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第1453回放送用語委員会（東京・リモート開催）2021年10月8日

過去のルール等の見直し 〔意見交換〕

第1453回放送用語委員会（2021年10月8日）で
は，過去の放送用語委員会や，文研の放送用語・
表現グループで定めたルール等の見直しをテーマ
に，意見交換をした。議題は，1. 副作用・副反
応，2. 潮の満ち干・満ち引き，3. お盆の入り・明
け，4. 一番草（いちばんぐさ/そう，である（4は時 
間の都合上議論せず）。提案内容と出された意見に
ついて伝える。

1.  副作用・副反応
（1）現行の対応と問題点

① 現行の『NHKことばのハンドブック第2版』
　 の記載
【副作用・副反応】
 　放送では「副作用」に統一している。
 　種痘の場合などの「副作用」と「副反応」

は，同じ事がらを別々の視点から見た言い方
であるが，「副反応」は，一般にはあまり知ら
れていない。（p176）

② 問題点
 • 新型コロナウイルスのワクチンのニュースでは
「副反応」を使っているので，実態とそごが生
じている。
→「ただし，ワクチンの場合は「副反応」を

使う慣用もある」などの追記が望ましいの
ではないか。

（2）過去の『文研月報』の記載
『文研月報』1972年4月号「第757回放送用語委
員会1月27日」
「副作用」と「副反応」
〈問〉種痘をした幼児が高熱を出して死亡したこ

とに関連して，「種痘の副反応」という表現
があったが，「副作用」でよいのではないか。

「副作用」と「副反応」は同じ事がらを別々
の視点から見た表現であるし，また，「副反
応」は一般にはあまり知られていないので，
放送では「副作用」に統一している。

〈参考〉
1.  厚生省公衆衛生局防疫課の回答
 　専門家の間では，「副作用」「副反応」の両

者とも普通に通用している。定義するとすれ
ば次のようになる。

副作用…… 薬やワクチンの人体に対する作
用からみた言い方。

副反応…… 薬やワクチンに対する人体の反
応からみた言い方。

2.  用例
 　……法律に基づいて行なわれた予防接種

により重篤な副反応がおこった時は国が被害
者を簡易な手続きにより迅速に救済し得る制
度を早急に確立すべきこと等が……。

（『厚生白書』昭和45年版から）

（3）現在の厚生労働省での位置づけ

新型インフルエンザ予防接種後副反応報告とは

「副反応」とは，ワクチン接種により免疫をつけ
ることに伴って発生する，免疫の付与以外の反応
です。通常の医薬品で言う「副作用」と同様の意味 
です。

（厚生労働省ホームページ『新型インフルエンザ予防接
種後副反応報告について』より）
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-
kansenshou04/inful_05.html

（4）実際の使用例（最近のNHKニュースから）

2021.9.14（火）
　新型コロナウイルスのワクチン接種によってアナ

フィラキシーなどの重篤な副反応が起きた可能性
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 • 専門家の多くが「副反応」という表現を使用し
ていることや，今後，ワクチン接種が本格化し
た場合，健康被害につながる事案の行政発表も

「副反応」疑いなどの用語で行われるためで，新
聞などほかのメディアでも使用の機会が増えてい
る。

（上記の考え方について報道局から補足説明）
○ 英語では，どちらも「side effect（サイドエフェク

ト）」で同じ意味ではあるが，日本の場合は制度
や法律の違いから専門家は「副反応」を使って
いる。そのため，ニュースでわかりやすくしよう
として「副作用」ということばを使っても，インタ
ビューでは専門家が「副反応」と言う，という食
い違いが生じる。これについて視聴者からも問
い合わせが来るようになった。日本人へのワクチ
ン接種が迫り，関係のニュースが急増することも
予想される中で，丁寧に説明していけば相当速
い速度で定着するのではないかと判断し，「副反
応」ということばに統一した。ただし，難しいこ
とばなので，症状を具体的に補うなどしながら
伝えていくのがよいと考えた。

（7）当日の意見
（外部委員からの意見）
○ 「副反応」はワクチンのときに限って，最近よく聞

くようになった。最初は戸惑ったが，副作用と同
じ意味で，ワクチンのときは「副反応」と呼ぶと
理解した。ワクチンのときだけは「副反応」を使
うということにしておけば，誤解も少なくよくわか
るだろう。

