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第1275回放送用語委員会が放送センターで開
かれた。『NHK ことばのハンドブック』の改訂版
を発行するにあたり，「用語の決定」の変更が必
要なことばを取り上げ，審議を行った。

今回，決定された内容は次のとおりである。

1. 決定事項
■「百済」「新羅」の読み
　○［クダラ］○［シラキ゚］
ただし，現代韓国・朝鮮語の原音（字音）読み

である［ペクチェ］［シルラ］や漢字の日本字音読
みの［ヒャクサイ］［シンラ］も一部で行われてお
り，番組の趣旨や内容により，それぞれ適宜使っ
てもかまわない。

なお，表記は，［クダラ］［シラキ゚ ］［ヒャクサイ］
［シンラ］という呼び名を使う場合は「百済」「新羅」
といった漢字表記でよいが，［ペクチェ］［シルラ］
という呼び名の場合は，カタカナ表記となる。

■「事，志と違う」の読みと表記（慣用句）
     ①コトココロザシトタカ ウ゚ 
     ②コトココロザシトタコ ー゚

なお，「違う」を［タカウ゚］［タコー゚］と読むのは常用
漢字にない音訓であるため，表記はひらがなとする。

■「大舞台」の読み
晴れの舞台・活躍の場 ： ① オーブタイ 

  ② ダイブタイ
古典芸能の場合 ：  ○ オーブタイ

  × ダイブタイ

2. 検討議題
（1）「百済」「新羅」の読み

→これまでの決定
百済の読み→　①クダラ  ②ヒャクサイ
新羅の読み→　①シラキ  ゚②シンラ 

（注）「ヒャクサイ」「シンラ」の読みは一般に
はまだなじみが薄いので，音声のみで表
現する場合には，説明を加えて，誤解さ
れないように注意する。

・現在の状況
現在では［ペクチェ］［シルラ］といった現代韓

国・朝鮮語の読みを載せる教科書もあるなど，前
回このことばについて決定が行われた平成元年当
時と状況が変化している。
（中学・高校の教科書の状況）

古代朝鮮の国名についての，現在の中学，高校
の歴史教科書での扱いは次のとおりである。
＊高校では日本史 B で全時代の歴史を教え，日本
史 A は近現代史に限っているので，教科書は，日
本史 Bを調査した。なお，世界史も同様である。
・中学歴史・・・全て［クダラ］［シラキ゚ ］の呼
び名を教えているが，一部，［ペクチェ］［シルラ］
という原音読みを主な呼び名にしているものが見
られる。［ヒャクサイ］［シンラ］といった呼び名

○［クダラ］○［シラキ゚］
ただし，［ペクチェ］［ヒャクサイ］［シルラ］

［シンラ］という読みも使われており，番組に
よって適宜使ってもかまわない。

［クダラ］［シラキ ］゚といった古くから日本
で言われている呼び名で定着しているが，現
在の中学・高校の歴史教育では［ヒャクサイ］

［シンラ］という呼び名（漢字の日本字音読み）
や［ペクチェ］［シルラ］（現代韓国・朝鮮語に
基づく原音（字音）読み）が出てきている。

［クダラ］［シラキ ］゚は多くの教科書で何ら
かの形で教えており，そのほか［ペクチェ］［ヒャ
クサイ］［シルラ］［シンラ］といった読みを教
えている状況である。

なお，表記は，［クダラ］［シラキ゚ ］［ヒャクサ
イ］［シンラ］という呼び名を使う場合は「百済」「新
羅」といった漢字表記でよいが，［ペクチェ］［シ
ルラ］という呼び名の場合はカタカナ表記となる。

 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）　　放送研究部
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を載せているものはほとんど見られない。  
・高校日本史・・・［クダラ］［シラキ゚］を主な呼び
名にしているもののみ。そこに［ヒャクサイ］［シンラ］
などの漢字の日本字音読みをつけるものが多い。
・高校世界史・・・［ヒャクサイ］［シンラ］を主
な呼び名にしているものが多い。日本史と違い，

