“パンダが亡くなりました”は
おかしいですか？

～ 2015 年「日本語のゆれに関する調査」から①～
メディア研究部

山下洋子 / 井上裕之

2015（ 平成 27 ）年 3 月に行った「日本語のゆれに関する調査」の結果を，2 回に分けて報告する。
▼放送で，
「亡くなる」「死亡する」を人間以外に使うとおかしいと感じられるのかを調べた。
「（動物が ）亡くなる」はおかしいと感じる人が多い結果になった。
調査の結果，
「死亡する」より
「死ぬ」のほうがおかしいという人が若い年代で多い。
年代別には，
また，対象になる動物が身近である場合とそうでない場合では，おかしいと思う表現が異なる。若い年代を中
心に，対象になる動物が「パンダ」や「飼い猫」など，親しみがあったり身近であったりするものの場合，
「 亡くなる」
はおかしいと感じられず，
「死ぬ」がおかしいと感じられている。
▼事件報道の際に，男子の名前に付ける敬称「ちゃん」「君」「さん」は，学年や年齢ごとにどれが最もふさわしい
かを調べた。その結果，小学校入学前は「ちゃん」，小学生は「君」，中学生・高校生は「さん」が最も支持され
た。これを男女別にみると，一部の学年を除き，男性が「君」，女性が「さん」を支持する傾向がみられた。年
齢別にみると，20 歳代や 30 歳代の若い層は，小学校高学年であれば「君」を，中学生であれば「さん」を付け
るという傾向を，より強く示していた。

今月号で報告する項目と執筆者は，以下のと

はじめに

おり。

同じ事柄を表現するのに，複数の言い方が
使われることがある。これを「ことばのゆれ」
と呼ぶ。メディア研究部放送用語班では，こう
した「ことばのゆれ」に関する調査を年に1 ～ 2
回行っている。本稿は，2015（平成 27）年 3月
に実施した「日本語のゆれに関する調査」
（全
国満 20 歳以上の男女1,192人が回答。詳細は
文末の単純集計結果参照）についての報告で
ある。
この調査の結果は，6月号および 9月号の2
回に分けて報告する。今回取り上げる調査項目
は，放送で使われる表現として，どう考えるか
を聞いたものである。
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１．「（動物が）亡くなりました」
「
（動物が）死亡
しました」はおかしいか？
（執筆：山下洋子）
２． 男子の敬称は「ちゃん」
？「君」
？「さん」
？
（執筆：井上裕之）

1.「
（動物が）亡くなりました」
「
（動物が）死亡しました」は
おかしいか？
1.1 ニュースなど放送での使用
動物が死んだことを伝えるニュースで，どう
いった動詞を使えばよいのか，という問題であ
る。
2016（平成 28）年 3月に大阪市立天王寺動物
園で飼育されていたコアラが死んだ。この情報

Q．「死亡」を動物の場合に使っても違和
感はないか。
Ａ．「死亡」「死去」は人間に使うので，動
物の場合は抵抗感がある。名詞の形
では適切な言いかえはない。動詞で
は，
「パンダの○○死ぬ」ぐらいか。
だが，急に死んだ場合「急死」，衰弱
して死んだ場合「衰弱死」などは，画
面表示では使えそうである。
（『放送のことば～地方用語委員会の質問集～
（昭和 60 年度～平成 2 年度）』部内資料）

を天王寺動物園はフェイスブックに，
「コアラの
アルン（オス19 歳）が亡くなりました」と投稿し
1）

た 。一方，大阪市は「コアラが死亡しました」
2）

と報道発表した 。
コアラやパンダのように，動物園で飼育され
ている動物や，犬や猫のようにペットとして飼わ

現在の考え方も，このときの答えと変わりは
ない。NHKの放送（特にニュース）では「死亡」
「亡くなる」ともに「人」に限定して使い，動物
の場合は「死ぬ」と表現することがほとんどで
ある 3）。

れている動物が死んだ場合に，
「死亡」
「亡くな

NHK だけでなく，新聞社・通信社の扱いも

る」というような表現が使われることがある。こ

同様である。NHKの放送ほか，新聞社・通信

うした表現は，動物園の発表文や，獣医師の

社は前に示した「コアラ」の「アルン」のニュー

コメント，ペットの飼い主のインタビューなどで

スを次のように伝えた。

使われることがあるが，放送，特にニュース原
稿などの地の文では使いにくい。一般に，
「死
亡」
「亡くなる」は，人に対して使うことばであり，
原則として動物には使わないと考えられるため
である。
「死亡」
「亡くなる」は，本当に「人」以
外に使うべきではないのだろうか。まず，放送
でどのように使われているのかをみる。
放送用語班では，NHK 放送用語委員会に
寄せられた質問に次のように答えている。
Q．「死亡する」と「亡くなる」
ニュースでの使い分けはどうか。
Ａ． 一般的には「死亡する」
，特定の人の
場合には「亡くなる」と使い分ける。

NHK
大阪の天王寺動物園で飼育されていた
国内最高齢のコアラが，きょう，19 歳
11 か月で死にました。
朝日新聞
大阪市の天王寺動物園で 31 日，オスの
コアラ「アルン」が死んだ。
毎日新聞
天王寺動物園（大阪市天王寺区）は 31
日，国内で飼育されている最高齢のコア
ラ「アルン」
（雄，19 歳）が同日死んだ
と発表した。
読売新聞
大阪市天王寺動物園は 31 日，国内最
高齢のコアラ「アルン」
（雄，19 歳）が
同日死んだと発表した。
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明鏡

