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放送用語班の資料で「分泌」について記述の
あるものは表1-1のとおりである。
「分泌」の読みについて，放送用語委員会で
は，1938年4月28日に審議されている1-1）。そ
の議案に以下のように書かれている。

一方『放送用語調査委員会決定語彙記
録（1）』（1939）では，「分泌」の読みが「ブン
ピ」となっており，「分泌物」は「ブンピブツ」に
なっている。それぞれの項目に注意書きとして，
「『ブンピツ』を改訂」「『ブンピツブツ』を改訂」
となっている。
その後の資料では，『同音語類音語』（1941）

で第1読みを「ブンピ」，第2読みを「ブンピツ」
にしており，「分泌」と同音語として「文筆」が
あげられている。放送では，同音語の場合，
言いかえをしたり，言い添えをしたり表現の工
夫をする場合が多い。第1読みを「ブンピ」と
したのは，「文筆」との混同を避けるためとも考

 はじめに
NHK放送文化研究所では，ことばの使い方

や読み方に「ゆれ」のあるものや，ことばに関
する意識などを取り上げて，全国調査を毎年実
施している。
本稿では，以下の項目について報告する。

1 「分泌」について

2 「目線」について

3 「立ち上げる」について

4 「すみません/すいません」の使い分け

5  テレビに出演する人は模範的な日本語を
 話すべきかどうかという意識

1～3章を山下が，4章を太田が，5章を塩田
が執筆した。単純集計表は末尾に掲げた。

 1.「分泌」について

1.1. NHKでの決まり
  現在，NHKでは，「ブンピ」という読みを優先
させ（以下，第1読みという），「ブンピツ」と読ん
でもよい（以下，第2読みという）としている。
「分泌」の読みを決めた経緯と理由を知るため
に，放送用語班にある古い資料の記述を調べた。

『目線』『立ち上げる』も日常語に
～平成19年度「ことばのゆれ」全国調査から～

メディア研究部（放送用語）   塩田雄大 / 太田眞希恵 / 山下洋子

2008年「春の研究発表」特集

『分泌』『泌尿』は醫家の方で決定せず，『ブ
ンピ』と『ヒニョーカ』，『ブンピツ』と『ヒ
ツニョーカ』，『ブンピツ』と『ヒニョーカ』
等區々なりしため，假に『ブンピツ』『ヒツ
ニョーカ』とせしもの。
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えられる。
表1-1のとおり1943年以降は以降は一貫し

て，第1読みが「ブンピ」，第2読みが「ブンピツ」
である。

1.2. 辞書での扱い
放送用語班にある辞書112冊について「分

泌」がどのような読み方で掲載されているのか
を調べた。「ブンピ」「ブンピツ」のそれぞれの
読みを主な見出しにしている辞書の数は表1-2
のとおりである。手持ちの辞書の中での「分
泌」という単語の初出は『日本大辞典』（明法堂・
1892）で「ブンピ」として掲載されている。
この中で，明治以前から大正にかけての辞

書は「ブンピ」だけを載せており，「ブンピツ」
は出てこない。「ブンピツ」を初めて主見出し

として出したのは，『大辞典』（平凡社・1934
～36）である。その後は，「ブンピ」を主見出
しにする辞書，「ブンピツ」を主見出しとする
辞書，それぞれがあるが，1961年以降にな
ると，「ブンピツ」を主な見出しにしている辞
書ばかりになる。なお，「ブンピツ」を主見出
しとしていても，「ブンピとも」と表記されてお
り，いずれか一方の読みだけを載せる辞書は
1976年以降に出版されたものの中には見あた
らない。
辞書の掲載内容から見て，「ブンピ」が古い

読みであることは確かなようだ。

1.3. 学術用語の扱い
「分泌」は医学の訳語として定着した語であ
り，学術的な場面で使われることが多い。『日

表1-1　「分泌」の読み経緯（NHK）

表 1-2　「分泌」辞書掲載状況

発行年 資料名 読み
1935（昭和 10）年 常用漢語発音整理表 ブンピツ
1939（昭和 14）年 放送用語調査委員会決定語彙記録（1） ブンピ
1941（昭和 16）年 同音語類音語 ブンピ（ブンピツ）

1942（昭和 17）年 放送用語備要集成（昭和 16 年度版）
第 2部発音・アクセント篇 ブンピ（ブンピツを採らず）

1943（昭和 18）年 日本語発音アクセント辞典 ブンピ（ブンピツ）
1951（昭和 26）年 日本語発音アクセント辞典 ブンピ（ブンピツ）
1966（昭和 41）年 日本語発音アクセント辞典 ブンピ（ブンピツ）
1985（昭和 60）年 ＮＨＫ日本語発音アクセント辞典 ブンピ（ブンピツ）
1998（平成 10）年 ＮＨＫ日本語発音アクセント辞典 ブンピ（ブンピツ）
注：『アクセント辞典』以外は部内資料

出版時期 ブンピ掲載 うちブンピ
主見出し ブンピツ掲載 うちブンピツ

主見出し 掲載なし

明治以前（9冊） 4 4 0 0 5

大正（2冊） 2 2 0 0 0

昭和（戦前）（5冊） 4 3 3 2 0

昭和（戦後）（51 冊） 51 4 50 47 0

平成（45 冊） 45 0 45 45 0

※「掲載」は，主見出し・参照見出し・語釈中での掲載など，何らかの形で掲載されているもの
　「主見出し」は，その語形が項目として立てられており，語釈が付けられているもの

（冊）
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本国語大辞典（第2版）』（小学館・2000）によ
れば，「分泌」は「はじめは蘭医学の用語とし
て用いられたが，幕末から明治初期にかけて
英語secretionの訳語として定着した」とある。
同辞書の用例を見ても，江戸時代（1805年）の
『医範提綱』が古い資料として示されている。
『学術用語集』のうち，「分泌」が載っている
のは医学，植物学，動物学，地学である。それ
ぞれの分野での読みは表1-3のとおりである。
医学の分野では，「分泌」が単独で使われる

場合は，「ブンピ」を優先させている。複合語
の場合は，「ブンピツ」の「ツ」を省略して「ブ
ンピ」としてもよいと決めている。
植物学と動物学は，単独の「分泌」は「ブ

ンピツ」を「ブンピ」としてもよいとしているが，
複合語では対応がことなっている。植物学は
「ブンピツ～」だけをとり，動物学は「ブンピツ
～」「ブンピ～」両方を認めている。地学だけ
は「ブンピ」のみで「ブンピツ」をとっていない。

1.4. 調査結果
「ブンピツ」と読む人が「ブンピ」と読む人より
も多い結果となった（図1-1）。
年代別に見ると，60歳以上では「ブンピツ」

「ブンピ」が同じぐらい読まれているが，20代
をのぞき，若い年代になるに従って「ブンピツ」
の占める割合が大きくなっている。
若い年代の人ほど「ブンピツ」と読む人が