○ 「反応」は，何らかの刺激を受けた結果であり，
一方「作用」はみずから影響を及ぼすという感じ
があり，本来の意味からは「作用」のほうが「反
応」よりも他者への影響が強いニュアンスがある
ので，程度の違いがあるように感じてしまうのが
問題ではないか。ただ，今回のコロナをきっか
けに，一般の人も視聴者も，薬の場合は「副作
用」，ワクチンの場合は「副反応」という使い分
けを理解していると思う。これまであまり使われ
てこなかったことばが，何かのきっかけでよく使
われるようになった結果，使い分けが進むのは
自然の流れでもあるので，提案のとおりでよいの
ではないか。個人的にはさらに一歩進めて「ワク
チンの場合は『副反応』という慣用が一般化して

が否定できないとして，厚生労働省は，新たに
37人の女性に，法律に基づいて医療費などを支
給することを決めました。

2021.9.9（木）
　東京・港区は，若い世代に仕事や学校帰りに新

型コロナワクチンを接種してもらおうと，金曜日
の夜に専用の接種会場を設ける「週末ミッドナイ
ト接種」という新たな取り組みを始めることにな
りました。（中略）金曜日の夜に接種して週末に
副反応を解消してもらうことで若い世代の不安を
払しょくしたいねらいもあります。

2016.7.27（水）
　子宮頸がんワクチンを接種した後，原因不明の

体の痛みなどを訴えた63人の患者が，安全性や
有効性が十分に確認されていないのに，ワクチ
ンの接種を勧めたのは違法だなどとして，国と製
薬会社に治療費や慰謝料などを求める訴えをきょ
う，全国4つの裁判所に起こしました。訴えを起
こしたのは，子宮頸がんワクチンを接種したあと，
体の痛みや記憶力の低下などの副反応が出たと
訴えている全国の15歳から22歳までの女性あわ
せて63人です。

（5）他社の使用状況
大手新聞・通信社は最近は主に「副反応」を使用。
 • Gサーチでキーワード検索「ワクチンAND副反
応（副作用）」（2021/8/22 ～ 9/21）

朝日 読売 毎日 産経 共同

ワクチン AND　副反応 51 103 65 34 17

ワクチン AND　副作用 4 2 1 4 0

（6）用語に関するNHK報道局の考え方
  （2020年12月18日）

 • ニュースでは，これまで「副反応」ということば
が一般にはあまり知られていないことから，一部
の例外を除いて，主に「副作用」を使用してきた
が，今後，ワクチンのニュースを扱う機会が増え
ることが予想されることから，ニュースでは「副
反応」「副作用」の混在を減らすため，ワクチンの
場合は「副反応」という表現の使用を基本とす
る。医薬品については引き続き「副作用」を使用
する。
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いる」としても，先走りすぎにはならないのでは
ないかと思う。

○ ハンドブックの記載については書き直せばよいだ
ろう。さらに，使い分けという形で考えていくべ
きなのか，単に同義語と扱うべきなのかは，や
はり一般の人を対象にした意識調査で確認する
必要があると思う。今すぐやるのがいいというわ
けではないが，調査をすれば，使い分けするほ
うがいいのかどうかや，意味が違うと思っている
のかなど，質問調査ならではの結果が得られる。
みんなが使っていることばをNHKも使えば，放
送はわかりやすいものになる。調査の際は「副
効果」という語も入れて聞くとよいのではない
か。

○ ことばの使い分けが起きているのは日本だけの
問題で，英語，ドイツ語，フランス語を調べて
みたが，どこも区別はつけていない。世界的に
見て区別するのはどうかと思われるが，専門家
がそう使っているなら，それに従うのがよいので
はないか。

○ NHKがどちらかを使うだけで，ことばの使用が
押しとどめられるわけではない。仮に，新型コ
ロナの飲み薬ができて，それを飲むと肌がかゆ
くなるなどのことがあれば，それが「副作用」と

「副反応」のどちらで呼ばれるのかといったこと
は，先が読めない。ワクチンでは「副反応」，薬
では「副作用」と分けるとわかりやすくはなるが，
近未来に守られるかはわからないので，ハンド
ブックには両方書いて，特に使い分けをしない
ほうが無難かもしれない。

○ 大学生たちに聞いてみると，多くはワクチンは
「副反応」，薬は「副作用」という理解をしていた。
結論としては提案にある追記を加えることに賛
成。細かく「ワクチンの場合は……」という使い
分けを加えるかどうかは，世の中の理解の状況
を踏まえてから，とするのがよいのではないか。