高齢のコアラ「アルン」
（雄，19 歳）が
同日死んだと発表した。

人や動物 … なし
対象説明なし … 岩国，新明解，新選，三国

時事通信
大阪市は，天王寺動物園（同市天王寺
区）で飼育していた雄のコアラ「アルン」
が 31 日に死んだと発表した。

2000 年以降に出版された国語辞典では，
「死
亡」を，
「人」に対して使う，と説明している辞
書が多い。
「人や動物」を対象にしているのは，

大阪市および天王寺動物園は「死亡」
「亡く
なる」と発表していたが，放送や新聞では「死

『三省堂国語辞典

第 7 版』だけである。

「亡くなる」は，
「人や動物」を対象にしている
辞書はなく，
「人」を対象にすると説明している

ぬ」という表現にして伝えた。
なお，
「読売新聞」は見出しに「コアラ「アル

辞書やそういった用法を示す辞書が多い。ま

ン」天国へ」という表現を使っている。新聞の

た，
「死亡」は「人」と限定しているのに，
「亡く

見出しだけでなく，放送のテロップでも「◯◯

なる」では対象を示していない辞書もみられる。

4）

天国へ」という表現が使われることがある 。

1.2

次に「死亡」について，国語辞典に掲載され
る語釈に変化があるのかをみる。

辞書の掲載

国語辞典ではどのように説明されているのだ

○「対象なし」→「対象・人」
『岩国』

ろうか。
『岩波国語辞典

第 7 版 新版 』には「死亡」

初版（1963），2 版（1971）
…死ぬこと

「亡くなる」は，次のように説明されている。

3 版（1979）～ 7 版新版（2011）

死亡：人が死ぬこと。

…人が死ぬこと

亡くなる：
「死ぬ」の婉曲な言い方。

○「対象・人」のまま
国語辞典によって「死亡」
「亡くなる」を使う
対象に違いがある。各辞書を語釈に示されて
いる対象別に分けてみる（以下，国語辞典の名
5）

『新明解』
初版（1972）～ 4 版（1989）
…人が死ぬこと
5 版（1997）～ 7 版（2012）

称は省略した形で示す） 。

…その人が死ぬこと
○「対象なし」→「対象・人」→「対象・人と動物」

○「死亡」
6）

人 … 新辞典，広辞苑，例解 ，明鏡，岩国，
新明解，新選

7）

初版（1960）
…死ぬこと

人や動物 … 三国

2 版（1974）～ 5 版（2001）

対象説明なし … 大辞林
○「亡くなる」

…人が死ぬこと
8）

9）

人 … 新辞典 ，大辞林，広辞苑，例解 ，

76

『三国』

JUNE 2016

6 版（2008）～ 7 版（2014）

…人・動物が死ぬこと

に，動物に対して，
「死亡」だけでなく，
「亡くな
る」を使う場合もある。
「死亡」のほか
「亡くなる」

このように，調べた辞書の中では，1960 年

「死ぬ」といった語についての意識はどうなのか

代に出版された版は「死亡」の対象に限定がな

を知る必要があると考え，今回，新たに調査

いが，1970 年以降に発行された版からは「人」

することにした。

に限定するように変化してきている。
塩田雄大（1998）は，

今回の調査では，1997年の調査とは形を変
え，テレビやラジオで動物の話題を伝える場

このように，
「人の死」をそのまま「死んだ」

合，アナウンサーが読み上げる文として，以下

と表現してしまうと，あまりになまなましすぎ

の3 つの中でおかしいと思う表現を選んでも

る場合があるのである。しかし動物に対して

らった。答えは複数回答してもよいことにした。

はそのように配慮する必要はないという考え

（1）亡くなりました

から，
「死亡する」は「人の死」に限る，とい

（2）死亡しました

う習慣ができていったのではないか。

（3）死にました

と書いている。

（以下，文中では，それぞれ「亡くなる」
「死亡す

そして，最近になって，
「人」だけでなく「動

る」
「死ぬ」と表示する）

物」にも用法が広がってきたということだろうか。

「パンダ」
「公園にいた猫」
「飼い猫」
「イリオ

「亡くなる」は，
「死者に対するかしこまった気

モテヤマネコ」，それぞれについておかしい表

持ちから，相手に対して丁寧な気持ちを表すこ

現を聞いた。
「パンダ」のほか「イリオモテヤマ

とになる。身内など，自分側の人の死について

ネコ」
「公園にいた猫」
「飼い猫」について聞い

も使う」
（
『明鏡国語辞典

たのは，希少な動物（パンダ，イリオモテヤマ

第 2 版』
）語である。

「死亡」以上に，相手への配慮を感じさせる語

ネコ）とそうでないもの（公園にいた猫，飼い

であり，辞書上は対象の限定がなくても，
「人」

猫）で意識に違いがあるのか，また，身近な存

に使うのが一般的と言えるだろう。

在の「飼い猫」とそうでない猫（公園にいた猫，

1.3

調査結果

イリオモテヤマネコ）とで，意識に違いがある
のかをみるためである。

文研では，以前にも動物に「死亡」を使うこ
とについての意識を聞く調査をしている。1997
（平成 9）年の「ことばのゆれ全国調査」で，
「上

動物に「亡くなる」はおかしい
それぞれの結果は図 1 のとおりである。

野動物園のパンダが死亡しました」は「おかし

いずれの動物の場合も「亡くなる」を使うの

い」か「おかしくないか」を聞いた（塩田雄大

はおかしいという人が多い。特に，
「公園にい

（1998）
）
。このときの調査では，
「おかしい」は

た猫」に「亡くなる」を使うとおかしいと感じる

44％，
「おかしくない」が 45％となり，
「おかしい」

ようだ。一方，
「飼い猫」に対しては，
「亡くなる」

と感じる人と「おかしくない」と感じる人が同じ

をおかしいと答える人がほかの動物に比べて少

ぐらいという結果だった。

ない。

前に述べた「コアラ」が死んだニュースのよう

「パンダ」は，
「亡くなる」以外の答えでは，
「死
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図1
（％）

放送で使うとおかしい表現
（複数回答）
（動物別）

図 2 放送で使うとおかしい表現
（複数回答）
（全動物平均・年代別）
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図 3 放送で使うとおかしい表現
（複数回答）
（飼い猫の場合・年代別）
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調査した全動物の結果の平均を年代別にみ
る（図 2）
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動物別の結果と各動物の年代別の結果をみ

