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  1. 「VS．」をどう読むか

1.1　「VS.」は外来語か外国語か

「VS.」ということばを日本語としてどう読む
かについては，確定した見解がない。考えられ
る読み方としては，「バーサス」「ブイエス」「タ
イ（対）」などが挙げられる。
「バーサス」は，英語「versus」の発音を日本

語にうつした言い方である。一方「ブイエス」
は，アルファベットで書いた「VS」を，日本語
式に読んだものである。また「タイ（対）」は，

「VS.」の意味を日本語に対応させて読んだと
きに出てくる読み方だ。

 はじめに

定期的に実施している「日本語のゆれに関
する調査」の報告をおこなう。本稿では，現
代日本語での「VS.」の読み方と，「ら抜きこと
ば」をめぐる字幕スーパーの問題，そしていく
つかのことばの「想定年齢」についての調査結
果を取り上げる。1章は山下が，2・3・4章は
塩田が執筆した。事例研究の調査結果報告と
して，それぞれの章の独立性がかなり高い形
になっていることを，あらかじめお断りしてお
きたい。

　「日本語のゆれに関する調査」（2017年3月実施）の結果についての報告をおこなう。調査結果から，次のよう
なことを指摘する。

▼スポーツなどで使われる「VS．」をどのように読むかを尋ねたところ，［1位］タイ（対），［2位］ブイエス，［3位］
バーサス，という結果になった。若い年代ほど，「バーサス」が多い。また，1990年におこなった調査に比べ
ると，英語的に読む「バーサス」が増え，日本語的な読み方である「ブイエス」が減った。

▼テレビで「見れる」という発言（普通の人・俳優・政治家）があったとき，それに合わせて字幕スーパーを施す
としたらどのようにするのがよいかを尋ねたところ，全体の回答の割合としてはいずれも［1位］文字として
は【「見られる」に修正】，［2位］【「見れる」のまま】，［3位］どちらでもよい，という共通した傾向が見られた。
ただし，それぞれの数値上の差はそれほど大きくない。【「見られる」に修正】という規範的な意見は，［女性］

［50歳以上］［大卒］［関東］に特に多い。

▼「雨かもしれませんね＿ 」および「もう終わったのかもしれませんよ＿ 」のように書くときに，句点［ 。］と
疑問符「？」のどちらを使うかを尋ねたところ，句点［ 。］であるという回答がいずれも約半数を占めた。［大卒］
では，句点［ 。］を選ぶ傾向が特に強い。

▼「高齢者」は公的には「65歳以上」と定義されることが一般的であるが，一般の人々の意識の平均値を算出す
ると「72歳7か月から」であった。

“「高齢者」は，72歳7か月からである”
～ 2017年「日本語のゆれに関する調査」から～

メディア研究部  塩田雄大 / 山下洋子
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なお，「VS.」を字幕スーパーでどのように表
示させるかについて，放送用語委員会で取り
上げたことがある（山下洋子（2017））。

1.2　国語辞典の掲載

このことばは，日本ではいつごろから使われ
始めたのだろうか。

まず外来語辞典を見てみると，『増訂外来語
辞典』（東京堂出版・1972）に「バーサス」とい
う項が立てられており，「昭和（太平洋戦争以
前）」に使われ始めたと示されている。なお，
この辞典に限らず，確認した範囲内では「ブイ
エス」を立項している外来語辞典は見当たら
なかった。

国語辞典では，NHK放送文化研究所に所
蔵のある範囲では，『三省堂国語辞典』の第3
版（1982）で「ブイエス」（表記は「VS」（大文字・
ピリオドなし））で立項されているのが最も初期
の例である。外来語辞典とは異なり，国語辞
典では「ブイエス」を主な見出しとしている辞書
が多い。古い辞書では「バーサス」を示してい
るものが見当たらず，国語辞典としてこれが見
られるのは，『日本国語大辞典』の第2版（小学
館・2001）が初期のものである。用例で「VS」
が示され，語釈に「略号VS」の情報がある。

ここで，2000年以降に発行された国語辞典
では「ブイエス」「バーサス」がどのように掲載さ
れているのかを見てみる。
●「ブイエス」のみ

『新選国語辞典第9版』（小学館・2011）　
表記「vs.」。

『岩波国語辞典第7版新版』（岩波・2011）
表記「VS・vs.」。

『新明解国語辞典第7版』（三省堂・2012）
表記「vs」。

『現代国語例解辞典第5版』（小学館・2016）
表記「vs.」。語釈に「バーサス」の情報があ
るが，立項なし。

● 主見出し「ブイエス」と空見出し「バーサス」

『広辞苑第6版』（岩波書店・2008）
「ブイエス」：表記「VS・vs」（「v.」とも略記）。
「バーサス」は表記情報なし。

●「バーサス」「ブイエス」ともに主見出し

『日本国語大辞典第2版』（小学館・2001）
「バーサス」：語釈に略号「VS」。
「ブイエス」：表記「vs」。
『大辞林第3版』（三省堂・2006）
「バーサス」：語釈に「vs.」または「v.」。
「ブイエス」：表記「vs. ,VS」（ABC略語の項
目に説明あり。

● 主見出し「バーサス」，空見出し「ブイエス」

『三省堂国語辞典第7版』（三省堂・2014）　
「バーサス」：表記「VS・VS．」。
「ブイエス」：表記「VS・VS．」。

●「バーサス」のみ

なし
　これらのうち，「主見出し「バーサス」，空見
出し「ブイエス」」にしている『三省堂国語辞典』
の初版からの掲載の変遷は次のとおりである。

掲載なし： 初版（1960），2版（1974），
ブイエス： 3版（1982），4版（1992），
 5版（2001）（いずれも表記：VS），
 6版（2008）（表記：VS・vs）。
バーサス（主見出し），ブイエス（空見出し）：
 7版（2014）（表記：VS，VS．）。

1.3　マスコミでの使用実態

朝日新聞および読売新聞の記事をデータ
ベースで検索し，それぞれの新聞で最初に

「VS」が使われたのがいつごろかを調べた 1）。
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朝日新聞のデータベースで調べた範囲では，
記事に「VS」あるいは「VS.」が使われるのは，
1978年10月31日夕刊が古い例である。「牛ど
ん戦争 300円 vs 200円」とある。一方，読売
新聞には1969年8月1日の「三島由紀夫VS東
大全共闘」という用例が見られる。

前述のとおり，NHKの放送で「VS」をどの
ように表記し，どのように読むのか，明確には
決めてはいない 2）。「VS.」「VS」「vs.」などいず
れの表記も見られるが，スポーツ番組では「対」
と書くことを原則に，演出によって「－」「×」
といった記号，「VS.」（大文字+ピリオド）が使
われている 3）。読み方は示されていないが，実
際の放送を視聴すると「タイ（対）」と読んでい
る場合が多い。

