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第1294回放送用語委員会が，平成19年2月23
日（金）に放送センターで開かれた。

この用語委員会では，平成18年12月実施の「こ
とばのゆれ」調査の結果を踏まえ，（1）外来語の
カタカナ表記について（2）送りがなのつけ方につ
いて（3）漢字使用について，それぞれ用語の決定
があった。

決定内容は以下のとおりである。
【用語の決定】
・外来語のカタカナ表記について

なおアクセントについては，原則としてこれまで
と同様とする。
ただし，「インタビュアー」「メイド」のアクセ
ントは今後の検討課題とする。

・送りがなについて

 放送用語委員会（東京）

用語の決定
～アーチスト→アーティスト/マリー・アントアネット→マリー・アントワネット/縄張→縄張り　ほか～

・好意 /厚意の使い分けについて

以上の「用語の決定」について，番組での運用
は新年度（平成19年度）からとする。
【決定理由】

NHKの用字用語は常用漢字表や内閣告示にのっ
とって決められているが，一部，一般の慣用に従っ
て決めた表記が含まれている。表記の慣用が時代
とともに変化し，NHK の用字用語では古くなっ
てしまったものがいくつかある。国語辞典の扱い，
学術用語の扱い，教科書の記述，世論調査の結果
などを勘案し，現実に使われている表記と大きく
異なる語の見直しをすべき時期にきている。

また，新聞協会が発行している『新聞用語集』が
改訂（平成19年2月5日発行）され，内容が一新さ
れた。NHK で使われる用字用語は，新聞各社，そ
の他マスコミとも可能な限り統一したほうがよい。

これを機に，まずは，『新聞用語集』との不統
一語を取り上げ，特に，時代の慣用に合わないも
のの表記を変更することとした。
 （外来語のカタカナ表記についての考え方）

外来語の表記は，「外国語・外来語のカナ表記」
の原則（『NHK ことばのハンドブック第2版』p.221
～）は維持したまま，単語ごとの例外として表記
を変更，決定した。今回の語の選定のため，1次
調査としてインターネットの検索調査を行った。
インターネットの検索エンジンを使い，『新聞用
語集』と不統一になっている語の中で，インター
ネットでよく使われている表記の検索数と NHK
表記の検索数が大きく異なるものを取り上げた

○アコースティック ×アコースチック
○アーティスト ×アーチスト
○アベレージ ×アベレッジ
○インタビュアー ×インタビューアー
○クローゼット ×クロゼット
○シェイプアップ ×シェープアップ
○ドメスティックバイオレンス
　 ×ドメスチックバイオレンス
○ネイル ×ネール
○ファンデーション ×ファウンデーション
○ペチコート ×ペティコート
○メイド ×メード
○マリー・アントワネット 
　 ×マリー・アントアネット

○一戸建て    ×一戸建
ただし，「マンション，一戸建」などと建物

の建て方を列挙するような場合，「て」を送ら
ず「一戸建」と書いてもよい。

○建て ×建  　例：2階建て，平屋建て
○縄張り ×縄張

好意…（ 親切な気持ち，慕わしい気持ち）好意
的な扱い，好意を寄せる

厚意…（ 思いやりの気持ち，厚情。他人の行為
に対して使う）ご厚意に感謝する

ただし，両方考えられる場合は「好意」を使う。
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（『放送研究と調査』2006年3月号参照）。
NHK の表記の原則では，原語の発音がいわゆ

る「二重母音」[ei][ou] になっている語の表記は原
則「長音符号」で表している。たとえば，「ゲー
ム」「メール」などである。一方，例外として「エ
イト」「ペイ」「メイン」は，長音符号ではなく母
音字を重ねて表記している。今回，この例外とし
て「ShapeUp」「Nail」「Maid」も「シェイプアップ」

「ネイル」「メイド」と母音字を重ねて表記するこ
ととした。現在の慣用が母音字を重ねて表記する
ものに移ってきていると判断しての決定である。

原音 [ti] のカタカナ表記は，「チ」で書き表す場
合（例 :「プラスチック」「ロマンチック」）と，原
音に近く「ティ」で書き表す場合（例 :「ティーパー
ティー」）とがある。「～tic」の場合ほとんど「チック」
をとっているのが現状である。しかし，今回「アコー
スティック」「アーティスト」「ドメスティックバ
イオレンス」は「ティ」での慣用が定着しているも
のと考えて，例外として認めることとした。また「ア
ベレージ」「クローゼット」「ペチコート」は，必ず
しも原音に近い表記とは言えないが，こうした発
音・表記が一般に定着したものと考え，変更した。