ぬ」より「死亡する」がおかしいと感じる人が多

る（図 1，図 3 ～ 6）。
「飼い猫」は，ほかの動

い。また，20 歳代，30 歳代では，わずかだが

物の結果と異なっている。すべての年代で「死

「亡くなる」よりも「死亡する」を使うほうがおか
100
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図 4 放送で使うとおかしい表現
（複数回答）
（パンダの場合・年代別）
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図 6 放送で使うとおかしい表現
（複数回答）
（公園にいた猫の場合・年代別）
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図 5 放送で使うとおかしい表現
（複数回答）
（イリオモテヤマネコの場合・年代別）
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JUNEおかしいと思う表現はこの
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場合は，
「飼い猫」と同じような傾向になるだろ

称に NHKは「さん」を付けて報道したが，新

うし，同様に，
「イリオモテヤマネコ」でも，動

聞社など他のメディアは「君」を付けて報道し，

物園などの施設で名前を付けられ，人々に親し

メディア間で表現のゆれがみられた。

まれている場合は，
「パンダ」と同じような傾向

未成年者に主に使われる敬 称は，女子が
「ちゃん」
「さん」という2 つであるのに対し，男

になるということだろう。
また，
「飼い猫」に「死亡する」はおかしいと

子は「ちゃん」
「君」
「さん」の3 つがあり，より

いう人が多いのは，人に使う表現だからという

複雑である。男子の場合，年齢や学年ごとに

ことではなく，
「死亡する」も生々しく感じられ

ふさわしい敬称というものがあるのだろうか？

てしまうからではないだろうか。例えば，最近，

これは，思いのほか難しい問題で，比較的

ペットの飼い主が書くブログなどで，ペットが

改まった場面に絞ってみてみると，例えば 現

死んだときに「虹の橋を渡る」という表現を使

在使われている小学校 3 年生の国語の教科書

うことがある。これは，
「死ぬ」
「死亡する」
「亡

には「話し合い」の単元があるが，ここに掲載

くなる」は，どのことばも生々しく響くため，使

された子ども同士の話し合いの事例では，男

いたくないと感じられているからであり，同じよ

子・女子ともに相手を「さん」付けで呼び合い，

うに放送でも「死ぬ」
「死亡する」などの表現は

敬称で区別をしないようになっている。男子を

使ってほしくないと感じられているということで

「君」付けで呼び合う事例を掲載した教科書は
見当たらない 11）。

はないだろうか。
なお，
「イリオモテヤマネコ」が「公園にいた

しかし，高校野球ではどうだろう。球場アナ

猫」と同じような傾向であることを考え合わせる

ウンスでは，選手の名前を「○○君」というよ

と，対象となる動物が貴重かどうかは，ことば

うに「君」付けで呼んでいるのを，2016 年のセ

選びにはあまり関係がないと言えそうだ。

ンバツ大会の中継放送でも耳にした。小学生で

今回の調査では，
「ニュース」で聞く場合とい

「さん」を使っているかと思えば，高校生で「君」

う限定はしなかった。ニュースの場合と，ニュー

が使われるというのが現状であり，男子の敬称

ス以外の番組の場合で，
「おかしい」と感じるこ

の使われ方には幅があると考えられる。

とばが違う，ということも考えられる。今後は，
番組の種類による，ことば選びの違いも調査し
ていく必要があるだろう。

2.2 先行研究
男子の敬称をめぐっては，2002（平成 14）年
のことばのゆれに関する全国調査で，
「君」につ

2. 男子の敬称は
「ちゃん」
？「君」
？「さん」
？
2.1 報道で使われる小学生の敬称

いて取り上げたことがある。
まず，
「警察では○○○○君が事件に巻き込
まれたと見て，捜査しています。」という文を見
せ，テレビニュースの文だと考えてもらい，○○

2015 年，和歌山県で小学校 5 年生の男児が

○○君はいくつくらいまでの人だと思うかを聞い

10）

刺されて死亡するという殺人事件が起きた 。

た。結果は，
「中学生まで」という回答が最も多

このニュースを伝える際に，被害者の男児の敬

く37％，次いで，
「高校生まで」が 35％，
「小学
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生まで」が 20％，
「大学生まで」が 4％となった。
次に，
「××××君はこの夏，自転車で日本
縦断をしました。
」という文でも同様に聞いた。
その結果，こちらは「高校生まで」が 44％で最
も多くなり，次いで，
「中学生まで」が 31％，
「小
学生まで」が 12％，
「大学生まで」が 10％となっ
た。つまり，その人物の取り上げられる場面や
取り上げられ方によって差があり，当該の男子
が事件の被害者として出てくる事件報道の場面
よりも，日常の話題の一幕として出てくる場面

表 1 事件報道での男子敬称の支持率
（％）
4 歳～小学校入学前
（6 歳ぐらいまで）
小学校 1 ～ 2 年生
（6 ～ 8 歳）
小学校 3 ～ 4 年生
（8 ～ 10 歳）
小学校 5 ～ 6 年生
（10 ～ 12 歳）
中学生
（12 ～ 15 歳）
高校生
（15 ～ 18 歳ぐらい）