多いことから，今後，ますます「ブンピツ」と
読む人が増えていくだろう。
このことばの読みについて検討する必要が

出てくるかもしれない。

 2.「目線」について
2.1. 語の問題点
NHKの放送のことばとしては，次のように注

意喚起されている。「『視線』の意味で『目線』が
使われる傾向があるが，『本番』『絵』などと同様，
部内用語なので，放送ではなるべく使わない。」
（『NHKことばのハンドブック（第2版）』2005）。
もともと「目線」は映画，演劇用語として「視
線」と同じ意味で使われていたことばで，それが

表1-3　『学術用語集』掲載内容
医学（2003）
項目 読み

分泌 bunpi(bunpitu）
bunpitu の項目には「→ bunpi」

分泌～
［修飾語］

bunpi ～　　　　　　　　　　
bunpi〔tu〕～

分泌…
［分泌型など複合語８語］ bunpi〔tu〕…

植物学（1990）
分泌 bunpi〔tu〕
分泌物 bunpitubutu
分泌細胞 bunpitu-saibô
動物学（1988）
分泌 bunpi〔tu〕
分泌細胞 bunpi〔tu〕-saibô
分泌神経 bunpi〔tu〕-sinkei
地学（1984）
分泌〔作用〕 bunpi〔sayô〕
注：〔　〕内は省略してもよいものを示す
　　（　）内は使ってもよいものを示す

図1-1　「分泌」の読み（全体・年代別）
「胃液を分泌する」の読みは… 

ブンピツ

全体

20 代

30 代

40 代

50 代

60 歳以上

ブンピ

どちらとも

わからない

56 34 7 3

70 22 6 2

75 19 6 1

58 33 8 1

52 35 10 3

（％）

43 44 7 6
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テレビの世界に入って使われるようになった業界
用語である。俗なことばであり，一般的なことば
として使うには適さないと指摘されることもある。

2.2. 辞書での扱い
放送用語班に保存されている辞書のうちで

「目線」の掲載のあった辞書の数は表2-1のと
おりである。
「目線」の初出は，1967年発行の『新国語
中辞典』（三省堂）である。語釈はないが，「視
線」（眼球の中心点と外界の対象を結ぶ線）と
同じ意味として掲載されている。
『三省堂国語辞典』の掲載内容を見ると，版が

進むに従って，「目線」の語釈に，「視線」以外の新
しい意味が加えられているのがわかる（表2-2）。

2.3. 調査結果
「目線」は，新しい語であるとされてきたが，
この語についてどう考えるかを聞いた。
調査の結果，「目線」ということばを「おかしくな

い」と感じている人が7割以上という結果になった。
年代別に見ても，年代に関係なく「おかしく

ない」が多く，「おかしい」という人が少ない。
すでに各年代に違和感なく受け入れられている
ことばと言えそうだ（図2-1）。

図 2-1　「目線」について（全体・年代別）
「庶民の目線で考える」は…

表 2-1　「目線」辞書掲載状況

表 2-2　「目線」の意味の変遷（『三省堂国語辞典』）

全体

20 代

30 代

40 代

50 代

60 歳以上

おかしい おかしくない

どちらとも
いえない

わからない

12 72 12 4

12 79 8 1

10 78 11 0

14 73 10 2

13 70 12 5

11 67 16 7

（％）

出版時期 掲載
あり うち主見出し 掲載

なし

明治以前（9冊） 0 0 9

大正（2冊） 0 0 2

昭和（戦前）（5冊） 0 0 5

昭和（戦後）（51 冊） 20 17 31

平成（45 冊） 38 38 7  （冊）

版 出版年 意　　味

初版 1961 掲載なし

2版 1974 （演劇・テレビなどで）視線

3版 1982 （演劇・テレビなどで）視線

4版 1992 （1）（演劇・テレビなどで）視線
（2） 写された人がだれであるかはっきりわからないようにするため，目の部分に引く太い線

5版 2001
（1）（演劇・テレビなどで）視線
（2） 写された人がだれであるかはっきりわからないようにするため，目の部分に引く太い線
（3）ものの見方，とらえ方

6版 2008
（1）（演劇・テレビなどで）視線
（2） 写された人がだれであるかはっきりわからないようにするため，目の部分に引く太い線
（3）ものの見方，とらえ方
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す」などは，自動詞に他動詞がついたもので
ある 3-3）。また「あげる」がつく語でいえば，「せ
きあげる，せぐりあげる，のしあげる，乗りあ
げる，はねあげる」などが自動詞に他動詞が
ついたものである 3-4）。
しかし，「自動詞+他動詞」の組み合わせは

文法的に不適合な文（「非文」）であり，おかし
いという指摘がされることが多い 3-3）。「自動詞」
に「他動詞」がつくとおかしいという指摘だが，
これは，複合動詞の前の要素と後ろの要素と
で，文章がねじれるという印象があるためと
言われる。例えば，須賀一好の論文 3-5）にあげ
られている用例でいうと「落ちこぼす」という
新語がある。これは「落ちこぼれ」から派生し
たもので，自動詞に他動詞がついた語である。
このことばを前と後ろとで考えると，「生徒を
落ちて，こぼす」ということになり，いかにも
おかしい。しかし，これを一語化した複合動
詞と考えれば，こうした語形が派生することも
理解できる 3-5）。
北原保雄編の『続弾 ! 問題な日本語』3-6）でも

「機械の起動や組織の開始についていう『立ち
上げる』は，自動詞『立つ』+他動詞『あげる』
と分けてとらえないで，『立ち上げる』全体で1
つの他動詞と見なされて，広く使われていると
考えられます」となっている。
「自動詞+他動詞」の複合動詞でも一語化
したものとしてとらえられると違和感なく使わ
れる場合があるようだ。
実際に，目の前で人が「立つ」=「起立する」

場合，「○○さんを立ち上げる」とはならない。
「立ち上がらせる」である。「立つ」が「起立する」
という意味で使われており，「上げる」にも上下
運動の意味が含まれるため，「立つ」+「上げる」
の2語意識が強くなり，おかしいと感じられる

 3.「立ち上げる」について

3.1. 語の問題点
「立ち上げる」は，パソコンや機械などを起
動させる意味で使われる「専門用語」である。
パソコンの普及とともに，パソコンの世界以外
でも使うようになった。そして，「起動する」と
いう意味以外に，「プロジェクトや会社，企画
などが機能できる状態にすること」も指すように
なった。
使われ始めたのは1990年ごろからで，1995

年ごろから盛んに使われるようになった 3-1）。当
初は新しく，耳慣れない表現であると指摘され
ることが多かった。
もともと「立ち上がる」ということばはあっ

た。「起立する」と同じ意味のことばだが，「事
をはじめる。事業に乗り出す」といった意味
で使われることもある。ここから「立ち上げる」
という他動詞形が派生したのだろう。
問題としてはいくつかあるが，例えば，機

