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Ⅱ　決定の背景

前号に引き続き，第1346回放送用語委員会（平
成23年7月15日）で決定した58 項目に関して，今
回の決定に至った背景と，各委員から出された意
見にもとづいた修正，および事後に得られた知見な
どを紹介する。

Ａ．漢語の読み方
1.　「愛着」[ ○アイチャク ]

〔これまで〕 1．アイチャク　2．アイジャク
＜参考＞

（1）エリアサンプリング調査の結果
▽語形のゆれに関する調査（2010.8）［1,279 人回答］
Ｑ . あなたが次のように話す場合，下線を引いた部

分はどのように言いますか。この中から1 つだけ
お答えください。

「愛着のある机」
1　“アイジャク”と言う（“アイチャク”とは言わない）
 2％
2　“アイチャク”と言う（“アイジャク”とは言わない）
 95
3　両方とも言うが，どちらかといえば
　  “アイジャク”と言うことのほうが多い 0
4　両方とも言うが，どちらかといえば
　  “アイチャク”と言うことのほうが多い 3
5　このことばを知らない 0

（わからない 0）
（太田眞希恵（2011）「「のど」は“イガラッポイ”?“エ

ガラッポイ”? ～語形のゆれに関する調査（平成 22
年 8 月）から～」『放送研究と調査』61-7）

（2）辞書類での記載
昭和初期には「アイチャク」という発音がすでにか
なり広まっていたと思われるが，この語形は当時の
国語辞書にはあまり載っていない／『アクセント辞
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用語の決定
～「愛着」「願望」「惨敗」「助言」「みぞおち」「豚肉」ほか（後編）～

典』（1943）では当時の国語辞書の示す規範の大
勢に逆らって「1．アイチャク　2．アイヂャク」と
した
（菅野謙ほか（1979）「放送での「発音のゆれ」45 年」
『NHK 放送文化研究年報』24）

アイチャクは明治時代からの読み方か。
（惣郷正明・飛田良文（1986）『明治のことば辞典』）

2.　「行灯」［○アンドン］
〔これまで〕 1．アンドン　2．アンドー
＜参考＞

（1）先行研究から
「室町江戸初期に優勢であったアンドンは江戸中期，
アンドウにその座を譲り，江戸後期から明治に入っ
て再びアンドンが辞書に採用されるようになる」
（p.278，坂梨隆三（1977）「アンドンとアンドウ」『近

代語研究　第五集』）
「江戸中期をピークとしてアンドウはアンドンよりも優
勢であった。（中略）室町，江戸初・中期の初め，
この頃まではほぼ上方を舞台としている。ところが
江戸中後期になるに従って文化の中心は江戸へ移っ
ていく。途中にこのような舞台の移動がさし挟まる
ので，アンドン⇄アンドウの変化をただ通時的に無
批判にうけとってはならない。本稿でも見たように
アンドンは江戸，アンドウは上方という傾向があり，
前田勇氏も「行灯は上方語アンドー・アンド，東京
語アンドン」と言う　　 （『上方語源辞典』p.28）。」

（p.269）（坂梨隆三（1977））
「『物類称呼』には，“行燈”を呼ぶ各地の方言が
記されている。なお，“提灯”は“ちゃうちん”が“ちょ
ちん”となることがあるぐらいだが，“行燈”は“あ
んどん”と“あんどう”とが拮抗しており，さらに“あ
んど”という省略形もかなり使われている。」
（pp.164-165）（前田富祺（1977）「語彙の変遷」
『岩波講座 日本語 9 語彙と意味』）
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3.　「音信不通」[ ○オンシンフツー ]
〔これまで〕 ○オンシンフツー

（伝統的な発音は［インシンフツー］）
＜参考＞

（1）過去の用語委員会での経緯
▽第 1079 回放送用語委員会（1990）
　○オンシンフツー

　（伝統的な発音は［インシンフツー］）
← 1．インシンフツー　2．オンシンフツー

（それ以前）
「たいていの国語辞典は［インシン］［オンシン］双
方を等しく主見出しにしているが，後者が現在では
普通の読み方である。［～フツー］の場合を特に例
外扱いにする必要もない。」（石野博史（1990）「放送
のことば」『放送研究と調査』40-4）
▽第 588 回放送用語委員会（1965）
　○インシンフツー　○オンシンフツー

←○インシンフツー　×オンシンフツー
　　（それ以前）

「伝統的な発音は「インシンフツー」であるが，「音信」
の発音が現代語の大勢としては「オンシン」である
ためもあり，「音信不通」も「オンシンフツー」と発
音する方が自然であると思われる。各辞典類の項
目の立て方も最近は「オンシンフツー」を立てる辞
書がふえてきている。」 （西谷博信（1965）「放送用語
メモ（24）」『文研月報』15-12）

（2）辞書類での記載
「インシンからオンシンへの変化がみられる。」

（p.50，惣郷正明・飛田良文（1986）『明治のことば辞典』）
（3）戦前の記録から
「「音信不通」は「インシンフツウ」といふのが普通
であるが，なかには「オンシン…」といふひともある。
しかしいままでの普通のかたちをとって「インシン…」
とよむことにしたい。」（岡倉由三郎（1936）「漢字整理
の様式」『言語問題』2-2）

4.　「攪拌」[ ○カクハン ]
「攪乱」[ ○カクラン ]

〔これまで〕 ○カクハン　○コーハン
 ○カクラン　○コーラン

＜参考＞
（1）日本国語大辞典での記述
「「攪」は元来，コウ，キョウという音であり，カク

は旁（つくり）から類推して生じた慣用音。」
（「かくはん」の項から）

（2）戦前の記録から
「攪亂－かうらん　攪

・

は「かきみだす」音はカウで，
カクの音はない，併し攪

・ ・

拌，攪
・ ・

亂等みなカクと讀み
誤つて通じてゐる。」
（大町桂月・佐伯常麿（1911）『誤用便覧机上宝典』）

「日本放送協会の「常用漢語発音表」をみると，な
かなか意外千万な発音の現象がうかがはれる。（中
略）「攪乱」は「カクラン」といってはいけない，「カ
ウ（コー）ラン」といふべきだ，といって，せっかく
さだまった「カクラン」といふ発音を攪乱しようとする
ひとがいはゆるものしり連のなかにずゐぶんある。」

