
平成27（2015）年10月2日（金），放送センター
で第1394回放送用語委員会が開催され，放送で
使うことばについて，表記や読みの決定があった。

いずれも，現在，編集中の新しい『NHK日本語
発音アクセント辞典』（以下『NHKアクセント辞典』）
に立項予定の語で，決定のとおりに掲載する予定で
ある。

変更・決定された語は次のとおり。

1．用語の決定
Ａ．外来語の発音・表記 

（1） ①エンジェル，②エンゼル
　　　　　　　　　　（これまで　エンゼル）
＊ただし，「エンゼルフィッシュ」は，学術的に使わ

れている語のため，「エンゼル～」のみとする。
（2） ①アイスキャンディー，②アイスキャンデー
 ①キャンディー， ②キャンデー
 （これまで　アイスキャンデー，キャンデー）

（3） クオーターバック　（これまで　決定なし）

Ｂ．漢語の発音 
（1） 「愛想」「お愛想」の読み
 ①アイソ，②アイソー
            （これまで　○アイソ，○アイソー）
 ①オアイソ，②オアイソー
      （これまで　○オアイソー，○オアイソ）

（2） 「黄色人種」の読み
 ○オーショクジンシュ
            （これまで　○オーショクジンシュ，
                            ○コーショクジンシュ）

（3） 「黄道」の読み
 ○コードー
         （これまで　○オードー，○コードー）

（4） 「五黄」の読み
 ○ゴオー　（これまで　ゴコー）

（5） 「何曜日」の読み
 ①ナンヨービ，②ナニヨービ
　　　               （これまで　①ナニヨービ，　
　　　　　　　　　           　②ナンヨービ）

2．当初提案の理由と用語委員からの指摘
Ａ．外来語の発音・表記 

（1）提案

●提案理由
［dʒe］の発音を含む外来語の発音・表記は，慣

用として「ゼ」で定着しているもの以外は「ジェ」で
発音・表記するようにしている。

参考資料のとおり「angel」は「ジェ」で発音・表
記されることが多くなっており，現代では慣用として

「ゼ」が多いとは言えない。こうしたことから，放送
で使う発音・表記としては「エンジェル」とすること
を提案する。

なお，「エンゼルフィッシュ」のように，学術用語
や固有名詞で「ゼ」の形で定着している語について
は「エンゼル」のままとする。

●参考資料
○これまでの用語の決定・原則
★ NHK の原則
『NHKことばのハンドブック第2版』には以下の

ように原則が記されている。
原音［ʃe・（d）ʒe］は次のように扱う

（1）原音に近く書き表す場合は「シェ・ジェ」と書く。
　 （例） シェパード　shepherd，　
 ジェンナー　Jenner（人）

（2）慣用により「セ・ゼ」と書くものがある。
　 （例） ミルクセーキ　milk shake，
 ゼリー　jelly
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用語の決定

    ○エンジェル　　 　（これまで　エンゼル）
＊ただし，「エンゼルフィッシュ」は，学術的に使

われている語のため，「エンゼル～」のみとする。



大辞林，
（語釈に読みを示す）新明解

（『明鏡』は①エンジェル，②エンゼルとして立項）

●用語委員からの指摘
用語委員から，「エンジェル」だけが現代の慣用

として定着しているとは言えず，「エンゼル」を使う
慣用もあるのではないか，「エンゼル」の発音・表
記も残したほうがよいという意見があった。

●提案の変更
用語委員の指摘のほか，参考資料に示したよう

に，現在も「エンジェル」だけでなく「エンゼル」も
使われていることから，両方の発音・表記を認める
形で決定することにした。

現代の発音としては「エンジェル」が多いことな
どから，当初の提案を変更し，「①エンジェル，②
エンゼル」として決定した。

（2）提案　

●提案理由　
「アイスキャンデー」は，和製英語として，昭和以

降に作られた語である。当時は［di］を「ジ」または
「デ」と発音することが一般的であったため，この
発音・表記で使われるようになり，定着したものと
思われる。

今でも，夏に公園などで「アイスキャンデー」とい
うのぼりを立てて売られている。一方，「アイスキャン
ディー」という語も使われる。指すものは同じだが，「ア
イスキャンデー」のほうが古めかしい印象をいだかせ
る。場面による使い分けが行われていると言えそうだ。