以上の語については，先に述べた新しい『新聞
用語集』でも変更されており，また，平成18年12
月「ことばのゆれ全国調査」の結果からも，これ
までの規定と一般の慣用とでは違いのあることが
わかる語である。

「マリー・アントワネット」は NHK でのフラン
ス語の表記のルールから，これまで「マリー・ア
ントアネット」であった。フランス語の「oi」を「（オ）
ア」で表記するルールにのっとったものだが，現在，
教科書や映画，演劇での表記によって一般には「マ
リー・アントワネット」で認識されていることから，
表記を変えることにした。フランス語「oi」のカタ
カナ表記がすべて変更になるわけではない。

なお，外来語については，発音と表記はできる
だけ一致させるべきものと考える。
 （送りがなのつけ方についての考え方）

NHK の送りがなのつけ方は，多くの場合，内
閣告示にのっとっているが，一部，NHK が独自
に決めたものもある。特に，送りがなを省略する
ものについては，その表記を決めた当時の慣用に

従い，NHK が独自に決めたものがいくつかある。
年月がたち，当時の慣用と現在の慣用とがかけ離
れてしまったものがいくつかある。NHK の表記
と一般の慣用を近づけるため，今回，決定を行っ
た。いずれも，外来語の表記同様に，『新聞用語
集』および教科書の表記，「ことばのゆれ全国調査」
の結果から，現在の慣用を判断した。
 （好意/厚意の使い分けについて）

これまで「好意 / 厚意」は意味の使い分けをせ
ず，「厚意」の意味の場合は，「厚情」と言い換え
たり，言い換えができない場合には「好意」で代
用したりしてきた。

新聞各社と NHK では昭和40年当時，「好意
/ 厚意」の使い分けはしにくいと判断し「厚意」を
使わず，一括して「好意」を使うようにしていた。
ところが，いつからかは不明だが，新聞・通信社
各社では，「好意 / 厚意」の使い分けをするよう
になったという経緯のある語である。

近年，コメントをそのまま表示することが多く
なり，語の言い換えが難しくなっている。また，
場面によっては「好意」で代用することに違和感
を持つ人が多くなっている。これらの理由から「厚
意」も使えることとした。

ただし，「好意 / 厚意」両方の表記が考えられ
るような場面では「好意」とすることとする。
【調査結果】

「外来語のカタカナ表記」および「送りがなの
つけ方」については，「ことばのゆれ全国調査」を
行い，議題資料とした。調査の結果についてま
とめる。調査概要と単純集計および質問文は p.86
参照。

図1　アコースチック/アコースティック（年代別）

60歳以上

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

全体 7 2 51966

5 7 1186

4 5190

10 5 1183

6 4 14 373

8 3 43 1333

アコースチック

どちらともいえない

アコースティック

このことばを知らない わからない

（％）以下同



80 　MAY 2007

各年代ともに「アコースティック」と答える人
が多くなるが，年代があがるに従って，認知度が
落ちる語である。特に，60歳以上では，43% が「こ
のことばを知らない」と答えており，放送で使う
場合には，言い換えや言い添えが必要な語と言え
るだろう。

「アコースチック / アコースティック」に比べる
と，各年代ともに，「このことばを知らない」とい
う人は少なくなっており，比較的なじみのある外
来語のようだ。年代があがるに従って，「アーチス
ト」という答えが多くなり，60歳以上では，「アー
チスト」が 34% におよび，答えが割れている。

表記の慣用が「アーチスト」から「アーティスト」
に変化をしてきたことを示しているのかもしれな
い。

ゴルフやテニスなどで使うことばである。各年
代ともに「アベレージ」が多い。東京オリンピッ
クの時代には「アベレッジ」といった言い方をす
る場面もあったようだが，現代のスポーツ中継で
は，「アベレージ」が慣用になっている。そうし

たことから「アベレッジ」で認識している人は少
なくなっているのだろう。

男女別に見ると，女性のほうが「このことばを
知らない」という回答が多く，これは有意差のあ
る違いである。特に，女性の 60歳以上は「このこ
とばを知らない」と答える人が 27% と多い。

特定の分野で使われることばであり，年代や性
別によって，親しみの度合いに違いのある語と言
えるだろう。

「このことばを知らない」という答えが各年代
ともに少なく，認知度の高い語であることがわか
る。年代差なく「インタビュアー」という答えが
多くなっている。年代に差があまりない結果と
なった。