（岡倉由三郎（1936））
（3）戦前戦中の用語委員会での変遷
カクハン（攪拌）　カクラン（攪乱）
 1935 年『常用漢語発音整理表』
カクラン（攪乱）  ［再検の結果現行どおり］ 
 1938 年 4 月（第 69 回放送用語委）
△カクハン（攪拌）　△カクラン（攪乱）
 1940 年 1 月（第 101 回放送用語委）

［△は放送用語として不適当であり，「かきま
ぜる」「かき乱す」などの言いかえが必要］

カクハン（攪拌）　カクラン（攪乱）
 1940 ～ 41 年『放送用語備要集成第二部』

［コーハン，コーランを取らず。言いかえ語は
「かきまぜる」「かき乱す」］

コーラン（攪乱）　「従来慣用音に従ひ［カクラン］
を採り来れるも，今後は伝統的の読み方に
依り上記を採用す」

 1942 年 3 月（第 17 回ニュース用語調査委）
コーラン（攪乱）　「再審議の結果，従来通りとす」
 1944 年 2 月（第 37 回用語調査委）

5.　「感応」[ ○カンノー ]
〔これまで〕 1．カンノー　2．カンオー
＜参考＞

（1）文化庁『言葉に関する問答集』での記述
「「感」の音は「カン」，「応」の音は「オウ」である。
したがって，「感応」は「カンオウ」と読んでよいは
ずであり，事実，この形も使われているが，「カンノウ」
と言う方が一般的である。」

（文化庁（1976）『言葉に関する問答集 2』）
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6.　「願望」[ ○ガンボー ]
〔これまで〕 1．ガンボー　2．ガンモー
＜参考＞

（1）世論調査の結果
▽ことばのゆれ調査（2011.1）［1,323 人回答］
Ｑ．下線を引いた部分の読み方についておたずねし

ます。この中から1 つだけお答えください。
「長年の願望がかなう」

1 “ガンボー”と言う（“ガンモー”とは言わない）
  93％
2 “ガンモー”と言う（“ガンボー”とは言わない）
  2
3 両方とも言うが，どちらかといえば“ガンボー”
 と言うことのほうが多い 3
4 両方とも言うが，どちらかといえば“ガンモー”
 と言うことのほうが多い 0
5 このことばを知らない 1

（わからない 1）
（塩田雄大（2011）「『美

び

男
だ ん

子
し

』が多いのはどの地域？
～ことばのゆれ調査（平成 23 年 1 月）から①～」『放
送研究と調査』61-10）

（2）戦前戦中の用語委員会での変遷
ガンモー（願望）1938 年 12 月（第 81 回用語委）

7.　「見参」（決定保留，当面は現行どおり） 
〔現行〕○ゲンザン
＜参考＞

（1）『日本国語大辞典』での記述
「中世・近世は第一拍，第三拍ともに濁音だが，現
在は「けんざん」形が増加しつつある。」

（2）戦前の用語委員会での変遷
ゲンザン（見参）1938 年 11 月（第 80 回用語委）

8.　「賢者」[ ○ケンジャ]
「編者」[1. ヘンジャ　2. ヘンシャ]
「論者」[1. ロンジャ　2. ロンシャ]

〔これまで〕 1．ケンジャ　2．ケンシャ
 ○へンシャ
▽「発音のゆれ」アンケート（1983.12-1984.1，有
識者 100 人・大学生 100 人・高校生 100 人・NHK
アナウンサー 520 人）

「運命論者」 ロンシャ ロンジャ
有識者 47％ 53％
大学生 68 32

高校生 79 21
アナ 40 60
（菊谷彰（1984）「「発音のゆれアンケート」から」『放

送研究と調査』34-6）

9.　「左官」[1.サカン　2. シャカン ]（現行どおり）
＜参考＞

（1）戦前からの用語委員会・アクセント辞典での変遷
シャカン（左官）
 1935 年（第 24 回／ 28 回放送用語委）
シャカン（左官）
 1939 年 11 月（第 99 回放送用語委）
シャカン（左官）［サカンを採らず］
 1940 ～ 41 年『放送用語備要集成第二部』
サカン／シャカン（サカン）
 NHK アクセント辞典（1943 年版）
サカン／（シャカン）サカン
 NHK アクセント辞典（1951 年版）

10.　「惨敗」[1.ザンパイ　2.サンパイ ] 
（現行どおり）
＜参考＞

（1）過去の用語委員会での経緯
 ▽第 1219 回放送用語委員会（2001）
　1．ザンパイ　2．サンパイ

 ←○ザンパイ　○サンパイ　（それ以前）
「現在ではザンパイの方が一般的であると思われる
ため。サンパイでは，「三敗」「参拝」「産廃」とま
ぎれるおそれもある。」（塩田雄大（2001.4）「用語の決
定」『放送研究と調査』51-4）

（2）戦前戦中の用語委員会での変遷
サンパイ（惨敗）　［×ザンパイ］
 1938 年 5 月（第 71 回放送用語委）
サンパイ（惨敗）　［ザン～にあらず］
 1940 ～ 41 年『放送用語備要集成第二部』

11.　「助言」[ ○ジョケﾟン ]
〔これまで〕 1．ジョケ ン゚　2．ジョコ ン゚
＜参考＞

（1）世論調査の結果
▽ことばのゆれ調査（2011.1）［1,323 人回答］
Ｑ．下線を引いた部分の読み方についておたずねし

ます。この中から1 つだけお答えください。
「助言を受ける」
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1 “ジョゲン”と言う（“ジョゴン”とは言わない）
  96％
2 “ジョゴン”と言う（“ジョゲン”とは言わない）
  2
3 両方とも言うが，どちらかといえば
 “ジョゲン”と言うことのほうが多い 2
4 両方とも言うが，どちらかといえば“ジョゴン”
 と言うことのほうが多い 0
5 このことばを知らない 0