こうしたことから，両方の発音・表記を同等に認
めるようにすることを提案する。
「キャンディー」「キャンデー」は，「あめ玉」の意味

で現代でも多く使われ，「デー」と「ディー」で使い
方は変わらない。現代の語としては「ディー」を使う
場面が多いため，「ディー」を優先させる提案とした。

★国の原則
「外来語の表記」の原則は，平成3（1991）年の

内閣訓令・告示で以下のようになっている。
・「シェ」「ジェ」は，外来音シェ，ジェに対応する

仮名である。
〔例〕 シェーカー　シェード　

 ジェットエンジン　ダイジェスト　
 シェフィールド（地）　
 アルジェリア（地）　
 シェークスピア（人）　
 ミケランジェロ（人）
注　「セ」「ゼ」と書く慣用のある場合は，それによる。
〔例〕 ミルクセーキ　ゼラチン

○新聞社・通信社の扱い 1）

毎日，共同：エンゼル，エンゼルフィッシュ
朝日，読売，産経，日経：エンゼル（フィッシュ）

○専門語の扱い
厚生労働省や経済産業省などが制度名や計画名

（通称も含む）として使用。
「エンジェル」「エンゼル」いずれの形も使われて

いる。
・ 「エンゼル」の使用
 「新エンゼルプラン」（厚生労働省）

重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施
計画

・ 「エンジェル」の使用
「エンジェル税制」（経済産業省）
ベンチャー企業への投資を促進するためにベン
チャー企業への投資を行った個人投資家に対し
て，税制上の優遇措置を行う制度

○一般の使用
・ 「エンゼル」の使用

森永製菓（企業のマスコットキャラクター，製品名
「エンゼルパイ」，コマーシャルソング『エンゼルはい
つでも』など）
・ ｢ エンジェル ｣ の使用
 『翼の折れたエンジェル』（昭 60・中村あゆみ）
 ドラマ『エンジェル・ハート』

   （平 27・日本テレビ）
○辞書の掲載 2）

エンゼル：（主見出し）新明解，新明解アク，
大辞林，

（空見出し）明鏡，三国
エンジェル：（主見出し）明鏡，新明解アク，三国，
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○アイスキャンデー
○アイスキャンディー

                 （これまで　アイスキャンデー）
①キャンディー，②キャンデー

                          （これまで　キャンデー）
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●参考資料
○これまでの用語の決定・原則
★ NHK の原則
『NHKことばのハンドブック第2版』には以下の

ように原則が記されている。
・原音［ti・di］は次のように扱う。

（1）原音に近く書き表す場合は「ティ・ディ」と書く。
（例） ティーパーティー　tea party，
 コメディー　comedy

（2）慣用により「チ・ジ」と書くものがある。
（例） チケット　ticket，ジレンマ　dilemma

（3）慣用により「テ・デ」と書くものがある。
（例） ステッキ　stick，
 アイスキャンデー　ice candy

（注）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。

★国の原則
　「外来語の表記」に，以下のように原則が記さ

れている。
・「ティ」「ディ」は，外来音ティ，ディに対応する仮

名である。
〔例〕 ティーパーティー，ボランティア
           （略）

注 2　「テ」「デ」と書く慣用のある場合は，それに
よる。
〔例〕 ステッキ，キャンデー，デザイン

○新聞社・通信社の扱い
朝日，毎日，産経，日経：キャンディー
共同：キャンディー，キャンデー

○辞書の掲載
アイスキャンデー，キャンデー：

（主見出し）新明解，新明解アク，大辞林，
（語釈内）明鏡，三国
アイスキャンディー，キャンディー：

（主見出し）明鏡，新明解アク＊，三国，
（語釈内）大辞林＊

＊印の辞書は，「キャンディー」のみ。「アイスキャン
ディー」の立項はなし。

●用語委員からの指摘
用語委員からは，提案A（1）と提案A（2）で扱い

が異なっていることに対しての指摘があった。
「エンジェル」の場合は，「エンジェル」のみの提

案だが，「アイスキャンデー」「アイスキャンディー」は
2つを同じように認める提案になっているという点に
ついて，語ごとに扱いを変えているのはなぜなのか
がわかりにくいという指摘である。