新聞社・通信社も，NHKの場合と同様，明
文化した規定はないようだ。各社の「ハンド
ブック」には「VS.」についての記述は見当たら
ない。ただし，実際の紙面では，ある程度統
一が図られている。朝日新聞および読売新聞
のそれぞれのデータベースで確認すると，朝日
新聞は1990年以降，「VS.」で統一しており，
読売新聞は「VS」で統一している。

朝日，読売以外の新聞社については『VS嵐』
（フジテレビ･木曜日午後7時放送。番組名と
しては「VS」と大文字でピリオドなし）という
番組名の表記から，どのように運用しているの
かがわかる。日経新聞は「VS.嵐」，毎日新聞，
産経新聞，東京新聞は「VS嵐」である。

1.4　調査結果

下記のような形式で尋ねた。
①本日の試合　巨人 VS. 阪神
②大リーグ中継　ヤンキース VS. オリオールズ

この2つの場合に，それぞれ「VS.」をどう

読むかを聞いた。選択肢は「ブイエス」「バー
サス」「タイ（対）」「この中にはない」の4つで
ある。

調査の結果は次のとおりである。

使われる対象が日本のチームの場合と，外
国のチームの場合で「VS.」の読み方の傾向が
変わるのかどうかも調べるため，2つの質問を
した。その結果，どちらも「タイ（対）」が最も
多く，次いで「ブイエス」「バーサス」となると

巨人VS.阪神 ヤンキースVS.
オリオールズ

ブイエス 26% 26%

バーサス 21 24

タイ（対） 50 46

図1　「VS.」の読み（年代別）

（1）巨人 VS. 阪神

（2）ヤンキース VS. オリオールズ
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いうことに変わりはなかった。ただし，「バーサ
ス」は日本の場合よりも外国の場合のほうがわ
ずかに多い結果になった。

年代別に見ると，年齢が上がるほど，「タイ
（対）」が多い。若い年代では，日本の場合と
アメリカの場合とで違いが出ており，アメリカの
場合のほうが「バーサス」を選ぶ人が多い。特
に40代では，アメリカの場合，「タイ（対）」と

「バーサス」とが同じ結果になっている（図1）。

1.5　過去の調査との比較

同様の調査は，1990年にもおこなわれてい
る。このときは，「巨人 VS. 阪神」の場合だけ
を尋ねていた。

この1990年の調査と比べると，今回は「ブ
イエス」が少なくなり，「バーサス」が多くなっ
ている。1.2で，国語辞典での「バーサス」の
登場は「ブイエス」よりも遅い時期であることを
見たが，これは今回の調査結果で「バーサス」
が多くなっていることと合致する。ここ30年ほ
どで「バーサス」も台頭しつつあるということ
だろうか。

1.6　まとめ

英語の略記を日本語の中でどう書き表すの
かという問題があるのは，「VS」に限らない。

「午前」「午後」のことを言う「a.m.」「p.m.」，
地名の略記「N.Y.」などもよく問題になるところ

である。日本語化しているかしていないかは，
語によって異なる。今後，こうしたことばが増
えていくことはほぼ間違いないことであり，調
査・検討を続けていく必要がある。　　　

  2. 「ら抜きことば」と，それをめぐる
      字幕スーパーの問題

いわゆる「ら抜きことば」は，現代では非常
によく用いられている。この近年の状況がよく
にじみ出ているエピソードがある。Googleが，

「ら抜きことば」をレコメンド〔＝おすすめ〕して
くるのである。

Googleで「TVer　見られない」と検索する
と，「次の検索結果を表示しています：TVer 
見れない」というメッセージとともに「見れない」
を文字列として用いたウェブサイトの情報が示
されるという報告がある 4）。これは，執筆現時
点（2017.10.18）でも同様であり，試みに「BS1 
見られない」と入力しても「次の検索結果を表
示しています: BS1 見れない」と表示された。
つまり，「見られない」と「見れない」が両方と
も用いられている現代日本語社会において，
Googleの判断としては，「見れない」のほうが
優先形だとされているのである。この「Google
では“見られない”を入力すると“見れない”を
レコメンドしてくる」という現象は，おそらく人
為的な判断によるものではなく，ウェブ上の言
語情報としては「見られる」よりも「見れる」の
ほうが一般的かつ頻度が高いというAIの判断
によるものであろう。出現頻度によるかぎり，

「見れる」のほうが，ウェブ上ではもはや一般
的なのである。

また，Twitterなどで「私は“ら抜きことば”
が嫌いだし，使わない」と公言している人でも，

「第4回言語環境調査」（1990.3.4～10）

ブイエス………………………………… 48%
バーサス………………………………… 4%
タイ（対）  ……………………………… 40%

　　石野博史（1990）



48 DECEMBER 2017

実際には自身のツイートの中で「見れる」などの
「ら抜きことば」を無意識に使用している例が，
しばしばある 5）。

このような実例からもわかるように，「ら抜き
ことば」の一般化は，現代では相当な段階ま
で進んでいる。この一般化の現状に，規範意
識のほうがついていっていない。「使用実態と
規範意識のずれ」が，かなり大きくなっている
のである。
「ら抜きことば」の来歴や使われ方，そしてこ

れに対する規範意識については，調査結果な
どをもとに，塩田雄大・滝島雅子（2013）でふ
れたことがある。次のようなことを述べた。

また， この調 査での設 問の一つとして，
NHKの放送では「“見られる”を“見れる”と

いう，いわゆる“ら抜きことば”は使わないほ
うがよい」か，あるいは「“ら抜きことば”を使っ
てもかまわない」か，ということに関する意見を
尋ねたものがある。これは今回の調査と非常
に関係が深いので，調査結果を再整理してこ
こに掲げる（図2）。

これを見ると，次のようなことがわかる。

こうした規範意識の一方で，一般の人々の
実際の使用としては，「ら抜きことば」は非常に
多く表れている。たとえば，「今年は初日の出
が［見られた／見れた］」ではふだんどちらを
使うかを尋ねた文化庁の調査では，［見られた

▼「見れる・食べれる」などの言い方は，
1800年代末には使われ始め，これに対する
違和感が1940年代にすでに指摘されており，
1980年代には「ら抜きことば」という包括
的な言い方がなされている。

▼「食べれない」などの「ら抜きことば」を
めぐる感じ方には，男女による違い，学歴
による違いなどが見られる。［女性］［大卒］
の集団においては，「変だと思う」という
回答の割合が，［男性］［非大卒］の集団に
比べて，より大きい。年代差はさほど強く
は表れない。