この中
にはない

ちゃん

君

さん

59

36

5

0

22

70

8

1

8

79

12

0

3

76

21

1

1

37

61

1

1

16

83

1

※各学年の最大値は太字にした。

においてのほうが，
「君」はより高い学年にまで
許容される傾向にあることが明らかになった。
また，
『NHKことばのハンドブック第 2 版 』

ん・くん・さん）が事件に巻き込まれたとみて，
捜査しています。
」という文がニュースで読まれ

（NHK 放送文化研究所編）では，
「敬称の扱

ることを考えたとき，男子の名前に付ける敬称

い」の項目で，次のように示している。
「
（1）敬

としてどれが最もふさわしいか，
「ちゃん」
「君」

称は原則として「さん」あるいは「氏」。複数の
場合は「～の各氏」など。
（2）学生や未成年者

「さん」の3 つの中から1つだけ選んで回答して
もらった。結果は表 1 のとおりである。

（男）には「君」を付けてもよい。また，学齢前

調査結果では，事件報道で最もふさわしい

の幼児には「ちゃん」を付ける。次のような場合

と考えられる男子の敬称は，小学校入学前は

は，小学生についても「ちゃん」を適宜使って

「ちゃん」，小学生は全学年を通して「君」，中

もよい。①本人が痛ましい事件に巻き込まれた

学生，高校生は「さん」だった。つまり，小学

場合（誘拐，交通事故など）②愛らしさを特に

校の入学を境に「ちゃん」から「君」に変わり，

強調したい場合」
。ここでは「さん」を基本とし

中学校に入ると「さん」に変わる。そして，高

て「君」
「ちゃん」を適宜使えるように示しており，

校生にもなると「さん」の支持は 8 割を超える。

幅を持たせた書き方になっていると言える。

こうした傾向が見て取れる。
今回の調査が，その学年での敬称の「最適

2.3 今回の調査結果

例」を聞いているのに対し，2002 年の調査は

小学生は「君」の支持大

その敬称で想起する学年の「上限」を聞いてい

2002 年の調査で，事件報道と日常の話題の

る。2002 年の調査のほうが，中学生や高校生

ニュースとでは，結果が異なる傾向をみせたた

と「君」のつながりを想起する回答が多くなっ

め，今回の調査では，そもそも発端が事件報

ているのは，このためだと考えられる。つまり，

道だったことを鑑み，事件の場合に絞って尋ね

結果の違いは尋ね方の違いによるものであり，

ることにした。また，調査に使う例文も，2002

食い違っているわけではないと言えるだろう。

年の調査と同じ文を準備した（ただし，尋ね方
は変えた）
。具体的には，
「警察では○○（ちゃ
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男性は「君」，女性は「さん」を支持

け，小学 校 5 ～ 6 年生に対しての「さん」は，

回答を男女別にみると，全体的には，一部

男性は13％にとどまっているが，女性は 26％と

を除いて男性が「君」
，女性が「さん」を支持す

倍の支持がある。さらに中学生に対しての「さ

る傾向がみられた。
「ちゃん」は，男女とも小学

ん」も，男性が 51％と半数程度にとどまってい

校入学前の男子に対して支持をしており，特段

るのに対し，女性は 69％と，3 分の2 以上が支

男女に大きな違いがみられなかったので，
「君」

持し，
「さん」付けがふさわしいと考える傾向に

と「さん」のみを抜き出してグラフにした（図 7）
。

あると言える。中学生だけを取り出してみれば，

「君」については，小学校 2 年生までの男子

男性の回答は，
「君」の支持が 48％，
「さん」の

では，女性のほうが支持する割合がやや多い
ものの，小学校 3 年生より上の学年になると，

支持が 51％と，きっ抗しているのである。
つまり，事件報道でふさわしい男子の敬称

男性の支持の割合が増える。例えば，小学校

は，小学生から中学生になるところで「君」か

5 ～ 6 年生に「君」がふさわしいと答えたのは，

ら「さん」に支持が増えるが，その傾向は女性

女性が 70％であるのに対して，男性は 83％に

のほうが強いといえるだろう。

上った。中学生になると，全体的に「君」の支

男性が「君」，女性が「さん」を支持する傾

持が減り，女性は 29％と3 割を切るが，男性は

向は高校生になっても変わらないが，高校生

48％と，まだ半数近くが支持している。

にもなると男性も「さん」の支持が増えて，そ

一方，
「さん」については，特に小学校入学

の傾向の男女差は縮まる。具体的には，男性

後の男子に関しては，どの学年でみても，男性

の「君」と「さん」の支持は，中学生ではきっ抗

より女性のほうが支持する割合が多い。とりわ

していたが，高校生では「君」が 19％，
「さん」
が 80％と大差がつく。この結果，男女合わせ

図7
（％）

た全体でも差が開き，中学生ではまだ 37％あっ

事件報道での男子敬称の男女別支持率
（
「君」と「さん」のみ）

た「君」の支持が，高校生では16％にまで減る

100

のである。
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と「中学生」の間に，
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「小学校高学年」
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”

51

40

82
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83

できていると考えられる。そこで，この2 つの
学年の「君」と「さん」について，年代別に詳し
くみてみたい。
まず，中学生について先にみると（図 8），20
歳代から40 歳代までは，
「君」より「さん」を支
持する割合が高く，倍かそれ以上の支持差が
ある。一方，50 歳代や 60 歳以上では，
「君」と

図 8 事件報道での中学生男子敬称
（「君」と「さん」）の年代別支持率

図 9 事件報道での小学校高学年男子敬称
（
「君」と「さん」
）の年代別支持率
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「さん」の支持の割合の差はそれほど大きくは
開かない。
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30 歳代