●提案の変更
それぞれの語が同じような扱いになるように，提

案を変更することにした。「エンゼル」の発音・表記
を第2として残すことにし，また，「（アイス）キャン
ディー」「（アイス）キャンデー」についても，提案を変
更し，いずれも「ディー」を第1に，「デー」を第2と
して，決定することにした。

（3）提案

●提案理由
ラグビーで使われることばで，ラグビーのルール

ブックでの表記は「クォーターバック」となっている。
しかし，実際の発音では［クオ］になることが多い。
提案の語に含まれるような原音［kwo］の発音は，
日本語では［コ］または［クオ］（2拍）で発音される
ことが一般的である。外来語は発音と表記を一致
させるという原則から，放送では原音［kwo］の語を

「クオ」と発音・表記することを原則としている3）。こ
うしたことから，新しい『NHKアクセント辞典』では

「クオーターバック」として立項することを提案する。

●参考資料
○これまでの用語の決定・原則
★ NHK の原則
『NHKことばのハンドブック第2版』には以下の

ように原則が記されている。
・原音［kwa・kwi・kwe・kwo］は次のように扱う。

（1）原音に近く書き表す場合は「クァ・クィ・クェ・クォ」
と書く。
（例） クィンティリアヌス　Quintilianus（人）

（2）一般的には「クア・クイ・クエ・クオ」，または「カ・
キ・ケ・コ」と書く。
（例） クエスチョン　question，　
 クオーツ　quartz，
 キルティング　quilting，　
 イコール　equal
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　  ○クオーターバック　（これまで　決定なし）



★国の原則
「「外来語の表記」に用いる仮名と符号」（内閣告

示・訓令）のうち，「クォ」は第2表に含まれており，
以下のように説明されている。
・「クァ」「クィ」「クェ」「クォ」は , 外来音クァ, クィ, クェ ,

クォに対応する仮名である。
〔例〕 クァルテット　クィンテット　

 クェスチョンマーク　クォータリー
注 1　一般的には，「クア」「クイ」「クエ」「クオ」

又は「カ」「キ」「ケ」「コ」と書くことができる。
〔例〕 クアルテット　クインテット　

 クエスチョンマーク　クオータリー
 カルテット　レモンスカッシュ　
 キルティング　イコール
注 2　「クァ」は，「クヮ」と書く慣用もある。
○新聞社・通信社の扱い

新聞協会，毎日，読売，産経，日経，共同：クオー
ター
朝日：クオーターバック

○辞書の掲載
クオーターバック：（主見出し）明鏡，三国
クォーターバック：（主見出し）大辞林

（語釈内）三国，明鏡

●用語委員からの指摘
ラグビーのルールブックなどでは「クォーターバッ

ク」の表記が使われており，この表記も認めてはど
うか，という意見があった。

しかし，提案および参考資料にあるとおり，原
音［kwo］の発音は，日本語では「クオ」または「コ」
となることが多い。外来語は，表記と発音を一致
させるという原則もふまえて，日本語での発音に近
い「クオ」だけの形のままで決定することにした。前
の提案Ａ（1）（2）（エンジェル，アイスキャンディー，
キャンディー）のように，いずれの発音もしやすい
語とは，扱いが違うと考える。

Ｂ．漢語の発音 
（1）提案

●提案理由
「愛想」については，「愛想尽かし」「愛想笑い」は

「アイソ」の読みだけにしている。「愛想」単独で使う
よりも「愛想尽かし」「愛想笑い」「愛想がいい」など
の語で使われることが多い。「お愛想」は「勘定」と
いう意味で「おあいそ」として使われる場面が多い。

使用実態から「あいそ」「おあいそ」を優先させる
こととしたい。

●参考資料
○新聞社・通信社の扱い

新聞協会，朝日，毎日，読売，産経，日経，共同：
あいそ・あいそう

（「おあいそ」「おあいそう」の掲載なし）
○辞書の掲載

あいそ，おあいそ： （主見出し）新明解，明鏡，
　　　　　　　　 新明解アク，三国，大辞林
あいそう，おあいそう：
 （主見出し）新明解アク
 （空見出し）新明解＊，明鏡，三国，大辞林
＊「あいそう」のみ。「おあいそう」の立項はなし。