械や会社，プロジェクトを擬人化しているよう
に聞こえるといったことが指摘される。
理由はどうであれ，「違和感がある」「おかし

い」という意見が多く，金田一春彦は著書で，
「耳障りな表現である」と述べている3-2）。
この語の問題点として特に指摘されるのは，

「自動詞+他動詞」という形の複合動詞である
ということである。「立ち上げる」は「立つ」とい
う自動詞に「上げる」という他動詞がついた複
合動詞である。複合動詞には，他動詞どうし，
自動詞どうしのものが圧倒的に多い。他動詞に
自動詞がついたものもあるが，自動詞に他動詞
がつくものは珍しい。
こうした形の複合動詞がまったくないわけ

ではない。「飛び出す，上り詰める，泣き暮ら
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のである。
一方，パソコンやプロジェクトを「立ち上げ

る」場合は，パソコンなどが「起立する」わけ
ではない。また「上げる」にも，上下の動きを
思わせる意味が含まれない。実際に立ったり
上がったりする動作ではなく，比ゆ的な意味
合いとして使われるため，「立つ」と「上げる」
それぞれの動詞の意味が薄くなるのだろう3-6）。
 

3.2. 辞書での扱い
辞書の掲載と内容の変化を見ていく。
「立ち上げる」が辞書に初めて出てくるのは
『辞林21』（三省堂・1993）の「立ち上げ」とい
う項目でである。「機器類を起動させること」と
説明されている。
「立ち上げる」が辞書に主な見出しとして出
たのは，1994年の『岩波国語辞典（第5版）』
からで，「機械のシステムを稼働できる状態に
する」という意味で説明されている。「新しい
企画，作業などをはじめる」という意味は『日
本国語大辞典（第2版）』（小学館・2000）で
初めて掲載されている。現在では，「組織・
企業などを新しく始める」という意味を「機械
のシステムを稼働できる状態にする」といっ
た意味よりも先に載せる辞書も出始めている
（『三省堂国語辞典』（第5版・2001，第6版・
2008））。

3.3. 調査結果
a.2008 年調査

全体の結果から，7割以上が「おかしくない」
と答えており，年代による差もあまりない。「目
線」同様，この語についても，年代に関係なく，
多くの人に違和感なく取り入れられていると言え
そうだ（図3-1）。

 

b.1997 年調査との比較

「立ち上げる」については，1997年にもまったく
同じ質問文・回答選択肢で聞いている3-7）。結果
を比較すると，この10年で「立ち上げる」について
「おかしくない」と感じる人が増え，「おかしい」と感
じる人が減っていることがはっきりする（図3-2）。
1997年調査を見ると「立ち上げる」という表現
が「おかしい」と感じる人が「おかしくない」より
も多い。年代による差も出ている（図3-3）。20
代は「立ち上げる」を「おかしくない」と感じる人
が多いものの，年代があがるに従って，「おかし
い」と感じる人が増え，特に，50代や60歳以上
の高年層に抵抗感が強かった。ところが，今回
の調査では，「おかしくない」と感じる人が「おか
しい」と感じる人よりも多く，年代差もほとんどな
くなっている。

図 3-1　「立ち上げる」について（2008 年）（全体・年代別）
「新製品開発のプロジェクトを立ち上げる」は…

全体

20 代

30 代

40 代

50 代

60 歳以上

おかしい おかしくない

どちらとも
いえない

わからない

11 72 12 6

10 83 5 2

11 77 10 2

10 77 10 3

9 72 13 6

12 63 14 10

2008 年調査

（％）

図 3-2　「立ち上げる」について（1997 年・2008 年）（全体）

おかしい
47

おかしい

おかしくない
28

おかしくない
72

どちらとも
いえない

どちらとも
いえない

わからないわからない

1997年調査 2008年調査

12

13 11
12

6

（％）
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こうしたことから，「立ち上げる」がかなり定
着してきたこと。また，こうした動きがこの10
年で急速に進んだということがわかる。

 4.「すみません/すいません」の
　　　　　　　　     使い分け
4.1.「すいません」への抵抗感
NHKには，放送で使うことばについて，視

聴者からさまざまな意見や指摘が寄せられる。
「すみません/すいません」も，しばしば意見
が寄せられることばの一つである。その多く
は，「アナウンサーが『すいません』と言って
いたが，『すみません』と言うべきではないの
か」「画面のテロップ文字の表記で『すいませ
ん』と出ていたが，おかしい」というものだ。
こうした指摘をする人にとっては，「すいませ
ん」と言ったり書いたりするのは不適切で，本
来の形である「すみません」を使うべきだ，と
いう意識がある。
「すみません」は，「【済みません】〔連語〕

（動詞「すむ（済）」の連用形に丁寧の助動詞
「ます」の未然形と打消の助動詞「ん」の付
いたもの）」で，「気持ちの上で満足しない。
納得しない。」（『日本国語大辞典 （第2版）』

小学館）がもともとの意味である。そこか
ら，今では，感謝や謝罪を表すほか，「すみ
ません（が），…」という形で質問や依頼な
どをするときの呼びかけとしても使うように
なった 4 -1）。
そして，こうしたさまざまな機能をもつことば

「すみません」が，しばしば「すいません」と発
音されたり，表記されたりすることへの抵抗感
は，これまでにもしばしば指摘されてきた4-2）。 
多くは，「最近の若い人は『すいません』と言っ
たり書いたりするが，けしからん」という比較的
年配の人々からの嘆きとして紹介されることが
多かったようだ。 
では，実際，「すみません/すいません」と

いうことばを使うにあたって，どのような意識
が働いているのだろうか。今回の調査は，次
の3つの場面で，「すみません」と「すいません」
とでは，「どちらを使うのがふさわしいと考え
るか」という質問をした。

4.2. 辞書での扱い
まず，国語辞書での扱いを見てみる。『大辞

林 （第3版）』（三省堂）では，「すみません」の
項目で，以下のような説明をつけている。
「すまない」の丁寧な言い方。くだけた言い
方としては「すいません」となり，より丁寧に
は「あいすみません」ともなる

① 道を歩いていて，知らない人に，場所をあ
けてもらって通るとき。（日常のことば）

② テレビでアナウンサーが，出演者に「きょ
うはお忙しいところ」に続けて言うとき。（ア
ナウンサーのことば）
③ 知り合いへの手紙に「お返事が遅くなり」
に続けて書くとき。（表記のことば）

