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平成23年10月14日（金），放 送センターで 第
1348回放送用語委員会が開催された。

今回の放送用語委員会は，「外来語の表記と発
音」を中心に，外部の放送用語委員の意見を聞い
た。

項目（１）外来語の表記と発音について
外来語にはいくつかの問題があるが，今回の用

語委員会では「表記と発音の一致」について取り上
げた。

NHKでは外来語の場合，表記と発音を一致さ
せることを原則としている１）。たとえば「computer」
をカタカナで書き表す場合には，NHKでは「コン
ピューター」としているが，アナウンサーが読む場
合には，語末の「ター」を文字のとおりに伸ばすよ
うに発音することが求められる。しかし，一部の
表記で外来語の表記と発音がずれる例が出始めて
いる。たとえば，「party」を〔パーティー〕と読む
のに，表記は「パーティ」とする例が出始めている。
また，「walking」はNHKでは「ウオーキング」と
書くが，一般には「ウォーキング」が多く，発音も，

〔ウオ〕よりも〔ウォ〕に近く発音する人が出始めて
いる。そのほか，「baby」は〔ベイビー〕と読む場
合が多いが，NHKで表記する場合には，外来語
の表記の原則 2）から「べービー」が優先される。こ
うした表記と発音のずれについて，NHKとしては
どう考えるべきか。また，今後，どのように対応し
ていくべきか，用語委員の意見を聞いた。

放送用語委員会（東京）

外来語の表記と発音について

（用語委員意見）
井上由美子委員：外来語の原則は，今までのもの
を継続するということでいいと思う。しかし，原則
の一部は，日本人が使っているカタカナとずれてき
ていると思う。たとえば，「walking」は，若い人が〔ウ
オーキング〕と発音するということはまずないだろ
う。こうした原則については，新しい考え方が必要
なのではないかと思った。

テレビを見ていて，書いてあることばと読んでい
ることばが違うのはたいへん気になる。たとえば，
サッカーの試合を見ていると，テロップで「チーム」
と書いているのに，〔ティーム〕と読んだり，「カメ
ラ」と書いてあるのに〔キャメラ〕と読んだりしてい
る。「チーム」ではなく〔ティーム〕，「カメラ」では
なく〔キャメラ〕と発音するのは，より専門的にそ
のことばを知っているということを表現しているの
だろう。しかし，視聴者としては，見た目と聞いた
語が異なるのは違和感につながる。「Career」のよ
うに，意味によって発音が違うものもある。個々の
事例に関して細かく検討していくしかないものも多
いだろう。
天野祐吉委員：原則は必要だろう。しかし，原則を
決めた頃に比べて，みんなの感覚が変わってきて
いる。「ウォーキング」や「ウェディング」はもう認め
てもいいのではないかと感じる。「ウェブ」と「アウェ
イ」が「ウェ」でいいのは，新しいことばだからで
はないか。前からあったことばは「ウエ」でもいい
が，新しいことばは，最近の若い人は比較的，「ウェ」
に近い発音をするから，「ウエブ」がおかしく感じら
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れる。「コンピューター」は読む側としては「コンピュー
タ」に近く読んでいる。音引きの半分ぐらいの意識
で読んでいると思う。発音に近くといっても，半分
の音引きはないわけで，そうであれば，実際の発
音ではなく，自分が発音している「意識」どおりに，
音引きをなくしていってもいいのではないだろうか。
野村雅昭委員：外来語も和語も同じだが，どう発音
されているかという発音の現状をどう把握するかと
いうことがいちばん大切である。それにどうカナを
あてるかというのは二義的なことだ。しかし，現実
には発音と表記の間にズレが生じてしまう。完全に
一致させることはできないので，これはしょうがな
いことだ。「ゆれ」は，原語への知識が人によって違っ
てきているのが一因になっている。現実にどの表
記が優先になっているのか，また，それをどこで見
極めるのかの問題である。調査をしても，実態ど
おりの結果が出てこないことがある。かつて，放送
用語委員会で「web」のカタカナ表記を決めた際 3）

