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 1. 語形と発音
NHKの『アクセント辞典』は，これまで6

冊発行されている。そのうち『43年版』『51
年版』は『NHKアクセント辞典』という書名
だったが，『66年版』からはアクセントのみ
ならず，ことばの発音にも重きを置くという
観点から，『NHK日本語発音アクセント辞典』
と書名を改めて，現在に至っている。『新辞典』
編集作業中の「アクセント辞典改訂専門委員
会」において，委員から「『日本語発音アクセ
ント辞典』という書名であり，アクセントば
かりではなく，「発音」にも十分考慮するよう

・『NHKアクセント辞典』改訂についてのシリーズ8回目として，『NHK日本語発音アクセント新辞典』（以下『新
辞典』という）に掲載した語の「語形」について説明する。

・『アクセント辞典』改訂にあたって，1998年発行の『アクセント辞典』（以下『98年版』1）という）に掲載されて
いる語，および新たに掲載する語の語形の整理と検討を行った。

・『98年版』の掲載語で語形を検討したのは，NHKアナウンサーに行った『98年版』全語チェック調査で，アク
セント以外の指摘があった語（約970語）と日ごろ問い合わせの多い語についてである。その語がどのように
使われる語なのか，一般の国語辞典の掲載の確認を行い，場合によっては世論調査を実施した。その結果，約
230語の語形を変更した。

・『新辞典』における語形の検討の過程や考え方をまとめる。本稿では以下の2点を中心に説明した。
・「商人」「落人」「召人」「囚人」「寄人」は，母音融合した語形（「アキュード」「オチュード」「メシュード」「ヨリュー

ド」）とともに，母音融合しない語形（「アキウド」「オチウド」「メシウド」「ヨリウド」）も掲載した。なお，「狩人」
は母音融合した語形（「カリュード」）だけを掲載した。

・「給う」など文語・ハ行四段活用の動詞について，「タマウ」と「タモー」の語形を検討した。『新辞典』では，
一部の語で両方の語形を示すことにした。

NHKアクセント辞典　 “新辞典”への大改訂 ⑧

語形の検討
～「ゆれのある語」を『新辞典』にどう掲載するか～

メディア研究部		山下洋子

に」という指摘があった（坂本充（2008.11））。
この指摘にある「発音」とは，鼻濁音や母音
の無声化など音声のほか，辞書に掲載する単
語の形も含めたものである。『新辞典』では，
こうした「発音」についても検討した 2）。

なお，鼻濁音や母音の無声化など，多くの
語に共通して見られる音声的な特徴について
は「発音」という言い方がふさわしいが，本
稿では「個々の単語の形」を問題とする場合

（例：「早急」を「サッキュー」とするか「ソー
キュー」とするかなど）には，「語形」という
用語を用いることにする。以下では，「「サッ
キュー」という語形」というような書き方を
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する一方，口に出して言うことを表現する際
は「「サッキュー」と発音する」というような
書き方をすることにした。なお，「鼻濁音」「母
音の無声化」の変更・検討は本稿では触れな
い。

 2. 語形のゆれについて
「早急」を「サッキュー」と発音したり，「ソー

キュー」と発音したりすることがある。このよ
うに2つ以上の発音が使われているような語を

「語形にゆれのある語」という。こうした「ゆ
れのある語」を『アクセント辞典』に掲載する
にあたり，どの語形を掲載するのかといった
点を検討する必要がある。NHK放送文化研
究所放送用語班（以下，用語班という）では，

『98年版』に掲載されている語，および新た
に掲載する語の語形の整理と検討を行った。
本稿では，どのような語について語形の整
理，検討を行ったのかを報告する。
「語形にゆれのある語」を『アクセント辞典』

に掲載するにあたっては，語を次の3つのパ
ターンで考えた。どのパターンで考えるかと
いった判断の方法は後述する。
A. 一般には 2 つ以上の語形があるが，放送

で使う語形を1つに決めている語。

例えば「一段落」の語形である。
一般には「イチダンラク」と「ヒトダンラク」

と，どちらも使われる。「イチダンラク」が
伝統的な語形である。国語辞典では「いちだ
んらく」を主な見出しとしてとるものが多い。
NHKでも伝統的な語形である「イチダンラク」
を使うようにしている。
B. 放送で使う場合に優先させる語形がある語。

例えば「早急」の語形は，「サッキュー」と

「ソーキュー」とがある。放送で使う場合は，
「サッキュー」を優先させるが，「ソーキュー」
も許容とする。なお，放送で優先させる語形
は，世論調査などを行い，一般でどのように
使われているかを調べたうえで決めている。
C. どちらの語形を使ってもかまわないと考

える語。

例えば「家並み」の語形は，「イエナミ」と
「ヤナミ」とがある。国語辞典でも両方の語
形が示されている場合が多い。放送でもどち
らを使ってもかまわないことにしている。

A，B，Cの例に示したそれぞれの語を，一
般の国語辞典で見ると，NHKと同じような
考え方で立項している場合が多い。『岩波国
語辞典』（第 7版新版・2011）では，「一段落」
は「いちだんらく」で見出しが立てられ，説
明に「「ひとだんらく」は誤り」とある。また，

「ひとだんらく」の項目には，語釈はつけら
れておらず，「「いちだんらく」の漢字表記の
読み誤り」という説明だけが記されている。

「早急」は「さっきゅう」を主な見出しとして
いるが，「そうきゅう」も空見出しで掲載し
ている。また「さっきゅう」の語釈に「「そう
きゅう」とも言う」と説明がある。「家並み」
は「いえなみ」「やなみ」両方の見出しがあり，
それぞれに語釈がつけられている 3）。このよ
うに，いくつかの語形でゆれのある語は，国
語辞典でも，説明を加えたり，扱いを変えた
りして立項している。『新辞典』では次のよ
うに掲載した。

Aのような語は，その語だけを掲載した。
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Bのような語は，優先させる語形を見出し
で立て，放送で使うもう1つの語形には「許容」
マークをつけて掲載した。本稿では，「①サッ
キュー，②ソーキュー」というような示し方
をする。