図 3-3　「立ち上げる」について（1997 年）（年代別）

20 代

30 代

40 代

50 代

60 歳以上

1997 年調査

2008 年調査

37 42 16 5

40 39 13 8

48 31 12 9

47 26 12 15

52 16 11 21

20 代

30 代

40 代

50 代

60 歳以上

10 83 5 2

11 77 10 2

10 77 10 3

9 72 13 6

12 63 14 10

おかしい おかしくない

どちらともいえない

わからない

（％）
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ほとんどの辞書が，「すみません」という見出
し語の説明の中で，「すいません」について記
述しているが，その扱いは2つに分かれる。『大
辞林』と同じように“くだけた言い方”“俗な言
い方”として扱っているものが，『三省堂国語辞
典 （第6版）』『新明解国語辞典 （第6版）』（三
省堂）などで，一方，「すいません」は「すみま
せん」の“なまった言い方”として扱っているも
のが『明鏡国語辞典 （初版）』（大修館書店）『広
辞苑 （第6版）』（岩波書店）などである 4-3）。

4.3. 音便形「すいません」の機能
「すみません」は，発音するときに「み（mi）」
と「ま（ma）」とで，唇を閉じる動きが2回重な
る。これを，ぞんざいに（または，発音しやす
いように），「み（mi）」の「m」音を落として言う
のが「すいません」という形である。このような
変化を「音便」というが，音便形と非音便形と
では，どのような違いがあるのだろうか。
坪井美樹（2001）では，非音便形と音便

形とは，ある段階で「『規範的↔俗語的』『文
章語的↔口頭語的』『公的↔私的』等の感情
価値・文体価値の違いを担う」ようになる，と
指摘している。要するに，非音便形（ここで
は「すみません」）は，より「規範的」「文章語
的」「公的」なことばであり，音便形（ここで
は「すいません」）は，より「俗語的」「口頭語
的」「私的」なことばである，ということであ
る。このことから，しばしば行われてきた「『す
みません』と言う（書く）べきである」との指
摘の背景には，「すいません」は“きちんとし
た言い方ではない”“公的な場面や，文章に
はふさわしくない”という意識があるものと，
理解できる。

4.4. 調査結果
4.4.1　場面による違い

～アナウンサーのことばは，表記と同様に
　　　　  「規範的」「公的」がふさわしい～

まずは，それぞれの場面における，全体的
な結果を見てみる（図4-1）。
どの場面でも，「すみません」がふさわしい

と回答した人（以下，「すみません」派という）
が多いが，「すいません」がふさわしいと回答
した人（以下，「すいません」派という）も各場
面で一定数いることがわかる。中でも，「す
いません」派が最も多いのは，①「道を歩い
ていて，知らない人に，場所をあけてもらっ
て通るとき」という“日常の場面”である。②
アナウンサーのことばや③表記のことばに比
べて「私的」な場面であることから，「すいま
せん」という「俗語的」「口頭語的」な表現が
ふさわしいと考える人が相対的に多くなるの
だろう。

 
一方で，②と③は，それぞれの選択肢の回

答割合の数値が似かよっている。この結果か
らは，アナウンサーのことばは，話しことばで
はあるが，表記するときと同じくらい「規範的」
で「公的」な表現がふさわしいという意識があ
る，と読み取れる。

図 4-1　「すみません/すいません」どちらがふさわしいか

①日常のことば

②アナウンサー
のことば

③表記のことば

「すみません」
「すいません」

どちらでも

57 29 10 3 1

64 14 7 12 2

65 14 6 13 2

わからない

どちらもふさわしくない

（％）
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4.4.2　女性のほうが「規範的」

明確な男女差があるわけではないが，どの
場面においても，「すみません」派は女性のほう
が多く，「すいません」派は男性のほうが多い
（表4-1）。男性より女性のほうが「すみません」
という「規範的」なことばづかいをする意識が
強い，ということがわかる。

①日常のことば   

②アナウンサーのことば 

③表記のことば  

4.4.3　年代差
～20代は，3割が「すいません」表記を容認～

年代差については，「すみません」派に対し，
「すいません」という言い方や書き方を容認する
人 （々以下，「すいません」容認派という）がどの
くらいいるのかを見てみる。（「すいません」容
認派とは，それぞれの設問に対し，「『すいませ
ん』がふさわしい」と回答した人と，「『すみませ
ん』でも『すいません』でもよい」と回答した人
を合わせた数。）
どの場面でも，「すみません」派のほうが多

いことには変わりない（図4-2・3・4）。そし
て，「すみません」派と「すいません」容認派と

の数値の差を，各場面で比べると，20代を
除く各年代で，①日常のことばにおける差が，
②アナウンサーのことばや③表記のことばに
おけるその差に比べて，小さい。日常の場面
では「すいません」を使ってもよいと考える人
が，他の場面に比べて多いことがわかる。20
代では，①日常のことばにおける差が最も小
さいものの（58-39=19），③表記のことばに
おける差も近似値（52-32=20）で，一方で，

図 4-2　①日常のことば（年代別）

表 4-1　「すみません/すいません」　　　　
　　　　　　どちらがふさわしいか（男女別）

0

58

「すみません」派

39

20 代 30 代 40 代 50 代 60 歳以上

50

47

51

45

59

35

63

32

100

「すいません」容認派

（％）

図 4-3　②アナウンサーのことば（年代別）

「すいません」容認派

0

「すみません」派

20 代 30 代 40 代 50 代 60 歳以上

100

63

23 26

61
66 68

16
22

62

18

（％）

図 4-4　③表記のことば（年代別）

「すいません」容認派

0

「すみません」派

20 代 30 代 40 代 50 代 60 歳以上

100

52

32
22

63 64 65

20 17

69

18

（％）

 男 女
「すみません」派 55 59
「すいません」派 31 27

 （%）

 男 女
「すみません」派 63 65
「すいません」派 17 12

 

 男 女
「すみません」派 63 66
「すいません」派 16 11
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②アナウンサーのことばにおける差が最も大き
い（63-23=40）という，他の年代とは違う傾
向が表れている。
そして，20代については，それ以外の点で

も，他の年代とは異なる結果が表れている。ま
ず，③表記のことばで，「すみません」派が5割
にとどまる一方で，3割以上の人が「すいません」
と書くことを容認している。また，③表記のこ
とばでの「すみません」派（52%）が，①日常の
ことばでの「すみません」派（58%）より，数値
が低くなっている。
この結果からは，以下の2つのことが推測

できる。
一つは，20代の人々には，「『すいません』と

いうことばは『済みません』→『すみません』→
『すいません』という変化を経てできた，“くず
れた姿”である」という意識が，他の年代に比
べると希薄なのではないか ，ということであ
る 4-4）。この意識が希薄である人にとって，「す
いません」は，「すみません」とは別の，一つの
語であるわけだから，表記に「すいません」を
使うことに対しての抵抗感が生じることはない。
もう一つは，「すみません/すいません」を使

い分ける際の基準に新たな要素が加わり，そち
らに移りつつあるのではないか，ということで
ある。
図4-5は，音便形・非音便形の違いから考

えたときの，これまでの使い分け基準である。
「公的↔私的」「文字↔音声」という要素が基準
となり，「公的」要素や，「文字」要素があれば，
「すみません」を使うことになる。この基準では，
「すいません」容認の範囲は，「音声」で「私的」
である“おしゃべり”だけで，「音声」であって
も「公的」な場面であるアナウンサーのことばや，
「私的」であっても「文字」であるメモやメール