▼ 顕著に見られる地域差の一つとして，関東
では「ら抜きことば」全般に関して「変な
言い方だと思う」という回答の割合が非常
に大きいことが挙げられる。

▼ 若いころには許容していても年をとると違
和感が増してくるという「加齢による保守化」
が見られる。

▼ 自分では「ら抜き」を使うけれども，NHK
では使ってほしくないという人が，少なか
らず存在するものと推定される。

（塩田雄大・滝島雅子（2013））

▼「NHKの放送では“ら抜きことば”は使わ
ないほうがよい」と思っている人は，全体
の3分の2程度にのぼる。

▼「ら抜きことば」に関するこのような保守
的な考え方が特に多いのは，［女性］［40代
以上］［大卒］といった集団である。

図2　NHKの放送では…（2013年3月調査）
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（47.6％）／見れた（47.2％）］（2011年2月調査，
2,104人回答），［見られた（44.6％）／見れた

（48.4％）］（2016年2月調査，1,959人回答）と
いった結果になっている（文化庁2011, 2016）。
2016年の調査結果に基づけば，一般の使用と
しては「見れた」のほうが主流の形であること
になる。

これらを総合すると，一般の人々の日常的な
使用では「見れた」などの「ら抜きことば」を
使っている人が半数近くになっているのに，こ
れをNHKの放送では「使わないほうがよい」と
考える人は3分の2に達しているという現状が，
浮き彫りになる。個人的な使用の実態と，「テ
レビで使ってほしいと思うことばづかい」が，
一致していないのである。

なお，「ら抜きことば」がインタビューに出て
きた際の字幕スーパーの扱いに関して，過去
の放送用語委員会の報告の一部として次のよ
うに示したことがある。

今回の調査では，一般には非常に多く使わ
れている「ら抜きことば」に関して，これがイン
タビューで用いられたとき，字幕スーパーとして
はどのように示すのがふさわしいか，というこ
とを尋ねた。

調査原文は，次のとおりである。

Q：関西では「ら抜き言葉」が比較的定着し
ていると感じている。しかし，インタビュー
テロップでは，“らあり”に直して表記し
なければならない。音声（インタビュー）
と画面（テロップ）が頻繁に異なると，引っ
かかりを感じることがある。全て律義に
修正して表記する必要があるか。

A：まず，テロップというのは「文字起こし」
ではないので，実際の発言と一字一句に
いたるまで一致させる必要はありません。
　「ら抜きことば」については，耳で聞い
たときには気にならない人でも，それを
文字で見ると少々引っかかる，というこ
とがあります。つまり，「耳で聞いたとき
の自然さ」と，「文字で見た場合の自然さ」
とは，必ずしも同じではないのです。そ
のため，音声で［食べれる］と言ったのを，
テロップで「食べられる」と表示するこ

とがよくあります。ことばとして間違っ
ているから「直した」のではなく，「文字
で見た場合の自然さ」を優先してのこと
です。「そういう趣旨の内容を音声で発言
した」ということを文字化したのがテロッ
プである，と考えればよいでしょう。た
だし，「ら抜きことば」であることが積極
的な意味を持つ場合（例えば「その地元
のことばであることを強調するとき」や，

「若者のことばであることを強調するとき」）
には，このかぎりではありません。
　こうしたことは，場面に応じておこな
われるべきものです。「常にこうしなけれ
ばならない」というものではないことを，
強調しておきます。　

（塩田雄大（2017.1））

　テレビで，「見ることができる」という意味
で「見れる」と発言した人がいたとします。
この場合，字幕スーパーではどのように表示
するのがよいでしょうか。
Ｑ① まず，「テレビ局のインタビューを受け

た普通の人」の発言だとしたら，どう思
いますか。

Ｑ② 次に，これが，「テレビ局のインタビュー
を受けた俳優」の発言だとしたら，どう
思いますか。

Ｑ③ これが，「テレビ局のインタビューを受
けた政治家」の発言だとしたら，どう思
いますか。

▼それぞれに掲げた選択肢

1. 「見れる」と発言しても，字幕スーパーでは
「見られる」と表示するのがよい

［以下【「見られる」に修正】とする］
2. 「見れる」と発言したら，字幕スーパーでも

「見れる」と表示するのがよい
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2.1　全体

今回，「普通の人の発言」「俳優の発言」「政
治家の発言」の3パターンを尋ねた（図3）。ま
ず，いずれのパターンにおいても最も多い回答
は【「見られる」に修正】〔＝規範的回答〕であり，

「政治家の発言」では，その傾向が特に強い。
これに次いで，2位が【「見れる」のまま】〔＝実
態的回答〕，そして3位が「どちらでもよい」と
いう形になっている（ただし，1位・2位・3位
の間の差はそれほど大きくない）。番組の性格
によって字幕スーパーの出し方を変えたほうが
よいとする回答（3および4）は，それほど多く
ない。

2.2　男女・年代・学歴別

「普通の人の発言」「俳優の発言」「政治家の
発言」の3パターンに関して，回答者の属性別

（男女・年代・学歴別）にグラフ化した（図4・5・

6）。このうち，「普通の人の発言」「俳優の発言」
については類似した傾向を見せるが，「政治家
の発言」ではやや異なるところがある。

まず男女別には，女性は【「見られる」に修
正】の回答が相対的に多いことが指摘できる。
女性集団では，3パターンを通して，この【「見
られる」に修正】が最頻回答となっている。一
方，男性集団では，「政治家の発言」での傾向
は女性集団と同様に【「見られる」に修正】が最
頻回答であるものの，「普通の人の発言」「俳優
の発言」では【「見られる」に修正】と【「見れ
る」のまま】が，ほぼ同数である。

次に年代別に見てみる。50歳以上〔＝50 代
＆60歳以上〕では，3パターンのいずれにおい
ても，【「見られる」に修正】が最頻回答である。
それに対して49歳以下〔＝20 代＆30 代＆40
代〕では，「政治家の発言」では50歳以上と同
様に【「見られる」に修正】が最頻回答だが，「普
通の人の発言」「俳優の発言」では【「見れる」
のまま】の回答率がトップとなっている。

学歴別には，「普通の人の発言」「俳優の発
言」ではそれほど大きな違いは見られない。大
卒集団のほうが【「見られる」に修正】がやや多
くなっている程度である。しかし「政治家の発
言」では差が顕著で，大卒集団では【「見られ
る」に修正】の割合が【「見れる」のまま】に比
べて圧倒的である。

