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平成23（2011）年12月9日（金），放送センターで
第1352回放送用語委員会が開催された。

今回は，語末に「～（i）um」がつく元素名など
の発音について決定された。また，ニュースや情報
番組などに見られる放送特有の語の省略について，
意見交換を行った。

用語の決定　
語末の「～（イ）ウム」の発音について，次のよう

に原則を変更することとする。
元素名などの語末の「～（i）um」をカタカナで

書いた「～（イ）ウム」の発音は「～（イ）ウム」と
する。ただし，「～ニューム」のように発音してもか
まわない。
（例）
表記：アルミニウム　
発音：アルミニウム（アルミニュームとも）
表記：セシウム　
発音：セシウム（セシュームとも）
表記：シンポジウム　
発音：シンポジウム（シンポジュームとも）
表記：プラネタリウム　
発音：プラネタリウム（プラネタリュームとも）

（これまで）
「～（イ）ウム」の発音は「～（ュ）ーム」で差し

支えない。
『NHK日本語発音アクセント辞典』

アルミニューム （表記　アルミニウム）
セシューム （表記　セシウム）
シンポジューム （表記　シンポジウム）
プラネタリューム （表記　プラネタリウム）

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）

（意見）
井上史雄委員：提案のとおりで問題はない。これ
は「イウ」連母音の問題である。和語にもある音
で，例えば「押し売り」「ひき臼」「尻馬」などで
ある。これらは 2 つの単語がつながったものと考
えて，〔オシウリ〕〔ヒキウス〕〔シリウマ〕と読ま
れることが多い。日本語にもこうした音があるた
め，外来語の「セシウム」を〔セシューム〕としか
発音できないということはない。ただ，「カルシウム」

「マグネシウム」は，〔カルシューム〕〔マグネシューム〕
と発音されることが多いのではないか。「ユーム」
と発音するという原則を決めたのは，昔から使わ
れていた〔カルシューム〕〔マグネシューム〕など
の発音例を受けてのことだろう。時代が変化して，
人々の発音が変化してきている。また，原発問題
で「セシウム」「ストロンチウム」などを使う場
面が増えてきた。こうしたことから〔（シ）ューム〕
ではなく〔（シ）ウム〕のような発音が増えてきた。
この提案に問題はないが，この決定の背景には外
来語の表記と発音に関する広い問題がある。こ
の点を『ことばのハンドブック』に，くわしく説明
してはどうだろうか。
野村雅昭委員：原則と例外との関係において，で
きるだけ例外を少なくするようにと考えるので，提
案のとおりでよいと思う。ただし，これが和語の
場合はどうなるのか，と考えると，問題はありそう
だ。例えば「きゅうり」は「き（黄）」+「うり（瓜）」
の 2 語の複合語であるという意識がなくなったため

「きゅうり」と読みのとおりに表記するようになって
いる。しかし，歴史的かなづかいでは「きうり」と
書く。和語と外来語の整合性で考えると「きゅうり」
は語源的に「きうり」なのだから，「きうり」と書く
ことにして，〔キューリ〕とも読む，というような考
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え方に道をひろげることにはならないだろうかとい
う心配が出てくる。理屈を言うとそういうことにな
りかねない。今回の提案は外来語の枠の中で考え
ればよいのかもしれないが，外来語の枠をどのよう
に考えるかという問題もある。

意見交換ニュースや情報番組での
　　　　　　　　　　　　ことばの省略
●「○○大臣辞任です」など「名詞 +です」

● 「視野に入れて」→「視野に」，
 「原則として」→「原則」，
 「結果として」「その結果」→「結果」，
 「最悪の場合」→「最悪」　などの副詞的使用

● 「～したいとの考えです」
 「～したいと考えている」→「～したい考えです」
 「～するのか（どうか）注目されます」→
 　　　　　　　「～するかが注目されます」