●用語委員からの指摘
「飲食店などの勘定」のことをいう「お愛想」は，

もともと飲食店で使われる隠語であり，『NHKアク
セント辞典』に掲載する必要があるのだろうか，と
いう意見もあった4）。これに対して事務局からは，
接頭語「お」がついた場合のアクセントについて以下
のような説明がなされ，提案のとおり決定された。
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「愛想」の読み　①アイソ，②アイソー
                  （これまで　○アイソ，○アイソー）

「お愛想」の読み　①オアイソ，②オアイソー
            （これまで　①オアイソー，②オアイソ）

接頭語の「お」がついたときに，アクセントが変
わるものと変わらないものがある。例えば，「かば
ん」という語では，［カバン￣ ］（平板）に対して，

［オカ＼バン］（中高）になる。「愛想」も「お」がつ
くと尾高から平板にアクセントが変わる。こうした
ことを示すために「お愛想」も立項する必要があ
る。一方，「（お）菓子」のように「お」がついてもア
クセントが変わらない語もある（［カ＼シ］）→［オ
カ＼シ］）。こうした語についても「お」がついても

「アクセントが変わらない」ということを積極的に明
示するためにそれぞれ立項している。
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（2）提案

●提案理由
国語辞典の多くは「オーショクジンシュ」を標準

的な読みにしている。医学用語で「黄色～」の語に
はいずれも「オーショク」という読みをつけている。

学術用語として「黄色人種」の読みは示されてい
ないが，「黄色」がつく語で『学術用語集 医学編』
に掲載の語は，いずれも「オーショク」である5）。

こうしたことから「黄色人種」についても「オー
ショクジンシュ」をとることにしたい。
「コーショクジンシュ」の読みは，辞書に出てくる

場合もあるが，主見出しとする辞書が少ない。ま
た，用例も見あたらないことから，採用しないことに
する。

●参考資料
○漢字の読み

黄：漢音　コウ，　呉音　オウ
色：漢音　ショク，呉音　シキ

○専門語の扱い（『学術用語集 医学編』）
「黄色」関連の語はいずれも「オーショク」の読み

がつけられている
⇒黄色板症，黄色血，黄色骨髄，黄色肉芽腫，黄
色尿，黄色線維腫，黄色腫，黄色腫性，黄色腫症，
黄色帯下
○辞書の掲載

オーショクジンシュ：
（主見出し）新明解，新明解アク，三国，大辞林
（語釈内）明鏡
コーショクジンシュ： （主見出し）新明解アク

 （語釈内）明鏡，三国

●用語委員からの指摘
異論なく，提案のとおり承認された。

（3）提案

●提案理由
天文学および物理学の学術用語では「コードー」

の読みがつけられている。
国語辞典には「おうどう」の読みを空見出しとして

のせるものも見られるが，ほとんど用例が示されて
いない。『NHKアクセント辞典』では天文学のこと
ばとして使われる「コードー」の読みを示せばいいの
ではないかと考える。

●参考資料
○専門語の扱い 6）

⇒いずれも「コードー」の読みのみ。
天文学編： 黄道，黄道座標，平均黄道傾斜，

 黄道傾斜角，黄道十二宮，黄道光　
気象学編： 黄道光
物理学編： 黄道，黄道光
地震学編： 黄道傾斜角

○辞書の掲載
オードー： （主見出し）なし

 （空見出し）新明解，大辞林
コードー： （主見出し）新明解，明鏡，新明解アク，

 三国，大辞林

●用語委員からの指摘
異論なく，提案のとおり承認された。

（4）提案

●提案理由
「ゴコー」の読みを示す用例が見あたらず，また，

国語辞典でも「ゴオー」しか見られない。

●参考資料
○語の意味（『大辞林』）

陰陽道の九星の一。五行では土に属し，本位は
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「黄道」の読み
○コードー
            （これまで　○オードー，○コードー）