きわめて簡単にまとめると，次のような傾向
を指摘することができる。

図3　テレビで「見れる」と発言したら，
字幕スーパーは…（全体）

［以下【「見れる」のまま】とする］
3. これがニュース番組であれば「見られる」，

バラエティー番組であれば「見れる」と表
示するのがよい

4. これがニュース番組であれば「見れる」，バ
ラエティー番組であれば「見られる」と表
示するのがよい

5. どちらでもよい
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いわゆる「ら抜きことば」は使わないほうがよい
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また，さきほど図2のところで，「ら抜きこと
ば」を「変だと思う」という回答の割合は［女
性］［大卒］の集団においては特に大きいという
調査の結果（塩田雄大・滝島雅子（2013））を
示した。今回の調査においても，【「見られる」
に修正】という「アンチ“ら抜き”」的な回答は

［女性］［大卒］に特に多いという点が共通して
いる。

2.3　地域別

「普通の人の発言」「俳優の発言」「政治家の
発言」の3パターンに関して，地域別にグラフ
化した（図7・8・9）。地域差を詳細に論じる
のには，それぞれの地域における回答者の実
数および調査地点数が必ずしも十分ではない

▼【「見られる」に修正】という規範的な意
見は，［女性］［50歳以上］［大卒］に特に
多い。

▼「政治家の発言」として想定した場合には，
どの属性別集団においても【「見られる」
に修正】という規範的な意見が最頻回答
となっている。

図4　テレビで「見れる」と発言したら，
　　　　  字幕スーパーは…（普通の人・属性別）

図5　テレビで「見れる」と発言したら，
　　  字幕スーパーは…（俳優・属性別）

図6　テレビで「見れる」と発言したら，
　　　  字幕スーパーは…（政治家・属性別）
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および東海では【「見れる」のまま】の勢力が
比較的強い。次のようにまとめておく。

塩田雄大・滝島雅子（2013）の結果でも，関
東は他地域に比べて，「ら抜きことば」に対して

「変な言い方だと思う」という回答がかなり多い
ことが確認されている。このような「関東の“ら
抜き”嫌い」は，共通語における「ら抜きこと
ば」の位置づけなどにも，おそらく少なからぬ
影響を与えているものと想像される。

▼ 関東では，【「見られる」に修正】という
規範的な意見が，いずれの場合において
も特に多い。

が，これらの条件を一定程度満たしている関
東について述べると，3パターンのいずれの場
合においても【「見られる」に修正】の割合が特
に大きいという傾向が指摘できる。一方，関西

図7　テレビで「見れる」と発言したら，
　　　　  字幕スーパーは…（普通の人・地域別）

図8　テレビで「見れる」と発言したら，
　　  字幕スーパーは…（俳優・地域別）

図9　テレビで「見れる」と発言したら，
　　　  字幕スーパーは…（政治家・地域別）

※凡例は図7～9で共通
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  3. 疑問符“？”の非疑問用法
疑問符“?”は，「疑問」を表す符号である。

しかし実際には，「疑問」ではない場合にも“?”
が使われることがある。たとえば，綿矢りさ

（2011）『かわいそうだね?』（文芸春秋，2012年
に大江健三郎賞を受賞）という小説があるが，
ここでの“?”は「疑問」ではないはずである。
「疑問」とは，典型的には「自分よりも，相

手のほうが確かな情報を持っている・確かな
判断ができそうだ」と思われる状況で，なされ
るものである。たとえば「バナナはおやつに入
りますか？」という文では，自分には判断でき
ないから，そのことについてよく知っている相
手に「疑問」を投げかけているもので，疑問符

“？”の使用はきわめて自然である。また，「あ
れ？」のように聞き手が特にいない状況での独
り言を表すときにも使われるが，ここでの疑問
符の使用は「現在の自分には何らかの情報が
不足している」ということを示すものである。

一方，たとえば「終わったのかもしれません
よ？」という発話は，「バナナ」の例とは反対に

「自分のほうが，相手よりも確かな情報を持っ
ている・確かな判断ができそうだ」と思われる
状況でなされるものと思われる。だとするなら
ばこれは典型的な「疑問」には当たらず，よっ
て“？”の使用にはそれこそ「疑問符」がつく

（塩田雄大（2017.4））。
田附敏尚ほか（2013）では，非疑問文での

疑問符“?”の使用に関して，18歳から38歳の
136人を対象に実施したアンケート調査の結果
が報告されている。典型的な疑問文である「質
問」の文以外でも，①「情報が欠けている」側
面を持つ文〔例「あ，だれか来たな？」〕や，②

「（相手に対して，何かを認識することなどを）

要求する」側面を持つ文〔例「みんな君のこと
を心配しているんだぜ？」〕に関しては，比較
的高い許容率を示すという傾向を導き出して
いる。

また塩田雄大（2017.4）では，「終わったのか
もしれませんよ［ 。／ ?］」という文の末尾の書
き方に関して，ウェブ上でおこなったアンケート
の結果を掲げている。句点［～。］で書くとい
う回答が，おおむね高年層に多い傾向を示し
ている。

今回の調査では，【あしたは「雨かもしれな
い」ということを，メールで相手に伝える場合】
という設定で「雨かもしれませんね［ 。／ ?］」
のどちらで書くか，また【もう「終わったのかも
しれない」ということを，メールで相手に伝え
る場合】という設定で「終わったのかもしれま
せんよ［ 。／ ?］」のどちらを書くか，といった
2問を掲げて尋ねた。

3.1　全体

全体の結果としては，「句点専用派」〔＝
［～。］と書く〕の占める割合は，「雨かもしれ
ませんね」では40％，「もう終わったのかもし
れませんよ」では48％となっている。一方，「疑
問符使用派」〔＝「両方とも書くが，どちらかと
言えば［～。］と書く」＋「両方とも書くが，ど
ちらかと言えば［～？］と書く」＋「［～？］と書
く」〕を算出すると，それぞれ 50％および41％
となっている。いずれのパターンでも，「句点
専用派」が半数を超えるような形にはなってい
ない（図10）。

両パターンを比べると，「もう終わったのかも
しれませんよ」のほうが「句点専用派」が多く
なっているが，これは終助詞「よ」と「ね」の
特性に起因するものと思われる。「よ」は，一
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般に自分のほうが相手よりも何らかの根拠にな
りうる情報をより多く持っている場合に用いら
れる助詞である。そのため，本来「疑問」の
意を表すのに使う［～？］とは比較的共起しに
くいのであろう。しかし，たとえ同一の助詞を
用いていても［～？］の許容率には文脈によっ
て差が出ることが田附敏尚ほか（2013）にお
いて示されており，今回の調査結果だけから
はそれほど踏み込んだことは言えない。