（わからない 0）
（塩田雄大（2011））

12.　「寸胴」［○ズンドー］
〔これまで〕　○ズンドー　○ズンド

13.　「寸分（たがわぬ）」［1. スンブン　2. スンプン］
〔これまで〕 ○スンブン　○スンプン

14.　「草根木皮」の読み（現行どおり）
　　 ［○ソーコンモクヒ　○ソーコンボクヒ］

15.　「大根おろし」[ ○ダイコンオロシ ]
〔これまで〕 ○ダイコオロシ　○ダイコンオロシ
＜参考＞

（1）世論調査の結果
▽ことばのゆれ調査（2004.12）［1,403 人回答］
Ｑ．あなたが一番よく使うものを1 つだけお答えくだ

さい。
「てんぷらに［　　］を添えて食べる」

1 オロシ 11％
2 オロシダイコン 9
3 ダイコオロシ 7
4 ダイコンオロシ 73
5 ミゾレ 0

（わからない 0）
「4　ダイコンオロシ」の内訳
　49 歳以下：77％　　50 歳以上：69％

（2）日本国語大辞典での掲載（方言集）
「大根」ダイコ［茨城・栃木・埼玉・東京・石川・福井・
山梨・岐阜・大阪・兵庫・和歌山・鳥取・島根・香川・
讃岐・福岡・熊本］　　　　（「だいこん」の項から）

（3）ルビつきの古い用例
「皮

か は

を焼
や

いて小
ち い

さく刻んで炊
い

った，黒
く ろ

胡
ご ま

麻と大
だ い

根
こ

卸
お ろ

しと酢
す

とで和
あ

へるのです」（p.185，夏の巻第百三十九）
（村井弦斎（1903-13）『食道楽』報知社）

16.　「大漁節」[1.タイリョーブシ　2.ダイリョーブシ]
〔これまで〕 ○タイリョーブシ　○ダイリョーブシ
＜参考＞

（1）専門辞典での表記
たいりょうぶし　大漁節　大漁の時の祝い唄。大漁
唄・大漁祝い唄ともいう。（以下略）

（福田アジオほか編（2000）『日本民俗大辞典』）
（2）歌詞での表現
「大漁節（下総国銚子市芸妓）」
一ツトセ，一番づゝに積み立てゝ ，川口おしこむ大
矢声（おおやごゑ），この大漁船（だいりょうぶね）

（日本放送協会（1944）『日本民謡大観　関東編』）
「斎太郎節（さいたらぶし）」
松島（まつしま）の　サーヨー　瑞巌寺（ずいがんじ）
ほどの　寺もない　トーエー
アレワエーエエ　エイト　ソーリャー　大漁（たい
りょう）だエ

「ふたりの大漁節」（坂本冬美）
沖じゃ名うての暴れん坊が　背中丸めて飲んでるお
酒　船を出せない　嵐の晩は
そばに私が　いるじゃない　アレワエーエエ　エト
　ソーリャー　大漁（たいりょう）だエ
晴天（なぎ）待つふたりの　大漁節（たいりょうぶし）

（3）過去の用語委員会での経緯（関連語「大漁旗」）
▽第 510 回放送用語委員会（1962）
　「大漁旗」　○タイリョーバタ

「水産関係者の間では「ダイリョーバタ」と呼ぶこと
が普通とのことであったが，「大漁～」を〔ダイリョー
～〕と呼ぶのは，いわば一部の社会に限定された
読みぐせと考えられるので，放送ではより流通性の
高い「タイリョー～」を採ることとした。」
（番組研究部用語研究班（1962）「放送用語メモ（5）」
『文研月報』12-8）

17.　「末席」[ ○マッセキ ]
「末流」[ ○マツリュー ]

〔これまで〕 ○バッセキ　○マッセキ
 1．マツリュー　2．バツリュー
＜参考＞

（1）戦中の記録から
「末席は元来バッセキであるが，今はマッセキが一
般になつた。末は末梢・末期・末社・本末・始末・
顛末などのときはマツであるが，末裔・末技・末葉・
末世・末路などの時は，本来はバツである。しかし
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今はマツと読む方が広く行はれるやうになつてゐる。
末席の末も，この末裔などの末と同じ運命をたどつ
てゐるのである。席末の末も同様である。かういふ
のは，今更バツでなければならないといつてみても，
はじまることではない。やはり時代の大勢に従ふべ
きであらう。末子・末孫もバッシ・バッソンであるが，
時にマッシ・マッソンと発音されるのも耳にしないで
はない。これはまだマッシ・マッソンでもさしつかへ
ないといふには，少し早過ぎるやうに思はれる。」

　（各務虎雄「言葉談義（三）」『日本語』2-2（1942））
（2）戦前戦中の用語委員会での変遷
マッセキ（末席）
 1935 年（第 26 回／ 28 回放送用語委）

18.　「万人向き」[ ○バンニンムキ ]
〔これまで〕 ○バンニンムキ　○マンニンムキ
＜参考＞

（1）アンケート調査の結果
▽「発音のゆれ」アンケート（1983.12-1984.1，有
識者 100 人・大学生 100 人・高校生 100 人・NHK
アナウンサー 520 人）

「万人」 バンニン バンジン マンニン
有識者 82％ 16％ 2％
大学生 83 15 2
高校生 68 17 13
アナ 91 8 1

　　 （菊谷彰（1984））

19.　「百人一首」[ ○ヒャクニンイッシュ ]
〔これまで〕 ○ヒャクニンイッシュ
 ○ヒャクニンシュ
＜参考＞

（1）辞書類での記載
昭和初期の国語辞書には両方の発音（ヒャクニン
シュとヒャクニンイッシュ）が示されており，当時の
アナウンサーには判断がつきにくかった／『アクセン
ト辞典』（1943）では「ヒャクニンシュ」のみを認め
たが，その後『アクセント辞典』（1966）において
両形を掲載した　　　　　　　（菅野謙ほか（1979））

（2）日本国語大辞典での掲載用例
1644 年： 「百人一首」（読み仮名なし）
1655 年： 「百人一首」（俳句の一部で，拍数から
 「ひゃくにんしゅ」と推定）
1678 年： 「ひゃくにんいっシュ」のルビ付き