40 歳代

君（小学校高学年）

50 歳代

20

60 歳
以上

さん（小学校高学年）

した傾向が続くのかどうか，継続的に調査を
行って変化をみていく必要があると考えられる。

ただし，このことによって，
「年齢が高いほど，

（やました ようこ／いのうえ ひろゆき）

『君』を支持する」と，単純には言えない。なぜ
なら，小学校高学年に目を向けると，
「君」の支
持は，年齢が高い層ではなく，若い層のほうが

注：

1）天王寺動物園のフェイスブックに，
「訃報」と
して，
「本日，お昼すぎに当園で飼育していた
100
さん（中学生）
コアラのアルン
（オス 19 歳）
が亡くなりました」
学校高学年では，20 歳代と30 歳代が，
「さん」
と投稿された（3 月 31 日）
。
80
80 君（中学生）
より「君」を，より強く支持しているのである。
		https://www.facebook.com/tennojizoo/
posts/1705256276417260
これら2 つのグラフの傾向から，20 歳代や
2）大阪市 HP に，
「天王寺動物園で飼育していま
60
60
30 歳代といった若い層は，学年によってふさわ
したコアラのアルン（オス 19 歳）が平成 28 年
しい敬称をよりはっきりと分けてとらえていると
3 月 31 日（木曜日）13 時 10 分死亡しました」
という形で発表された
（201640
年 3 月 31 日発表）
。
40
言えるのではないだろうか。具体的には，小学
		h t t p : / / w w w . c i t y . o s a k a . l g . j p / k e n s e t s u /
校高学年であれば「君」を，中学生であれば
page/0000350926.html
20
20
「さん」を付けるということを，より強く支持し
3）NHK の放送では，ニュース以外の一般番組も
「死ぬ」を使う。しかし，
「死ぬ」以外の表現を
ているのである。こうした結果，事件報道の男
使うことを禁止しているわけではない。場面に
0
0
子の敬称は，小学生と中学生を境にして，
「君」
２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 よっては「亡くなる」
５０歳代 ６０歳以上 「死亡する」を使うこと
２０歳代 ３０歳代 ４０
から「さん」に比較的はっきりと支持が移ってい
がある。例えば，
「ペットロス」について取り
上げる場合，
「死ぬ」では，冷たいと感じられ
ると考えられる。
ることがある。
その場合には，
「ペットをなくす」
なぜ若い層がそのような傾向を持っているの
「ペットを失う」など，別のことばを使う工夫
かはこの調査だけではわからない。今後もこう
も考えつつ，
「亡くなる」
「死亡する」を使うこ
100
強いのである（図 9）
。グラフにあるように，小
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ともある。
4）NHK のニュース原稿にはみられないが，2016
（平成 28）年 4 月 24 日の記事に，リード部分で
「死ぬ」を使い，くわしい内容に入った部分では，
「息を引き取る」を使っているものがあった。
産経ニュース（インターネット版）
福島県会津地方を走る会津鉄道の芦ノ牧温
泉駅（会津若松市）で，乗客の出迎えや見送
りをする初代ネコ駅長として親しまれた「ば
す」が死んだことが 24 日，分かった。
（中略）
会津鉄道によると，22 日午後 10 時 47 分，
芦ノ牧温泉駅の事務室で駅員にみとられなが
ら息を引き取った。
（後略）
5）調べた辞書は以下のとおり。文中では一部，辞
書の名称を省略して示した。
『新辞典』
		
（『日本語新辞典』小学館・2005），『大
辞林』（第 3 版・三省堂・2006），『広辞苑』（第
6 版・岩波書店・2008），『例解』（『現代国語例
解辞典』第 4 版・小学館・2006），『明鏡』（『明
鏡国語辞典』第 2 版・大修館書店・2010），『岩
国』（『岩波国語辞典』第 7 版新版・岩波書店・
2011）
，
『新明解』
（
『新明解国語辞典』第 7 版・
三省堂・2012），
『新選』
（『新選国語辞典』第 9 版・
小学館・2011），『三国』（『三省堂国語辞典』第
7 版・三省堂・2014）
6）
『例解』は，
「死亡」の語釈には対象は示してい
ないが，
「死去」の語釈に，
「死去」「死亡」「死」
が使える場面の違いを示している。
「死亡」も「死
去」も「愛犬の～を嘆く」の文には使えないと
説明している。
7）
『新選』は「死亡」の項目に，「人が死ぬこと。
死去」と語釈を付けている。また「参考」とし
て「「死亡」よりも「死去」のほうが改まった
言い方。
「パンダが死亡した」のように動物に
対して使うのは本来的ではない。」と説明して
いる。
「死ぬ」の項目で，「死ぬ」「亡く
8）
『新辞典』は，
なる」
「事切れる」の 3 語の使い分けを，
「「死ぬ」
は人以外の動物や植物にまで広く使われる点が
他の二語と異なる」と説明している。
「亡くなる」の語釈には対象を示し
9）
『例解』は，
ていないが，
「死ぬ」の語釈に，「死ぬ」「亡く
なる」が使える場面の違いを示している。「飼っ
ていた文鳥が～」には「死んだ」は使えるが「亡
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くなった」は使えないと説明している。
10）2015（平成 27）年 2 月 5 日に和歌山県紀の川
市で起きた男児殺人事件を指している。
11）この件について，小学校の国語の教科書を出
版している複数の教科書会社に聞いたところ
（2016 年 4 月現在）
，どの会社からも，
「ことさ
ら男女を区別せず平等に扱うという方針に基づ
き，男女とも『さん』にしている」という回答
が得られた。多くは，2002（平成 14）年度から
使われ始めた『平成 14 年度版』の教科書から
統一を図っているとのことである。
		このうちのある社は，自社の小学校国語の教
科書について次のように述べている。
「『平成
14 年度版』の 1 つ前の『平成 12 年度版』では，
地の文で男児に『君』，女児に『さん』を付け
ているのがみられる。『平成 14 年度版』の制作
を検討していた 1990 年代のころ，学校現場で
は▼先生は男女を区別せず児童を『さん』で呼
ぶ，▼男女を区別しない名簿（男女混合名簿）
を使う，などの動きがあった。これらを受けて
編集会議で話し合った結果，
『さん』に統一す
る方針でまとまった」
。
		また別の社は自社の教科書について次のように
答えている。
「▼先生が男児を呼ぶときの呼称
は戦後一貫して『さん』で統一されているが，
▼男児が男児を呼ぶ場合は変化があり，▽昭
和 40 年代までは『君』が明確に使われていた。
▽しかし，昭和 50 年代から『平成 12 年度版』
まではややあいまいになって『君』と『さん』
が混在し，▽『平成 14 年度版』からは，男児
が男児を呼ぶ場合も『さん』で統一された」
。
		また，
文部科学省では 2005（平成 17）年に「学
校における男女の扱い等に関する調査」を公立
学校に対して実施し，この中で児童と生徒の名
前を呼ぶときに，男子も女子も統一的に「○○
さん」
と呼ぶようにしているかどうかについて，
学年ごとに聞いている。その結果は，小学校で
統一的に呼んでいる学校は 26 ～ 29％（学年ご
とに差がある）で，中学校では 5％程度，高校
では 0.6％程度になったということであった。

参考文献：

・塩田雄大（1998）「「（パンダが）死亡しました」
の用法」（「「国内外」をどう読みますか～「第 8
回ことばのゆれ全国調査」から～」内）『放送研
究と調査』第 48 巻第 7 号