	
また，Cのような語は，両方を並べて示した。

本稿では，「◯イエナミ，◯ヤナミ」と示す。
	

 3. 過去の『アクセント辞典』の
　 語形検討

これまでNHKが発行したアクセント辞典
のうち，『43年版』『51年版』『66年版』の語
形検討については，菅野謙・臼田弘（1979）を，
また，『85年版』を含めた語形検討について
は，浅井真慧（1997）をそれぞれ参照された
い。なお，『98年版』掲載の語形についてま
とめたものはない。

これまでのアクセント辞典の語形変更の特
徴は，浅井真慧（1997）をもとに次のように
まとめることができる。

『43年版』：漢語の慣用音を認める。
例えば，「端緒」「堪能」の語形として「タ

ンショ」「カンノー」のほかに「タンチョ」「タ
ンノー」といった慣用音も掲載している。

このほか，放送での聞き取りやすさを考え

て，一般に促音で発音される語を，あえて非
促音でも示すという工夫がされた。表示方
法にも工夫があり，小書きの「ク」「キ」が使
われている（例：「悪化」は「アッカ」「アク

カ」）。
『51年版』：語形の統一を目指す。

2とおりの語形がある語について，1つの
発音に統一することを目指した。『43年版』
の説明で例にあげた「端緒」「堪能」は，『51
年版』では「タンチョ」「タンノー」で統一さ
れている。

『66年版』：再び両様の発音を認める。
例えば「悪名」は，『43年版』では「アク

ミョー」「アクメー」だったが，『51年版』で
は「アクメー」に統一した 4）。これが『66年版』
では「アクミョー」「アクメー」の両方を認め
る形に戻っている。

また，『43年版』『51年版』では1つに統一
されていたが，2つの語形を認めるように変
更されているものもある。例えば，「十手」
である。『43年版』『51年版』では「ジッテ」
で統一されていたが，『66年版』では「ジッテ」

「ジュッテ」のどちらも認めている。
こうした語形の変更についてはNHK放送

用語委員会 5）で集中的に検討し，決定した（西
谷博信（1966））。

『85年版』：許容の範囲をさらに広げる。
例えば，『66年版』までは「依存」「既存」

「共存」などを「～ソン」の語形のみで示して
いたが，『85年版』では，許容として「ゾン」
も認める立項にし，「既存」のみ例外とした。

『66年版』以上に許容の範囲を広げている。
『98年版』：『85年版』から考え方に大きな変
更はない。用語班が実施した世論調査の結果
などをもとに，2とおりの語形を認めるよう
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にした語がある。
　例えば「重複」は，『43年版』では「チョー
フク」「ジューフク」で立項し，『51年版』『66
年版』は，「チョーフク」のみで立項していた。
これを『85年版』で再び「チョーフク」「ジュー
フク」とし，『98年版』では，「①チョーフク，
②ジューフク」で立項している。また，「乱
世」は，『85年版』までは「ランセー」のみだっ
たが，『98年版』では「①ランセー，②ランセ」
とし，「ランセ」も認めた。

『新辞典』：考え方は，『85年版』『98年版』と
同じで，いくつかの語形が考えられるものに
ついては，両方を認めて掲載した。特に，「貫
主・貫首」（カンシュ，カンジュ，カンス），

「懈怠」（カイタイ，ケタイ，ケダイ，ゲタイ），
「警策」（キョーサク，ケーサク）のように仏
教用語など，専門的な場面で使われる語につ
いては，いくつかの語形を示すようにした。
こうした語は宗派によって，また，場面によっ
て言い方が異なる場合もあるためである。

 4. どういう語を
　 どのように検討したか

用語班では，『アクセント辞典』改訂にあ
たって，NHKアナウンサーへの調査を行っ
た（太田眞希恵・東美奈子（2016））。『98年版』
掲載の全項目をNHKアナウンサーがチェッ
クする調査である。この中ではアクセント
以外（語形のほか，鼻濁音・無声化などの問
題を含む）で約970の語に意見が寄せられた。
語形に関して指摘が多かったのは，連濁する
のかしないのかの問題と，促音の有無の問題
だった。アナウンサーから指摘のあった語は
表 1 に示したような語である。
『98年版』掲載の語の中で，表1のように

アナウンサーから指摘があったり，番組制作
の現場などから用語班への問い合わせが多
かったりした語，また，用語班内で問題になっ
たりした語を中心に語形の検討をした。その
ほか，『新辞典』に新たに立項することを決
めた語についても，どの語形を掲載するかを
検討した。一部の語については，世論調査を
実施し，そのことばの使用実態を調べた。過

指摘のあった語（『98年版』掲載語形） 指摘内容→検討結果 （『新辞典』掲載内容）

アンチョビー 「アンチョビ」の検討→○アンチョビー，○アンチョビ
一個人（イッコジン） 「イチコジン」の追加の検討→変更なし6）

ウインドブレーカー 「ウィンドブレーカー」の検討→変更なし
ウエア 「ウェア」の検討→変更なし
ウオーキング 「ウォーキング」の検討→「ウォーキング」に変更（『98年版』で変更）
エープリルフール 「エイプリルフール」の検討→変更なし
供述（キョージュツ） 「キョージツ」の追加の検討→変更なし7）

谷底（タニゾコ・タニソコ） 「タニソコ」の削除の検討→変更なし
封切り（フーキリ） 「フーギリ」の追加の検討→変更なし
吹きさらし・吹きっつぁらし

（フキサラシ・フキッツァラシ）
「フキッツァラシ」の削除と「フキッサラシ」の追加を検討→○フキサラシ，○フキッ
サラシ（「フキッツァラシ」の削除）

表 1　アナウンサーからの指摘（一部）
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去にも同様の調査をしている語については，
過去の調査結果との比較をした。また，現在，
各社の国語辞典でどのように掲載されている
のかを調べた。