に調査をしている。〔ウェブ〕と発音するという人が
圧倒的に多いという結果が出た。これは自分はそう
いうふうに聞き取れるんだという意識の現れであっ
て，そのままの結果で受け取ることはできない。仮
に調査をして決めようとしても難しいだろう。例外に
せざるをえないものもある。「例外をできるだけ少な
くするということを原則にする」としか言いようがな
い。個々の問題はどうするのかは，また別のことに
なる。
水谷修委員：漢字の表記など文字づかいの問題で
あれば，NHK は文部科学省が出す内容について
いけばよい。音声の問題は，NHK の責任が大き
い。先取りしながらやっていったほうがいいだろう。
音声は意識しにくく，アンケートで聞いても，実際
に耳で聞いたり，話したりしていることと答えは一
致しない。世の中の実態はどうなっているかを調
査することは意義がある。外国語としての受け入れ
方がすっかり変わってきている。かなりの音が入り，
実際の発音がずいぶん変わった。これは調査をし
ておく必要がある。観察する形の調査を継続的に
用意していないと，日本の話しことばに対して責任
を持っている NHK としては物が言えなくなってき
てしまう。そのうえで，NHK のアナウンサーや記
者を中心に話し合い，これが「音と表記を一致さ

せるということだ」と示せるようにしたほうがよい。
「日本語になったことば」と「日本語になっていな
い外国語を臨時的に受け入れたことば」ではルー
ルが当然違う。後者のことばは，個人差が大きくて，
平均点はとれない。外来語の表記のルールを守っ
ているというのは視聴者にはわからない。平均点
がとれない語の場合は，「感じがいい」「かっこいい」
という制作者としての「美意識」を大事にする必要
がある。そう考えると，外来語の表記と発音のルー
ルも決して 1 本にしてはいけない。中心になる原則
を「日本語になったことば」と「日本語になってい
ない外国語を臨時的に受け入れたことば」に分け
て決める必要がある。職員の美意識とルール作り
への責任を加味した新しい方法を見つけていく努
力を 2 ～ 3 年続けていかなければ，結果は出ない
のではないか。これはもうやらなければいけない
時代になってしまった。議論の途中では「どちらで
もよい」という意見も出るかもしれない。そのとき
には，どちらが NHK の音声言語として適切かと
いう物差しを用意して決めていけばいいだろう。
井上史雄委員：和語の発音も一緒に考えるべき。た
とえば「さそう」ということばは，発音では「誘う」
は〔サソウ〕かもしれないし，「刺そう」は〔サソー〕
かもしれない。「はめいた」は〔ハメイタ〕と読むが，

「どよめいた」は〔ドヨメータ〕と読むだろう。日本
人はこうした違いをまったく気にせずに話している。
しかし，外国人の場合は書いてあるとおりに読んで
しまうことがある。これに外来語の表記と発音の問
題もかかわる。外来語だけでなく，もう少し視野を
広げて考えたほうがいいだろう。

表記と発音ともに，変化を重ねており，それぞれ
がずれるのは当たり前である。海外でも同様の問
題がある。同じスペルのアルファベットでも，自分
の国の読み方で読むか，原語の読みで読むかによっ
て発音が違ってしまう。こうした，外的な影響（外
来語が入ってくることによる影響）はどこの国でも考
えられ，ことばはゆれてしまう。外来語の表記をど
うするか，ルールを決めて示している国もある。日
本語も本当はルール作りが必要である。しかし国語