では，「すみません」を使うことになる。
しかし，20代の使い分け基準は，これでは

説明がつかない。そこに登場してきたのが，「親
↔疎」という新たな要素である（図4-6）。この
基準のもとでは，親しい相手（=「親」）であれ
ば，俗なことばづかい（ここでは「すいません」）
が使われるし，知らない人（=「疎」）であれば，
ていねいに「すみません」を使う。そのとき，「音
声」であるか，「文字」であるかという要素は重
要ではなくなっているようである。

        

今回の調査では，①日常のことばは，「知ら
ない人」に対するものであり（=「疎」），②アナ
ウンサーのことばは，テレビの前にいる視聴者
という，顔見知りでない聞き手に聞いてもらう
ことを念頭においた発話である（=「疎」）。一
方，③表記のことばは，「知り合いへの手紙」

図 4-5

図 4-6

公　的

アナウンサー
（すみません）

新聞
（すみません）

おしゃべり
（すいません）

メモ，メール
（すみません）

私　的

文　

字

音　

声

公的 疎

アナウンサー
知らない人との会話
（すみません）

新聞
知らない人への手紙
（すみません）

おしゃべり
（すいません）

知り合いへの手紙
メモ，メール
（すいません）

私的 親

文　

字

音　

声
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であった（=「親」）。この観点から調査結果を
見直し，それぞれの場面における「すみません」
派の数値に注目してみると（図4-2・3・4），20
代では，②アナウンサーのことば（「疎」・63%）
>①日常のことば（「疎」・58%）>③表記のこ
とば（「親」・52%）となる。調査結果にも，音
声であるか文字であるかは関係なく，「疎」要素
（=知らない人）であれば「すみません」を使う
のがふさわしく，「親」要素（=知り合い）であ
れば「すいません」でよいという使い分け基準
が反映された数値となった。

4.4.4　「すみません」固執派と，
　　　　　　　　　「すいません」固執派

次に，3つの場面すべてにおいて「すみませ
ん」と回答した人と，すべて「すいません」と回
答した人について，見てみる。
今回の調査の総回答者1,301人のうち，3つ

の場面すべてで「すみません」と回答した人（以
下，「すみません」固執派という）は479人（総数
の37%）。一方，すべての場面において「すいま
せん」と回答した人（以下，「すいません」固執派
という）は60人（総数の5%）だった。
a.「すみません」固執派の年代差

「すみません」固執派については，20～40代
と，50代以上とで，傾向が分かれた。50代以
上の高年層では，その年代全体の4割を超える
人々が，どんな場面でも「すみません」を使うの
がふさわしいと考えている。一方，20～40代
では，どの年代も3割前後である（図4-7）。
また，50代以上では，「すみません」固執派

と「すいません」固執派を合わせた数字がそれ
ぞれ，ほぼ5割に達する。一方，20～40代で
は，「すみません」固執派と「すいません」固執
派を合わせた数値はほぼ3割である。また，図

4-7では，“「すみません」固執派”と“「すいませ
ん」固執派”のどちらにも属さない人々を「すみ
ません/すいません」について何らかの使い分
けをしている人だととらえ，“使い分け派”とし
たが，このように見ると，50代以上の高年層に
比べ，20～40代のほうが，場面によって「すみ
ません」「すいません」を使い分けている人が多
いものと推定できる。
この「すみません」固執派と「すいません」固

執派の年代差については，さらに詳細な分析
が必要であり，今後の課題としたい。

b.「すみません /すいません」の地域差
　 ～四国・九州は「規範的」 ～
「すみません」固執派のうち，全国平均値

（37%）を超える地域は，東北・甲信越・四国・
九州（図4-8）。このうち，四国は60%，九州
52%と，過半数の人がどんな場面でも「すみま
せん」を使うのがふさわしいと考えている。一
方，全国平均値より低いのは，北海道・関東・
北陸・東海・関西・中国で，このうち，北海道・
北陸・東海地方は3割未満となっている。
以上のことから，四国・九州地方は本来の形

である「すみません」という「規範的」な表現を
使う傾向が強く，一方，北海道・北陸・東海地

図 4-7　「すみません/すいません」固執派の年代差

60 歳以上

50 代

40 代

30 代

20 代

「すみません」固執派

「すいません」固執派

使い分け派

44 50 6

41 55 4

31 65 4

28 67 5

29 69 2
（％）
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方では「すいません」という「口頭語的」表現を
使う傾向が高いといえる。

4.5. 放送での扱い 
以上の結果から，「すみません/すいません」

ということばをNHKの放送で使うときに，どの
ように扱えばよいかを考えてみる。
冒頭でも述べたとおり，NHKには「『すいま

せん』ではなく『すみません』と言う（書く）べき
だ」という意見が寄せられることがある。では，
アナウンサーは，放送上，どんな場面，どんな
ときでも「すみません」を使うべきで，画面での
テロップ文字の表記は必ず「すみません」とする
べきなのだろうか。
今回の調査結果から考えると，放送という「公

的」な場で話すアナウンサーは，やはり「規範
的」なことばである「すみません」を使ったほうが，
視聴者には抵抗感なく受け入れられるだろう，と
いうことができる。特に，②アナウンサーのこと
ばについては，「すみません/すいません」という
ことばへの意識や使い分け基準が変わってきて
いる20代もふくめ，すべての年代で6割以上の
人々が，「すみません」と言うのがふさわしいと回
答している点は，留意すべきことである。

では，文字表記としてはどうだろうか。最近
は，ニュースや番組などで，インタビューや出演
者の発言内容などを，テロップ文字で画面に表
示することが多くなっている。インタビューに答
えた人や出演者が，「すいません」と言った場合，
「すいません」ではなく「すみません」ということ
ばに直して画面で表示するべきなのだろうか。
この点については，アナウンサーのことばとは違
う，以下のような考え方が必要であろう。
実際，日本の社会におけることばの変化とし

ては，発話でも表記でも，「すみません」と「す
いません」の両者が現れている。その上で，今
回の調査結果からは，「すみません」を使うか「す
いません」を使うかは，場面によって，また，年
代や地域によって，「ゆれ」が生じていることが
わかった。ということは，「すみません/すいませ
ん」のどちらを使うかは，話者（または筆者）の
年代や性格など個性を表す部分にかかわってい
ると考えられる。そうであるならば，テレビカメ
ラの前でその人が「すいません」と言ったことば
を，すべて「すみません」に直して表示すればよ
い，というものではない。同じように，ドラマな
どで，登場人物のセリフが必ずしも「すみません」
である必要はなく，設定が日常の場面であると
きや，登場人物の年齢や性格によっては，「すい
ません」を採用することもあるだろう。