ややゆれが残っている語であり，この語は，「聞
き手」という言い換えが容易にできる。放送で使
う場合には，認知度が高いとはいえ，できるだけ

「聞き手」と言い換えることが本来であろう。

「このことばを知らない」という回答が各年代
ともに少なく，認知度の高い語のようだ。
「クローゼット」と答える人が各年代で 70% を

超えており，「クロゼット」と答える人は少ない。

図 2　アーチスト/アーティスト（年代別）

図 3　アベレッジ/アベレージ（性年代別）

図 4　インタビューアー/インタビュアー（年代別）

図 5　クロゼット/クローゼット（年代別）

60歳以上

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

全体 19 3 4 272

10 1188

8 290

10 89

17 4 1177

34 5 11 545

アーチスト

どちらともいえない

アーティスト

このことばを知らない わからない

女 60 歳以上

女 50 歳代

女 40 歳代

女 30 歳代

女 20 歳代

男 60 歳以上

男 50 歳代

男 40 歳代

男 30 歳代

男 20 歳代 6 490

3 591

6 1192

8 4 4 184

9 51 1471

4 35484

5 71 187

7 2 3285

6 27283

11 3 27 852

アベレッジ

どちらともいえない

アベレージ

このことばを知らない わからない

60歳以上

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

全体 12 6 376

11 7 3

3

278

10 5 2182

8 487

14 4 378

14 8 6765

インタビューアー

どちらともいえない

インタビュアー

このことばを知らない わからない

60歳以上

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

全体 8 3 1187

3 197

5 194

8 92

7 3 189

11 82 475

クロゼット

どちらともいえない

クローゼット

このことばを知らない わからない
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すでに「クローゼット」で定着している語と言え
るだろう。

「シェイプアップ」という回答が多いことに各
年代違いはないが，60 歳以上では，「シェープアッ
プ」が 30% で「シェイプアップ」が 44% で答え
が割れた。

美容に関係する語であるため，男女で認識の違
いがあると考えたが，特に男女での違いはなく，
年代差の大きな語のようである。年代があがるに
従って答えが割れていることから，「シェープアッ
プ」から「シェイプアップ」に変化してきた語と言
えるかもしれない。

法律の条文に書かれている語であるため，その
ままの形で使われる場合の多い語である。法律や
関連の白書では「ドメスティックバイオレンス」
が使われている。そのためか，各年代ともに「ド
メスティック」で答える人が多くなっている。

ほかの語と同じように 60歳以上で，「このこと
ばを知らない」と答える人が増えるが，「ドメス

ティック」が多いことには変わりはない。
この語は，使われ始めたときから「ドメスティッ

ク」で使われる場面が多く，その形ですでになじ
んでいる語なのだろう。

年代，性別いずれを見ても「ネイル」という答
えが多い。60歳以上では，男女ともに「このこと
ばを知らない」人が増えるが，特に男性60歳以上
では 26% であり，「ネール」「ネイル」の回答も割
れている。女性は，年代があがるに従って「ネール」
と答える人がやや増えるものの，男性ほどではな
い。

女性のほうが，この語に実際に触れる機会が多
く，「ネイル」という表記でしっかり認識されて
いると言えるだろう。

「基金」という意味と「化粧下地」または「女
性用下着」などいくつかの意味で使われている語
である。今回は，「化粧下地」の場合と限定して
質問した。女性が日ごろ触れることの多い語であ