外来語は，放送で実際にどのように発音さ
れているのかを調べ，それも検討資料とした。

そのほか，インターネットでどのように表
記されているのかも調べた。

こうした資料をもとに，NHKの放送で使
う場合に，前にあげたA，B，Cのどのパター
ンにあてはまる語なのかを用語班で検討し
た。検討の結果，掲載することを決めた語形
は，NHK放送用語委員会に提案し，決定した。
提案や資料，審議の内容など決定に至る経緯
は，本誌の「放送用語委員会報告」に掲載し
た（本稿末の一覧表参照）。語形を変更した
語は，約230語である。

なお，語形を検討した語の中には，『98年

版』の47刷（2014.5.5発行）と50刷（2015.5.20
発行）で変更した語形を掲載したものもある。
例えば表2に示すような語である（山下洋子

（2014.5）（2015.5））。これらはいずれも，『新
辞典』でも変更した語形で掲載した。

 5. 追加語の語形
『98年版』が発行されてから使われるように

なったニュースのことばや，災害などで使われ
ることば，料理のことば，放送の制作現場か
ら問い合わせを受けることが多いことばなど
を中心に語を追加した 9）。こうした追加語の
中で，語形にゆれのある語について検討した。
例えば，次のような語である（表 3）。

表3のうち，放送用語委員会で報告をして
いないのは，「デカンタ／デキャンター」「パー
ティション」である。いずれも国語辞典の掲

該当の語 新たに掲載した語形（『新辞典』でも同様）

依存 ①イゾン，②イソン（これまで①イソン，②イゾン）

既存 ○キソン，○キゾン（これまでキソン）

共存 ①キョーゾン，②キョーソン（これまで①キョーソン，②キョーゾン）

現存 ①ゲンゾン，②ゲンソン（これまで①ゲンソン，②ゲンゾン）

残存 ①ザンゾン，②ザンソン（これまで①ザンソン，②ザンゾン）

併存 ①ヘーゾン，②ヘーソン（これまで①ヘーソン，②ヘーゾン）

奥深い ①オクフカイ，②オクブカイ（これまでオクフカイ）

寄贈 ①キゾー，②キソー（これまで○キソー，○キゾー）

けん土重来《×捲》 ①ケンドジューライ，②ケンドチョーライ（これまでケンドジューライ）

凍え死ぬ ①コゴエシヌ，②コゴエジヌ（これまでコゴエシヌ）

根治8） ①コンジ，②コンチ（これまでコンジ）

不治 ①フジ，②フチ（これまで①フチ，②フジ）

未払い ①ミハライ，②ミバライ（これまでミハライ）

「wo」のつく外来語 「ウォ」（小さいオ・1拍）で発音・表記する（これまで「ウオ」（大きいオ・2拍））

ウオツカ ウォッカ（「ウオツカ」から「ウオッカ」に変更後，「ウォッカ」に）

表 2　『98 年版』（47 刷，50 刷）で変更した語（一部）
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載や一般での使用，放送での使用を検討し，
掲載する語形を確定した。なお，外来語は，
発音と表記は一致させることが原則である。
「デカンタ／デキャンター」は，国語辞典で

は「デカンタ」を主な見出しとして掲載するもの
が多い。しかし，一般には，ほかに「デカン
ター」「デキャンタ」「デキャンター」などの形も
見られる。この語は，アルファベット表記は

「decanter」である。語末に「-er」がつく外
来語は伸ばして発音し，表記には長音符号を
使うことが原則である10）。この原則をあてはめ
て「デキャンター」の語形を掲載することにし
た。また，国語辞典の掲載で主な見出しとし
てとられることの多い「デカンタ」も採用する
こととした。

部屋の間仕切りなどをいう「パーティショ
ン」は，この語形以外に「パーテション」「パー
テーション」といった語形が存在する。アル
ファベット表記は「partition」である。この
原音［ti］の部分は，「ティ」と発音・表記す
ることが原則である 11）。また，国語辞典に掲
載されている語形も「パーティション」が多
いことから，この語形だけを掲載した。

 6. 語形を変更した語
6 －1  母音融合による語形

2つの母音［i］と［u］が合わさって［juː］と
発音されるような現象を「母音融合」という。
例えば，「いう」（言う）が「ユー」と発音さ
れるのは，「母音融合」によるものである 12）。
表4 に示した語は，『新辞典』掲載の語の中で，
母音融合による発音が考えられるものである。

「あきうど」「おちうど」「めしうど」「よりう
ど」は，「きう」「ちう」「しう」「りう」の部
分が母音融合して，「アキュード」「オチュード」

「メシュード」「ヨリュード」といった語形に
なることがある。『98年版』では「落人」以外
は，いずれも母音融合した語形のみを認めて
いたが，『新辞典』では，母音融合しない語
形も掲載することにした。
「落人」は，「戦いに敗れて逃げていく人」

といった意味で「平家の落人」「落人伝説」な
どで使われる。『アクセント辞典』には，『43
年版』『51年版』は「オチュード」のみで掲載
され，『66年版』からは「オチュード」「オチ
ウド」で掲載されている。第 598回放送用語
委員会（1966.1.25）で審議・決定されており，
その際に「オチウド」が加えられた。追加の

表 3　追加語の語形

語形のゆれ 採用した語形

過払い（カハライ，カバライ） カバライ
施術（シジュツ，セジュツ） ○シジュツ，○セジュツ
チェーサー，チェイサー チェイサー
デカンタ（ー），デキャンタ（ー） ①デカンタ，②デキャンター

パーテ（ー）ション，パーティ（ー）ション パーティション

ハラル，ハラール ○ハラル，○ハラール
フェースオフ，フェイスオフ（スポーツ） フェイスオフ
柚子胡椒（ユズコショー，ユズゴショー） ①ユズコショー，②ユズゴショー
ルーチン，ルーティ（ー）ン ○ルーチン，○ルーティン，○ルーティーン
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理由は「「オチウド」という
発音もあるので，両様を採
る」とされた。

歌舞伎や舞踊の伴奏音楽
として知られる清元節に，
通称「落人」と呼ばれる曲
がある。正式には「道行旅
路花聟（みちゆきたびじの
はなむこ）」というが，この詞章で「落人」と
いう文句が出てくることから通称「落人」と
呼ばれる。実際の譜面には「おちうど」とい
う振りがながつけられており，歌うときも表
記のとおり「オチウド」である。