4.6. この章のおわりに
日本語には，さまざまな表現の形式がある。

わたしたちは，場面によって，相手によって，
話すか書くかなどによって，そのときそのとき
にふさわしい文体や語を選んで使い分けてい
る。しかし，その使い分けには，年代や性差
によって，また，時代や地域などによっても「ゆ
れ」が生じる。「すみません/すいません」も，

図 4-8　3つの場面すべてで「すみません」を
回答した人（地域別）

■ 全国平均より大
■ 全国平均より小

「すみません」固執派
（全国平均37％）

21

31
47

29
22

3630

6052

46
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その使い分けがゆれている一つだろう。
今回の調査では，20代の3割が，表記のこ

とばとして「すいません」を容認していることが
わかった。本章では，この年代の使い分け基
準に，「親↔疎」という新たな要素が加わるとと
もに，「音声（=話す）」か「文字（=書く）」かと
いう要素が重要ではなくなっているようだと指
摘したが，後者については，社会環境の変化も
影響しているのではないだろうか。
いま，インターネット上のブログや情報交換掲
示板，携帯電話でのメールなどには，俗っぽい
言い方も含めて，話しことばをそのまま文字化し
たような表現が飛び交っている。顔文字や絵文
字を散りばめ，あたかも顔を合わせて話している
かのように，声のトーンや感情や表情をも相手に
伝えようとする，いわば，「新しい書きことば」で
ある。そして，この分野に対する研究やシステム
構築も進んでいる。その一つが，携帯電話で打
ち込むメールの辞書システムで，ここでは，メー
ルという「文字」媒体に，話しことばが出現しや
すくなるよう調整されている。例えば，携帯電話
でメールを打つ際，「す」という1字を打ち込んだ
だけで，「す」を第1拍にもつ語が変換候補語と
して複数表示されるのだが，機種によっては，そ
の候補語として「すみません」だけでなく，話しこ

とばとしてよく使われる
「すいません」も表示さ
れるようになっている。
個人的な経験ではあ
るが，実際，筆者のも
とに届く携帯電話メー
ルでは，「すいません」
と文字化されたものが
多いように感じている
（写真4-1）。こうした，

電子メディア上で進む「書きことば」への「話しこ
とば」の混入は，「すみません/すいません」のよう
な使い分けの「ゆれ」にもなんらかの影響を与え
ているのではないだろうか。
「すみません/すいません」の使い分けは，
今後どのような変化をとげるのか。日本語話者
の使い分け基準の変化や，電子メディアからの
影響についての分析も今後の課題としながら，
注目していく必要があるだろう。

 5.テレビの出演者は
　　「模範的な日本語」を話すべきか
放送で話される日本語は「模範的」であるべ

きかどうかということに関して，NHK放送文
化研究所ではこれまでにもいくつか調査をおこ
なったことがある5-1）。これらの結果からは，放
送で用いられることばはある程度「模範的」で
あるべきだという考えが比較的主流であること
がわかっている。
一方で，放送にはさまざまな役割の人（タレ

ント，記者，ディレクター，アナウンサーなど）
が出演しているが，それぞれに対してどの程度
「模範的な日本語」の使用が求められているの
かということ（=求められている模範性の「差」）
については，まだあまりよくわかっていない。
今回は，「テレビに出る人」「放送局の人」「ア

ナウンサー」という3つについて，それぞれがテ
レビに出たときに模範的な日本語を話すべきだ
と考えるかどうかを尋ねてみた。出題者側とし
て想定したのは，1番目については「タレントや
一般人を含めた出演者全体」，2番目については
「記者・ディレクター・アナウンサーなど」，3番
目は「アナウンサーのみ」を思い浮かべてもらえ
るだろうというものである。

写真 4-1
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実施した質問の回答結果を男女別に示した
のが図5-1である。全体の結果は，男女の帯
グラフの間に数値のみを記した。傾向をいくつ
か指摘してみる。ここでは，特に「非常にそう
思う」という回答に着目してみたい。
まず全体で見ると，「非常にそう思う」は，「テ

レビに出る人」では19%，「放送局の人」では
38%，「アナウンサー」では64%となっている。
「放送局の人の日本語は，アナウンサーほどでは
ないにしても，テレビに出る人全般よりは模範的
であるべきだ」という全体傾向が見て取れる。
男女別には，いずれの設問においても，女

性のほうが男性よりも「非常にそう思う」が多く
なっており，本稿の4章「すみません/すいませ
ん」での傾向と同じく，女性のほうが模範性を
求める傾向が強いことを表している。
年代別に「非常にそう思う」の回答を見てみ

ると（図5-2a），20代ではいずれの設問でも
低くなっており，この年代ではテレビで用いら
れる日本語に「模範性」を求める考えが比較
的希薄であることがわかる。
また「非常にそう思う」における設問間の「差」

の大きさに着目すると，40代は「アナウンサー」
69%・「テレビに出る人」13%であるのに対して，

60歳以上ではそれぞれ62%と24%であり，40
代では差が大きく，いっぽう60歳以上では小
さくなっている。これは，「模範性」を求める度
合いの大きさとして，60歳以上では「テレビに
出る人」と「アナウンサー」との間にそれほどの
差がない（=テレビに出る人全般に対しても高い
「模範性」を求めている）のに対して，40代で
は差が大きい（=テレビに出る人全般にはあまり
「模範性」を求めないが，アナウンサーには強く
求めている）ものと解釈できよう。
地域別に見ると（図5-3），「テレビに出る人」

に「模範性」を強く求める地域として，関東が
突出している（28%）。
これらの数値を，全国平均値に比べて多い

かどうかという観点から類型別にまとめなおす
と，以下のようになる。

図 5-1　○○は模範的な日本語を話すべき（回答者男女別）

テレビに
出る人

放送局の人

男 17
［全体平均］

19 44

38

64 30 4 1

48 10 3

324 10

42 26 12 3

20 47 22 9 2

36 49 10 4 1

40 47 10 2 1

60 33 5
2
1

68 27 4
0
0

女

男

女

男

女

アナウンサー

非常にそう思う どちらかといえばそう思う
どちらかといえばそう思わない
わからない

まったくそう思わない

（％）

図 5-2a　○○は模範的な日本語を話すべき（年代別）
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アナウンサー（非常にそう思う）

放送局の人（非常にそう思う）

テレビに出る人（非常にそう思う）

（％）

図 5-2b　○○は模範的な日本語を話すべき（年代別）
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放送局の人（非常に+どちらかといえば）
テレビに出る人（非常に+どちらかといえば）

（％）
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模範指向地域
（ 3問すべてについて全国平均値を上回っている地域）
: 関東，北海道