図 6　シェープアップ/シェイプアップ（年代別）

図 7　ドメスチックバイオレンス　　　　　　　
　　　　　　　/ドメスティックバイオレンス（年代別）

図 8　ネール/ネイル（性年代別）

図 9　ファウンデーション/ファンデーション（性年代別）

60歳以上

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

全体 17 6 5 370

10 585

6 5 1187

11 386

15 6 3 273

30 7 13 644

シェープアップ

どちらともいえない

シェイプアップ

このことばを知らない わからない

60 歳以上

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

全体

60歳以上

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

全体 12 4 3971

5 4 1188

7 2388

9 1188

14 5 4 274

18 6 25 745

ドメスチックバイオレンス

どちらともいえない

ドメスティックバイオレンス

このことばを知らない わからない

女 60 歳以上

女 50 歳代

女 40 歳代

女 30 歳代

女 20 歳代

男 60 歳以上

男 50 歳代

男 40 歳代

男 30 歳代

男 20 歳代 10 685

12 5 2180

17 6 4173

15 9 6 566

23 6 26 1333

4 195

8 92

15 185

11 4 284

24 6 51551

ネール

どちらともいえない

ネイル

このことばを知らない わからない

女 60 歳以上

女 50 歳代

女 40 歳代

女 30 歳代

女 20 歳代

男 60 歳以上

男 50 歳代

男 40 歳代

男 30 歳代

男 20 歳代 4 4 1189

3 6 3186

10 22185

5 6 2 581

14 7 10 959

51 93

4 195

3 196

8 191

10 6 480

ファウンデーション

どちらともいえない

ファンデーション

このことばを知らない わからない
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るため，男性のほうが「このことばを知らない」
「どちらとも言えない」といった答えが多くなっ
た。特に，男性 60 歳以上は，男性のほかの年代
の 80% 以上が「ファンデーション」と答えてい
る中で，「ファンデーション」という答えが 59%
である。ほかの年代よりも「ファウンデーション」
が少し多くなっていることから，年代によっては，
まだ少しゆれが残っている語とも言えるだろう。

スカート型の女性用下着を表すフランス語から
の流入した外来語である。結果は，「ペチコート」
という答えが多くなったが，今回調査した外来語
の中で，男女差がいちばん顕著に出た。

男女年代別に見ると，男性20歳代で「このこと
ばを知らない」と答える人が 28% になっている。
また，「ペティコート」が 28%，「ペチコート」が
31% と答えが割れた。こうした傾向は男性30歳
代も同様である。

一方，女性は，それほどのゆれは見られない。
しかし，女性20歳代と女性60歳以上で，やや「ペ
ティコート」が増えている。

男性が普段触れる機会の少ないことばであり，
女性でも，若い年代では，触れる機会が少なくなっ
ているのかもしれない。また，60歳以上では「ペ
ティコート」で覚えている人が残っているため，
こうした結果になったとも考えられる。

「メイド喫茶」などで使われるようになった，一
種のはやりことばである。もともとは，お手伝い
などをする女性のことを指すことばで，かなり古
い時代から使われている外来語であると考えられ
る。そのため「このことばを知らない」と答える
人も各年代ともに少なく，認識度は高い語である。

しかし，年代によって，やや意味の把握が異な
るかもしれない。

年代が高いほど，「メード」が多くなるが，そ
の年代も「メイド」と答える人が多い。

「一戸建」と送りがな「て」をつけないか，「一
戸建て」と「て」をつけるかの問題である。

答えは割れている。「一戸建て」と送りがなを
つけるという人が多くはなっているが，圧倒的な
違いは見られない。

特に，60歳以上では，「一戸建」と答える人が，
「一戸建て」よりも多くなっている。

常用漢字表では，「建」の語例として「二階建て」
をとっている。また学校教育でも「一戸建て」で教え
ることが多い。少なくとも，常用漢字で学校教育を
受けている年代には，「建て」になじみがあるだろう。

しかし，不動産関係の広告では，ひと目でわか
りやすいように「一戸建」と送りがなをつけない

図10　ペティコート/ペチコート（性年代別）

図11　メード/メイド（年代別）

女 60 歳以上

女 50 歳代

女 40 歳代

女 30 歳代

女 20 歳代

男 60 歳以上

男 50 歳代

男 40 歳代

男 30 歳代

男 20 歳代 28 4 28 1031

30 3 22 1035

20 5 7 563

17 7 11 957

14 3 27 1542

19 7 7 365

12 5 1182

16 281

18 21178

23 3 7 364

ペティコート

どちらともいえない

ペチコート

このことばを知らない わからない

60歳以上

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

全体 13 3 2281

2 3 1193

5 292

9 189

16 4 177

21 52 468

メード

どちらともいえない

メイド

このことばを知らない わからない

図12　一戸建 /一戸建て（年代別）

60歳以上

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

全体 41 1157

30 268

34 66

41 58

39 61

51 2146

一戸建 一戸だて一戸建て わからない
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ものを目にすることも多い。一般でもよく目にす
る語であり，広告などで使われる表記が影響して
いるとも考えられる。

常用漢字表の語例では「縄張」が掲載されてお
り，NHK もその原則をとってきた語である。

この語は一般的なことばとして使われるほか，
動物のテリトリーを示す語として使われる学術用
語でもある。『学術用語集（動物学）』『学術用語
集（建築学）』で，「縄張り」の表記が使われている。

また，高校・生物の教科書では，「なわばり」「テ
リトリー」のほか，「縄張り」が使われている。

調査の結果，各年代大きな差なく，「縄張り」
と答えている。

常用漢字表の語例として「縄張」が掲載されて
いるとはいえ，実際，学校教育では「縄張り」で
多く教えており，「縄張」と書くという認識がす
でになくなっているものと思われる。
【審議内容】
・外来語のカタカナ表記について