1736 年： 「百人首」

20.　「北陸」[ ○ホクリク ]
「北陸道」 [ ○ホクリクドー ]

（「北陸自動車道」の略称の場合）
「北陸道」 [ ○ホクリクドー　○ホクロクドー ]

（日本海沿岸地域の古称の場合）
〔これまで〕 1．ホクリク　2．ホクロク
 ○ホクリクドー　○ホクロクドー
＜参考＞

（1）過去の用語委員会での経緯
▽第 588 回放送用語委員会（1965）

○ホクリクドー　○ホクロクドー
（ただし「北陸」は①ホクリク②ホクロク）
←○ホクロクドー　×ホクリクドー（それ以前）

「伝統的な発音は「ホクロクドー」であるが，現代の
傾向としては「ホクリクドー」もかなり多いと思われ
るので，放送では両方を採る。」 （西谷博信（1965）「放
送用語メモ（24）」『文研月報』15-12）

（2）戦前戦中の用語委員会での変遷
ホクリクドー，（古語）ホクロクドー（北陸道）

1938 年 6 月
ホクリク（北陸）

1940 年 3 月（第 105 回放送用語委）
［ただし古語としてはホクロクドー（北陸道）

を認める］

Ｂ．和語の語形
21.　「あそこ」[ ○アソコ ]

〔これまで〕 ○アソコ　○アスコ
＜参考＞

（1）日本国語大辞典での掲載（方言集）
アスコ［ 福島・栃木・埼玉・千葉・東京・石川・福井・

淡路・徳島・伊予・愛媛・鹿児島］
　（「あそこ」の項から）

22.　「踊り子」[ ○オドリコ ]
〔これまで〕 ○オドリコ　○オドリッコ

23.　「風邪薬」[ ○カゼクﾟスリ ]
〔これまで〕 ○カゼク ス゚リ　○カザク ス゚リ
＜参考＞

（1）世論調査の結果
▽ことばのゆれ調査（2004.12）［1,403 人回答］
Ｑ．下線を引いた部分の言い方についておたずねし
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ます。この中から1 つだけお答えください。
「風邪薬を飲んだ」

1 カザグスリということばしか聞いたことがないし，
 自分もカザグスリとしか言わない 2%
2 カゼグスリということばしか聞いたことがないし，
 自分もカゼグスリとしか言わない 88
3 カザグスリもカゼグスリも聞いたことがあるが，自分は
 どちらかといえばカザグスリと言うほうが多い 1
4 カザグスリもカゼグスリも聞いたことがあるが，自分は
 どちらかといえばカゼグスリと言うほうが多い 8

（わからない 0）
「2　カゼグスリとしか言わない」の内訳

東日本（東海含む）：85％　　西日本：93％
（2）辞書類での記載
昭和初期の国語辞書には「カザグスリ」と「カゼグ
スリ」の両方を載せているものも見られる／『アクセ
ント辞典』（1943）でも「○カザク ス゚リ　○カゼクﾟ
スリ」とし，現代にまで至る　　（菅野謙ほか（1979））

（3）戦前の用語委員会での記録
1．カザク ス゚リ　2．カゼク ス゚リ

1941 年 4 月（第 8 回ニュース用語調査委）

24.　「金繰り」[ ○カネクﾟリ ]
〔これまで〕 1．カネク リ゚　2．カナク リ゚

25.　「かゆい」[ ○カユイ ]
〔これまで〕 1．カユイ　2．カイイ
＜参考＞

（1）日本国語大辞典での掲載（方言集）
カイー［岩手 ･ 埼玉・千葉・富山・山梨・京都・大阪・
淡路・鳥取・島根・広島・周防・愛媛・伊予・瀬戸内］
カイイ［播磨］　カイィ［紀州］  （「かゆい」の項から）

26.　「軽々しい」[ ○カルカ ル゚シイ ]
〔これまで〕 ○カルカ ル゚シイ　○カロカﾟロシイ
＜参考＞

（1）日本国語大辞典での記述
「（「かろがろし（い）」は）「かるがるし」の母音交替形。
両形の新古については不明。文献的には「かるがる
し」の方が古く，中古，中世を通じて，量的には「か
ろがろし」の方が若干多めに現われるが，意味や
位相の面で，両形の間に際立った対立は見られない。

（中略）「日葡辞書」に「かるがるしい」の方がまさ
るという記述もあるが，その評価基準，根拠につい

ては明らかでない。」　　  （「かろがろしい」の項から）

27.　「軽やか」[ ○カロヤカ ]
〔これまで〕 ○カルヤカ　○カロヤカ
＜参考＞

（1）常用漢字表の規定
下記の規定のとおり，「かるやか」は規則上漢字で
は書けない。また，「軽やか」と漢字表記された場
合には，「かろやか」と読まなければならないこと
になっている。
　　軽　ケイ・かるい・かろやか

28.　「がんじがらめ」
[1. ガンジカﾟラメ　2. ガンジカﾟラミ ]

〔これまで〕 ○ガンジカ ラ゚ミ　○ガンジカ ラ゚メ
＜参考＞

（1）世論調査の結果
▽ことばのゆれ調査（2004.12）［1,403 人回答］
Ｑ．カッコの中の言い方についておたずねします。

この中から1 つだけお答えください。
「規制で（がんじがらみ／がんじがらめ）になる」

1 ガンジガラミということばしか聞いたことがないし，
 自分もガンジガラミとしか言わない 10%
2 ガンジガラメということばしか聞いたことがないし，
 自分もガンジガラメとしか言わない 63
3 ガンジガラミもガンジガラメも聞いたことがあるが，
 自分はどちらかといえばガンジガラミと言うほうが
 多い 8
4 ガンジガラミもガンジガラメも聞いたことがあるが，
 自分はどちらかといえばガンジガラメと言うほうが
 多い 19