語形としては「オチ
ウト」「オチュート」

（最後が「ド」ではなく
「ト」）になるものも見
られる。『日葡辞書』

（『邦訳日葡辞書』岩波
書店・1980を参照し
た）には「Vochǔtoヲ
チュゥト（落人）」と
ある。しかし，現代
の国語辞典にはこの
語形は示されておら

ず，一般的には「ド」であると判断した。
「商人」「囚人」「寄人」は『43年版』から掲

載されており，「召人」は『85年版』からの掲
載である（表5）。『新辞典』では「アキウド」

「メシウド」「ヨリウド」という語形も示した。
「召人」は，新年に宮中で行われる歌会の

儀式「歌会始」の際に「メシウド」という語
形で使われる（「メシウド」を見出しに「メ
シビト」とも。「皇室関係放送用語集改訂版

（2）」（1964.8））。「囚人」も同じ語形の語と
考え，同様の扱いとした。
『大言海』（1935・冨山房）で，「商人」は「あ

きびと」を主見出しに「あきうど，あきんど
ト云フハ音便ナリ」と説明があり，「あきうど」
も空見出しとして立項されている。また，「寄
人」は，「よりうど」を主見出しに「よりびと」
の語形も示している。こうしたことから「落

表 4　母音融合による語形がある語

表 5　「商人」「囚人」「寄人」「召人」の『アクセント辞典』掲載変化

見出し 『新辞典』掲載語形 『98年版』での掲載語形

あきうど（商人） アキウド，アキュード アキュード
＊「アキンド」「ショーニン」の立項もあり。『新辞典』も同様あきゅうど アキュード

おちうど（落人） オチウド，オチュード
オチウド，オチュード

おちゅうど オチュード
めしうど（召人，囚人） メシウド，メシュード メシュード

＊「囚人」は「シュージン」の立項もあり。『新辞典』も同様めしゅうど メシュード
よりうど（寄人） ヨリウド，ヨリュード

ヨリュード
よりゅうど ヨリュード

	清元標準譜本第廿九篇
（1959.4.20印行）

43年版 51年版 66年版 85年版 98年版

商人 アキンド，ショーニン アキュード，アキンド，ショーニン
狩人 カリュード
囚人 メシュード，シュージン
召人 立項なし メシュード

寄人 ヨリュード，
ヨリンド ヨリュード
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人」「召人」「囚人」と同様の扱いにした。
ただし，同じような語形を持つ「狩人」は，

これまでどおり「カリュード」の語形に統一
した。この語については「カリュード」の語
形が一般的になっていると考えた。

なお，ひらがなで示されている「見出し」
については，「現代かなづかい」で示しており，
本来，「アキウド」という語形の見出しは「あ
きうど」，「アキュード」という語形の見出し
は「あきゅうど」となる。今回，『新辞典』で
は，母音融合しない語形に，母音融合した
語形を並べて示した。見出しと語形が不一
致になるが，複数の語形があることをわかり
やすく示すため，このような立項にした 13）。

6 －2  「あふ」「おふ」の語
『アクセント辞典』改訂作業中に，番組の

制作現場から，次のような問い合わせを受け
た。

歴史的かなづかいで「あふ」「おふ」「あう」
「おう」などと書かれることばは，多くの場
合「オー」と発音される語形を持つ 14）。「たゆ
たう」は，歴史的かなづかいでは「たゆたふ」
と書かれ，「タユトー」と発音される。一方，

「問い合わせ」のケースでは，歌詞は現代の
ものである。現代かなづかいで「たゆたう」
と書かれていれば，表記のとおり「タユタウ」
と発音することが一般的である。それが「タ
ユトー」と歌っている。それに合わせて表記
も「たゆとう」としたほうがいいのかという

疑問である。
「たゆたふ」は文語のハ行四段活用の動詞

だが，このほかにも表6に示したような類似
の動詞について問い合わせを受けることがあ
る。これらについて『新辞典』では，表記の
とおりに発音する語形のほか「オー」と発音
する語形（文語風）も示すことにした。

なお，表6に示した語の中で「たがう」の
み第 1275回放送用語委員会で検討した（山
下洋子（2005.12））。「事，志と違う」という
成句の場合，「①～タガウ，②～タゴー」の
語形で決定した。なお，「タガウ」「タゴー」
は常用漢字表にない音訓であるため，表記は
ひらがなとした。現代かなづかいにしたがっ
て，「①事，志とたがう」「②事，志とたごう」
の形で決定している。

問い合わせ
歌詞（現代の歌）に「たゆたう」と書かれて
いるが，歌では「タユトー」と歌っている。
どのように表記すべきか。

『新辞典』
項目 『新辞典』掲載語形 『98年版』掲載語形

あたう限り アタウカギリ，
アトーカギリ アトーカギリ

あとう限り アトーカギリ

たがう ①タガウ，②タゴー タガウ

たまう タマウ，タモー
タモー

たもう タモー

たゆたう タユタウ，タユトー
タユトー

たゆとう タユトー

まがう マガウ，マゴー マガウ

まごう マゴー マゴー

まごう方 マゴーカタ マゴーカタ

見まがう ミマガウ，
ミマゴー ミマゴー

見まごう ミマゴー

表 6　「あう」「おう」関連の語



82 FEBRUARY 2017

このほか，文語のハ行四段活用の動詞につ
いては，戦前の用語委員会では何回か審議が
行われ，「行ふ」などは「オコナウ」をとり，「オ
コノー」とはしない，という決定がされてい
る（一部例外あり）15）。

6－1の母音融合の語と同様で，見出し「た
まう」に「タマウ」「タモー」の語形を示すこ
とにした。現代かなづかいでは「タモー」と
いう語形の見出しは「たもう」になる。しかし，
辞書の利用者の多くは「たまう」で引くので
はないかと考え，「たまう」という見出しに「タ
モー」という語形も示すことにした。こうす
ることで，この類いの語には2つの語形が考
えられるということが，わかりやすく伝わる
のではないかと考えた。