2015 年度

日本語のゆれに関する調査

単純集計結果

調査時期

2015（平成 27）年 3 月 6 日～ 15 日

調査方法

調査員による個別面接聴取法

抽出方法

層化副次（三段）無作為抽出法

調査対象

満 20 歳以上の男女（全国）4,000 人

調査有効数（率）

1,192 人（29.8％）

ことばの表現について，うかがいます。
国語の試験のように「正解」をたずねているのではありません。
あなた自身のお考えを，そのまま答えてください。
Q1. テレビやラジオで動物の話題を伝える文についてうかがい
ます。アナウンサーが読み上げる文としてお考えください。
次に示すような場面で使う表現として，おかしいと思う表
現はどれですか。おかしいと思う表現をいくつでもお答え
ください。
（M.A.）
（1）○○動物園のジャイアントパンダが・・・
1. 亡くなりました‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56.4 ％
2. 死亡しました‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.9
3. 死にました‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.2
4. おかしいと思う表現はこの中にはない‥ ‥‥‥‥‥7.0
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2
えさ

（2）公園にいた猫が，与えられた餌を食べて・・・
1. 亡くなりました‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63.0 ％
2. 死亡しました‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.4
3. 死にました‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27.3
4. おかしいと思う表現はこの中にはない‥ ‥‥‥‥‥5.4
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1
（3）かわいがっていた飼い猫が・・・
1. 亡くなりました‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.5 ％
2. 死亡しました‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.0
3. 死にました‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.3
4. おかしいと思う表現はこの中にはない‥ ‥‥‥‥‥9.0
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4
（4）国の特別天然記念物イリオモテヤマネコが，車にはねら
れて・・・
1. 亡くなりました‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57.6 ％
2. 死亡しました‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.0
3. 死にました‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.1
4. おかしいと思う表現はこの中にはない‥ ‥‥‥‥‥6.8
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0

（5）○○動物園で生まれたジャイアントパンダの赤ちゃんは，
あしたから・・・
1. 展示されます‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73.0 ％
2. 公開されます‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.9
3. 見ることができます‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.8
4. おかしいと思う表現はこの中にはない‥ ‥‥‥‥‥8.0
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8
Q2. テレビやラジオのニュースで，アナウンサーが読み上げる
文についてうかがいます。ここにあげる文の中で，男の子
の名前につける敬称として，どれが最もふさわしいと考え
ますか。この中から 1 つだけ選んでください。
「警察では○○（ちゃん・くん・さん）が事件に巻き込
まれたとみて，捜査しています。」（「○○」は，男の子
の名前）
（1）4 歳～小学校入学前（6 歳ぐらいまで）の場合
1. ちゃん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58.8 ％
2. くん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.7
3. さん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.1
4. この中にはない・わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
（2）小学校 1 年生～ 2 年生（6 歳～ 8 歳）の場合
1. ちゃん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.6 ％
2. くん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70.0
3. さん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.9
4. この中にはない・わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5
（3）小学校 3 年生～ 4 年生（8 歳～ 10 歳）の場合
1. ちゃん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.4 ％
2. くん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79.0
3. さん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.1
4. この中にはない・わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
（4）小学校 5 年生～ 6 年生（10 歳～ 12 歳）の場合
1. ちゃん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1 ％
2. くん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75.6
3. さん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.7
4. この中にはない・わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6
（5）中学生（12 歳～ 15 歳）の場合
1. ちゃん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7 ％
2. くん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.2
3. さん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61.2
4. この中にはない・わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8
（6）高校生（15 歳～ 18 歳ぐらい）の場合
1. ちゃん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6 ％
2. くん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.9
3. さん‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 82.9
4. この中にはない・わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7
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Q3. 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
お考えに最も近いものを 1 つだけお答えください。

Q6. 次の 2 つの言い方について，お考えに最もよくあてはまる
ものを 1 つだけお答えください。
（1）

a. たまごを【うでる】
b. たまごを【ゆでる】
1. 共通語では「うでる」だが，
自分でよく言うのは「ゆでる」だ‥ ‥‥‥‥‥‥‥6.3 ％
2. 共通語では「ゆでる」だが，
自分でよく言うのは「うでる」だ‥ ‥‥‥‥‥‥‥3.9
3. 共通語では「うでる」で，
自分でよく言うのも「うでる」だ‥ ‥‥‥‥‥‥‥1.5

a.「彼は，つまらなそうな顔をしている。」
b.「彼は，つまらなさそうな顔をしている。」
1. a も b もおかしくない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27.3 ％
2. a の言い方はおかしい（b はおかしくない）
‥ ‥‥‥ 35.7
3. b の言い方はおかしい（a はおかしくない）
‥ ‥‥‥ 32.6
4. a も b もおかしい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.9
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5

4. 共通語では「ゆでる」で，
自分でよく言うのも「ゆでる」だ‥ ‥‥‥‥‥‥ 84.9
5. 「うでる」と「ゆでる」は，
		 それぞれ表す意味が異なる‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3
「ゆでる」のどちらも言わない‥ ‥‥‥‥0.3
6. 「うでる」
7. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8
Q4. 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
お考えに最も近いものを 1 つだけお答えください。
a. 野菜の【なす】
b. 野菜の【なすび】

（2）
a.「だれもやらなそうな仕事を，すすんでおこなう。」
b.「だれもやらなさそうな仕事を，すすんでおこなう。」
1. a も b もおかしくない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.9 ％
2. a の言い方はおかしい（b はおかしくない）
‥ ‥‥‥ 48.2
3. b の言い方はおかしい（a はおかしくない）
‥ ‥‥‥ 23.3
4. a も b もおかしい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.4
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3
（3）