（わからない 1）
「2　ガンジガラメとしか言わない」の内訳
　49 歳以下：65％　　50 歳以上：60％

（2）過去の用語委員会での経緯
▽第 590/592 回放送用語委員会（1965）

○ガンジガラミ　○ガンジガラメ
←○ガンジガラミ（それ以前）

「「ガンジカﾟラメ」も標準的な発音と認め，放送の
ことばとして採る。」（西谷博信・安倍真慧（1966）「放
送用語メモ（25）」『文研月報』16-1）

（3）辞書研究の立場から
「…意味は変わらないのに，語形がいつのまにか動
いてしまったものを，思いつくままにいくつかあげて
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みよう。（中略）「がんじがらみ」（『水滸伝』一巻，
一九四七年訳刊）。これも今なら“がんじがらめ

・

”で
あるが，『言苑』に“め”の見出しはない。“み”の
方だけである。こころみに『明解国語』を見たとこ
ろ，この辞書も，新しい形の「あじけ

・

ない」「がん
じがらめ

・

」に気がつかなかったのか，古い形だけを
見出しに立てている。」（pp.355-356）

（見坊豪紀（1990）『日本語の用例採集法』）

29.　「霧雨」[ ○キリサメ ]
〔これまで〕 1．キリサメ　2．キリアメ
＜参考＞

（1）学術用語集での記載
ｋｉｒｉｓａｍｅ　霧雨　drizzle
（文部省（1987）『学術用語集　気象学編（増訂版）』）
ｋｉｒｉｓａｍｅ　霧雨　drizzle
（文部省（1981）『学術用語集　地理学編』）

（2）日本国語大辞典での掲載（方言集）
キリアメ［福島］

30.　「草原」[ ○クサハラ ]
〔これまで〕 ○クサハラ　○クサワラ　○クサッパラ
＜参考＞

（1）アンケート調査の結果
▽「発音のゆれ」アンケート（1983.12-1984.1，有
識者 100 人・大学生 100 人・高校生 100 人・NHK
アナウンサー 520 人）

「草原」 クサハラ クサッパラ クサワラ
有識者 81％ 9％ 10％
大学生 70 21 9
高校生 64 32 4
アナ 88 8 4

（菊谷彰（1984））

31.　「粉薬」[ ○コナクﾟスリ ]
〔これまで〕 ○コク ス゚リ　○コナク ス゚リ
＜参考＞

（1）世論調査の結果
▽ことばのゆれ調査（2004.12）［1,403 人回答］
Ｑ．下線を引いた部分の言い方についておたずねし

ます。この中から1 つだけお答えください。
　「粉薬を飲んだ」
1 コグスリということばしか聞いたことがないし，
 自分もコグスリとしか言わない 1%

2 コナグスリということばしか聞いたことがないし，
 自分もコナグスリとしか言わない 93
3 コグスリもコナグスリも聞いたことがあるが，自分は
 どちらかといえばコグスリと言うほうが多い 1
4 コグスリもコナグスリも聞いたことがあるが，自分は
 どちらかといえばコナグスリと言うほうが多い 4

（わからない 1）
「2　コナグスリとしか言わない」の内訳

49 歳以下：96％　　50 歳以上：91％
東日本（東海含む）：94％　　西日本：91％

（2）『日本国語大辞典』での記述
「（「コナ」という語が）用いられるようになるのは，
挙例のように近世からで，それ以前は，コが用いら
れていた。上代には，ア（足），ハ（羽）など多くの
一音節語が存在したが，（中略）しだいにア（足）
→アシ，ハ（羽）→ハネなど，単音節語から複数音
節語への交替現象が見られるようになった。この変
化は，とくに近世に盛んで，コもこのような変化の
中で，コナと交替しはじめたものと思われる。（中略）
コナは，もともと江戸語と意識されていたと思われ
る。（中略）明治時代になっても，規範的な意識に
おいては，依然としてコが代表語形としての地位を
占めていたが，現代では，コナが一般語となり，コ
は，中央語では，独立用法をなくし，「小麦粉」「メ
リケン粉」などの複合語の造語成分や「身を粉（コ）
にする」などの慣用句に見られるのみとなっている。」

（「こな」の項から）

32.　「（手を）こまねく」
　　　　　　　　　　　[1. コマネク 2. コマヌク ]

〔これまで〕 1．コマヌク　2．コマネク
＜参考＞

（1）過去の用語委員会での経緯
▽第 869 回放送用語委員会（1977）

1．コマヌク　2．コマネク
←○コマヌク　（それ以前）

（「放送用語ノート（69）」『文研月報』28-3）
（2）世論調査の結果
▽ことばのゆれ調査（2000.11）［1,429 人回答］
Ｑ．あなたが次のように話す場合，カッコの中の部

分はどういいますか。この中から1 つだけお答え
ください。

「ただ手を［こまぬいて／こまねいて］見ているし
かなかった。」
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1 コマヌイテ 13％
2 どちらかというとコマヌイテ 1
3 どちらかというとコマネイテ 5
4 コマネイテ 76
5 このことばを知らない 3

（わからない 2）
「4　コマネイテ」の内訳

49 歳以下：87％　　50 歳以上：68％
（塩田雄大（2001.3）「あなたはブタジル？ トンジル？

～平成 12 年度ことばのゆれ全国調査から②」『放送
研究と調査』51-3）

（3）辞書研究の立場から
「伝統的には「手をこまぬく」のように用いられて来
たのであるが，いまでは「こまねく」が広く行き渡っ
ていて，誤用の域を脱しているといってよい。（中略）
辞書が一般に保守的な性格を持っていることを考え
合わせると，いまはすでに「こまねく」の時代で，
逆に「こまぬく」の用例の方に記録価値が出始めて
いるといってよいほどである。実際，ある日本語教
師養成講座でレポートの課題として「誤用例の採集」
を出したところ，「こまぬく」を誤用として提出して
来た人があった。」（pp.208-209）

（国広哲弥（1991）『日本語誤用・慣用小辞典』）

33.　「どくだみ」[ ○ドクダミ ]
〔これまで〕 1．ドクダミ　2．ドクダメ
＜参考＞

（1）日本国語大辞典での掲載（方言集）
ドクダメ［越後・埼玉・新潟・岐阜・鳥取・島根］
ドクダンメ［神奈川・鳥取］

34.　「のっぺらぼう」[ ○ノッペラボー ]
〔これまで〕 1．ノッペラポー　2．ノッペラボー
＜参考＞

（1）過去の用語委員会での経緯
▽第 588 回放送用語委員会（1965）

1．ノッペラポー　2．ノッペラボー
←○ノッペラポー　×ノッペラボー（それ以前）

「伝統的な発音を主に考え，「ノッペラポー」を第 1
とするが，現代の傾向である「ノッペラボー」も第 2
として認める。」　　　　　　　  （西谷博信（1965））