また，『新辞典』は，文語を対象としてい
ないが，文語風の語形を示す必要があるの
かという問題がある。表 6の語は，いずれ
も現代でも文語風に使われることがある語
であり，実際に問い合わせも多い。こうし
たことから，『新辞典』には必要な語形だろ
うと考えた。

 7. 『新辞典』に示した
    表記情報について
『新辞典』には，掲載語の漢字表記などの

情報も掲載している。最後に，『新辞典』掲
載の漢字などの表記について触れておく。

前に述べたように，『新辞典』には，国語
辞典方式で，現代かなづかいにのっとった「見
出し」をつけ，各語に表記についての情報を
つけた 16）。

漢字表記は，『NHK漢字表記辞典』（2011・
NHK出版）の「原則」をもとに，放送で使う

表記を示した。すなわち「常用漢字表」の範
囲で表示している。ただし，歴史的な場面で
使われる語や，仏教用語など，一般語とは言
えない語については，常用漢字表に含まれな
い語であっても漢字で示したものがある。こ
れらも『NHK漢字表記辞典』「原則」（p.17～
19）にのっとった。

外来語は，発音と一致させる表記を原則に
した。「アルミニウム」「ボウル（器）」などの
ように，発音と表記が一致しない場合は説明
をつけた 17）。

 8. 今後の課題
6章に示した語形については，放送用語委

員会で検討をしていない。利用者の引きやす
さを考えて，見出しと語形にずれが生じてい
る部分（例：「たまう」という見出しに「タモー」
という語形を示している，「おちうど」という
見出しに「オチュード」という語形を示して
いる）については，かえってわかりにくいの
ではないかという意見もありそうだ。用語委
員会で引き続き考えていく必要があるだろう。

また，促音化についても問題がある。例え
ば，「一個人」は「イッコジン」，「没交渉」は

「ボッコーショー」といった語形だけでいい
のか，「イチコジン」「ボツコーショー」とい
う語形もあるのではないかといった問題があ
る。これは，NHK放送用語委員会でも検討
した（山下洋子（2016.12））。今後も継続して
検討し，『新辞典』掲載の語形をもう少し整
理する必要があるだろう。

そのほか，外来語の語形については「-tic」
を含む語について，「プラスチック」のよ
うに「チック」で定着している語もあるが，



83FEBRUARY 2017

「ティック」「チック」両様が使われている語
（例：ドラマチック・ドラマティック）もある。
今後の検討課題である。［ei］［we］［wi］を
含む外来語についても引き続き検討が必要
である。

　　　　　（やました	ようこ）

注：
	 1）	NHK では，『新辞典』を入れて 6 冊のアクセン

ト辞典を発行している。本稿では，今回発行さ
れたアクセント辞典を『新辞典』とし，それ以
外のアクセント辞典は，出版の西暦で表すこと
とする。『1943 年版』『1951 年版』『1966 年版』

『1985 年版』『1998 年版』である（本文では『43
年版』『51 年版』『66 年版』『85 年版』『98 年版』）。
なお，NHK で発行したアクセント辞典を総称
する場合には『アクセント辞典』とする。

	 2）	「鼻濁音」について，NHK の中堅，ベテランア
ナウンサー67人に調査をした。141語について，
放送で使う場合に鼻濁音で発音するか，濁音で
発音するかを聞いた調査である。太田眞希恵・
東美奈子（2016）参照。

	 3）	「いえなみ」の語釈には「やなみ」の語形が示さ
れ，「やなみ」の語釈には「いえなみ」の語形
は示されていない。

	 4）	漢語の「えい」「けい」「せい」の部分は，本稿
では，『新辞典』の示し方に合わせて「エー」

「ケー」「セー」とした（例：「経営」→「ケー
エー」）。

	 5）	NHK 放送用語委員会は 1934 年に発足した，
NHK 局内の委員会である。部内委員のほか，
外部の有識者の委員で構成されている。NHK
の放送で使うことばの発音や表記について審議
し，決定している。また，地方の拠点局で行わ
れる委員会では，放送番組を見て放送文章の検
討をしている。『新辞典』に掲載する語で語形
にゆれのあるものについては，用語委員会に報
告した。

	 6）	「一個人」も含めて，促音化するかしないかとい
う点について，第 1405 回放送用語委員会で議
論した。山下洋子（2016.12）参照。

	 7）	「供出」「新宿」などの「シュ」「ジュ」は「シ」
「ジ」に近く発音されることもあるが，『新辞典』
には，この発音は示さなかった。第 1409 回放
送用語委員会で議論をしており，詳しくは，『放
送研究と調査』2017 年 3 月号の「放送用語委
員会報告」に掲載予定。

	 8）	「根治」は第 1379 回放送用語委員会で「①コン
ジ，②コンチ」で決定した（山下洋子（2014.5））。

『98 年版』（47 刷以降）および『新辞典』（現
在 3 刷）では，「①コンチ，②コンジ」になっ

ており，今後訂正を検討する。伝統的には「コ
ンジ」だが，世論調査の結果は「コンチ」が多
い。世論調査の結果は，太田眞希恵・山下洋子

（2012）「ことばは“長いものに巻かれていく”？
～ことばのゆれ調査（平成 23 年 11 月）から～」

『放送研究と調査』第 62 巻第 12 号参照。
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れたかは，太田眞希恵・東美奈子（2016）参照。
	10）	『NHK ことばのハンドブック第 2 版』（NHK 出

版・最新版は 2016 年発行の 14 刷）「外来語の
カナ表記」p.229「3．「ー」長音符号」参照。

	11）	『NHK ことばのハンドブック第 2 版』（NHK 出
版・最新版は 2016 年発行の 14 刷）「外来語の
カナ表記」p.222「1.（ティ・ディ）（チ・ジ）（テ・
デ）」参照。