非模範指向地域
（ 3問すべてについて全国平均値を下回っている地域）
: 関西，九州沖縄，東北

放送局期待地域
（ 「放送局の人」「アナウンサー」では全国平均値を上
回っている地域）
: 甲信越，北陸

アナウンサー期待地域
（ 「アナウンサー」では全国平均値を上回っている地域）
: 東海，四国

その他
: 中国

この諸類型は，いわゆる「共通語」に対する
意識の違いとして分析されうる。関東・北海道
では，自分たちがふだん話していることばが「共
通語」に近いと自認している傾向がおそらく強
く，そのことが背景の1つとなって「テレビに出
る人」全般にも高い「模範性」を求めるのでは
ないだろうか。また甲信越・北陸では，「テレ
ビに出る人」全般にまでは「模範性」を強く求
めることはしていない。そして関西・九州沖縄・

東北では，自分たちのことばに対する自信・期
待の強さが，「模範性」指向の相対的な低さと
いう形で表れているのではないだろうか。
ただし，いろいろな差はあるものの，いずれ

の地域・年代においても，アンナウンサーに模
範的な日本語を強く求める声は，半数を超えて
いる。この結果の重みを，いま一度考えてみる
必要があるだろう。
 （しおだ たけひろ / おおた まきえ / やました ようこ） 

注：
1-1） 「分泌」は放送用語委員会で 1934 年から 1939 年

の間に 3回審議されている。1935 年 4 月 26 日の
第 26 回，1935 年 5 月 28 日の第 28 回，1938 年 4
月 28 日の第 69 回である。

3-1） 木佐敬久（1998）「ことば・言葉・コトバ～立ち
上げる」『放送研究と調査』第 48 巻 2 号

3-2） 金田一春彦（2002）『日本語を反省してみません
か』（角川書店）

3-3） 工藤力男（2005）「〈立ちあげる〉非文の説～複
合動詞論・続～」『成城文芸』192

3-4） 姫野昌子（1999）『複合動詞の構造と意味用法』（ひ
つじ書房）から筆者（山下）がピックアップしたもの。

3-5） 須賀一好（1983）「現代語における複合動詞の自・他
の形式について」『静岡女子大学研究紀要』17

3-6） 北原保雄編著（2005）『続弾 ! 問題な日本語』（大
修館書店）

3-7） 深草耕太郎・坂本充・塩田雄大（1998）「「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～」『放送研究と調査』第 48 巻 7 号

■ 全国平均より大
■ 全国平均より小

テレビに出る人
（全国平均19％）

放送局の人
（全国平均38％）

アナウンサー
（全国平均64％）

21

16

28
17

14
17

1712
612

42

36

44
54

36
44

3440
3825

70

54

68
66

68
72

5760
6957

図 5-3　○○は模範的な日本語を話すべき（「非常にそう思う」地域別）
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アナウンサーのことば …………………… 71.9 %
本や新聞のことば ………………………… 46.7 
教科書のことば …………………………… 29.7 
ドラマや映画の俳優のことば …………… 20.3 
東京の人の話すことば  …………………… 11.0 
教師のことば ………………………………… 9.4 
とくに手本になるものはない ……………… 3.4 
▽ NHKの放送では…
流行に左右されず，あくまで本来の
ことばづかいを大切にすべきだ ………… 67.3 %
放送局なのだから，時代に合ったことばづかい
を取り入れるのは当然だ ……………… 26.9
▽ NHKの放送は…
ことばづかいや話し方の模範を示す
必要がある ………………………………… 66.7 %
とくに模範を示す必要はない …………… 28.9 
▽ NHKの放送は…
読み方や声の出し方は，放送人として
きちんと訓練をすべきだ ………………… 64.9 %
内容が伝わるのならば，
それぞれの持ち味で話せばよい ………… 32.2 
[ 以上 第 10 回現代人の言語環境調査（1996 年
3 月 7 日～ 17 日，全国 20 歳以上の男女 1,800
人，個別面接法，調査有効数（率）は 1,251 人
（69.5%）），加治木美奈子（1996）に掲載 ]
▽あなたは，共通語の話しことばの手本は何だ
と思いますか。（複数回答）
NHKのアナウンサーのことば …………… 51.9 %
本や新聞のことば ………………………… 30.3
民放のアナウンサーのことば …………… 21.0
教科書のことば …………………………… 20.6
特に手本になるものはない ……………… 18.3
テレビドラマや映画の俳優のことば …… 14.4
学校の先生のことば ………………………… 7.9
東京の人の話すことば ……………………… 7.6
テレビに出てくる評論家・
コメンテーターのことば …………………… 6.9
[ 共通語の現状に関する調査（2006 年 2月10日
～13日，全国の満 20歳以上の男女 2,000 人，層
化副次（二段）無作為抽出法，調査員による個別
面接聴取法，調査有効数（率）は1,369人（68.5%））]

引用文献：
・ 石野博史・稲垣文男（1987）「現代人と敬語（第1回言
語環境調査から）」『放送研究と調査』第37巻 7号
・ 石野博史・丸田実・土屋健（1989）「ことばの正しさ
美しさ（第 3回言語環境調査から）」『放送研究と調査』
第 39 巻 8 号

・ 加治木美奈子（1996）「“日本語の乱れ”意識は止ま
らない～第 10 回言語環境調査から②～」『放送研究
と調査』第 46 巻 9 号

・ 古波蔵保好（1969）「言語辞評 すみませんが―」『言
語生活』NO213 筑摩書房

・ 坪井美樹（2001）『日本語活用体系の変遷』笠間書院
・ 橋本五郎監修 読売新聞日本語企画班（2003）『新日
本語の現場』中公新書ラクレ

・ 日高貢一郎（1996）「方言と共通語，日本人のことば
観」『放送研究と調査』第 46 巻 12 号

4-1） 「『どうか，お願い』という意味で，『すみません』
をよくつかうようになったのは，戦後ではないかと
思う。それも，女性たちが，しきりにつかいだして，
だんだん男たちにも感染したのではなかっただろう
か。もちろん，これは，わたしの不確かな記憶によ
ることだが，とにかく近ごろは，『ありがとう』の
かわりとしても大いに役立ち，『すみません，すみ
ません』がハビこっている。」（古波蔵保好 1969）

4-2） 「最近の若年層はスイマセンなる言葉を書き言葉
においても普通に使う（例えば，大学生が教官に
宛てた書状などでも抵抗なくこの姿そのままに
書き記される。しかし，このスイマセンは，多
くの成年層・老年層にとってはやはりぞんざい
な形であって，目上に宛てた書状などでの使用
は避けられるものであろう。）」（坪井美樹（2001）
p.61）という指摘がある。また，橋本五郎監修
（2003）では，「すいません」という発音への不
快感・反発が指摘されている。

4-3） ほかに，『日本国語大辞典 （第 1 版）』（1974）で
は “「すいません」は埼玉方言”と記述していたが，
『日本国語大辞典 （第 2版）』（2001）では，「すい
ません」についての記述はなくなっている。