（2）辞書類での記載
昭和初期には「ノッペラボー」という発音がすでに
かなり広まっていたと思われるが，この語形は当時

の国語辞書にはあまり載っていない／『アクセント辞
典』（1943）では当時の国語辞書の示す規範の大勢
に逆らって「ノッペラボー」のみを認めたが，その後

『アクセント辞典』（1966）において「1．ノッペラポー
　2．ノッペラボー」とした　　（菅野謙ほか（1979））

（3）辞書研究の立場から
『明解国語辞典』の改訂版（1952（昭和 27）年）が
「～ぼう」の見出しにしてから，（他の辞書にも）次
第に濁音見出しが見られるようになった。
（松井栄一（2004）『「のっぺら坊」と「てるてる坊主」』）

35.　「震え（が来る）」[ ○フルエ ]　
〔これまで〕 ○フルイ　○フルエ
＜参考＞

「ふるい」：「ふるう（震う）」の連用形（名詞）
「ふるえ」：「ふるえる（震える）」の連用形（名詞）

36.　「ほぐす」[ ○ホクﾟス ]
〔これまで〕 ○ホク ス゚　○ホコ ス゚
＜参考＞

（1）日本国語大辞典での掲載（方言集）
ホゴス［埼玉・大阪］　ホンゴス［千葉］

（「ほぐす」の項から）

37.　「前かがみ」[ ○マエカカ ミ゚ ]
〔これまで〕 ○マエカカ ミ゚　○マエココ ミ゚
＜参考＞

（1）日本国語大辞典での掲載（方言集）
ココム［埼玉・千葉］　コゴム［埼玉・山梨］
コゴマル［栃木・埼玉］　　　　（「かがむ」の項から）

38.　「まばたき」[ ○マバタキ ]
〔これまで〕 ○マバタキ　○メバタキ
＜参考＞

（1）アンケート調査の結果
▽「発音のゆれ」アンケート（1983.12-1984.1，有
識者 100 人・大学生 100 人・高校生 100 人・NHK
アナウンサー 520 人）

「目ばたき」 マバタキ メバタキ
有識者 94％ 6％
大学生 90 10
高校生 88 9
アナ 97 3 （菊谷彰（1984））
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（2）語誌研究の立場から
「『和英語林集成』（初版）には，“めばたき”があ
り，「メバタキヲスル」の例が挙げられている。『初
恋』（嵯峨之屋御室）には「瞬（めばたき）を一（ひ
と）つしたら」の例があり，近代初期は“めばたき”
が日常語であったかと思われる。『和英語林集成』
の再版にも“まばたき”はなく，三版になってようや
く“めばたき”と同じとして採用されているのであ
る。（中略）明治二十年ごろまでにはメバタキ＞マバ
タキの変化が完了していたかと思われるが，その変
化についてはなお調査を要する。変化の理由の過程
については，メバタキとマタタキとの混淆で誤れる回
帰ということもあったためではないかと考えている。」  

（pp.480-481）　（前田富祺（1985）『国語語彙史研究』）

39.　「みぞおち」[ ○ミゾオチ ]
〔これまで〕 1．ミゾオチ　2．ミズオチ
＜参考＞

（1）過去の用語委員会での経緯
▽第 590 ／ 592 回放送用語委員会（1965）

1．ミゾオチ　2．ミズオチ
 ←○ミズオチ　○ミゾオチ（それ以前）

「「ミゾオチ」を現代の標準音と考えるが，「ミズオチ」
も第 2 として採る。」

（西谷博信・安倍真慧（1966））
（2）アンケート調査の結果
▽「発音のゆれ」アンケート（1983.12-1984.1，有
識者 100 人・大学生 100 人・高校生 100 人・NHK
アナウンサー 520 人）

「鳩尾」 ミゾオチ ミズオチ
有識者 81％ 19％
大学生 97 3
高校生 89 11
アナ 93 7 （菊谷彰（1984））

（3）日本国語大辞典での掲載（方言集）
ミゾオチ［千葉・播磨］（「みずおち」の項から）

40.　「胸焼け」[ ○ムネヤケ ]
〔これまで〕 1．ムネヤケ　2．ムナヤケ
＜参考＞

（1）アンケート調査の結果
▽「発音のゆれ」アンケート（1983.12-1984.1，有
識者 100 人・大学生 100 人・高校生 100 人・NHK
アナウンサー 520 人）

「胸やけ」 ムネヤケ ムナヤケ
有識者 79％ 21％
大学生 92 8
高校生 89 9
アナ 96 4 （菊谷彰（1984））

Ｃ．音読み／訓読みに関するもの
41.　「左側通行」
　　　[1. ヒダリカﾟワツーコー　2.サソクツーコー ]

〔これまで〕 ○サソクツーコー
＜参考＞

（現行） 「左側」○ヒダリカﾟワ
 「右側」○ミキ カ゚ﾟワ　  （『アクセント辞典』）

42.　「手動」[ ○シュドー ]
〔これまで〕 1．シュドー　2．テドー
＜参考＞

（1）過去の用語委員会での経緯
▽第 598 回放送用語委員会（1966）
　1．シュドー　2．テドー
 ←○シュドー　（それ以前）

「「シュドー」を第 1 とするが，「テドー」も第 2 とし
て採る。」　（西谷博信（1966.4）「放送用語メモ（28）」

『文研月報』16-4）
（2）学術用語集での記載
ｓｙｕｄō…　　手動－　manual…
（文部省（1997）『学術用語集　計測工学編増訂版』）

43.　「青票」[1.セイヒョー　2. アオヒョー ]
〔これまで〕 1．アオヒョー　2．セイヒョー

44.　「豚肉」[ ○ブタニク ]
〔これまで〕 ○トンニク　○ブタニク
＜参考＞

（1）アンケート調査の結果
▽あなたは多数派？　少数派？（2005.7 ～ 8）［1,667
人回答］
次のことばをどう読みますか。この中から1 つだけ
お答えください。
　「豚肉」
1 「トンニク」と読む（「ブタニク」とは読まない） 0％
2 「ブタニク」と読む（「トンニク」とは読まない） 98
3 「トンニク」「ブタニク」どちらの読み方もするが，
 自分はどちらかといえば「トンニク」と読むことの
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 ほうが多い 0
4 「トンニク」「ブタニク」どちらの読み方もするが，
 自分はどちらかといえば「ブタニク」と読むことの
 ほうが多い 1
（塩田雄大（2006）「インターネットを用いた言語調査