1. 共通語では「なす」だが，
自分でよく言うのは「なすび」だ‥ ‥‥‥‥‥‥ 11.7 ％
2. 共通語では「なすび」だが，
自分でよく言うのは「なす」だ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 12.4
3. 共通語では「なす」で，
自分でよく言うのも「なす」だ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 57.6
4. 共通語では「なすび」で，
自分でよく言うのも「なすび」だ‥ ‥‥‥‥‥‥ 14.9
5. 「なす」と「なすび」は，
		 それぞれ表すものが異なる‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2
「なすび」のどちらも言わない‥ ‥‥‥‥‥0.0
6. 「なす」
7. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2

a.「このドラマは，つまらなそうだ。」
b.「このドラマは，つまらなさそうだ。」
1. a も b もおかしくない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.4 ％
2. a の言い方はおかしい（b はおかしくない）
‥ ‥‥‥ 40.2
3. b の言い方はおかしい（a はおかしくない）
‥ ‥‥‥ 32.3
4. a も b もおかしい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.9
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3
（4）
a.「この仕事は，だれもやらなそうだ。」
b.「この仕事は，だれもやらなさそうだ。」
1. a も b もおかしくない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.3 ％

Q5. この調味料は，どのように呼ばれているでしょうか。この
中から最も近いものを 1 つだけお答えください。
a. 調味料の【ゆずこしょう】
b. 調味料の【ゆずごしょう】
1. 共通語では「ゆずこしょう」だが，
自分でよく言うのは「ゆずごしょう」だ‥ ‥‥‥‥4.9 ％
2. 共通語では「ゆずごしょう」だが，
自分でよく言うのは「ゆずこしょう」だ‥ ‥‥‥‥8.6
3. 共通語では「ゆずこしょう」で，
自分でよく言うのも「ゆずこしょう」だ‥ ‥‥‥ 75.9
4. 共通語では「ゆずごしょう」で，
自分でよく言うのも「ゆずごしょう」だ‥ ‥‥‥‥7.8
5. 「ゆずこしょう」と「ゆずごしょう」は，
		 それぞれ表すものが異なる‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6
6. この調味料を知らない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3
7. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9
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2. a の言い方はおかしい（b はおかしくない）
‥ ‥‥‥ 50.2
3. b の言い方はおかしい（a はおかしくない）
‥ ‥‥‥ 22.2
4. a も b もおかしい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.8
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5
（5）
a.「部屋の中は，それほど寒くなそうだ。」
b.「部屋の中は，それほど寒くなさそうだ。」
1. a も b もおかしくない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.2 ％
2. a の言い方はおかしい（b はおかしくない）
‥ ‥‥‥ 83.4
3. b の言い方はおかしい（a はおかしくない）
‥ ‥‥‥‥6.9
4. a も b もおかしい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

（6）
a.「特に問題点は，なそうだ。
」
b.「特に問題点は，なさそうだ。
」
1. a も b もおかしくない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2 ％
2. a の言い方はおかしい（b はおかしくない）
‥ ‥‥‥ 88.9
3. b の言い方はおかしい（a はおかしくない）
‥ ‥‥‥‥5.8

6. 両方とも感じが悪い‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
7. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7
（4）
a.「あすは，休業させていただきます。」
b.「あすは，休業いたします。」

4. a も b もおかしい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6

1. a のほうが感じがいい（b は感じが悪い）‥ ‥‥‥ 29.7 ％

5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

2. b のほうが感じがいい（a は感じが悪い）‥ ‥‥‥ 12.0
3. 両方とも問題ないが，どちらかといえば

Q7. 次の 2 つの言い方について，お考えに最もよくあてはまる
ものを，1 つだけお答えください。
（1）
a.「コメントは差し控えさせていただきます。
」
b.「コメントは差し控えます。
」
1. a のほうが感じがいい（b は感じが悪い）
‥ ‥‥‥ 39.4 ％
2. b のほうが感じがいい（a は感じが悪い）
‥ ‥‥‥‥9.7
3. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
		 a のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.4
4. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
		 b のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.9
5. 両方とも問題ないし，どちらも同じくらい
		 感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.3
6. 両方とも感じが悪い‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
7. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8

		 a のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.2
4. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
		 b のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.6
5. 両方とも問題ないし，どちらも同じくらい
		 感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.8
6. 両方とも感じが悪い‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
7. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
（5）
a.「あすは，営業させていただきます。」
b.「あすは，営業いたします。」
1. a のほうが感じがいい（b は感じが悪い）‥ ‥‥‥ 17.5 ％
2. b のほうが感じがいい（a は感じが悪い）‥ ‥‥‥ 25.3
3. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
		 a のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.4
4. 両方とも問題ないが，どちらかといえば

（2）
a.「店内は禁煙とさせていただいております。
」
b.「店内は禁煙としております。
」
1. a のほうが感じがいい（b は感じが悪い）
‥ ‥‥‥ 43.3 ％
2. b のほうが感じがいい（a は感じが悪い）
‥ ‥‥‥ 10.6
3. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
		 a のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.4
4. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
		 b のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.5
5. 両方とも問題ないし，どちらも同じくらい
		 感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.9
6. 両方とも感じが悪い‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6
7. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

		 b のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.9
5. 両方とも問題ないし，どちらも同じくらい
		 感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.0
6. 両方とも感じが悪い‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
7. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
（6）
a.「私は，このようにお訴えをさせていただきました。」
b.「私は，このようにお訴えをいたしました。」
1. a のほうが感じがいい（b は感じが悪い）‥ ‥‥‥ 16.6 ％
2. b のほうが感じがいい（a は感じが悪い）‥ ‥‥‥ 29.4
3. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
		 a のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.3
4. 両方とも問題ないが，どちらかといえば

（3）
a.「全品，5％の値引きをさせていただきます。
」
b.「全品，5％の値引きをいたします。
」
1. a のほうが感じがいい（b は感じが悪い）
‥ ‥‥‥ 25.2 ％
2. b のほうが感じがいい（a は感じが悪い）
‥ ‥‥‥ 18.0

		 b のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.2
5. 両方とも問題ないし，どちらも同じくらい
		 感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.9
6. 両方とも感じが悪い‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.9
7. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.8

3. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
		 a のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.0
4. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
		 b のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.1
5. 両方とも問題ないし，どちらも同じくらい
		 感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.6
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（7）
a.「恋人に，手作りのチョコを渡させていただきました。
」
b.「恋人に，手作りのチョコを渡しました。
」
1. a のほうが感じがいい（b は感じが悪い）
‥ ‥‥‥‥3.4 ％
2. b のほうが感じがいい（a は感じが悪い）
‥ ‥‥‥ 72.4
3. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
a のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.5
4. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
b のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.6
5. 両方とも問題ないし，どちらも同じくらい
感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2
6. 両方とも感じが悪い‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
7. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5
（8）
a.「感動させていただきました。
」
b.「感動いたしました。
」
1. a のほうが感じがいい（b は感じが悪い）
‥ ‥‥‥‥2.9 ％
2. b のほうが感じがいい（a は感じが悪い）
‥ ‥‥‥ 65.1
3. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
a のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.4
4. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
b のほうがより感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.4
5. 両方とも問題ないし，どちらも同じくらい
感じがいい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.3
6. 両方とも感じが悪い‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2
7. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6
Q8. それほど世話になっていない人に対しても，
「お世話になっ
ております」と言うことがありますが，これについてどう
思いますか。この中から 1 つだけお答えください。
「お世話になっております。」
（それほど世話になっていない人に対して）
1. 自分でもそのように言うことがあるし，
そのように言うことは本来おかしくない‥ ‥‥‥ 65.8 ％
2. 自分でもそのように言うことはあるが，
そのように言うことは本来おかしい‥ ‥‥‥‥‥ 17.6
3. 自分ではそのように言うことはないが，
そのように言うことは本来おかしくない‥ ‥‥‥‥7.9
4. 自分ではそのように言うことはないし，
そのように言うことは本来おかしい‥ ‥‥‥‥‥‥7.1
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6

Q9. あまり参考にならない話を聞いたときでも，「とても勉強
になりました」と言うことがありますが，これについてど
う思いますか。この中から 1 つだけお答えください。
「とても勉強になりました。」
（あまり参考にならない話を聞いたとき）
1. 自分でもそのように言うことがあるし，
そのように言うことは本来おかしくない‥ ‥‥‥ 54.9 ％
2. 自分でもそのように言うことはあるが，
そのように言うことは本来おかしい‥ ‥‥‥‥‥ 17.1
3. 自分ではそのように言うことはないが，
そのように言うことは本来おかしくない‥ ‥‥‥ 11.9
4. 自分ではそのように言うことはないし，
そのように言うことは本来おかしい‥ ‥‥‥‥‥ 14.1
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0
「そのうち落ち着いたら
Q10. 実際には会うつもりがなくても，
また会いましょう」と言うことがありますが，これについ
てどう思いますか。この中から 1 つだけお答えください。
「そのうち落ち着いたらまた会いましょう。」
（実際には会うつもりがないとき）
1. 自分でもそのように言うことがあるし，
そのように言うことは本来おかしくない‥ ‥‥‥ 62.1 ％
2. 自分でもそのように言うことはあるが，
そのように言うことは本来おかしい‥ ‥‥‥‥‥ 14.0
3. 自分ではそのように言うことはないが，
そのように言うことは本来おかしくない‥ ‥‥‥ 10.8
4. 自分ではそのように言うことはないし，
そのように言うことは本来おかしい‥ ‥‥‥‥‥ 11.7
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4
Q11. 知り合いから，忘年会に誘われたとします。あなたのス
あ
ケジュールは空 いているのですが，あまり参加したくあり
ません。そのときの返事のしかたについて，それぞれ 1 つ
だけお答えください。
あ

A〔本当はスケジュールが空いているのだが〕行きたいのだけ
れども，ほかの予定が入っていてどうしても行けない，と
その場で伝える。
1. 自分でもそのように言うことがあるし，
そのように言うことは本来おかしくない‥ ‥‥‥ 71.3 ％
2. 自分でもそのように言うことはあるが，
そのように言うことは本来おかしい‥ ‥‥‥‥‥ 10.0
3. 自分ではそのように言うことはないが，
そのように言うことは本来おかしくない‥ ‥‥‥ 10.8
4. 自分ではそのように言うことはないし，
そのように言うことは本来おかしい‥ ‥‥‥‥‥‥6.5
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3
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あ

B〔実際には断るつもりで〕スケジュールが空いているかどう
か確認してから改めて連絡する，と伝える。
1. 自分でもそのように言うことがあるし，
そのように言うことは本来おかしくない‥ ‥‥‥ 66.4 ％
2. 自分でもそのように言うことはあるが，
そのように言うことは本来おかしい‥ ‥‥‥‥‥‥9.6
3. 自分ではそのように言うことはないが，
そのように言うことは本来おかしくない‥ ‥‥‥ 11.8
4. 自分ではそのように言うことはないし，
そのように言うことは本来おかしい‥ ‥‥‥‥‥ 10.3
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8
C〔実際には断るつもりで〕とりあえずその場では「行く」と
言っておいて，
何日かたってから「やっぱり行けなくなった」
と伝える。
1. 自分でもそのように言うことがあるし，
そのように言うことは本来おかしくない‥ ‥‥‥ 24.2 ％
2. 自分でもそのように言うことはあるが，
そのように言うことは本来おかしい‥ ‥‥‥‥‥ 14.3
3. 自分ではそのように言うことはないが，
そのように言うことは本来おかしくない‥ ‥‥‥ 15.0
4. 自分ではそのように言うことはないし，
そのように言うことは本来おかしい‥ ‥‥‥‥‥ 44.8
5. わからない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6

●サンプル構成比
全体

男性

性 別

女性

20歳代

30歳代

年 齢
40歳代

50歳代

60歳以上

1,192 人

512

680

142

215

206

174

455

100.0%

43.0

57.0

11.9

18.0

17.3

14.6

38.2

20歳代

30歳代

男の年齢
40歳代

50歳代

60歳以上

20歳代

30歳代

女の年齢
40歳代

50歳代

1,192 人

63

102

88

77

182

79

113

118

97

273

100.0%

5.3

8.6

7.4

6.4

15.3

6.6

9.4

9.9

8.1

22.9

全体

60歳以上
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