3.2　男女・年代・学歴別

「雨かもしれませんね＿」「もう終わったのか
もしれませんよ＿」の2パターンに関して，回
答者の属性別（男女・年代・学歴別）にグラフ
化した（図11・12）。

まず，男女差はほとんど見られない。
年代差については，「若い年代ほど“句点専

用派”が多い」という傾向が表れている。調査
実施前には，“句点専用派”は高齢の層に偏る
のではないかと予想していた。しかし今回，こ
の当初の予想（および塩田雄大（2017.4）での
傾向）とは逆の結果になった。このようになっ
た理由は，今のところよくわからない。今後の
課題である。

学歴差は非常に大きく，大卒層では“句点専
用派”が多い。

各年代をさらに学歴別に見てみると，“句点

専用派”に年代差が見られるのは，大卒層の
特徴であることがわかった（図13・14）。

なお地域差については，一定の傾向は見ら
れなかった。

図10　メールで書く場合には（全体） 図11　「雨かもしれませんね＿ 」（属性別）

図12　「終わったのかもしれませんよ＿ 」（属性別）
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  4．いくつかのことばの「想定年齢」
10年ほど前から，「女子」ということばの適

用範囲が広がった。このことばのように，人に
関するあることばが，だいたい何歳から何歳ま
での人のことを指すのかという社会的認識は，
時代によって変動することがある。

今回の調査では，「男子・女子・中年・おじ
さん・おばさん・初老・老人・高齢者・お年寄
り」といったことばについて，「想定年齢」を尋
ねてみた。

これらのうち「初老」については，国語辞典
では次のように，もともと指していた年齢と，
現代日本語としての一般的な解釈の両方が示
されている。

また「高齢者」については，公的には「65歳
以上」と定義されることが一般的である。これ
に対して日本老年学会などは，65 ～74歳を「准
高齢者」，75 ～ 89歳を「高齢者」，90歳以上
を「超高齢者」と呼ぶ新たな区分を提案してい
る 6）。

なお，「女子」「中年」「初老」についてはウェ
ブ上でのアンケートをおこなったこともあるが

（塩田雄大（2009）（2010）（2015）），結果の信
頼性は，当然，今回の調査のもののほうが高
い。

4.1 全体

全体の結果をグラフにまとめた（図15 ～

19）。ここから，それぞれの設問での上位3位
を抜き出してまとめると，表1のようになる。四
捨五入した整数値で同位の場合，小数点以下
の数値で判定した。また，累積値が50％に達
する回答選択肢を太字にした。たとえば，「①

“男子”は高校生まで」「①“女子”は高校生まで」
は整数値ではいずれも50％だが，小数第1位
までで算出するとそれぞれ 49.8%と50.0%と
なっている。つまり，後者は単独で50％以上
だが，前者は50％未満であるため，「②“男子”
は中学生まで」も太字にしてある。

初老：

「肉体的な盛りを過ぎ，そろそろからだの各部
に気をつける必要が感じられるおよその時期。

〔もと，四十歳の異称。現在は普通に六十歳前
後を指す〕」

『新明解国語辞典（第7版）』2012年

「①四十歳。②老年に近づいてからだがおとろ
えかける時期。おもに六十代。」

『三省堂国語辞典（第7版）』2014年

図13　句点専用派（「雨かもしれませんね。」と書く）

図14　句点専用派
　　　（「終わったのかもしれませんよ。」と書く）
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図15　男子・女子は何歳まで?
（全体）

図18　初老・老人・高齢者・お年寄りは何歳から?
（全体）

図16　中年・おじさん・おばさんは何歳から?
（全体）

図17　中年・おじさん・おばさんは何歳まで?
（全体）
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表 1をもとに，特定の選択肢への集中度が
高い〔＝解釈の「ゆれ」が小さい〕かどうかとい
う観点から考えると，次のように分類すること
も可能である。

ここで試みに，それぞれの設問への回答を
もとに「平均年齢」を計算してみた。各選択肢
に各年齢の「重み」を与えて算出した。「小学
生まで」「中学生まで」「高校生まで」には，そ
れぞれ「12歳」「15歳」「18歳」という「重み」
を与えた。ただし，選択肢「何歳でもかまわな
い」には具体的な年齢を付与することが不可能
なので，計算から除外した（表2）。

この章の冒頭で，「高齢者」の定義を65歳か
ら75歳に変更しようという提案があることを紹

▼ 解釈の「ゆれ」が小さい語
「男子（終了年齢）」「女子（終了年齢）」

▼ 解釈の「ゆれ」が中程度である語
「中年（開始年齢および終了年齢）」
「初老（開始年齢および終了年齢）」
「老人（開始年齢）」「高齢者（開始年齢）」
「お年寄り（開始年齢）」

▼ 解釈の「ゆれ」が大きい語
「おじさん（開始年齢および終了年齢）」
「おばさん（開始年齢および終了年齢）」

男子 － ～ 18歳1か月

女子 － ～ 18歳4か月

中年 43歳1か月～ ～ 56歳4か月

おじさん 44歳10か月～ ～ 60歳1か月

おばさん 44歳7か月～ ～ 60歳3か月

初老 62歳8か月～ ～ 70歳4か月

老人 72歳0か月～ －

高齢者 72歳7か月～ －

お年寄り 73歳1か月～ －

表1　それぞれにおける上位3位

開始年齢 終了年齢

男子 －
①～高校生（50%）

②～中学生（17%）

③～ 20歳 （12%）

女子 －
①～高校生（50%）

②～中学生（17%）
③～ 20歳 （12%）

中年
①40歳～（41%） ①～ 60歳（32%）

②50歳～（19%） ②～ 55歳（25%）

③45歳～（16%） ③～ 50歳（19%）

おじさん
①50歳～（24％） ①～ 60歳（32%）

②40歳～（23%） ②～ 65歳（18%）

③35歳～（10%） ③～ 55歳（15%）

おばさん
①40歳～（26%） ①～ 60歳（31%）

②50歳～（21%） ②～ 65歳（19%）

③45歳～（12%） ③～ 55歳（14%）

初老
①60歳～（32%） ①～ 70歳（33%）

②65歳～（25%） ②～ 75歳（22%）

③70歳～（21%） ③～ 65歳（18%）

老人
①70歳～（37%）

－②75歳～（22%）

③80歳～（20%）

高齢者
①75歳～（30%）

－②70歳～（29%）

③80歳～（21%）

お年寄り
①70歳～（31%）

－②80歳～（29%）

③75歳～（22%）

表2　それぞれにおける平均年齢（試算）

図19　初老は何歳まで？（全体）
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介した。一般の人々の認識〔＝“「高齢者」は
72歳7か月から”〕によるかぎりは，これは人々
の意識に近く，現状に合ったものであることが，
今回の調査結果から指摘できる。