○ 結論から言うと，ハンドブックでは「副反応」の
地位を上げるべきだと思う。ことばの成り立ちだ
けから考えると，「副作用」と「副反応」には視
点の違いがある，というのはよくわかる。視点の
違いとは，主語や動詞が何かということ。薬な
りワクチンが「何々を起こす」という場合は「副
作用」が使われやすいと思うが，「何々が起きる」
という場合は「副反応」が使いやすいと感じる人

が多いのではないか。つまり，もともとは視点の
違いだけで，薬とワクチンで違いを感じる人が多
くなっているとすれば，それはたぶん二次的な
ものだろう。薬がどのような悪いことを起こすの
かという視点での文脈が多かったときには「副
作用」との結びつきが多くなり，最近は，ワクチ
ンで人体の側からどういうことが起こるかを言う
ことが多くなったので「副反応」が結びつくよう
になったと感じているだけだろう。ただ，そう感
じている人が多ければ，放送でもそう使うしか
ない。

（内部委員からの意見）
○ ラジオの現場で「副反応」ということばを使って

特に苦情のようなものはない。「副反応」という
ことばがあまりに一般化したため，今後ニュース
で「副作用」を使うと，逆に視聴者の方が，「あ
らっ？」と思う可能性もある。例えば，ワクチン
の「副反応」で熱が出て，そのために飲む解熱
剤の「副作用」に気をつける，などといった使い
分けをするのかどうか，考えた。

（報道局からの意見）
○ よりどころとなる法律や，公的機関，あるいは

専門家が使う用語を，なるたけ外さずにわかり
やすく伝えるということを，今回のコロナで私た
ちは学んだ。科学的・医療的なものは，根拠や，
専門家が使うことばを重視せざるを得ないとい
うのが報道現場の実感。

2.  潮の満ち干・満ち引き
（1）現行の対応と問題点

① 過去の問い合わせ内容とそれへの回答
Q. 「潮の満ち引き」は誤りか？
A. 一般的・伝統的には「潮の満ち干（みちひ）」。

国語辞典には「満ち干」のみを掲載している
ものも多く，本来は「満ち引き」は誤りだと考
える人もいるようだ。必ずしも「満ち引き」が
誤りとは言えないが，「満ち干」ということば
を知っているのであればそちらの表現を使っ
たほうがよい。気になるなら「干潮と満潮」「満
ち潮と引き潮」などと言いかえる。

（2010・2019・2021年に問い合わせあり）
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③ 『日本国語大辞典』の初出等に関する情報
「満ち干」
＊ 平家（13C前）二・卒都婆流「社はわだづみの

ほとりなれば，塩のみちひに月ぞすむ」
＊ 日葡辞書（1603-04）「Michifi（ミチヒ）〈訳〉満潮

と干潮」
＊ 読本・椿説弓張月（1807-11）後・一六回「潮の

満干（ミチヒ）も尋常ならで」
＊ 雪の下の蟹（1969）〈古井由吉〉「人の一日は目

覚めと眠りの微妙な満ち干から成っていること
を」

「満ち引き」
＊ 日本書紀桃源抄（15C後）「月に随て潮のみちひ

きがあるぞ」
＊ 虞美人草（1907）〈夏目漱石〉一二「旨い潮の満

干（ミチヒキ）で，はたりと天地の前に行き逢っ
た時，此変則の愛は成就する」

＊ 防雪林（1928）〈小林多喜二〉九「痛みはちっと
も止まりさうでもなく，その満ちひきの重なる度
に」

（4）使用実態
① 現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）
 「潮の満ち干」　　10 件
 　（うち，Yahoo !知恵袋 2件）
 「潮の満ち引き」　20 件
 　（うち，Yahoo !知恵袋5件）

② NHKアーカイブスのニュース内での使用件数
　（1985年～ 2021年9月13日）
 「潮の満ち干」　　30 件
 「潮の満ち引き」　42件

③ NHKニュースでの使用例
● 「満ち干」
2021.1.11（月）
　月が地球に接近し，いつもより明るく輝いて見え

る「スーパームーン」と呼ばれる現象の際，干満
の差が大きくなることで海岸の地形の変化に影
響を与えていることが，神奈川県横須賀市にある
研究所の調査で初めて，確認されました。（中略）
横須賀市にある「港湾空港技術研究所」がスー
パームーンと潮の満ち干の関係を茨城県の海岸で
20年以上観測し，42回分のデータを解析した結

② 問題点
　潮の干満は，「満ち干（みちひ）」よりも「満ち引き
（みちひき）」のほうが耳で聞いたときに理解しや
すい。
→「満ち干」と「満ち引き」の両方使用可能な対