「五黄」の読み
　○ゴオー　（これまで　ゴコー）

 「黄色人種」の読み
○オーショクジンシュ
               （これまで　○オーショクジンシュ，
　　　　　　       　　○コーショクジンシュ）



中央とする。日本では五黄の寅年生まれの人は，特
に気が強いという俗信がある。
○用例 7）

★「五黄（ごこう）」の例：なし
★「五黄（ごおう）」の例

島崎藤村『 旧主人 』：
旦那様は五黄（ごおう）の金（かね），その年の
運気は吉，それに引換え奥様は八方塞（はっ
ぽうふさがり），唯じっとして運勢の開ける
のを待てと，菓子屋の隣の悟道先生が占いま
した。
菊池寛『真珠夫人 』：
確か，五黄（ごおう）でございましたよ。

○辞書の掲載
ゴコー： 掲載なし
ゴオー： 新明解，明鏡，新明解アク，三国，

 大辞林

●用語委員からの指摘
異論なく，提案のとおり承認された。

（5）提案

●提案理由
調査の結果から「ナンヨービ」が多く使われてい

ると考えられる。
また，「ナニヨービ」と読む慣用も残っていると考

え，第2 読みとして掲載することを提案する。

●参考資料
○調査の結果
・文研公開 HP「国語力テスト」あなたは多数派？少

数派？調査
（ 平成 21（2009）年 7 月 21 日～ 8 月 17 日実施。
対象者総数：545 人）
Ｑ．次の 2 つの言い方について，お考えにもっと

もよく当てはまるものは，どれでしょうか。「言
い方として問題があるかどうか」ということを重
視してお答えください。

Ａ［ナニヨービ］（何曜日）
Ｂ［ナンヨービ］（何曜日）

Ａ・Ｂ，どちらも正しいし，
　　　　　　意味もほとんど同じである：20%
Ａ・Ｂ，どちらも正しいが，
　　　　　　　　　　意味が多少異なる：5%
Ａは正しいが，Ｂはおかしい：5%
Ｂは正しいが，Ａはおかしい：69%
Ａ・Ｂ，どちらもおかしい：0%
わからない：1%　　 

●用語委員からの指摘
異論なく，提案のとおり承認された。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

なお，時間内に審議を完了できなかった事項が
生じたため，同事項については次回以降の用語委
員会で継続審議されることとなった。

山下洋子（やました ようこ）

注：
 1） 『新聞用語集（2007 年版）』（日本新聞協会，平

19），『朝日新聞の用語の手引』（平 27），『毎日新
聞用語集』（平 25），『読売新聞用字用語の手引』

（平 26），『産経ハンドブック』（平 24），『NIKKEI 
2011 用語の手引』（日本経済新聞社・平 23），『記
者ハンドブック』（共同通信社・平 22），『用字用
語ブック』（時事通信社・平 18）参照。

 2） 『明鏡国語辞典第 2 版』（平 22），『新明解国語辞
典第 7 版』（平 24），『新明解アクセント辞典第 2
版』（平 26），『三省堂国語辞典第 7 版』（平 26），『大
辞林第 3 版』（スマートフォンアプリ版）の掲載
を調べた。

 3） NHK の放送で，「クォ」の発音・表記がまった
く使われないわけではない。韓国人の人名に使
われることがある（例：クォン・サンウ）。しかし，
一般名詞の外来語の場合は「コ」または「クオ」
を使っている（例：イコール，クオーツ，クオー
テーションマーク）。

 4） 『明鏡国語辞典第 2 版』には，「お愛想」につい
て「もと関西の言い方で，勘定書を見ると愛想尽
かしをする意からという」と説明されている。

 5） 『学術用語集 医学編』（平 15・文部科学省，日
本医師会）参照。

 6） 「オンライン学術用語集」（学術研究データベー
ス・リポジトリ国立情報学研究所）参照。
URl：http://dbr.nii.ac.jp/infolib/meta_pub/
G0000120Sciterm

 7） 青空文庫で読みがなつきのものを検索した。
URL：http://www.aozora.gr.jp/index.html
なお，対象の語がわかりやすいように，筆者が文
中に枠囲みを入れた。
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第 1394 回放送用語委員会（東京）
【開催日】 平成 27 年 10 月 2 日（金）
【出席者】 青木奈緒 氏，井上史雄 氏，井上由美子 氏，
 荻野綱男 氏，清水義範 氏，町田　健 氏
 鈴木郁子 NHK 放送文化研究所長 ほか

「何曜日」の読み
　①ナンヨービ，②ナニヨービ
     （これまで　①ナニヨービ，②ナンヨービ）
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