● 「知事のもとを訪れました」
 「県庁を訪れました」→「知事を訪れました」

こうした省略は，意識して使われる場合もあるが，
意識せず，常とう表現として便利に使われている場
合もある。語の省略について，どう考えたらよいだ
ろうか。

（意見）
井上由美子委員：「名詞 + です」については，違和
感はあるものの，テロップに慣れているのでしかた
がないかなと感じる。副詞的な語の使用は日頃気に

なっている。どうも簡単に使われるようになっている
ようだ。使わなくてもいい場面にも「視野に」を使
うようになっている。例えば，若い人たちの中では
話しことばで「私，正直～なんですよね」などという
言い方が出てきている。使いやすいようで，使わな
くてもよい場面でも言うようになってきているようだ。

「したい考え」もいつもニュースを見ていて気になる
表現である。「したい考え」というのは誰の考えな
のかと思いながら見ている。例えば「イランの考え」
など人ではないものがくる場合がある。こういう場
合には，特に違和感がある。「するかが」は何が問
題になっているのかがはっきりしているのであれば，
そんなに気にならない。何が問題点なのかわかる文
章が前についていれば，少し耳障りな表現ではある
が，気にならない。
天野祐吉委員：原則，よくないと思っている。「原則」

「結果」「最悪」など，漢語を使っているときに，こ
うした省略が起こっているように思う。漢語でない
ことばではこういう表現はできない。漢語的なもの
を使わないほうがいいということだろう。「最悪」と
言わずに「いちばんよくない場合」と言えば短くでき
ない。省略して効率よく伝えようとする場合もある
だろう。しかし，伝えようとすることばを効率よくし
ようとしてはいけない。「視野に」は文法的に正し
いかどうかということ以前に，伝える意志があるの
か，と言いたくなる。「視野に」と書いている人に，
その意味がイメージできているのだろうか。「考えに
入れながら」「にらみながら」ではなぜいけないの
か。どういう言い方をすることが，聞いている人に
わかりやすく，イメージをさせやすいかという点を考
えずに「視野に」と言ってしまっているのではないか。
話しことばでわかるように書くことが大切だ。ニュー
スのことばは，結局どうなの？ 結局なんだったの？ 
と思っているうちに次に行ってしまう。わからなくし
ているのは「～したい考え」などの言い方なのでは
ないか。きわめてあいまい。「するかが」は「どうか」
がないとポイントがわかりにくい場合がある。例えば

「再稼働するかが見通せない」となるとわかりにくい。
「再稼働するかどうか」というところがポイントにな
ることがある。ほかの文章を縮めてでも，ここはしっ
かり言わなければいけない。ニュースのポイント，核，
中心は何なのかを考えてもらいたい。核の部分であ

（例） ○○の現場に密着です。
 日本フィギュア界のエース復活です。

（例） 復興計画の実施を視野に，きょうから新たな
 法律による制限を実施します。

（例） 各党の理解を取り付け，今週中に合意したい
 考えです。

 どのように復興するかが，具体的に定まって
 いないためです。

 自動車取得税などを廃止するかが焦点のひと
 つとなっています。
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ることをはっきりさせるために「どうか」を入れても
らいたい。
野村雅昭委員：このようにたずねられれば，すべて
よくないと言いたくなる。舌足らずな表現であると思
う。ただ，話しことばとして使われると，気になら
ないこともあるだろう。「視野に」をどうか，と聞か
れれば，そのあとに動詞的な役割の語がないという
のは日本語としてはおかしいとしか言いようがない。
しかし「3 年後の完成を目標に努力する」の「目標に」
の後に「置いて」や「定めて」があるべきかどうか
は微妙だ。「視野に」もその類例かもしれない。「結
果」も，名詞の「結局」が「結局のところ」「結局は」
から副詞として独立したような過程にあると見ること
ができる。「名詞 +です」については，例えば「エー
ス復活です」「大阪維新の会，圧勝です」などはそ
れほどおかしく感じない。これらは「エースが復活
した」「維新の会が圧勝した」という主格の助詞や
動詞の活用語尾が省略されている表現である。主
格がはっきりしていないもので「名詞 + です」が使
われると違和感がある場合が多いようだ。「今日社
長出るの？」に対しての答えとして「今日社長は出席
です」という言い方だったら不思議ではない。サ変
動詞を名詞的に述語として使うことが日本語にはあ
る。敬語の場合はもっとはっきりする。「今日社長は
お見えです」などの例である。「今日社長はご出席
です」の「ご」をとって「出席です」としてもおかし
くはない。そういう理屈をつければ，「名詞 + です」
も気にならないのではないか。今後，こうした言い
方が多くなるというのはある程度認めざるをえない
のかもしれない。「したい考え」の問題点は，自分
のことについて言う「したい」を第三者に対して使っ
ているという点と「～したいという考え」の「という」
が省略されているという点である。「～という」があ
れば，そこが引用であることがわかる。これを「し
たい考えです」にしてしまうのは，まだなじまないよ
うに思う。「するかどうか」「するかが」は「どのように」
などの疑問詞の有無の問題。「わかればいい」とい
うことであれば問題はないだろう。しかし書きこと
ばとしては，整っていないと思う。なるべく整えたい
と思う。「～するか否か」というかたい表現もある。
何かないと落ち着かない。「訪れる」は，今のとこ
ろは，ある地位にある人，しかも特定の場所にいる