（文化）審議会や新聞社が行っているのは表記の
ルール作りだけで，発音は決めていない。NHKは，
テロップが多用されるようになり，表記も発音も考
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えなければならなくなった。現在のNHKの外来語
の表記の原則は，『NHKことばのハンドブック』（第
2版）に書かれている。もう少しくわしく書いてあっ
てもいいだろう。放送用語委員会もしくは専門委員
会で，原則や考え方を決める必要がある。ゆれが
ある，という点では，アクセントの問題と似ている
が，アクセントはテロップには関係ない。発音させ
るときにどちらを許すかの問題である。しかし，外
来語は，発音も〔ウェブ〕〔ウエブ〕〔ウェッブ〕など
どれをとるか迷うし，表記もどれにするか迷う。こ
うしたときに，社会言語学の考え方を取り入れるこ
とができる。「High（Ｈ）」と「Low（L）」で分ける
やり方である。アクセントについていえば，東京の
人が得をしており，東京の人が「Ｈ」といえる。外
来語についていえば，英語の達人が「Ｈ」である。
表記も英語の発音に近い表記や発音をするとかっ
こいいと感じられる。外来語の表記を定める場合
に，英語により近い表記（「Ｈ」）をとるか，日本人
の発音に近い表記（「Ｌ」）のほうをとるかで，外来
語への考え方を位置づけることができる。いずれに
しろ，きちんと調査をしたほうがいいだろう。実際
の発音を観察するためには，「話しことばコーパス」
の活用も考えられる。自発発言でどのように発音し
ているかを知る手掛かりはかなり出てきているので
はないかと思う。
清水義範委員：自分で原稿を書くときに，外来語の
表記を訂正されることがある。直すときに原語のス
ペルがこうだから，カタカナで書く場合はこちらで
はないかと指摘をされる。外来語は，原語のスペ
ルがどうということではなく，「耳にどう届いている
か」だと思う。今決められている「原則」は，アル
ファベットのつづりにこだわっているが，それよりも
実際には，耳にどう届いているかを第一に考えるべ
きだと思う。どの表記がかっこいいかという問題で，
これは時代とともに変わってくる。「パーティー」よ
り「パーティ」のほうがかっこいいということであっ
て，これをアナウンサーが「パーティ」と書いてあ
るのだから，このまま読まなくてはいけないとこだ
わるのもおかしい。「ネイチャー」「ベイビー」「メイク」
などのほうがわかりやすい。そもそも日本語では「エ
列の長音」は「い」で書いている。「英語」は「え
いご」と書いて〔エーゴ〕と読んでいる。それを外

来語に当てはめてもいいのではないだろうか。「ネ
イチャー」「ベイビー」「メイク」などの表記がしっく
りくるのは，日本語の表記がそうだからではないか
と思う。最近はどの表記がかっこいいかがポイント
ではないか。そのかっこよさにどれくらいの人がく
みしたかをはかっていくしかない。
荻野綱男委員：「日本語のゆれ」の問題である。日
本語の実態として複数あるのだから，それを NHK
が１つにするのは難しい。まずはゆれの現状を把握
する必要がある。調査によって，「こうすべき」とい
うルールは導きにくいかもしれないが，調査はしな
くてはいけないということになる。話し手によるゆ
れ（どういう人がその表記を使うのか）の問題と場
面によるゆれ（使う場面によって同じ人が使っても
異なる場合がある）の問題とがある。もし調査を
してルール化できるならば，それをもとに考えると
いうこともできるかもしれない。「ゆれ」があった場
合，NHK がどうするのか。若い人と高齢者で異な
る場合，NHK はどこを基準にするのか。年齢だけ
の違いではないだろう。それを１つにするのはたい
へん難しい。たとえば，アナウンサーによる読みこ
とばを基準にすることになるだろうが，それ以外に
何か参考にできるものがあるだろうか。「ネイチャー」

「ベイビー」が現在の原則では「ネーチャー」「べー
ビー」の表記になってしまうことに違和感があった。
科学雑誌であれば「ネイチャー」だろう。自然とい
う意味であれば「ネーチャー」もあるかもしれない。
表記のゆれが意味のゆれにつながっているというこ
ともある。全部「イ」で書こうというわけではない。
同じようなものでも「レイル」よりは「レール」の
ほうがしっくりくるように，語によって感覚が異な
る。語ごとの検討が必要だ。難しい問題だが，原
則をどうするのか，例外はどうするかと考えること
になる。1 語 1 語でやっていくことは問題が拡散し
かねないので，原則を決めてやるしかないだろう。
手間と時間のかかる問題だなと思った。

項目（２）そのほか
地方の放送用語委員会で，各局から寄せられる

放送のことばについての質問から，3つの語につい
て意見を聞いた。
①「当面の間」ということば
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「当分の間」の誤用ではないかという指摘や，指
し示す期間があいまいであるという指摘が多い語で
ある。
②「こだわり」の使い方
「気にしなくてもいいことを気にする」というマイナ