の一試論　公開型ウェブ調査の結果から」『NHK
放送文化研究所年報』50）

（2）座談会での発言から
「荻昌弘：楠本さん「ぶた肉」とおっしゃいますか，「と

ん肉」とおっしゃいますか。
楠本憲吉：「ぶた肉」です。
牧洋子：「ぶた肉」ですね。
荻：そうですか。ぼくは「とん肉」なんです。「ぶた肉」

と「とん肉」と，地域的に違う分布があるのかしら。
牧：そういえば，最近は「とん，とん」って聞きますね。
荻：とんかつ。
楠本：とんかつからきているんでしょうね。
荻：東京の人間は「ぶた肉」といわれると違和感を

覚える。
牧：豚の感じで。
荻：金沢では「肉まん」のことを「ぶたまん」というん

ですってね。これはぞっとするという人がいますね。」
（1975 年「座談会　食べもの，東と西」『言語生活』

No.286）［荻昌弘は1925 年東京生まれの映画評論家］

45.　「不戦勝」[ ○フセンショー ]
〔これまで〕 1．フセンショー　2．フセンカ チ゚　

Ｄ．連濁に関するもの
46.　「安全かみそり」[ ○アンゼンカミソリ ]

〔これまで〕 ○アンゼンカミソリ
 ○アンゼンカ ミ゚ソリ

47.　「糸こんにゃく」
[1.イトコンニャク　2.イトコﾟンニャク ]

〔これまで〕 ○イトコ ン゚ニャク
＜参考＞

（1）アンケート調査の結果
▽あなたは多 数 派？　少数 派？（2008.9 ～ 10）

［1,072 人回答］
食べ物で，「こんにゃく」の細長いものがあります。
この呼び名について，お考えにもっとも近いものを
お答えください。

Ａ「いとこんにゃく」（「こ」は清音）

Ｂ「いとごんにゃく」（「ご」は濁音）
1 Ａのように言う（Ｂは正しくない） 80％
2 Ｂのように言う（Ａは正しくない）  5
3 どちらも正しいが，自分ではＡのように言う 9
4 どちらも正しいが，自分ではＢのように言う 4
5 どちらも正しく，自分でも両方とも使う  1
6 どちらも正しく，自分でも両方とも使うが，
 それぞれ指すものが違う 0
7 Ａ・Ｂ以外の言い方をする 1
8 この食べ物を知らない 0

（2）給食の「献立表」での表記
ネット上に公開された給食献立表（小学校）のうち，

「糸ごんにゃく／いとごんにゃく」という表記の見ら
れる地域：福井県，岡山県，広島県

48.　「往復切符」など [ ○オーフクキップ ]
〔これまで〕 ○オーフクキ ッ゚プ

49.　「外国為替」など
　　　　  [1. ガイコクカワセ　2. ガイコクカﾟワセ ]

〔これまで〕 ○ガイコクカワセ　○ガイコクカﾟワセ 
＜参考＞

（1）専門辞典（ローマ字表記）での掲載
“～Ｋ awase”で掲載の例
gaikokukawase（ 外国為替）foreign exchange.
ka ikawase（買為替）＝kaigawase

“～Ｇ awase”で掲載の例
ka igawase（買為替）buying exchange; exchange 

bought.
katagawase（ 片 為 替 ）one sided balance of 

exchange.
kogawase（小為替）postal order（p.o.）; postal 

note.
n igawase（荷為替）documentary bill （draft）; 
［証券］documentary paper.
（宇梶洋司（1970）『経済用語和英辞典（新訂版）』

東洋経済新報社）

50.　「片側」（決定保留，当面は現行どおり）
〔現行〕 ○カタカワ　○カタカﾟワ
＜参考＞

（1）アンケート調査の結果
▽あなたは多数派？ 少数派？（2004.12 ～ 2005.1）

［1,854 人回答］
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次のことばについて，あなたはどのように発音しま
すか。この中から1 つだけお答えください。
　「片側通行」
1 カタカワ（清音）ということばしか聞いたことが
 ないし，自分もカタカワとしか言わない 0％
2 カタガワ（濁音）ということばしか聞いたことが
 ないし，自分もカタガワとしか言わない 94
3 カタカワもカタガワも聞いたことがあるが，
 自分はどちらかといえばカタカワ（清音）と
 言うほうが多い 0
4 カタカワもカタガワも聞いたことがあるが，
 自分はどちらかといえばカタガワ（濁音）と
 言うほうが多い 5

（2）過去の用語委員会での経緯
▽第 590 ／ 592 回放送用語委員会（1965）
　○カタカワ　○カタカﾟワ　×カタッカワ
 ←○カタカﾟワ　○カタッカワ（それ以前）

「「カタカワ」も一般によく使われているので放送の
ことばとして認める。しかし，「カタッカワ」は放送
のことばとしては採らない。」

（西谷博信・安倍真慧（1966））

51.　「酒癖」[1.サケク セ゚　2.サケクセ ]
〔これまで〕 ○サケクセ
＜参考＞

（1）エリアサンプリング調査の結果
▽語形のゆれに関する調査（2010.8）［1,279 人回答］
Ｑ．あなたが次のように話す場合，下線を引いた部

分はどのように言いますか。この中から1 つだけ
お答えください。

　「酒癖が悪い」
1 “サケクセ”と言う（“サケグセ”とは言わない） 
  5％
2 “サケグセ”と言う（“サケクセ”とは言わない）
  87
3 両方とも言うが，どちらかといえば“サケクセ”
 と言うことのほうが多い 2
4 両方とも言うが，どちらかといえば“サケグセ”
 と言うことのほうが多い 7
5 このことばを知らない 0