4-4） 坪井美樹（2001）では，「…そのくずれた姿が，原
形とは違う一つの語形として意識され，表記の上に
までその姿がとどめられるようになることは，そのく
ずれた姿が原形とは違う何らかの機能（意味上，文
法上，文体上，等）を持ち，そのことを積極的に表
示したことを意味する。」「若年層では，『動詞+丁
寧+否定』の三つの単位の連続たるスミマセンとは
別に，謝罪の挨拶語としてひとまとまりの（つまり
一語となった）スイマセンが語の形として確立して
いると考えられる。」（傍点原文ママ）と指摘している。

5-1） 以下のような調査結果が得られている。
 ▽NHKのアナウンサーは，日本語の模範となるよ

うな，きちんとした敬語を使うべきだ
そう思う…78.8%（東京）/74.0%（大阪）
[ 第 1 回現代人の言語環境調査（1987 年 2 月
28 日～ 3月 6 日，東京区部の満 16 歳以上の男
女 1,200 人および大阪区部の満 16 歳以上の男
女 800 人，個別面接法，調査有効数（率）は
東京 799 人（66.6%），大阪 485 人（60.6%）），
石野博史・稲垣文男（1987）に掲載 ]

▽あなたにとって標準的な日本語とは次の中の
どれでしょうか。（複数回答）
アナウンサーのことば  …………………… 68.5 %
新聞のことば ……………………………… 53.8 
教科書のことば  …………………………… 43.1 
標準的な日本語などない ………………… 11.0 
先生のことば ……………………………… 10.7 
東京のことば ………………………………… 9.1 
[ 第 3回現代人の言語環境調査（1989 年 2月18
日～ 26日，東京100キロ圏に住む16歳以上の男
女1,800人，個別面接法，調査有効数（率）は1,185
人（65.8%）），石野・丸田・土屋（1989）に掲載 ]

▽あなたは，現在の共通語の手本は何だと思い
ますか。（複数回答）

・  ・  ・ ・  ・  ・



54 　JUNE 2008

Q1 「カッコ」の中のことばは，どのように読むでしょうか。
胃液を「分泌」する。

 1. （ア）「ぶんぴつ」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56.0 %
 2. （イ）「ぶんぴ」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.7
 3. （ウ）「ぶんぴつ」とも「ぶんぴ」とも読む ‥‥‥7.3
 4.  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1

Q2 「カッコ」の中のことばは，どのように書くのがよいでしょうか。
海に「みせられた」男。

 1. （ア）「見せられた」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0 %
 2. （イ）「魅せられた」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 88.9
 3. （ウ） 「見せられた」「魅せられた」の
  　　 どちらでもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4
 4. （エ）漢字では書かない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.2

Q3 「すみません /すいません」という言い方についておうか
がいします。ここにあげたような場面で，このどちらかの
言い方を使うとしたら，どちらを使うのがふさわしいとお
考えでしょうか。

（1）まず，『道を歩いていて，知らない人に，場所をあけてもらっ
て通るとき』はどうでしょうか。

 1. （ア）どちらかといえば，「すみません」と
          言うのがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57.4 %
 2. （イ）どちらかといえば，「すいません」と
          言うのがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.5
 3. （ウ）「すみません」と言っても「すいません」と
          言ってもよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.6
 4. （エ）どちらの言い方もふさわしくない ‥‥‥‥3.4
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1

（2）次に，『テレビでアナウンサーが，出演者に「きょうはお
忙しいところ」』に続けて言うときはどうでしょうか。

 1. （ア）どちらかといえば，「すみません」と
          言うのがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64.0 %
 2. （イ）どちらかといえば，「すいません」と
          言うのがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.5
 3. （ウ）「すみません」と言っても「すいません」と
          言ってもよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.6
 4. （エ）どちらの言い方もふさわしくない ‥‥‥ 12.5
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5

（3）では，『知り合いへの手紙に「お返事が遅くなり」』に続
けて書くときはどうでしょうか。

 1. （ア）どちらかといえば，「すみません」と
          書くのがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64.9 %
 2. （イ）どちらかといえば，「すいません」と
          書くのがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.7
 3. （ウ）「すみません」と書いても
          「すいません」と書いてもよい ‥‥‥‥‥‥6.5
 4. （エ）どちらの表現もふさわしくない ‥‥‥‥ 12.8
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2

Q4 ここにあげた下線部の表現は「おかしい」でしょうか。そ
れとも「おかしくない」でしょうか。

（1）『新製品開発のプロジェクトを立ち上げる』についてはど
うでしょうか。

 1. （ア）おかしい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.7 %
 2. （イ）おかしくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71.7
 3. （ウ）どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.7
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.9

（2）では，『庶民の目線で考える』についてはどうでしょうか。
 1. （ア）おかしい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.8 %
 2. （イ）おかしくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71.7
 3. （ウ）どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.5
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.0

Q5 テレビに出る人が話す日本語についておうかがいします。
あなたのお考えに，最も近いものを 1つお答えください。

（1）『テレビに出る人は，みな，模範的な日本語を話すように
したほうがよい』と思いますか。

 1. （ア）非常にそう思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.8 %
 2. （イ）どちらかといえばそう思う ‥‥‥‥‥‥ 44.4
 3. （ウ）どちらかといえばそう思わない ‥‥‥‥ 24.0
 4. （エ）まったくそう思わない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.2
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6

（2）『放送局の人がテレビに出たときには，みな，模範的な日
本語を話すようにしたほうがよい』と思いますか。

 1. （ア）非常にそう思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.4 %
 2. （イ）どちらかといえばそう思う ‥‥‥‥‥‥ 47.5
 3. （ウ）どちらかといえばそう思わない ‥‥‥‥ 10.0
 4. （エ）まったくそう思わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1

（3）『アナウンサーがテレビに出たときには，みな，模範的な
日本語を話すようにしたほうがよい』と思いますか。

 1. （ア）非常にそう思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63.8 %
 2. （イ）どちらかといえばそう思う ‥‥‥‥‥‥ 29.9
 3. （ウ）どちらかといえばそう思わない ‥‥‥‥‥4.5
 4. （エ）まったくそう思わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2
 5. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

全　体
性　　別 年　　齢

男　性 女　性 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳以上
1.301 人 618 683 130 246 208 256 461
100.0 % 47.5 52.5 10.0 18.9 16.0 19.7 35.4

全　体
男 女

20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳以上 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳以上
1.301 人 61 119 95 104 239 69 127 113 152 222
100.0 % 4.7 9.1 7.3 8.0 18.4 5.3 9.8 8.7 11.7 17.1

サンプル構成

平成 19 年度「ことばのゆれ」調査　単純集計表

1. 調査時期  平成 20（2008）年 1月 18日～ 27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（二段）無作為抽出法
4. 調査対象  満 20歳以上の男女（全国）2,000 人
5. 調査有効数（率） 1,301 人 （65.1%）