応が望ましいのではないか？

（2）NHK文研が刊行する辞典類の記載内容
　『NHK日本語発音アクセント新辞典』（2016）
　　みちひ【満ち干】（潮の～）　ミ＼チヒ
　　（「満ち引き」の記載なし）
　『NHK漢字表記辞典』（2011）
　　みちひ　満ち干　　潮の～。
　　（「満ち引き」の記載なし）

（3）国語辞典の記載
① 主な国語辞典の立項の有無

満ち干 満ち引き

日本国語大辞典 第2版（2001） ○ ○

広辞苑 第7版（2018） ○ ○

大辞林 第4版（2019） ○ ○

新選国語辞典 第9版（2011） ○ ○

三省堂国語辞典 第7版（2014） ○ ○

岩波国語辞典 第8版（2019） ○ 　○※

現代国語例解辞典 第5版
（2016） ○ ―

新明解国語辞典 第8版（2020） ○ ―

明鏡国語辞典 第3版（2021） ○ ―

 ※「→みちひ」とあり（空見出し）

② 語釈
「満ち干」
○ 海水が満ちることと引くこと。満潮と干潮。干

満。「潮の―が激しい」（大辞林）
○ 満ち引き。「潮の―」（三国）
○ 「干満」の意の和語的表現。（新明解）

「満ち引き」
○ 満潮と干潮。満ち干（ひ）。（大辞林）
○ 潮が満ちることと引くこと。満潮と干潮。満ち干

（ヒ）。（三国）
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果，平均で，ひと晩に海岸線が通常のおよそ1.5
倍浸食されることが確認されたということです。

2019.11.1（金）
　先月（10月）25日の大雨の影響で，千葉県木更

津市の漁港には大量の流木やゴミが流れ込み，
特産の「のり」の養殖ができなくなっています。（中
略）現場では，千葉県の依頼を受けた業者が大
型の重機を使って取り除く作業を進めていますが，
潮の満ち干ですぐに新たに流れ込んでくるため，
難航しているということです。

2019.9.16（月）
　中国東部を流れる川で，大量の海水が河口から

上流に向かって激しく逆流する現象が起き，現
地は大勢の見物客でにぎわいました。中国東部
の浙江省を流れる「銭塘江」は，河口が広く，
上流に向かって川幅が急に狭くなる地形をしてい
て，潮の満ち干が大きくなると海の水が河口から
逆流する現象が起きることで知られています。毎
年，日本の十五夜にあたる「中秋節」の時期にな
ると潮の満ち干が特に大きくなるため，逆流の現
象が1年で最も激しくなります。

2018.4.30（月）
　春の大潮を迎え，兵庫県の淡路島では，鳴門海

峡の渦潮を間近で楽しめる遊覧船が人気を集め
ています。（中略）鳴門海峡の渦潮は，紀伊水道
と瀬戸内海の水位の差から生まれる自然現象で，
いまは潮の満ち干が大きい大潮にあたるため，渦
潮の発生が期待できます。

2016.2.8（月）
　ことしの元日，津波が観測されたとする誤った情 

報を和歌山県がメールで配信した問題で，県は
再発防止の対策をとったとして，今月12日から津
波の情報の自動配信を再開すると発表しました。

（中略）このため県は，メールの自動配信をただち
に停止しましたが，その後の県の調査で，ことし
の潮の満ち干に関するデータを入力していなかっ
たため，潮位の変化を津波と誤って認識し，メー
ルを配信したことがわかりました。

● 「満ち引き」
2015.11.29（日）
　昭和初期から続く昔ながらの「くい打ち式」と呼

ばれる方法で養殖されたかきの水揚げが，広島
県呉市で本格化しています。（中略）「くい打ち式」

は，干潟などの浅瀬に，高さ4メートルほどのく
いを立て，かきをつり下げる養殖方法で，潮の満
ち引きによって，かきが海面から出たり入ったり
するため，いかだで養殖する場合に比べて自然
に近い環境となり，粒が大きく，味も濃厚になる
のが特徴です。

2014.3.4（火）
　潮の流れや波の力を利用して電気を起こす海洋

発電の国の実験場の設置場所として，全国の7
つの県が名乗りをあげ，ことし6月ごろをめどに，
場所の選定が行われることになりました。海洋
発電は，潮の満ち引きや波の力で生じる海水の流
れを利用して発電機を動かし，電気を起こすもの
で，イギリスでは，10年ほど前，政府の支援で
実験場が作られ，世界的な研究の拠点となって
います。