［クダラ］［シラキ゚］といった呼び名をとらない
教科書も見られる。

・語源（『日本国語大辞典』第 2 版・小学館）
　・百済（語誌）

 「百済」を「クダラ」と訓む由来には諸説あ
るが，馬韓地方に原名「居 羅」と推定され
る「居 」という地名があり，これがこの地
方の代表地名となり，百済国成立後，百済の
訓みになったという説がもっとも合理的か。

　（語源説）
（1）「ク」は大の意。「タラ」は村落の義。
（2） 族国の意の「パクタラ」の略。
（3）カグラ（楽浪）の転訛か。
（4）コダラ（小多羅）か。
（5）梵語のクタラから。
（6）その国の人を河内国久多羅郡に住まわせ

たことから。
　・新羅（語源説）

（1）「ショラキ（徐羅城）」の転。「ショラキ」は，
初めの国号「ショラボル（徐羅伐）」のボ
ルが城の義であるところから，それを訳
したもの。

（2）本来の国名「シ（斯）」に国土の義の「羅」，
村邑の義「城」が加わったもの。

・東京国立博物館（展示課平常展室・白井克也氏）の話
東京国立博物館では，「百済」「新羅」の呼び方に

ついて特段の規定や申し合わせはないが，展示の
内容によって展示場所が異なり，それぞれの分野
の事情により事実上2種の呼び名が並存している。
ただし，博物館では音声による案内が恒常的に行
われているわけではなく，漢字に必ずしも常に振り
仮名をつけているわけでもない。

東洋の考古・美術を展示する東洋館では，まさ
に百済・新羅の作品を展示しており，［ヒャクサイ］

［シンラ］としている。これは，高校世界史教科書
において［ヒャクサイ］［シンラ］が（併記された
いくつかの振り仮名の中での）主たる読みとして
用いられていること，朝鮮史学者（全員ではない
が）の用いる読み方にならったものである。この
ほかの人名・地名は現地音による振り仮名を付し
ている。ただし，音声ガイドや口頭による講演会・
ギャラリートークでは［ヒャクサイ］［シンラ］の
読みが一般の耳になじんでいないと考え，これら
が［クダラ］［シラキ゚］と同一である旨を冒頭に説
明している。

日本美術を展示する本館や平成館では，慣用に
より［クダラ］［シラキ゚ ］が用いられている。日本
側からの伝統的な呼び方であり，日本史教科書で
もこの読みが一般的なためである。

「朝鮮」など王朝名を日本字音読みにしており，
このやり方に合わせて，［ペクチェ］［シルラ］の
読みは用いていない。
・用語委員意見
杉戸委員（当日欠席。文書で意見）　［ペクチェ］［シ

ルラ］を積極的に取り上げる時期にきていると
考える。現在の韓国・朝鮮の地名は原音読みを
とっており，この流れからも，また今後のこと
を考えても，現代韓国語の読みを第 1 すべきと

上ルビ 下ルビ 8 冊中
ペクチェ，シルラ くだら，しらぎ 4 冊
くだら，しらぎ ─ 3 冊
くだら，しらぎ ひゃくさい，しんら 1 冊

中学歴史

上ルビ 下ルビ 18 冊中
くだら（ひゃくさい），
しらぎ（しんら） ─ 8 冊

くだら（ひゃくさい），
しらぎ（しんら） ペクチェ，シルラ 3 冊

くだら，しらぎ ─ 3 冊
くだら，しらぎ ペクチェ，シルラ 2 冊
くだら，しらぎ（しんら） 2 冊

上ルビ 下ルビ 15 冊中
ひゃくさい（くだら），
しんら（しらぎ） ─ 11 冊

くだら，しらぎ ペクチェ，シルラ 2 冊
ペクチェ（ひゃくさい），
シルラ（しんら） ─ 2 冊

高校日本史B

高校世界史B
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考える。①［ペクチェ］［シルラ］，②［クダラ］［シ
ラキ ］゚（歴史教育の中で，日本で古くから呼ば
れていた名称）③［ヒャクサイ］［シンラ］（現
代歴史教育で一部使われている名称），として
はどうだろうか。なお，［ヒャクサイ］［シンラ］
の読みはできるだけ避けるようにしたい。
井上委員　これらのことばは，専門語のくくりに