	12）	「言う」をひらがなで表記する場合，「いう」と
書くが，発音は「ユー」となる。1946 年に内
閣告示された「現代かなづかい」（現在は 1986
年 7 月 1 日に内閣訓令・告示され，2010 年 11
月 30 日に一部改正された「現代仮名遣い」。本
稿では「現代かなづかい」で統一する）は，発
音と表記が一致することが原則である。しかし，

「言う」など発音どおりには表記されないもの
が含まれている。

	13）	外来語でも似た語がある。「アルミニウム」など
「～（i）ウム」の語は，「アルミニウム」あるいは「ア
ルミニューム」とも発音される。第 1352 回放送
用語委員会で検討し，用語決定した。詳しくは，
山下洋子（2012.2）「放送用語委員会（東京）用
語の決定（元素名などの発音について）」『放送
研究と調査』第 62 巻第 2 号。

	14）	オ段の長音は，鎌倉時代，室町時代にかけて，2
種類の発音があり，その母音連続の違いによっ
て「開音」「合音」の呼び名で区別されていた

（沖森卓也 2010『はじめて読む日本語の歴史』
（ベレ出版）を参考にまとめなおした）。「開音」
「合音」は，『日本語大辞典』（2014・朝倉書店）
に次のように説明されている。「キリシタン文
献，謡曲の伝書，仮名遣い書などで用いられる
用語で，アウ（アフ）・カウ（カフ）…，キヤ
ウ・シヤウ…，クワウの -au に由来するオ段長
音を「開」（開音），オウ（オフ）・コウ（コフ）
…，キヨウ・シヨウ…の -ou およびエウ（エフ）・
ケウ（ケフ）…の -eu に由来するオ段長音を「合」

（合音）とする」。現代ではいずれも，同じ「オー」
で発音される。『大言海』（1935・冨山房）の「索
引指南」に「おう，かふ等ノう，ふニ，おノ如
ク発音スルもアリ」とある。

	15）	文語のハ行四段活用の動詞についての用語委員
会の審議・決定には以下のようなものがある。
いずれも戦前の審議・決定である。この当時は，
歴史的かなづかいが行われており，放送でどの
ように発音すべきなのか迷うことが多かったよ
うだ。
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・「仰ぐ」について
　「仰ぐ」は歴史的かなづかいでは「あふぐ」
と書き，「オーグ」「アオグ」の語形がある。
1934 年に「放送用語並発音改善調査委員会（現
在の放送用語委員会）」で検討している。唱歌

「仰ぐ今日こそ」「仰げば尊し」の「仰ぐ」「仰
げば」の語形についての検討で，次のように結
論を出している。

・そのほかの語について
　「放送用語の調査に関する一般方針」（1934・
放送用語並発音改善調査委員会決定）では次の
ように書かれている。

・例外
『カ行鼻濁音の発音例（附）「行ふ」の類の発音
例』（1936・NHK 部内資料）には文語風に読む
例外として次のような説明がある。

なお，唱歌「仰げば尊し」については，「オー
ゲバ」と発音する考え方もある。1934 年の
NHK 放送用語委員会資料では，大阪女子師範・
阿保氏の回答として，「伊澤先生の時，音楽学
校で歌い難いからオーグとしようといって決定
したが，その後発音通りの方が宜しとアオグと
定まり，文部省の唱歌にも指定してあります。
按ずるに「オーグ」「オーゲバ」の混用は，こ
の伊澤氏時代の決定の伝統を引けるにや。なお，
当時「アオグは歌い難い」と考えられたるは，
或は邦楽の謡い物の発音法に関係をもつものか

（後略）」とある（「伊澤先生」とは「伊澤修二氏」
のこと）。また，山田耕筰氏の話として「私の
作曲の経験上，特に「オーグ」と発音を指定さ
れたる童謡一二ありたれど，普通には「アオグ」
なり。耳にも「アオグ」の方がよし。（後略）」
とある。こうした発言もあり，放送では「アオ
グ」とすると決めた（『放送用語並発音改善調

査委員会	議案	昭9』（1934・NHK 部内資料））。
	16）	『新辞典』の見出しの立て方については，太田眞

希恵・東美奈子（2016）参照。
	17）	『NHK ことばのハンドブック第 2 版』（NHK 出

版・最新版は 2016 年発行の 14 刷）P.221 ～参照。
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辞典“新辞典”への大改訂①　18年ぶりの改訂で
誕生『NHK日本語発音アクセント新辞典』～アク
セント記号や見出しの立て方も一新」『放送研究と
調査』第66巻第7号

・山下洋子（2014.5）　「放送用語委員会（東京）　用
語の決定」『放送研究と調査』第64巻第5号

・山下洋子（2015.5）「放送用語委員会（東京）　外
来語の発音・表記について～用語の決定～」『放送
研究と調査』第65巻第5号

・「皇室関係放送用語集改訂版（2）」（1964.8）『文研
月報』第14巻第8号

・山下洋子（2005.12）「放送用語委員会（東京）用
語の決定（百済・新羅／事，志と違う／大舞台）『放
送研究と調査』第55巻第12号

・山下洋子（2016.12）「放送用語委員会（東京）第
1405回放送用語委員会～『アクセント新辞典』掲
載の促音化した語形について（和語・漢語）～」『放
送研究と調査』第66巻第12号
（決定一覧）
『アクセント辞典』改訂に向けて語形の変更を検討
した放送用語委員会の回数と，検討した語を一覧
で示す。

『新辞典』のための語形変更（提案と議論，決定）
＊「決定一覧」の参照に示している文献

山下洋子（2013.12）（2014.3）（2014.5）（2014.10）
（2015.5）（2015.9）（2015.12）（2016.4）（2016.9）
（2016.12）「NHK放送用語委員会報告（東京）」
として，いずれも『放送研究と調査』に掲載

＊ 表には示していないが，『アクセント辞典』改
訂に向けて，2011年ごろから『98年版』の語形
を検討している。以下の文献に示した変更は，

『98年版』40刷（2012）から掲載を変更した。
塩田雄大（2011.10）（2011.11）	「NHK放送用語
委員会報告（東京）」『放送研究と調査』第61巻
第10号，第11号