2011.9.23（金） 
　（サンゴ礁特有の離岸流とは）沖縄県に多いサン

ゴ礁の海岸では，サンゴ礁の切れ目に沿う形で，
海水が沖に向かって速く流れる離岸流が，潮の
満ち引きに伴って発生しやすく，こうした流れは

「リーフカレント」と呼ばれています。
2009.7.15（水） 
　山陰から九州北部にかけての日本海沿岸で，海

面が短い周期で上下に変動する「副振動」と呼
ばれる現象が発生し，気象庁は，満潮で潮位が
高くなるこれから朝にかけて沿岸での浸水など
に注意するよう呼びかけています。「副振動」は，
潮位が通常の潮の満ち引きより短い数分から数
十分の周期で上下に変動する現象です。

2006.1.2（月） 
　地球の温暖化が進むと海水面の上昇と台風によ

る高潮で浸水するおそれがある地域は，日本の
面積の四・五倍にあたる百七十一万平方キロメー
トルに上ることが，茨城大学の研究グループの
解析でわかりました。これは茨城大学の○○○
○教授の研究グループが，温暖化で百年後には
海水面が最大八十八センチ上昇するという「気候
変動に関する政府間パネル」の予測をもとに各地
の地形や潮の満ち引き，それに過去の台風によ
る高潮のデータを加えて浸水する可能性がある
地域を調べたものです。
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（5）当日の意見
○ 「満ち干」がもともとの言い方で，「満ち引き」が

わかりやすく言いかえた言い方で，そういう意味
では「満ち干」のほうが正統な言い方だという気
がするが，実際には夏目漱石などの過去の使用
例もあるので，どちらも使っていいのではない
か。特に区別して線引きをする必要はない。

○ 「満ち干」を知らない視聴者は，耳で聞いたとき
に，「満ち干」と言っても「満ち引き」と聞こえて
いる可能性もあるのではないか。せっかく伝統
的な表現を使っても，それが受け取られていな
い実態も考えられるので，提案のように両方認
めてよいのではないか。

○ 「満ち引き」の「引く」はごく普通に使う動詞だが，
「満ち干」の「干る」は現代ほとんど使われていな
い。つまり，「引く」と「干る」とでは使用頻度が
全然違うので，「満ち引き」のほうが耳になじみ，
ついそちらに聞き取ってしまうことになる。この
ため，「満ち干」と「満ち引き」だけを取り上げる
と，問題設定としては一部になってしまう。もう
少しその周辺の単語群を関連させながら考察し
てもいいのではないか。両方使えるようにしても
あまり問題にはならないだろう。ただ，単語の
認識度も含めて事実を押さえないと最終的な判
断は難しい。

○ 意味は同じなので，どちらも正しいということで
いいだろう。ただ，語構成の面では，「満ち干」
は「満つ」と古語の「干る」。「満ち引き」は「満
ちる」と「引く」で，別の単語ということになる。
厳密に考えれば，2つの別の単語があり，形は
違うが意味は同じ，ということになる。

○ 将来的には「満ち干」は消えてしまうのではない
か。「干（ほ）す」は使うが「干る」は日常では使
わず，身近なことばでは「潮干狩り」ぐらい。提
案どおり両方使用可能にするしかない。すぐに

「引き潮」ということばが頭に出てくるので，「満
ち引き」と言われたほうがわかりやすい。併記で
よいのではないか。

○ 結論から言えば，「満ち引き」を加えて併記する
ことに賛成。「満ち干」は古く，しっかりした用
例を持っているが，「干」は発音が［ヒ］と短く，
意味がとりにくい。形態素として「干物の『干』」
のように感じる人がどの程度いるのか。「満ち干」
がどのくらい理解語として定着しているのかも気

になる。また，「満ち干」の［ヒ］はアクセントも
低く，場合によっては無声化してしまいそうで，
聞き取りの面で「満ち引き」に劣るかもしれない。

「満ち潮」「引き潮」が対語として定着しているの
で，両方とも載せる案に賛成。

○ 結論から言うと，もっと「満ち引き」を推奨して
よい。個人的には「満ち引き」を最初に持ってき
てもよいと思う。理由は委員の先生方が述べた
とおりだが，将来的には，例えば100年後に「満
ち干」が残っているとは思えない。語構成から考
えて，「干る」は現代語では使われないので，ど
こから来ているのか，特に耳で聞いたときにはわ
からなくなってくるので。「潮が引く」と言うわけ
だから，当然そうなっていくだろう。