入ると思うが，放送で使う場合には，専門語は
言い添えや言い換えをしなくては通じない場合
が多い。また，放送用語は，社会で活躍してい
る年齢層（中年層）が使っていることばを中心
に考えるという大前提がある。その点では，［ク
ダラ］［シラキ ］゚と読むことには異論はないだ
ろう。百済観音，百済河などの固有名詞は［ク
ダラ］と読むしかなく，地名としては，［クダラ］

［シラキ ］゚の読みを第 1 にしてかまわないと考
える。ハンドブックには，ほかの読み方をする
人がいることを書いておく必要があるだろう。
野村委員　［クダラ］［シラキ ］゚という読みは，

日本人が言っている名称であり，根拠がないと
いうことだが，［ヒャクサイ］［シンラ］も漢字
表記を現代の音読みで読んだだけであり，根拠
があるとは言えない。［クダラ］［シラキ゚ ］を
第 1 とし，現代の韓国・朝鮮の地名の読み方か
ら考えて，［ヒャクサイ］［シンラ］よりも［ペ
クチェ］［シルラ］を優先させるべきと考える。
水谷委員　学生に読み方を聞いたところ［ヒャク

サイ］［シンラ］と答える人はいなかった。教科
書では，確かに読みが変わってきていても，実
際に教えるときはそうでないのかもしれない。
こうした状況を考えて，何かしらのデータに支
えられた現状をおさえる必要があるだろう。ま
た，あわせてほかの古代朝鮮の地名についても
調べてはどうだろうか。歴史学会に NHK 側か
ら提起して検討をうながしてはどうだろうか。

　　［ヒャクサイ］［シンラ］といった日本字音読
みを使おうとすることには，疑問を感じる。
天野委員　［ヒャクサイ］［シンラ］の読みを［ペ

クチェ］［シルラ］と同じレベルで扱われては
困る。高句麗などほかの地名はどう読まれてき
ているのだろうか。そうした周辺のことも含め
て，今後も検討の必要があるだろう。

（2）「事，志と違う」の読みと表記（慣用句）

→これまでの決定
（1）   コトココロザシトタコ ー゚
（2）～タカウ゚（3）～チカウ゚

・辞書調査
（一般国語辞書 109冊中）
「～たがう」：59 冊
（うち「たがう」の読みのみは，54 冊）
「～たごう」：なし
「～ちがう」：11 冊
（うち「ちがう」の読みのみは，6 冊）
掲載なし：33 冊　読み不明：11 冊
（ことわざ専門辞書）
『成語林』（旺文社・平成 4 年）
→「事

こと

，志
こころざし

と違
たが

う」（用例：「事，志と違
たが

って」）
『故事・俗信ことわざ大辞典』（小学館・昭和57 年）
→ 事，志

こころざし

と違
たが

う／事，心と違
たが

うに同じ
・用語委員意見
杉戸委員（文書で）　第 2 読みの［タコ ー゚］を残

す必要があるのかが問題だと思う。
野村委員　案に賛成。ことわざを使うときにどう

使うのか ? 名詞化して使うのか，または「ちがっ
て」というような形で使うのか，が問題である。
このことわざは，名詞扱いしてもかまわないの
ではないかと考える。
井上委員　［タコ ー゚］は古い発音で，以前の決定

は古い発音を残すということだったのだろう。
「違って」と書かれていれば［チカ ッ゚テ］と読
むし，そのように使うだろう。第 2 読みの［タ
コ ー゚］をはずして［チカ ッ゚テ］を第 2 読みに
しても良いように思う。

（3）「大舞台」の読み

→これまでの決定

（1）～タカウ゚ （2）～タコ ー゚
なお，「違う」を［タカ ウ゚］［タコ ー゚］と読むの
は常用漢字にない音訓であるため，表記はひ
らがなとする。

晴れの場・活躍の場： ①オーブタイ
 ②ダイブタイ
古典芸能の場合：○オーブタイ ×ダイブタイ
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第 1275 回　放送用語委員会（東京）
【開催日】 平成 17 年 10 月 20 日（木）
【出席者】 水谷修氏， 井上史雄氏
 野村雅昭氏， 天野祐吉氏
 吉沢章喜放送文化研究所次長 ほか