唱歌をはじめ，朗読などでこうしたことばが出
てきた場合，放送では，「アオグ」「アオゲバ」
と読む。ただし，謡い物や語り物などで「オーグ」

「オーゲバ」と発音されている場合は，その語
形も認める。			（議案資料をもとにまとめなおした）

紛ふ「マカ゜ウ」（但，「紛ふ方（マコ゜ーカタ）
なき」は文語の成句とす）

文語風と口語風との二様に発音されているもの
は，特別な文章又は成句に於けるものを除く外，
普通には口語風の読み方によることを原則とする。
【例】	扱ふ	 アツカウ（口語風）
	 	 「アツコー（文語風）でなく」
	 思ふ	 オモウ（口語風）
	 	 「オモー（文語風）でなく」
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用語委員会回数 『新辞典』に掲載した語形または検討の内容 参照 備考

第1376回（検討）／
第1379回（決定）

異名（①イミョー②イメー），意固地・依怙地（①イコジ②エコジ），依存（①イゾン②イソン），既
存（○キソン○キゾン），共存（①キョーゾン②キョーソン），現存（①ゲンゾン②ゲンソン），残存

（①ザンゾン②ザンソン），併存（①ヘーゾン②ヘーソン），初産（①ウイザン②ハツザン），嚥下（①
エンゲ②エンカ），奥義（①オーギ②オクギ），寄贈（①キゾー②キソー），気味（キミ），小気味（○
コキミ），逆手（「相手の出方を～に取る」①サカテ②ギャクテ），捲土重来（①ケンドジューライ②
ケンドチョーライ），根治（①コンジ②コンチ），不治（①フジ②フチ），惨劇（サンゲキ），私小説（①
シショーセツ②ワタクシショーセツ），精霊流し（○ショーリョーナガシ，地域により「ショーロー
ナガシ」とも），蒸籠（セーロ），施術（○シジュツ○セジュツ），早合点（①ハヤガテン②ハヤガッ
テン），美男子（①ビダンシ②ビナンシ），便覧（①ビンラン②ベンラン），分泌（①ブンピツ②ブン
ピ），内分泌（①ナイブンピツ②ナイブンピ），分泌腺（①ブンピツセン②ブンピセン），分泌物（①
ブンピツブツ②ブンピブツ），後腐れ（①アトクサレ②アトグサレ），芋焼酎（①イモジョーチュー②
イモショーチュー），餌付け（エズケ），王者（オージャ），奥深い（①オクフカイ②オクブカイ），返
り咲く（①カエリザク②カエリサク），過払い（カバライ），未払い（①ミハライ②ミバライ），完全
試合（①カンゼンジアイ②カンゼンシアイ），正式試合（①セーシキジアイ②セーシキシアイ），高利
貸し（①コーリガシ②コーリカシ），凍え死ぬ（①コゴエシヌ②コゴエジヌ），自分勝手（○ジブンカッ
テ），睡眠不足（スイミンブソク），認識不足（ニンシキブソク），税引き（ゼービキ），庭作り（○ニ
ワツクリ○ニワズクリ（「庭師」の意味の場合は「ニワツクリ」）），はけ口（①ハケグチ②ハケクチ），
見え隠れ（①ミエカクレ②ミエガクレ），紫水晶（①ムラサキスイショー②ムラサキズイショー），若
白髪（①ワカシラガ②ワカジラガ），あり得る（①アリウル②アリエル），得る（ウル（文語的），エ
ル（口語的）），いがらっぽい・えがらっぽい（①イガラッポイ②エガラッポイ），行きつけ（①イキ
ツケ②ユキツケ），背格好（①セカッコー②セーカッコー），背伸び（①セノビ②セーノビ）

山下洋子
（2014.3）（2014.5）

「施術」「過払い」は
『新辞典』から立項。
そのほかは『98年版』
47刷から変更したも
の

第1381回（検討）／
第1388回（決定）

ウォーキング，ウォーターシュート，ウォーターポロ，ウォーミングアップ，ウォームアップ，ウォッ
カ，ウォッチ，ウォッチング，ストップウォッチ，ミネラルウォーター，ギブアンドテイク，テイク
アウト，ネイチャー，○ギア○ギヤ，クリア，フェア，フレア，フレアスカート，○ワイヤー○ワイ
ヤ，○アンチョビ○アンチョビー，ウスターソース（地名はウースター），○カフェ○カフェー，○キュ
ビスム○キュービズム，ジャージ（運動着），ジャージー（地名，乳牛，生地），チーター，パーカー，
ブルマー，プレーン，ボブヘア，○マシン○マシーン，モーテル，ワンパターン

山下洋子
（2014.10）（2015.5）

いずれも『98年版』
50刷から変更

第1391回
（検討・決定）

十界・十戒（①ジッカイ②ジュッカイ），十干（①ジッカン②ジュッカン），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（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），十返舎一九（ジッペンシャ
イック），蠅（ハエ），蠅叩き（①ハエタタキ②ハイタタキ），蠅帳（①ハエチョー②ハイチョー），陰
陽（①インヨー①オンヨー②オンミョー），陰陽家（①インヨーカ①オンヨーカ②オンミョーカ），陰
陽道（①オンヨードー②オンミョードー），陰陽師（①オンヨージ②オンミョージ），腹腔（医学の場
合①フククー②フックー，医学以外フクコー），腹腔鏡手術（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），杏仁豆腐（アンニンドーフ），チヂミ

山下洋子（2015.9） 「陰陽」「陰陽家」は
「オンヨー」「オンミョー」
と読む場合は読みが
なをつける。「陰陽道」

「陰陽師」も読みがな
をつける。表外音訓
のため

第1394回
（検討・決定）

①エンジェル②エンゼル，①アイスキャンディー②アイスキャンデー，①キャンディー②キャンデー，
クオーターバック，愛想（①アイソ②アイソー），お愛想（①オアイソ②オアイソー），黄色人種（オー
ショクジンシュ），黄道（コードー），五黄（ゴオー），何曜日（①ナンヨービ②ナニヨービ）