スの意味で使われることが多かった語だが，プラス
の意味で使われることが多くなっている。安易な使
い方にも抵抗感があるという声がある。
③「生食」の読み
「生で食べる」という意味の語で，〔ナマショク〕

と読むか，〔セーショク〕と読むかの問題である。〔ナ
マショク〕は湯桶読みで俗な読み方であるという指
摘がある。

（用語委員意見）
井上由美子委員：「こだわり」については，認めて
いいだろうと思う。些細なことに固執することを恥
とする日本の伝統が変化し，１つのことにうちこむ
ことをよいことととらえるようになってきた。こうし
た変化の中で，ことばの持つ意味や使い方が変化
してきたものと考える。
「生食」については，実際に買い物などでは普通

に「ナマショク」と言っている。命にかかわる問題な
ので，耳で聞いてわかりやすい「ナマショク」でいい
のではないか。
天野祐吉委員：いずれもきらいなことばである。「こ
だわり」は否定的なことばを肯定的に使うことで，
広告効果があるのは確かである。語感が大切なの
で，このような使い方をするのは理解できる。しか
し，自分としては使いたくない。「ナマショク」につ
いても，使いたくない。「ナマ用」ではだめなのだ
ろうか。
野村雅昭委員：「当面の間」は語感としてはおかし
いが，間違いであるとはいいにくい。「当分の間」
もむやみには使わないほうがよく，どちらも○ ×を
つけにくい。「こだわり」については，あまり気にし
ていない。ここまできてしまったのであれば，認め
てもよいだろう。ただ，安易に使わないでほしい。「生
食」の読みについては「ナマショク」「セイショク」
ともに反対である。
水谷修委員：「当面の間」は，ことばの使い方の問
題以前に，意味がわからないことばを使うことに疑
問を感じる。「こだわり」のように，語にプラスの意

味とマイナスの意味が出てくるのは多い。NHK とし
ては使用をあおらないようにしつつ，使うことを否
定はできないだろう。
井上史雄委員：「生」の漢字は「ナマ，セイ，キ」
の読みがあるが，「キ」はすたれはじめており，「ナマ」
が多くなってきている。「こだわり」も認めることに
なるのではないか。ことばのブラックボックスをつく
るのが用語委員会の役目ではない。豊かな表現を
目指しており，そこで判断すべき。「当面の間」に
ついては，政府などがごまかそうとして使ったこと
ばであり，これを報道機関がどう扱うかの問題で
ある。日本語の問題とは違う。
清水義範委員：「当面の間」は使わないほうがいい
だろう。「こだわり」はもう10 年がんばってもらいた
いと思う。「特別な思い入れ」となぜ言えないのだ
ろうか。「生食」については，この表記をするから
おかしいのではないか。「なま食」としてはどうだろ
うか。
荻野綱男委員：年齢差が影響するのだろう。どの
語もさほど違和感がない。「こだわり」はもう変化し
てしまったと認識している。「ナマショク」の読みも，
この読みしか知らなかった。

　　　　　　　　山下洋子（やました ようこ）

注：
1）表記と発音が一致しなくてもよい場合もある。た

とえば，スポーツ中継などでは「チーム」を「ティー
ム」のように発音してもよい。また，元素の名称

「～（イ）ウム」は「～（ュ）―ム」と発音する。
表記と発音が一致しない場合は，その点を明記し
ている。

2）NHK の外来語の表記の原則は，新聞・通信各社
とほぼ同様で，国の「外来語の表記」にのっとっ
た形で決められている。

3）第 1288 回放送用語委員会（平成 18 年 10 月 6 日）
決定。「WEB」のカタカナ表記を「ウェブ」とする。

第 1348 回放送用語委員会（東京）
【開催日】 平成 23 年 10 月 14 日（金）
【出席者】 天野祐吉 氏，井上史雄 氏，井上由美子 氏，
 荻野綱男 氏，清水義範 氏，野村雅昭 氏，
 水谷　修 氏
 森本和憲 NHK 放送文化研究所長 ほか