（わからない 0）
（太田眞希恵（2011））

52.　「とぎ汁」[1.トキﾟジル　2.トキ シ゚ル ]
〔これまで〕 ○トキ シ゚ル
＜参考＞

（1）エリアサンプリング調査の結果
▽語形のゆれに関する調査（2010.8）［1,279 人回答］
Ｑ．あなたが次のように話す場合，下線を引いた部

分はどのように言いますか。この中から1 つだけ
お答えください。

「米のとぎ汁」
1 “トギシル”と言う（“トギジル”とは言わない）  
  10％
2 “トギジル”と言う（“トギシル”とは言わない） 82
3 両方とも言うが，どちらかといえば“トギシル”
 と言うことのほうが多い 2
4 両方とも言うが，どちらかといえば“トギジル”
 と言うことのほうが多い 5
5 このことばを知らない 0

（わからない 1）
（太田眞希恵（2011））

53.　「乳鉢」[ ○ニューバチ ]
〔これまで〕 ○ニューハチ　○ニューバチ 
＜参考＞

（1）学術用語集での記載
ｎｙ ūｂａｔｉ　乳バチ　mortar

　（文部省（1954）『学術用語集　採鉱ヤ金学編』）
ｎｙ ūｂａｔｉ　乳鉢　　mortar

　（文部省（1990）『学術用語集 物理学編増訂版』）
（2）過去の用語委員会での経緯
▽第 594 回放送用語委員会（1965）

○ニューハチ　○ニューバチ
←○ニューハチ（それ以前）

「現在では「ニューバチ」という発音も多いので，両
様を採る。」  （西谷博信（1966.2）「放送用語メモ（26）」

『文研月報』16-2）

54.　「干し草」[ ○ホシクサ ]
〔これまで〕 ○ホシクサ　○ホシクﾟサ
＜参考＞

（1）過去の用語委員会での経緯
▽第 594 回放送用語委員会（1965）

○ホシクサ　○ホシクﾟサ
←○ホシクサ（それ以前）

「現代では「ホシクﾟサ」という発音も多いと思われ
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るので，両様を採る。」　　　    （西谷博信（1966.2））

Ｅ．外来語の語形
55.　「コルク」[ ○コルク ]

〔これまで〕 1．コルク　2．キルク
＜参考＞

（1）過去の『ことばのハンドブック』での記述
コルク　kurk［オランダ］　×キルク
 （『NHK 放送のことばハンドブック』（1987））
 ← ただしこの項目は，『NHKことばのハンドブッ

ク』（1992）では掲載されていない
（2）学術用語集での記載
ｋｏｒｕｋｕ　　コルク　cork

（文科省（1990）『学術用語集 植物学編増訂版』）
（3）外来語辞典の記述
「ラテン語 cortex 樹皮。オランダ語 kurk から，キョ
ルコ，キョルク，キルクともなったが，キョルクから
コルクともなった。」（荒川惣兵衛（1967）『外来語辞典』）

56.「スキューバ」[1. スキューバ　2. スクーバ ]
（『アクセント辞典』）

[ スキューバダイビング（「スクーバ～」とも）]
（『ことばのハンドブック』）

（いずれも現行どおり）
＜参考＞

（1）“ｓｃｕｂａ”の語構成（頭字語）
「〔Sel f - Conta ined Underwater Breath ing 
Apparatus〕自給気式潜水装置。圧搾空気をつめ
たボンベを背負い，圧力自動調節器を通してマウス
- ピースから呼吸するもの。水中肺。アクアラングは，
商標名。」（『大辞林 第三版』の「スキューバ」の項から）

（2）過去の用語委員会での経緯
▽第 1046 回放送用語委員会（1988）
1．スキューバ　2．スクーバ
 ←それ以前は規定なし

「［決定の理由］
1．「スキューバ」を採録している国語辞書の見出し

はすべて「スキューバ」であり，「三省堂国語辞典
三版」のみが「スキューバ」の語釈の末尾に「ス
クーバ」を載せている。

2．専門分野で，「スクーバ」の読み・表記の慣用
が強まっている。

＜参考＞
1．「スキューバ」の見出しで採録している国語辞書

（略）
2．「潜水技術用語集」（海洋科学技術センター刊行，

昭和 60.12）では，表記を「スクーバ」に統一，また，
工業技術院の JIS 規格の名称も，「スクーバ」を
統一的に用いている。

3．ダイバー向けの雑誌類でも，しだいに「スクーバ」
が多くなっている。

4．scuba の原音は［ｓｋｊú：ｂ ə］［ｓｋ ú：ｂ ə］
の両方があり，アメリカでは［ｓｋ ú：ｂ ə］が多
いとみられる。」

（3）ＪＩＳ規格での名称
現在は規定なし

「スクーバ（～用シリンダ，～用シリンダバルブ，～用
レギュレータ，～用浮力調整具）」が 1988 年に，「ス
クーバ用圧縮空気基準」が 1989 年に制定されたが，
その後 2001 年にＪＩＳ規格から廃止された。

（4）関連協会名称
日本スクーバ協会（1989 年設立）

57.　「スノーケル」[1. スノーケル　2. シュノーケル ] 
（『アクセント辞典』）

[ スノーケル／シュノーケル ] 
（『ことばのハンドブック』）

（いずれも現行どおり）
＜参考＞

（1）過去の用語委員会での経緯
▽第 1235 回放送用語委員会（2002）
　1．スノーケル　2．シュノーケル
 ＜それまで＞ スノーケル

「ただし，スキンダイビングに関連する場合にのみ使
うこととし，潜水艦の吸排気装置と，消防のはしご
車については，説明的な表現をもちいる。」

58.　「マシュマロ」[ ○マシュマロ ]
〔これまで〕 ○マシマロ

　　　　　　　　塩田雄大（しおだ たけひろ）
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