表記は，事務局提案どおりに承認された。一
部，アクセントについては，今後の検討課題とし
て残された。当初，事務局では「インタビュアー」
のアクセントを「ビュ」におく提案をしていたが，
これについての意見が多く出された。
内藤啓史委員（アナウンス室）:「インタビュアー」
のアクセントは，「ビュ」ではなく，「タ」に移る
のではないか。
事務局 :「インタビュアー」のアクセントについ
ては，慎重に考える必要があると考える。調査結
果があるわけではないが，感覚的には若い人ほど

「タ」にアクセントがくるようだ。
なお，今回，欠席の野村委員から，「メイド」

には頭高アクセントもあるのではないか，という
意見があった。今回はひとまず，「インタビュアー」
と「メイド」のアクセントは別途検討することと
し，表記について考えることとしたい。
原田邦博委員（考査室）:今回の提案には異論は
ないが，表記と発音についてはどのように考える
のか。たとえば，「インタビュアー」と決めたか
らといって，放送で「インタビューアー」と読む
のをバツであるとするのかどうか。表音一致をど
の程度重視していくのか? 表音一致にこだわり
すぎてはいけないのではないか? あくまでも，放
送は発音を中心に考えるべきで，文字につられて
はいけないと思う。発音の幅も考慮すべきだろう。
事務局 :表記はこのとおりの発音を目指しなさい
という到達目標であり，表記どおりに発音しなく
てもよいというようなゆるいものではないと考え
る。少なくともアナウンサーはこの発音を目指す
べきだと考える。
野村雅昭委員（当日欠席。事前に意見を寄せて
いただいた）:世論調査の結果から，今回の提案
で妥当である。「メイド」のアクセントはせめて，
①平板，②頭高としてほしい。
井上史雄委員 :「インタビューアー」か「インタビュ
アー」かについては，「インタビュー」ということ
ばから派生した語と考えれば，「インタビューアー」
としたほうが，語構成を考えた表記であると思う。
その点，NHK のこれまでの表記のほうが統一性
があるように感じる。両方の表記を認めてもらい
たいところである。しかし，調査の結果を見ると

「インタビュアー」をとるのが妥当だろう。この語
に限らず，今回提案の語については，提案どおり
で特に反対のないものばかりであると思う。
水谷修委員 :新聞協会と NHK の表記で不統一に
なっているものを見ると，原則から見て矛盾する
ものがある。ティになったりチになったり，長音
になったり二重母音になったりしている。いろい
ろな表記が出ている現在では，現実に何が使われ
ているのかを頼りに表記を決めていくしかない。
　本当は，日本語の流れの中では，権威のある国
語審議会や文化庁などがルールを決めることが望
ましい。そうでないと，いろいろな表記が今後も
出てきてしまうだろう。

図13　縄張 / 縄張り（年代別）

60歳以上

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

全体 10 6 282

10 9 181

5 8 186

6 6 187

9 6 184

15 6 575

縄張 縄ばり縄張り わからない
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そして，外来語の場合，まず定着した表記から
変化することがあり得る。これでは，言語政策上
問題がある。これらは表記についてである。一方，
発音・アクセントについては提案し，決めること
ができるのは NHK だけであり，NHK が責任を
持つべきであり，大事にすべきである。
天野祐吉委員 :今回の決定語以外に『新聞用語集』
との不統一がないかをチェックすべきだろう。ほ
かのマスコミとの表記の統一は必要だと思う。
・マリー・アントワネットについて

現在，NHK の表記の原則では，フランス語の
「oi」を「（オ）ア」で置き換えている。この原則を
変更すべきではないか，という意見があった。

今回，原則を変更することはせず，とりあえず，「マ
リー・アントワネット」のみ決定することとなった。
野村雅昭委員（当日欠席。事前意見）:提案には
賛成だが ,「oi」→「（オ）ア」について，一般語
も含めて音声学的な説明がほしい。専門家のコメ
ントを望む。わたしには，以下の語を含めて , う
まく説明ができない。
bourgeois   ブルジョア > ブルジョワ
croissant クロワッサン
etoile     エトワール 
foie gras    フォアグラ > フォワグラ
事務局 :現在，NHK が表記を決めているものは，

「ルノアール」「ボーボアール」「コートジボワール」
「ブルジョア」がある。そのほか，「クロワッサン」
「エトワール」「フォアグラ」などが同様の発音の
語として考えられる。