人に限定で使われるということだろう。もう少し時
代がたてば，広く使われるようになるのではないか。
井上史雄委員：「名詞 + です」については，大きく
位置づけると，「です・ます」体が貫徹し，「です」
が進出しつつあるということだろう。現代の話しこ
とばでは「です・ます」体を使うかどうかでていね
いかどうかを区別する傾向がますます強くなった。
そのため，見出しに見られるような表現に「です」
をつけようとするのだ。「語による違和感」ではなく，

「文構造」と関係していると考えるべきである。「現
場に密着します」の「します」が省略されて見出し
になり，そこに「です」をつけるために違和感があ
る。元の文構造に戻って，「です」を取り去ったとき
に，1 つの文になるかどうかで考えると解決できる。
もし違和感があるのであれば，「密着します」「発覚
しました」など，動詞に置き換えるべきである。し
かし，実際に使われることが多くなり，「です・ます」
体が普及していることを考えると，だんだんと慣れ
てきて，受け入れられるようになるのではないか。「視
野に」は認めるしかないように思う。「最悪」「結果」
については，「最大」「最速」なら問題はなくなって
きている。よく使われるようになってきて，受け入れ
られてくるだろう。今，変化している途中のもので，
どこまでが問題がなく，どこからが問題があるのか
線引きが難しい。「放送用語委員会」では「NHK
の放送のことばは，世間から半歩おくれてついてい
く」と言われている。この考え方も参考になるので
はないか。「～したい考え」については「したいで
す」に直して考えてみる。「私は酒を飲みたいです」
は言えるが，「あなたは酒を飲みたいです」「彼は酒
を飲みたいです」とは言いにくい。「あなたは酒を
飲みたいでしょう」「彼は酒を飲みたいよう（らしい）
です」などとしか言えない。日本語では「～したい」
は自分には言えるが，他人に対しては言えない。そ
のため「したいようです」などとしなければいけな
い。報道文で「～したいようです」では砕けすぎる
ため，「したい考え～」となったのだろう。苦労して
使うようになった表現で，簡単に「だめ」とは言え
ない。だんだん認められるのではないか。「訪れる」
は定型化した表現だ。「訪れる」「訪問する」「訪ね
る」は細かい使い分けがあり，放送で使う場合も，
使い分けをすべきだと思う。ただ，ニュースで定型
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第 1352 回放送用語委員会（東京）
【開催日】 平成 23 年 12 月 9 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，
 森本和憲 NHK 放送文化研究所長 ほか

