につい
ては，まず，（1）使用ひん度は少なくとも放
送においてきわめて少ないこと，（2）ゆれの
生じたのは，辞典類の調査などから見て比較
的最近と考えられること，（3）現在のゆれの
状態については一方が明らかに優勢とは断定
しがたいこと，などを指摘することができよ
う。また（4）の観点からは，今回の場合は
どちらも優劣をつけがたい。
以上の理由から，現在においては「十中
八九」の読みとして，伝統的な〔ジューチュー
～〕を採る方がよいとされた。ただし，一部
の人々が〔ジッチュー～〕と言うことが誤り
であるとする意味ではない。

伝統的な発音は「ジューチューハック」で
ある。語源的には「ジッチューハック」で
あろうが，放送用語としては，伝統的な発
音をとり，「ジッチューハック」は認めない
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みがつけられていない。いずれも「表外音訓」
である。

 13） 「三位」の「さんい」→「さんみ」，「仁和寺」の
「にんわじ」→「にんなじ」，「雪隠」の「せついん」
→「せっちん」といった音変化を「連声」という。

「連声」は，はつ音［ｎ］韻尾，［ｍ］韻尾，［t］
入声韻尾の後にくるア・ヤ・ワ行音が，ナ・マ・
タ行音に変化する現象をいう。「陰」は「三」と
同様，［m］韻尾のため，「おんみょう」となる。

『新潮日本語漢字辞典』（2007）では中国の中古
音の末尾が［m］で終わる漢字として「陰」が
示されている。また，中村雅之（2010）でも，［m］
韻尾として「陰」が示されている。

 14） 『古語大辞典』（小学館・1983）には，「おんやう」
の項目に「連声で「おんみゃう」，後には「おん
にゃう」とも」という説明がある。

 15） 「腹腔」のほかに，「口腔」「鼻腔」などの語があ
る。医学用語としては「コークー」「ビクー」と
読まれるが，漢字の読みから考えると「コーコー」

「ビコー」となる。なお，『NHK アクセント辞典』
では，「口腔」「鼻腔」は，すでに，医学用語と
して「コークー」「ビクー」の読みも掲載している。

 16） 『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 27），『毎日
新聞用語集』（平 25），『読売新聞用字用語の手引』

（平 26），『産経ハンドブック』（平 24），『記者ハ
ンドブック』（共同通信社・平 22），『用字用語ブッ
ク』（時事通信社・平 18）参照。

 17） 山下洋子 2003.5「第 1244 回放送用語委員会報告
　用語の決定」『放送研究と調査』第 53 巻第 5
号 pp.126-133

 18） 塩田・山下（2013.9）「“卵焼き”より“玉子焼き”」
『放送研究と調査』第 63 巻第 9 号

 19） 「現代仮名遣い」（昭和 61 年内閣告示）では，「じ」
「ず」と書くことを原則にしている。ただし，和
語・漢語と外来語とでは，ルールが異なる。
 和語・漢語の場合　　
原則として，「じ」「ず」と書くが，「ぢ」「づ」
で書く語もある。
次の場合は，「ぢ」「づ」と書く。

・同音の連呼によって生じたもの
　例　縮む（ちぢむ），続く（つづく）
・2 語の連合によって生じたもの
　例　鼻血（はなぢ），手綱（たづな）
 外来語の場合
現代日本語では，「ぢ」は［ジ］，「づ」は［ズ］
の発音になる。外来語の場合は，「表記と発音を
一致」させるため，「ヂ」や「ヅ」の表記は使わ
ないことが原則である。「外来語の表記」（平成
3 年内閣告示）の，「外来語の表記に用いる仮名
と符号の表」にも「ヂ」「ヅ」は含まれていない。
例　dodge ball →ドッジボール

　　　　　　　×ドッヂボール
　　badge →バッジ

　　　　　×バッヂ
　韓国料理の「チヂミ」は，外来語で，もちろ
ん日本語の「縮む」とは関係のない語である。
現代かなづかいにある「ぢ」と書く語には本来，
当てはまらない。
⇒「チヂミ」は例外的な表記
　現代かなづかいについては，『NHK 漢字表記
辞典』pp.35-36 参照

 20） 注 18 に同じ

参考資料
・中村雅之（2010）「漢語近世音のはなし─（5）m 韻

尾の消失」『KOTONOHA』第 89 号（2010 年 4 月）
古代文字資料館発行
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