「ワ」をとるか「ア」をとるかは，アクセントの
問題が大きいだろう。アクセントがそこにくる場
合には「ワ」になりやすいし，そうでない場合は

「ア」になる傾向がある。アクセントで使い分け
る必要があるだろう。

今後，こうしたことを考慮のうえ，検討を続け
ることにしたい。
水谷修委員 :原則を変更するというのは，必ずし
もできるわけではない。少しずつ見て，原則を模
索する。一方，原則を変更したうえで単語を見る
という両方のやり方があっていい。ただし，原則
を変更しない場合は，なぜ，語によって違うのか
説明ができるようにしておくべきだろう。

井上史雄委員 :フランス語学習では「オワ」で教
えているだろう。「フォアグラ」については，原
音意識がすでになくなっているためこうなってい
るのではないか。アクセントなどは考えず，原則
は「ワ」でいいはず。「ア」が特別だった。
・「編物 / 編み物」について

当初，事務局案では，現在「編物」で表記され
ているものを「編み物」とする提案をした。しかし，
複合語（編物作家 / 編物教室など）の場合はどう
なるのか。また，学校教育では，中学の教科書で
は「編み物」であるが，高校では「編物」になって
いる状況である。これらの意見が各委員から出さ
れ，今後追加調査をしたうえで，再提案すること
とした。
野村雅昭委員（当日欠席。事前意見）:提案に賛
成である。「動詞連用形」+「物」の構成をもつ
和語の複合語は，コト名詞（動作名詞）とモノ名
詞の両方の意味をもつことが多い。一般に，前者
の意味が濃い語には送りがなが付けられ，後者の
語は省かれる傾向が強い。「○○物」の例を ,『NHK 
新用字用語辞典 第 3 版』から拾ってみる。〈送る
語①〉はコト名詞的なもの，〈送る語②〉はモノ
名詞的なものである。

〈送る語①〉 洗い物　買い物　考え物　縫い物 
呼び物　忘れ物…

〈送る語②〉 生き物　掛け物　食い物　塗り物 
飲み物　焼き物…

〈特例の語〉置物　織物　敷物　建物　漬物
〈特例の語〉は ,「送り仮名の付け方」で例外と

しているもので，すべてモノ名詞である。〈送る語
②〉の中には，「生き物」「食い物」のように送りが
なを省くと別の語と紛れやすいものもあるが，そ
れを別とすると，〈特例の語〉との区別は必ずしも
明確ではない。はっきり区別のできる〈特例の語〉
は，なるべく少数にとどめ , 動詞から生じた前要
素には「かな」を送ることを原則としたい。その意
味から ,「編み物」にはコト名詞の意味が濃厚な
ので，「編み」と「み」を送ることが適当である。
井上由美子委員 :「編み物／編物」は，中学の教
科書では「編み物」で，高校の教科書では「編物」
であるという。学校教育でも 2 とおりで教えられ
ている現状であることが気になる。



85MAY 2007

杉戸清樹委員 :単独の場合と複合語の場合では
違ってくるのではないか。たとえば「編物教室」
についてはどう考えるか。「編物教室」の場合は
送らないかもしれないと個人的には思う。

複合語は別に考えるのか，それとも統一的に考
えるのか。表記の許容範囲を広げるためには，複
合語は別に考えたほうがいいのではないか。
事務局 :確かに「編物教室」と複合語になると，

「み」を送らない慣用も考えられる。調査など，
もう少し検討のうえ，再度提案することとしたい。
・「一戸建 /一戸建て」について
野村雅昭委員（当日欠席。事前意見）:「建て」「一
戸建て」を原則とすることには賛成だが，「建」「一
戸建」も許容してよいのではないか。「一戸建」「2
階建」のような語は，かっこ付きで注記として用
いられることもあると思われる。そういう場合に

「て」を送るのは煩わしい感じがある。
杉戸清樹委員 :一戸建・集合住宅・マンション，
など列挙するような場合，不動産の広告ではどう
なっているか。文字数も限られていて，見てわか
ればよい場合は，複合語と同じような現象が起こ
るのではないか。一覧表の中で出てくる場合に限
り，など条件をつけて「一戸建」を認めてはどう
か。個人的には，はっきり「一戸建て」にしたほ
うがいいと思うが，ゆれるような場合には，基準
として残すことはありうるだろうと思う。
荻野綱男委員 :「一戸建て」と「て」を送るほう
が一般的だと思うが，「戸建」の場合は「て」な
しが多いようにも思う。どうだろうか ?「建て」
を全部送るとしてしまうと違和感があるものが出
てきそうだ。
事務局 :場面を限定し，「マンション，一戸建」
などと建物の建て方を列挙するような場合，「て」
を送らず「一戸建」と書いてもよいこととする。
・「縄張 /縄張り」について
野村雅昭委員（当日欠席。事前意見）:提案に賛
成する。常用漢字表で用例に送りがなを省いてし
まったのは，勇み足だったと見られる。