化した表現がある場合はしかたがないだろう。どう
いう人には「訪れ」が使えて，「訪ねて」が使える
のか分析してみてもいいだろう。ただ，それも大き
な傾向であり，NHK としては文脈によっては 3 つ
が使われるということになるだろうと思う。
清水義範委員：私もどちらかというと抵抗を感じる。
なぜ正しく言わないのだろうか。正しく言わないの
は，「ニュースっぽい表現はこういうものだ」と考え
ているから，ということはないだろうか。短く表現
したほうが，「ニュースの知的な感じがする」と考え
て，こうした表現が選ばれているとしたら，そんな
ことは考えずに，「視野に」は「視野に入れて」と
したほうがいい。例えば，「復興計画の実施を視野
にきょうから新たな法律による制限を実施します」
という文は，「復興計画が進むように～」とは言え
ないのだろうか。この「視野に」は何なのか。まず
は，本来の言い方が守られるべきだと思う。ただ，
ことばは大きくみれば，省略の方向に進みがちなも
のだ。今後もずっと省略しないようにできるのかは
わからない。「名詞 + です」もこう言わなければい
けない理由がわからない。「エースが復活です」で
はなく，「エースが復活しました」と言えばいいのに，
と思う。「するかが」は 2 つの問題がある。「するか
どうか」の「どうか」を省略して「するかが」として
いるものと，「するか」で十分なのにいらない「が」
がついてしまっているものとがある。「したい考え」
は，言いかえができないように思うが，この中では
いちばんきらいだ。本当にその人がそういう考えだ
ということを知っているのだろうか。
荻野綱男委員：ことばの省略ということでまとめられ
ているが，こういった現象は単語ごとに違う。今回
取り上げられているものはそれぞれ別のものである。
1 語 1 語どうするかを考えなくてはいけない。「原則」

「結果」「最悪」は副詞化という問題で似ていると言
えるかもしれないが，いずれにしても1 語 1 語で考
えなくてはいけない。「名詞+です」は，『「エース復活」
です』のように「です」の前に「　」（かぎかっこ）
がついていると考えれば，「日本語として間違い」と
は言えないし，さほど気にならない。「　」の中の
内容はテロップで出ており，そこに「です」がつい
ていると考えれば違和感はないだろう。新聞の見出
しをテレビ式に話しことばにしているものと言えるの

ではないか。「視野に」などの省略は，省略しても
意味に誤解が生じない限り，問題ないと思う。そう
考えると「結果」はまだ熟していない気がする。こ
とばのことを考える人は「視野に」で何かが抜けて
いるように感じるだろう。以前，論文で「本を片手
に人を訪ねる」という例文を議論しているものを読
んだことがある注）。「片手に」とは何か。ここは何
が省略されているのか。「持って」が省略されている
と考えるのが普通である。「本を片手に人を訪ねる」
は1 つの言い回しになっている。なぜ省略するのか。
省略してもほかの意味になるわけではない。こうし
た省略用法が行われてきた。「視野に」は将来的に
は自然に受け入れられるのではないか。変化の過程
ではないかと思う。個人的には認めるのはまだ早い
かなと思うが，副詞についても同様。「したい考え」
は，意味はわかるし，十分通じるが，日本語として
は何かがたりない感じがある。NHK に規範性を求
める人にはいかがなものかということになるだろう。
通じるかどうかで考えれば，十分通じる。「～する
かが」は，いくつかの問題がある。まず，疑問詞（「い
かに」「どのように」「どう」「どこで」など）がつい
ていれば，「どうか」をつける必要はないし，ある
とおかしい。疑問詞がない場合は，「どうか」はあっ
たほうがいいが，意味がわかるのであれば削っても
いい，という原則から，なくてもいいだろうと思う。
もう1 点「～するかが」とするか「～するか」とする
かの問題があるだろう。これは別の文法の問題にか
かわる。「するか」と「が」をとってしまってもいいだ
ろう。「か」だけで疑問の意味をあらわしており，意
味は通じる。「畑の土が汚染されていないか，肥料
や農薬を適切に使用しているか，衛生的な環境で出
荷したかなど～」というように，2 つ 3 つ重なってい
る場合は，「どうか」はいらないだろう。

　　　　　　　　山下洋子（やました ようこ）

注） 村木新次郎（1983）「『地図をたよりに人をたずね
る』という言いかた」『副用語の研究』明治書院