（事務局から）
○ 「干る」は「乾燥する」という意味と同時に「干潮

になる」という意味も，奈良時代から『万葉集』
にも出てきているはずなので，「潮が引く」と同
じ意味として捉えてよいのではないか。

3.  お盆の入り・明け
（1）現行の対応と問題点

① 現行の『NHKことばのハンドブック第2版』
　 の記載
【盆の入り】
 　「盆の入り（明け）」は，放送では原則として

使わない。（p188）
【入り・明け】
 　「寒の入り・寒の明け」「土用の入り・土用

の明け（一般的には夏の土用だけ）」「梅雨入
り・梅雨明け」と使う。

 　ただし，「盆の入り（明け）」は使わない。ま
た，彼岸の場合は「入り」は使うが，「明け」
は使わない。（p20）

【明け】
 　〈例〉寒の明け，土用の明け，梅雨明け
 　「お盆」「彼岸」の場合は，「明け」は使わな

い。（p11）

② 問題点
 • 「お盆明け」は放送でもよく使うのではない
か？
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 • 「お盆入り」も「お盆明け」ほどではないが，
使われているのではないか？
→「『盆の入り（明け）』は，放送では原則と

して使わない。」というくだりを削除しては
どうか。

（2）過去の文研関連の書籍・月報等の記載
①『NHK農林水産用語』（1972年）
 【お盆】　「……なお「盆の入り」とはいわないの

で注意。」（p432）

②『文研月報』1977年12月号「第862回放送用語 
　 委員会（1977年9月 近畿）」

入り」は，原則として使わないことにしていま
す。（p65）

④『文研月報』1979年3月号「ことばの地域差（1） 
　 全国通信調査から」
 「盆の入り」も一般的な表現ではないと判断して，

「盆の入り」という表現は使わないことにしてい
るが，実際には，新聞や放送でも「盆の入り」と
いう表現がしばしば登場するようになっている。 

〈地図8〉の分布状態からしても，また，仮に，
「盆の入り」という表現は本来なかったものである
としても，理解度，語感などの点でも特に問題
はないように思われるが，どうであろうか。

 「彼岸の入り」「梅雨入り」など
の類推からであろうか「お盆
の入り」という表現が時々出て
くる。しかし，一般には，こ
ういう慣用は定着しておらず，
抵抗を感じる向きもあるよう
である。「きょうからお盆」な
どとする。（p47）

③『放送用語問答集』（1979年 
　 3月）

Q. 「盆の入り」というのはお
かしくないか。

A. 「盆の入り」はNHKでは
原則として使わないことに
しています。

 「盆の入り」は「彼岸の入
り」に影響されてできたこ
とばのようです。「彼岸」
は春分と秋分を中心にし
た各1週間で，春分と秋
分を「中日」（チューニチ）
と呼び，最初の日を「彼
岸の入り」と呼びます。（中
略）彼岸の1週間に対して，

「盆」の3 ～ 4日という期
間は，「入り」とか「出」
とかいうには短すぎます
し，またそれほど多くの
人が使っているわけでも
ないので，NHKは「盆の ※調査地点は全国159地点。調査協力者はNHKの農林水産通信員
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⑤『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）』（1991年）

 【盆の入り】
Q. 「彼岸の入り」は一般的で全国的に通用する

が，「盆の入り」という表現は不自然な感じが
する。

A. 「盆の入り（明け）」は，放送では原則として使
わない。「盆の入り（明け）」は「彼岸の入り 

（明け）」に影響されてできたことばのよう
で，いつごろ始まった言い方なのかはっきり
しない。しかし，彼岸が1週間あるのに対し
て，盆の期間は3，4日で短すぎるし，それ
ほど多くの人が使っていることばでもない。

（p111）

（過去の資料のまとめ）
　▼  「お盆の入り」は「彼岸の入り」などからの類推と

思われる新しい用法。
　▼  3 ～ 4日しかないのに「お盆の入り」は大げさ。
　　▼  「（お盆の）明け」には当初は言及がないが，

1991年に言及が見られる。

（3）NHKアーカイブスのニュース内での使用
　（1985年～ 2021年9月13日）
① 出現数

 「お盆明け」 67件
 「お盆の明け」 0 件
 「お盆休み明け」 27件
 「お盆休みが明け」 11件
 「お盆入り」 0 件
 「お盆の入り」 12件
 「お盆休みに入」 27件