この語が使用されるのは，ほとんどが転義の場
合であろうが，原義が全く忘れ去られたわけでは
なく，建築学用語で「縄張り」としているのはその
原義についてであろう。転義でも，動物学用語の

場合，高校教科書で「なわばり」とかな書きにして
いるのを参考とすべきである。マスコミで多用さ
れる転義について，許容として「り」を省くことは
理由にならない。この語が「送り仮名の付け方」の
例外に相当するほど，送りがなを省いた使用例が
普及しているとは判断しがたいからである。
清水義範委員 :個人的には，送りがなをつけない
ことに慣れているが，最近は，送りがなをつけて
読みやすくする傾向があるようなのが気になる。
・好意 /厚意の使い分けについて
野村雅昭委員（当日欠席。事前意見）:提案に消
極的に賛成する。使い分けがあることは確かだが，
重なる部分がほとんどであり，明瞭にその違いを
説明することは難しい。語表記のゆれを少しでも
避ける意味からは，現行のままでもよいと思う。
しかし，辞書やハンドブックでそれを別語とする
のが大勢である以上，それに逆らってまで「厚意」
を使用しないとするほどの根拠はない。ただし書
きを付すことを強く要望する。

最後に，日本新聞協会（放送も加盟）の新聞用
語懇談会が行う「漢字」に関するアンケートへの
対応について，事務局から報告した。これは国の
文化審議会国語分科会が現行の「常用漢字表」の
見直しを行うことに対して，新聞協会としての意
見をまとめるために行われるものである。NHK
の意見としては，平成15年から17年にかけて行っ
た，漢字についての高校生の全国規模調査や放送
制作現場の意向収集，さらにそれを受けて用語委
員会で 6回にわたって行われた議論をもとに回答
してゆくことを報告し，承認された。

山下洋子（やました ようこ）

第 1294 回　放送用語委員会（東京）
【開催日】 平成 19 年 2 月 23 日（金）
【出席者】 水谷　修 氏，井上史雄 氏，天野祐吉 氏，
 杉戸清樹 氏，清水義範 氏，
 井上由美子 氏，荻野綱男 氏
 榊原　一 NHK 放送文化研究所長 ほか
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Q1　体型を整えることを表す「ことば」についてうかがいま
す。「シェープアップ」のように「シェー」とのばす書き
方と，「シェイプアップ」のように「イ」を使った書き方
と，どちらをよく目にしますか。          　　　　　　　　　      
100%=1309 人

 1. 「シェープアップ」のほうをよく見かける ‥‥ 17.1 %
 2. 「シェイプアップ」のほうをよく見かける ‥‥ 69.8 
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.5
 4. このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.0
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6

Q2　爪（つめ）のことを表す「ことば」についてうかがいま
す。「ネール」のように「ネー」とのばす書き方と，「ネイル」
のように「イ」を使った書き方と，どちらをよく目にしま
すか。

 1. 「ネール」のほうをよく見かける ‥‥‥‥‥‥ 15.2 %
 2. 「ネイル」のほうをよく見かける ‥‥‥‥‥‥ 69.3 
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.3
 4. このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.6
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  3.6

Q3　女性が化粧の下地に使うものを表す「ことば」について
うかがいます。「ファウンデーション」のように「ウ」をい
れる書き方と，「ファンデーション」のように「ウ」をいれ
ない書き方と，どちらをよく目にしますか。

 1. 「ファウンデーション」のほうをよく見かける ‥7.2 %
 2. 「ファンデーション」のほうをよく見かける ‥ 83.3
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1
 4. このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1

Q4　スカート型の女性用下着のことを表す「ことば」につい
てうかがいます。「ペティコート」のように「ティ」を使っ
た書き方と，「ペチコート」のように「チ」を使った書き方と，
どちらをよく目にしますか。 

 1. 「ペティコート」のほうをよく見かける ‥‥‥ 18.6 %
 2. 「ペチコート」のほうをよく見かける ‥‥‥‥ 61.0
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0
 4. このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.7
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.7

Q5　給仕などを行う職業を表す「ことば」についてうかがい
ます。「メード」のように「メー」とのばす書き方と，「メイド」
のようにのばさず「イ」を使った書き方と，どちらをよく
目にしますか。

 1. 「メード」のほうをよく見かける ‥‥‥‥‥‥ 12.8 %
 2. 「メイド」のほうをよく見かける ‥‥‥‥‥‥ 81.0
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6
 4. このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8