4.2 男女・年代別

さまざまな属性差が分析されうるのだが，今
回の報告では，紙幅の関係から「女子」「中年」
の一部の傾向について考察する。

4.2.1　若い女性は，

「“女子”は何歳まででもいい」とは

思っていない

「女子」ということばは何歳まで適用可能な
のかという議論が，ここ数年ときどき起こるこ
とがある。その過程で，当の女性自身が「“女
子”は何歳まででもかまわない」と思っている
のだという仮説が出されることがある。しかし
今回の調査からは，そのような傾向は観察さ
れなかった（図20）。むしろ，男性の50 代お
よび60歳以上において，「何歳まででもかまわ
ない」の回答が多くなっている。またこの回答
は，いずれの年代においても男性のほうが女
性よりも多い。

考えうることとして，比較的高齢層（特に男
性）では，「昔は“女子”というのは大人には
使わなかったけれども，今は使うんでしょ」と
いった形の「迎合的回答」がなされた可能性
が挙げられる。一方，当事者である若い女性
の層では，「“女子”というのは何歳まででもよ
いわけではない」という強めの規範意識が，
現状に反して働いたのかもしれない。

つまり，ここでの結果は「意識」を尋ねたも
のであり，これが必ずしも「実態」を表したも
のではないことに，注意しておく必要がある。

4.2.2　“中年”の開始年齢は，

年を取るほど遅くなる

「中年」は何歳ぐらいからかと尋ねた結果を
男女・年代別にまとめると，興味深い傾向が
表れる（図21）。まず，回答者の年代が高くな
るほど，「中年」の開始年齢が高くなる傾向が
顕著である。

この年代差の傾向〔＝加齢による開始年齢
の遅延〕は，（具体的な数値を示す余裕がない
が）「初老」についても同様の傾向が見られる。
一方，「おじさん・おばさん・老人・高齢者・
お年寄り」については，全年代を通した傾向と
しては表れてこない。

図20　「女子」は何歳まででもかまわない

図21　「中年は○○歳から」平均年齢
（男女年代別）
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次に，いずれの年代においても，「中年」の
開始年齢は男性のほうが女性よりも早い。この
男女差の傾向〔＝いずれの年代においても男
性のほうが開始年齢が早い〕は，「中年・おじ
さん・おばさん・老人・高齢者・お年寄り」の
すべての語にわたって共通して見られる傾向で
ある。

（しおだ たけひろ/やました ようこ）

注：
 1） 朝日新聞の記事データベースの「聞蔵Ⅱ」，読

売新聞の記事データベースの「ヨミダス歴史
館」で調べた。「VS」「VS.」「vs」「vs.」などの
パターンでそれぞれ検索した。

 2） 「VS．」を放送で使う場合の考え方は，NHK 放
送文化研究所のウェブサイト「放送現場の疑
問・視聴者の疑問」コーナーで 2017 年 6 月 1
日公開の記事（「vs．」の使い方）でもまとめて
いる。下記参照。

［http://www.nhk.or.jp/bunken/research/
kotoba/20170601_3.html］

 3） NHK スポーツオンライン参照。［http://www1.
nhk.or.jp/sports/］

 4） 「Google が「ら」抜き言葉をレコメンドしてき
た！（2016.10.13）」

［ h t t p : / / w w w . s o u m u s h o u . c o m /
entry/2016/10/13/060000］（2017.10.19 確認）
このブログ内では，この現象に関して「これは，
ネットユーザーのうち「見られない」を使う人
口よりも「見れない」を使う人口が多くなって
きたことの反映なのでしょう。Microsoft の人
工知能 Tay が，ディープラーニングによりヘ
イトスピーチを繰り返していた問題とも似てい
ますね。Tay の場合は意図的で，Google の場
合は意図的ではないという違いはありますが。

（改行）それにしても，ここまで普及している
のですから，日本の国文法界もいつまでも「ら
抜き言葉」を揶揄していないで，活用の例外の
ひとつとして認めてしまえばいいと思うんです
がね。（中略）スマホの普及により Google 依存
症の人口も大分増えたと思いますが，Google
の検索結果はあくまで人類全体の集合知。それ
が必ずしも正しいわけではありませんので御注

意ください。」と指摘されている。
 5） 「ら抜き使わないって言ってる人のら過去を漁る

遊び wwwwwww（2016.9.22）」
［http://hamusoku.com/archives/9365849.
html］（2017.10.13 確認）

 6） 「高齢者の定義と区分に関する，日本老年学
会・日本老年医学会　高齢者に関する定義検
討ワーキンググループからの提言（概要）」

［https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/proposal/
pdf/definition_01.pdf］（2017.10.17 確認）

引用文献：
・石野博史（1990）「第4回言語環境調査から（その

3）ことば意識の諸相（好きなことば　嫌いなこと
ば　語形のゆれ）」『放送研究と調査』40-11

・塩田雄大（2009）「「女子」は何歳まで?」
［http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/
term/131.html］

・塩田雄大（2010）「「初老」は何歳?」
［http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/
term/137.html］

・ 塩田雄大（2015）「「中年」は何歳から何歳まで?」
［http ://www.nhk.or . jp/bunken/research/
kotoba/20150401_3.html］

・塩田雄大（2017.1）「「細かい話は抜き」にしない（放
送用語委員会（大阪））」『放送研究と調査』67-1

・塩田雄大（2017.4）「疑問文でないのに“？”を付
けてもよいか?」

［http ://www.nhk.or . jp/bunken/research/
kotoba/20170401_4.html］

・塩田雄大・滝島雅子（2013）「「日本語は乱れている：
9割」時代の実相　～日本語のゆれに関する調査

（2013年3月）から②～」『放送研究と調査』63-10
・田附敏尚・張雅智・中西太郎・内間早俊・王其莉
（2013）「非疑問文での「？」（疑問符）使用につい
ての一考察」『国語学研究』52

・文化庁（2011）『平成22年度　国語に関する世論調
査　現代の国語をめぐる諸問題』ぎょうせい

・文化庁（2016）『平成27年度　国語に関する世論
調査』文化庁文化部国語課

・山下洋子（2017）「放送用語委員会第1413回（東京）
外来語としての「アルファベット」の発音」『放送
研究と調査』67-6
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日本語の表現についてうかがいます。
Q1. 単独で「男子」と言った場合，これは何歳ぐらいまでの人

を指すことばだと思いますか。ただし，「卓球男子団体」「男
子トイレ」などの例は除いて考えてください。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. 「男子」は，小学生まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.8％
 2. 「男子」は，中学生まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.1
 3. 「男子」は，高校生まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.8
 4. 「男子」は，20 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.3
 5. 「男子」は，25 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7
 6. 「男子」は，30 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2
 7. 「男子」は，35 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
 8. 「男子」は，40 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5
 9. 「男子」は，45 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 10. 何歳でもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.2
 11. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
 12. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