「晴れの場，活躍の場」の意味のときは，
  ①ダイブタイ    ②オーブタイ
歌舞伎などの古典芸能の場合は， 

○オーブタイ ×ダイブタイ
・これまでの経緯

第1121回放送用語委員会で読みが変更になっ
た。ただし，この決定の際，用語班からは「晴れ
の舞台，活躍の場」の場合「①オーブタイ②ダイ
ブタイ」の議案を提出したが，委員会で審議の結
果，「①ダイブタイ②オーブタイ」と決定した経
緯がある。

なお，それまでは伝統的な読みである［オーブ
タイ］のみを認めており，［ダイブタイ］を認めて
いなかった。

「100人アンケート」（1988.12），「第5回現代
人の言語環境調査」（1991.2）のいずれの調査結果
でも［ダイブタイ］と読む人が 8割近くいたことか
ら，「晴れの場」などの意味で使う場合には，［ダ
イブタイ］の読みを第1 とするように決定をした。
・現在の状況

近年［オーブタイ］が伝統的な読みであり，［ダ
イブタイ］は誤用であるという意識が広がりはじ
めた。放送で［ダイブタイ］を使うと「オーブタイ
の間違いではないか」などといった問い合わせを
受けることが多くなった。

そのためスポーツなど比喩的な意味で「大舞台」
ということばを使う場面の多い現場では，［オー
ブタイ］に読みを統一するようになってきている。

また，辞書の掲載を見たところ，［ダイブタイ］
の読みを入れている辞書は見つからなかった。

こうしたことから「活躍の場，晴れの場の意味で
は①オーブタイ②ダイブタイ」と決定を変更したい。
・辞書調査（109 冊中） 

［オーブタイ］13 冊 /［ダイブタイ］0 冊
→［ダイブタイ］の読みは辞書でも一般的ではない。
・用語委員意見
水谷委員　多くの人が［ダイブタイ］と読むよう

になったが，それが再教育により［オーブタイ］
と読むようになったものだ。本来の伝統的な読
みを使うように変化してきたことばというのは
ほかにあるだろうか。伝統的なものを守るとい
うのが NHK で使う放送用語であるとすれば，

「大舞台」はその良い例になる。

＊ 問題提起「生食」の読み
これらの本題以外に，用語委員会としての考え

方をまとめたいことばとして「生食」の読みをど
うするか，についての問題提起があった。

『新用字用語辞典第3版』『NHK 日本語発音ア
クセント辞典新版』では［セイショク］となってい
るが，これまで用語の決定はされていない。

「加工用食品」の反対語として「生食用食品」な
どと使われることが多い。これまで用語班では，
できるだけ「生で食べる」「加工しないで食べる」
などと言い換えることをすすめてきた。ところが，

「加工用」と対比して使われる場合には言い換え
が難しく，現状では［ナマショク］［セイショク］
両方が使われている。

専門家の間では［ナマショク］が多く使われている。
このことばの扱いについて，用語委員に意見を聞いた。
杉戸委員（文書で）　個人的には［ナマショク］

と読む。［セイショク］は確かに同音異義語が
多いので，放送のことばとして［ナマショク］
に決めてよいのではないだろうか。
野村委員　湯桶読みや重箱読みは，個人的には好

ましくないと考えている。確かに［ナマショク］
という読み方が使われているのだろうが，語感
に抵抗を感じる。俗な感じもするので，［ナマ
ショク］を認めるのは早いと考える。
天野委員　あまり使わないほうがいいことばだろ

う。耳で聞いてわかりやすいかどうかで考える
と［ナマショク］が良いように思う。
井上委員　調査などをして，データを集めた上で

決定をしてはどうだろうか。調査では，それぞ
れの語感やどのようにおかしいと思うかなども
調べると良いだろう。
水谷委員　放送のことばとしては，言い換えを第 1

にするべきである。注意をうながすべきと考える。
       山下洋子（やました ようこ）