Q6　野菜の名前を表す「ことば」についてうかがいます。「ブ
ロッコリ」のように最後に「リ」でとめる書き方と，「ブロッ
コリー」のように最後を「リー」とのばす書き方と，どち
らをよく目にしますか。

 1. 「ブロッコリ」のほうをよく見かける ‥‥‥‥ 13.4 %
 2. 「ブロッコリー」のほうをよく見かける ‥‥‥ 83.7
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4
 4. このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1

Q7　衣類などを収納する場所のことを表す「ことば」につい
てうかがいます。「クロゼット」のように，「クロ」のあと
をのばさない書き方と，「クローゼット」のように「クロー」
とのばす書き方と，どちらをよく目にしますか。

 1. 「クロゼット」のほうをよく見かける ‥‥‥‥‥7.7 %
 2. 「クローゼット」のほうをよく見かける ‥‥‥ 86.6
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5
 4. このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.9
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3

Q8　芸術家，演奏家などのことを表す「ことば」についてう
かがいます。「アーチスト」のように「チ」を使った書き方と，
「アーティスト」のように「ティ」を使った書き方と，どち
らをよく目にしますか。

 1. 「アーチスト」のほうをよく見かける ‥‥‥‥ 18.6 %
 2. 「アーティスト」のほうをよく見かける ‥‥‥ 72.5
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1
 4. このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  3.7
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  2.1

Q9　平均という意味でゴルフやテニスなどで使われる「こと
ば」についてうかがいます。「アベレッジ」のように「レッジ」
とつまる書き方と，「アベレージ」のように「レージ」との
ばす書き方と，どちらをよく目にしますか。

 1. 「アベレッジ」のほうをよく見かける ‥‥‥‥‥7.0 %
 2. 「アベレージ」のほうをよく見かける ‥‥‥‥ 78.5
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1
 4. このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.7
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8

Q10　聞き手のことを表す「ことば」についてうかがいます。
「インタビューアー」のように「ビュー」とのばす書き方と，
「インタビュアー」のように「ビュ」のあとをのばさない書
き方と，どちらをよく目にしますか。

平成 18 年度「ことばのゆれ」調査　単純集計結果

1. 調査時期 2006 年 12 月 7日～ 12 月 10日

2. 調査対象 満 20歳以上の男女 2,000 人

3. 抽出方法 層化副次（2段）無作為抽出法

4. 調査方法 調査員による個別面接聴取法

5. 調査有効数（率） 1,309 人 （65.5%）
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 1. 「インタビューアー」のほうをよく見かける ‥ 11.8 %
 2. 「インタビュアー」のほうをよく見かける ‥‥ 76.0
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.2
 4. このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.7

Q11　楽器が電子装置を使わずに生の状態であることを表す
「ことば」についてうかがいます。「アコースチック」のよ
うに「チ」を使った書き方と，「アコースティック」のよう
に「ティ」を使った書き方と，どちらをよく目にしますか。

 1. 「アコースチック」のほうをよく見かける ‥‥‥7.0 %
 2. 「アコースティック」のほうをよく見かける ‥ 66.2
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3
 4. このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.4
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.1

Q12　配偶者や恋人，家庭内などの暴力のことを表す「ことば」
についてうかがいます。「ドメスチックバイオレンス」のよ
うに「チ」を使った書き方と，「ドメスティックバイオレンス」
のように「ティ」を使った書き方と，どちらをよく目にし
ますか。

 1. 「ドメスチックバイオレンス」のほうを
  よく見かける ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12.3 %
 2. 「ドメスティックバイオレンス」のほうを
  よく見かける ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥71.2 
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.4
 4. このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.4
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8

Q13　[ カッコ ] の中のことばを漢字で書く場合に，あなたは
どんな書き方をしますか。この中から 1 つだけお答えくだ
さい。

（1）相手の [きもち ] を考える
 1. 気持 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.6 %
 2. 気持ち ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77.5
 3. 気もち ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8

次に，このことばはいかがですか。
（2）[ いっこだて ]の家
 1. 一戸建 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.3 %
 2. 一戸建て ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57.1
 3. 一戸だて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  0.6

次に，このことばはいかがですか。
（3）駐車違反の [とりしまり ]
 1. 取締り ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57.4 %
 2. 取り締まり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36.3
 3. 取締 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.7
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7

では，このことばはいかがですか。
（4）猫はそれぞれ [なわばり ]をもっている
 1. 縄張 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.8 %
 2. 縄張り ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81.6
 3. 縄ばり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.4
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2