Q2. では，単独で「女子」と言った場合，これは何歳ぐらいま
での人を指すことばだと思いますか。ただし，「卓球女子団
体」「女子トイレ」などの例は除いて考えてください。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. 「女子」は，小学生まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.0％
 2. 「女子」は，中学生まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.1
 3. 「女子」は，高校生まで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.0
 4. 「女子」は，20 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.1
 5. 「女子」は，25 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4
 6. 「女子」は，30 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2
 7. 「女子」は，35 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7
 8. 「女子」は，40 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7
 9. 「女子」は，45 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 10. 何歳でもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.8
 11. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 12. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

Q3.「中年」という言い方は，何歳ぐらいからの人を指すこ
とばだと思いますか。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. 「中年」は，20 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1％
 2. 「中年」は，25 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
 3. 「中年」は，30 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.1
 4. 「中年」は，35 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.2
 5. 「中年」は，40 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.0
 6. 「中年」は，45 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.2
 7. 「中年」は，50 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.0
 8. 「中年」は，55 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1
 9. 「中年」は，60 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8
 10. 「中年」は，65 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5
 11. 何歳でもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
 12. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 13. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4

Q4. では，「中年」という言い方は，何歳ぐらいまでの人を指
すことばだと思いますか。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. 「中年」は，25 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0％
 2. 「中年」は，30 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 3. 「中年」は，35 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5
 4. 「中年」は，40 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1
 5. 「中年」は，45 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.0
 6. 「中年」は，50 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.0
 7. 「中年」は，55 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.3
 8. 「中年」は，60 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.9
 9. 「中年」は，65 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.8
 10. 「中年」は，70 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.7
 11. 何歳でもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8
 12. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
 13. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

Q5.「おじさん」という言い方は，何歳ぐらいからの人を指す
ことばだと思いますか。ただし，親せきの「おじさん」は
除いて考えてください。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. 「おじさん」は，20 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥0.4％
 2. 「おじさん」は，25 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥1.3
 3. 「おじさん」は，30 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥8.9
 4. 「おじさん」は，35 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥ 10.3
 5. 「おじさん」は，40 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥ 23.3
 6. 「おじさん」は，45 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥9.9
 7. 「おじさん」は，50 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥ 24.3
 8. 「おじさん」は，55 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥4.9
 9. 「おじさん」は，60 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥8.9
 10. 「おじさん」は，65 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥3.6
 11. 何歳でもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2
 12. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
 13. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6

Q6. では「おじさん」という言い方は，何歳ぐらいまでの人を
指すことばだと思いますか。ただし，親せきの「おじさん」
は除いて考えてください。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. 「おじさん」は，25 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥0.1％
 2. 「おじさん」は，30 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥0.1
 3. 「おじさん」は，35 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥0.1
 4. 「おじさん」は，40 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥1.3
 5. 「おじさん」は，45 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥2.2
 6. 「おじさん」は，50 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥7.9
 7. 「おじさん」は，55 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥ 14.7
 8. 「おじさん」は，60 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥ 31.7
 9. 「おじさん」は，65 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥ 17.9
 10. 「おじさん」は，70 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥ 13.7
 11. 何歳でもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.5
 12. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
 13. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

Q7. 次に，「おばさん」という言い方は，何歳ぐらいからの人
を指すことばだと思いますか。ただし，親せきの「おばさん」
は除いて考えてください。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. 「おばさん」は，20 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥0.4％
 2. 「おばさん」は，25 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥0.9
 3. 「おばさん」は，30 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥7.8
 4. 「おばさん」は，35 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥ 10.4
 5. 「おばさん」は，40 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥ 26.5
 6. 「おばさん」は，45 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥ 11.5
 7. 「おばさん」は，50 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥ 21.4

2016 年度　日本語のゆれに関する調査
単純集計結果

1. 調査時期　2017（平成29）年3月3日～13日
2. 調査方法　調査員による個別面接聴取法
3. 抽出方法　層化副次（三段）無作為抽出法
4. 調査対象　満20歳以上の男女（全国）4,000人
5. 調査有効数（率）　1,208人 （30.2％）
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 8. 「おばさん」は，55 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥5.3
 9. 「おばさん」は，60 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥7.9
 10. 「おばさん」は，65 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥3.4
 11. 何歳でもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4
 12. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 13. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8

Q8. では「おばさん」という言い方は，何歳ぐらいまでの人を
指すことばだと思いますか。ただし，親せきの「おばさん」
は除いて考えてください。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. 「おばさん」は，25 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥0.0％
 2. 「おばさん」は，30 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥0.2
 3. 「おばさん」は，35 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥0.2
 4. 「おばさん」は，40 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥1.0
 5. 「おばさん」は，45 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥2.3
 6. 「おばさん」は，50 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥7.8
 7. 「おばさん」は，55 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥ 14.2
 8. 「おばさん」は，60 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥ 31.1
 9. 「おばさん」は，65 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥ 18.5
 10. 「おばさん」は，70 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥ 14.2
 11. 何歳でもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.0
 12. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
 13. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1

Q9.「初老」という言い方は，何歳ぐらいからの人を指すこ
とばだと思いますか。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. 「初老」は，30 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3％
 2. 「初老」は，35 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
 3. 「初老」は，40 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2
 4. 「初老」は，45 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8
 5. 「初老」は，50 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.3
 6. 「初老」は，55 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.0
 7. 「初老」は，60 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.7
 8. 「初老」は，65 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.2
 9. 「初老」は，70 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.6
 10. 「初老」は，75 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.6
 11. 「初老」は，80 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3
 12. 何歳でもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2
 13. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 14. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7

Q10. では，「初老」という言い方は，何歳ぐらいまでの人を指
すことばだと思いますか。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. 「初老」は，35 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0％
 2. 「初老」は，40 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 3. 「初老」は，45 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7
 4. 「初老」は，50 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9
 5. 「初老」は，55 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2
 6. 「初老」は，60 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.2
 7. 「初老」は，65 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.9
 8. 「初老」は，70 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.4
 9. 「初老」は，75 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.9
 10. 「初老」は，80 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.6
 11. 「初老」は，85 歳ぐらいまで ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2
 12. 何歳でもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.9
 13. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
 14. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0

Q11.「老人」という言い方は，何歳ぐらいからの人を指すこ
とばだと思いますか。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. 「老人」は，30 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0％
 2. 「老人」は，35 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 3. 「老人」は，40 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 4. 「老人」は，45 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 5. 「老人」は，50 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 6. 「老人」は，55 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 7. 「老人」は，60 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.6
 8. 「老人」は，65 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.2
 9. 「老人」は，70 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.0
 10. 「老人」は，75 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.8
 11. 「老人」は，80 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.4
 12. 何歳でもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6
 13. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 14. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