② 実際の使用例
● 「お盆明け」
1986.8.18（月）
　お盆明けの月曜日のきょうは東京にまた通勤ラッ

シュが戻ってきました。 家族そろっての帰省や行
楽に出かけられた方はきょうの通勤，さぞこたえ
たことでしょうね。ところで一足遅れの帰省の波
はきょうもまだ続いています。（帰省・人出）

1990.8.11（土） 
　お盆を故郷で過ごす人たちの帰省ラッシュが，

きょうピークとなり，東京駅や上野駅をたつ新幹

線は家族連れなどで大混雑しました。（中略）一
方，Uターンのピークは，お盆明けの16日と日曜
日の19日に分散しそうだとJRでは話しています。

（帰省・人出）
1995.8.9（水）
　また，自民党内の河野総裁に距離を置くベテラ

ン議員を中心とするグループはけさ会合を開き，
お盆明けの再来週には橋本通産大臣を念頭に置
いて河野総裁に対抗する候補者の擁立を決める
ことを確認しました。（政治日程）

1995.8.12（土）
　長野県の波田町で特産の桃の出荷が始まりまし

た。（中略）今年の出荷のピークは十五日からお
盆明けになる見込みだということです。（農林水
産ニュース）

2011.8.1（月）
　国会の会期末が，あと1か月に迫り，菅総理大臣

の退陣をめぐる攻防は，今月半ば以降，大きな
ヤマ場を迎えます。（中略）こうした中で，小沢元
代表は，遅くともお盆明けの今月半ば以降には，
党内が結束して退陣を迫るべきだという考えを表
明し，退陣時期を明確にしない菅総理大臣をけ
ん制しています。（政治日程）

2015.10.5（月） 
　宮城県内のかきの水揚げが，きょう（5日），解禁

され，養殖が盛んな石巻市では，多くの船が出
て，収穫作業に追われました。（中略）地元の漁
協によりますと，ことしのかきは，お盆明けに雨
が多く河川からの栄養素が豊富だったことから，
例年より実のできが良いということです。（農林水
産・季節のニュース）

2021.9.2（木）
　東京都のモニタリング会議で，専門家は都内の

感染状況について，依然として極めて高い値が
続いているとしたうえで，お盆明けから人の流れ
が急激に増えていることから，新規陽性者数が
再び増加に転じることが危惧されると指摘しまし
た。（帰省・人出）

●「お盆の入り」
1988.8.13（土） 
　お盆の帰省ラッシュはきょうが混雑のピークで，

JRの長距離列車も自由席は始発から通勤ラッ
シュ並みの混雑になっています。（中略）ことしの
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帰省ラッシュはお盆入りが週末と重なったため，
きょうの土曜日が最大のピークになりそうで，長
距離の新幹線では軒並み定員の1.5倍前後の混
雑がきょういっぱい続くものとJRでは見ていま
す。（帰省・人出）

1993.8.13（金）
　きょうはお盆の入り。新発田市ではお盆野菜の朝

市が開かれ，冷夏の影響で野菜の値段が高騰す
るなかで安い地元の野菜を買い求める人たちでに
ぎわいました。（農林水産・季節のニュース）

1996.8.13（火） 
　お盆の入りのきょう，神戸市内の霊園では，阪神

大震災の犠牲者を追悼する慰霊碑と鎮魂の言葉
を刻んだ石碑が建てられ，遺族も参列して法要
が行われました。（慰霊・行事）

2007.8.11（土）
　埼玉県深谷市では，お盆に向けて，特産のユリ

の出荷が行われています。（中略）ことしのユリは
出来具合がよく，つぼみで出荷されたものは，お
盆の入りの13日ごろから開花するということです。

（農林水産・季節のニュース）
2019.8.13（火）
　若者たちが鐘や太鼓を打ち鳴らしながら練り歩く

長崎県五島市伝統の念仏供養の踊り「チャンコ
コ」が始まり，島にお盆を告げています。（中略）
お盆の入りのきょうは，早朝から，花がさに腰み
のという独特のいでたちの若者たちが，鐘とはや
しにあわせて太鼓をたたきながら，初盆を迎え
た家や商店などを回って，伝統の踊りを披露して
いました。（慰霊・行事）

（4）当日の意見
○ 彼岸の入りに比べて「お盆の入り」は大げさだと

いうのは，納得もするが，言って悪いことは何
もない。みなさんの意識としては「人出の多くな
る『お盆の入り』」とか，「『お盆が明けた』ので
……」と，自然な意識で使っているので，特に
短いから禁止ということもなく，言ってもいいの
ではないか。禁止しなければならないとは思え
ない。季節を区切ることばは日本では重要なの
で，細かく区切るという意味で「お盆の入り」と