山下洋子（2015.12）

第1399回
（検討・決定）

空咳（①カラセキ②カラゼキ），空吹かし（①カラフカシ②カラブカシ），生食（○ナマショク○セー
ショク），日本国民（○ニホン～○ニッポン～），日本語（①ニホン～②ニッポン～），日本文学（ニ
ホン～），日本銀行（ニッポン～），日本経済（○ニホン～○ニッポン～），日本固有（○ニホン～○ニッ
ポン～），日本古来（○ニホン～○ニッポン～），日本時間（○ニホン～○ニッポン～），日本市場（○
ニホン～○ニッポン～），日本社会（○ニホン～○ニッポン～），日本政府（○ニホン～○ニッポン～），
日本独特（○ニホン～○ニッポン～），日本文化（○ニホン～○ニッポン～），日本家屋（ニホン～），
日本食（ニホン～），日本舞踊（ニホン～），エイジ，アンチエイジング，エイジング，オーバーエイ
ジ，チェイサー，テイスト，テイスティング，デイリー

山下洋子（2016.4）

第1403回
（検討・決定）

借地借家法（シャクチシャッカホー），ねじり鉢巻き・ねじ鉢巻き（①ネジリハチマキ②ネジハチマキ），
ショーロンポー，○ハラル○ハラール，○ピュレ○ピューレ，①ファイナンシャルプランナー②フィ
ナンシャルプランナー，フェイスオフ（スポーツ），柚子胡椒（①ユズコショー②ユズゴショー），○ルー
チン○ルーティン○ルーティーン，揚羽蝶（アゲハチョー（虫），アゲハノチョー（家紋）），雲版（ウ
ンパン），円為替（①エンカワセ②エンガワセ），ドル為替（①ドルカワセ②ドルガワセ），逆為替（ギャ
クガワセ），円匙（○エンシ○エンピ），追いかけ回す・追っかけ回す（○オイカケマワス○オッカ
ケマワス），置いてきぼり（オイテキボリ），お香こ・お香々（○オコーコ○オコーコー），海人草（①
カイニンソー②カイジンソー），かくれんぼ・かくれんぼう（○カクレンボ○カクレンボー），被衣（○
カズキ○カツギ），願掛け（①ガンカケ②ガンガケ），細螺（○キサゴ○キシャゴ），警策（○キョー
サク○ケーサク），魚鼓・魚板（○ギョク○ギョバン），薬食い（○クスリクイ○クスリグイ），黒穂（○
クロホ○クロボ），黒穂病（○クロホビョー○クロボビョー），軽便鉄道（ケーベンテツドー（地域によっ
ては「ケービンテツドー」）），懈怠（仏教○ケダイ○ゲタイ，法律①カイタイ②ケタイ），原板（①
ゲンバン②ゲンパン），後世（「～に名を残す」コーセー，「来世」ゴセ），ご破算（○ゴハサン○ゴ
ワサン），胡麻の蠅・護摩の灰（○ゴマノハエ○ゴマノハイ），魚釣り（①サカナツリ②ウオツリ），
三宝柑（○サンポーカン○サンボーカン），しんにょう・しんにゅう，甚平（ジンベー），大逆事件

（○タイギャクジケン○ダイギャクジケン），太政官（○ダイジョーカン○ダジョーカン），太政大臣
（○ダイジョーダイジン○ダジョーダイジン），逐電（○チクデン○チクテン），月読み（○ツキヨミ
○ツクヨミ），鉛中毒（ナマリチュードク），肉桂（「植物」ニッケー，「～のあめ玉」○ニッキ○ニッ
ケ），根っから（ネッカラ），盤台（○ハンダイ○バンダイ），氷魚（○ヒウオ○ヒオ），吹きさらし・
吹きっさらし（○フキサラシ○フキッサラシ），法主（○ホーシュ○ホッシュ○ホッス），放っておく・
ほっとく（○ホーッテオク○ホットク），糒・干し飯（○ホシイ○ホシイー），補綴（○ホテー○ホ
テツ），結い綿（①ユイワタ②イーワタ），弓弦（○ユズル○ユミズル○ユンズル），横倒し（①ヨコ
ダオシ②ヨコタオシ），男っ気・男気（①オトコッケ②オトコケ），女っ気・女気（①オンナッケ②
オンナケ），各界（①カクカイ②カッカイ），くも膜下出血（①クモマッカシュッケツ②クモマクカ
シュッケツ），激化（①ゲキカ②ゲッカ），劇作家（①ゲキサッカ②ゲキサクカ），激高（①ゲッコー
②ゲキコー），著作家（①チョサクカ②チョサッカ），著作権（①チョサクケン②チョサッケン），著
作権法（①チョサクケンホー②チョサッケンホー），山っ気（ヤマッケ），ガッシュ（美術），①カロ
テン②カロチン，○キネマ○シネマ，グレゴリオ暦（グレゴリオレキ），①クレッシェンド②クレシェ
ンド，クロス（布），コーリャン（植物），コーンスターチ，①コルチゾン②コーチゾン，サイフォン，
○サクソフォーン○サクソフォン，ジステンパー，○シャベル○ショベル，スルタン，ダイアローグ，
タッグマッチ，①タンバリン②タンブリン，○ツァー○ツァーリ（ロシア皇帝の称号），デュース（テ
ニス），○投げキッス○投げキス，パッド，肩パッド，○ファクス○ファックス，プラットフォーム

（コンピューター・放送），プラットホーム（駅の～），ボディー，○ミキサー○ミクサー（音量調節
者），○メンソール○メントール，羅宇（○ラウ○ラオ），羅宇竹（○ラウダケ○ラオダケ），羅宇屋

（○ラウヤ○ラオヤ），①レンジャー②レインジャー

山下洋子（2016.9）

第1405回（報告） 促音についての問題 山下洋子（2016.12）

第1409回
（決定および報告）

「シュ」「ジュ」が「シ」「ジ」と発音される問題 未掲載
（2017.3に掲載予定）

『アクセント辞典』改訂のために語形を検討した用語委員会および検討した語
（表外字，表外音訓も含む。表中に示す漢字表記は NHK の漢字表記には一致しないものもある）