Q12.「高齢者」という言い方は，何歳ぐらいからの人を指す
ことばだと思いますか。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. 「高齢者」は，30 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥0.0％
 2. 「高齢者」は，35 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 3. 「高齢者」は，40 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 4. 「高齢者」は，45 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 5. 「高齢者」は，50 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 6. 「高齢者」は，55 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
 7. 「高齢者」は，60 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥‥5.1
 8. 「高齢者」は，65 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥ 11.1
 9. 「高齢者」は，70 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥ 29.1
 10. 「高齢者」は，75 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥ 30.1
 11. 「高齢者」は，80 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥ 21.0
 12. 何歳でもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6
 13. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 14. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4

Q13.「お年寄り」という言い方は，何歳ぐらいからの人を指
すことばだと思いますか。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. 「お年寄り」は，30 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥0.0％
 2. 「お年寄り」は，35 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥0.0
 3. 「お年寄り」は，40 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥0.0
 4. 「お年寄り」は，45 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥0.0
 5. 「お年寄り」は，50 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥0.2
 6. 「お年寄り」は，55 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥0.2
 7. 「お年寄り」は，60 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥4.5
 8. 「お年寄り」は，65 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥‥9.9
 9. 「お年寄り」は，70 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥ 31.0
 10. 「お年寄り」は，75 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥ 21.6
 11. 「お年寄り」は，80 歳ぐらいから ‥‥‥‥‥‥ 28.6
 12. 何歳でもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6
 13. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
 14. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1

Q14. テレビで，「見ることができる」という意味で「見れる」
と発言した人がいたとします。この場合，字幕スーパーで
はどのように表示するのがよいでしょうか。まず，「テレビ
局のインタビューを受けた普通の人」の発言だとしたら，
どう思いますか。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. 「見れる」と発言しても，字幕スーパーでは
  「見られる」と表示するのがよい ‥‥‥‥‥‥ 32.7％
 2. 「見れる」と発言したら，字幕スーパーでも
  「見れる」と表示するのがよい ‥‥‥‥‥‥‥ 26.9
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 3. これがニュース番組であれば「見られる」，
  バラエティー番組であれば「見れる」と
  表示するのがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.0
 4. これがニュース番組であれば「見れる」，
  バラエティー番組であれば「見られる」と
  表示するのがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9
 5. どちらでもよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.3
 6. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.8

Q15. 次に，これが，「テレビ局のインタビューを受けた俳優」
の発言だとしたら，どう思いますか。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. 「見れる」と発言しても，字幕スーパーでは
  「見られる」と表示するのがよい ‥‥‥‥‥‥ 31.5％
 2. 「見れる」と発言したら，字幕スーパーでも
  「見れる」と表示するのがよい ‥‥‥‥‥‥‥ 27.3
 3. これがニュース番組であれば「見られる」，
  バラエティー番組であれば「見れる」と
  表示するのがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.0
 4. これがニュース番組であれば「見れる」，
  バラエティー番組であれば「見られる」と
  表示するのがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2
 5. どちらでもよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.5
 6. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0

Q16. これが，「テレビ局のインタビューを受けた政治家」の発
言だとしたら，どう思いますか。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. 「見れる」と発言しても，字幕スーパーでは
  「見られる」と表示するのがよい ‥‥‥‥‥‥ 38.9％
 2. 「見れる」と発言したら，字幕スーパーでも
  「見れる」と表示するのがよい ‥‥‥‥‥‥‥ 23.8
 3. これがニュース番組であれば「見られる」，
  バラエティー番組であれば「見れる」と
  表示するのがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.0
 4. これがニュース番組であれば「見れる」，
  バラエティー番組であれば「見られる」と
  表示するのがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8
 5. どちらでもよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.8
 6. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2

Q17. 次のことばについて，ご自身のお考えに最もよくあては
まるものは，どれでしょうか。1つだけお答えください。

【あしたは「雨かもしれない」ということを，メールで相手
に伝える場合】

 1. 「雨かもしれませんね。」と書く
  （「雨かもしれませんね ?」とは書かない） ‥‥‥‥ 40.2％

 2. 「雨かもしれませんね ?」と書く
  （「雨かもしれませんね。」とは書かない） ‥‥‥ 24.8
 3. 両方とも書くが，どちらかと言えば
  「雨かもしれませんね。」と
  書くほうが普通だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.4
 4. 両方とも書くが，どちらかと言えば
  「雨かもしれませんね ?」と
  書くほうが普通だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.5
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.1

Q18. 次のことばについて，ご自身のお考えに最もよくあては
まるものは，どれでしょうか。1つだけお答えください。

【もう「終わったのかもしれない」ということを，メールで
相手に伝える場合】

 1. 「終わったのかもしれませんよ。」と書く
  （「終わったのかもしれませんよ ?」
  とは書かない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.9％
 2. 「終わったのかもしれませんよ ?」と書く
  （「終わったのかもしれませんよ。」とは
  書かない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.4
 3. 両方とも書くが，どちらかと言えば
  「終わったのかもしれませんよ。」と書く
  ほうが普通だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.1
 4. 両方とも書くが，どちらかと言えば
  「終わったのかもしれませんよ ?」と書く
  ほうが普通だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.5
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.0

Q19. 次の四角で囲まれたことばの，下線部分をどう読みます
か。最もよくあてはまるものを，1つだけお答えください。
 本日の試合　巨人 VS. 阪神

【調査員注：調査員は四角で囲まれたことばを読み上げないこと】
 1. ブイエス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.4％
 2. バーサス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.8
 3. 対（たい） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.8
 4. この中にはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5

Q20. 次の四角で囲まれたことばの，下線部分をどう読みます
か。最もよくあてはまるものを，1つだけお答えください。
 大リーグ中継　ヤンキース VS. オリオールズ

【調査員注：調査員は四角で囲まれたことばを読み上げないこと】
 1. ブイエス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.1％
 2. バーサス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.3
 3. 対（たい） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46.0
 4. この中にはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8

全体
性別 年齢

男　性 女　性 　20 代 　30 代 　40 代 　50 代 60 歳以上
1.208 人 572 636 135 185 220 185 483
100.0% 47.4 52.6 11.2 15.3 18.2 15.3 40.0 

全体
男性 女性

20 代 30 代 40 代 50 代 60 歳以上 20 代 30 代 40 代 50 代 60 歳以上
1.208 人 70 106 101 83 212 65 79 119 102 271
100.0% 5.8 8.8 8.4 6.9 17.5 5.4 6.5 9.9 8.4 22.4 

サンプル構成