「明け」があるというのがわかりやすく，言いた
くなる言い方。

○ 難しい問題。お彼岸は暦をもとにした言い方で，

お盆は仏教の行事だと私は捉えているが，放送
で「お盆入り」と「お盆明け」ということばを聞
いた場合，仏事としてのお盆の期間を示すのか，
ゴールデンウイークのようなお盆休みの期間を示
すのか，わかりにくい視聴者はいるのではない
か。仏事の観点から言えばお盆は地方によって
違うので若干あいまいさを招いてしまう。また，
ゴールデンウイークに匹敵する休みという社会
的な行事の観点から言うと，リモートワークが
増加して休暇の分散が進むことが予想され，国
民がみな同じ期日にお盆休みをとる習慣が減っ
ていくのではないか。なので，放送では「お盆
の入り・明け」は使わなくてもいいのではない
か。ただ，「お盆の入り・明けは放送では使わな
い」と厳しくしてしまうのは現実的ではないので，

「使わないほうが望ましい」「使わないのが習慣
である」という，ややぼかした表現も検討しては
どうか。

○ 今回の議題を見て「あれ？」と思った。「お盆明
け」はよく耳にするし，「お盆の入り」も聞いたこ
とがある。実際に使われていることが資料から
もわかるので，ハンドブックの原則のほうが現
状に当てはまっていないのではないか。少なくと
も「原則として使わない」というきつい禁止は不
適当。実際に人々がどういう言い方をするのか
に注目していくのがよい。「原則として使わない」
という記述を別の言い方にして，認めたほうがよ
い。

○ 世の中一般からかけ離れていると自覚したうえ
で言うが，「お盆の入り・明け」にはかなり違和
感がある。子どものころから，「お彼岸の『入り』
はあるが，お盆は『入り』はない」と教えられて
きたので，お盆は「入り」はないという気がする。
お彼岸の場合は「お中日」が決まっていて，「入
り」はその3日前。うちの場合，その日はお墓参
りと決められていたので，その日がいつかという
ことは神経をとがらせていた。なので，「お彼岸
の入り」は私にはきちんと存在する日で，曜日と
は関係がなかった。ところが「お盆の入り・明け」
を使うとすると，それはどういう基準になるか。
例えば 8月15日の前3日とか，そういう形にする
のかを決める必要が出てくる。私自身も漠然と

「お盆の休み明けに」という言い方はすると思う
が，その場合はだいたい8月15日がある週の1
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第1453回　放送用語委員会（東京・リモート開催）
【開催日】 2021 年 10 月 8 日（金）
【出席者】 青木奈緒 氏，井上由美子 氏，
 荻野綱男 氏，笹原宏之 氏，
 清水義範 氏，野田尚史 氏，
 町田　健 氏，
 大里智之 放送文化研究所長  ほか

週間を世の中の人は休むので，その週の次の月
曜日が「お盆休みが明けた」という感覚の日にな
る。なので「お盆の入り・明け」を言うとしたら，
特に「入り」をいつにするのかをNHKが決める
必要が出てくるので，使う前には一考必要にな
ると思う。

○ 数日間とはいえ，行事や自然現象のくくりにある
ものとして，「梅雨入り」や「土用の入り」などか
ら類推されるということが起きているのだろう。
ことばが複合語などを作るとき，他の語から類
推し体系化を図ることはよくあり，「お盆」もそ
れが起きる過程にあるということになる。梅雨
入りなどは気象庁は宣言をしなくなったが，そ
れらを求める人は多いようで，そういうものと合
わせて考えることができる。こういう状況を踏ま
え，広く使われていることばをアナウンサーも使
うという方向からすると，提案どおり追記するの
がよいのではないか。ただ，今の提案だと，「盆
の明け」が認められると読めてしまうので，「盆
の明け」がどのくらい定着しているのか調査する
のがよい。あるいは，「盆の明け」と読める表現
を少し変える，などというふうにされるのがよい
のではないか。

○ 難しい問題で，放送ではそれほど推奨すべきこ
とばではないとは思うが，禁止にしなければな
らないことばではないと思う。そのうえで，今 

「お盆」と聞くと，お盆の行事よりもお盆休みを
思い浮かべることが多いということは，確かに
ある。地域によっては7月にお盆の行事をする
ところもあり，その場合は放送を聞いても行事
と結びつかず，8月の時期を指していると思うだ 
ろう。


