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として「一字複数音」から「一字一音」（特に漢
音へとまとまる例が多い）へと向かって体系的に
再構成されつつあることが指摘されている。しか
し，これがどのような過程を経て進んでゆくもの
なのか，必ずしも明らかになっていない点も多い。
今回の調査語では，こうした字音の異同に
関してゆれのある項目として「願望，助言，美
男子，嚥下，現存，寄贈，固執，早急，面目」
がある。ここでは，1.1漢音読みに向かいつつ
あるもの，1.2呉音読みに向かいつつあるもの，
1.3慣用音読みが（ある程度）定着しているもの
の3つに分けて考察し，上記の問題点を解明す
る手がかりとしたい。

1.1　漢音読みに向かいつつあるもの
1.1.1　「願望」

「ガンモー」が古い読み方であるが，現代で
は「ガンボー」への変化がほぼ終了しつつある。
『日本国語大辞典（第二版）』（以降『日国』2））
では，「がんもう」の項に「私聚百因縁集（1257）
一・一七「往生浄土の願望（クヮンマウ）を遂
げけり」」というルビつきの例が挙がっている。
一方「がんぼう」の項でルビつきで挙げられてい
るのは「内地雑居未来之夢（1886）〈坪内逍遥〉

「美男子」ということばは「ビナンシ」と読ま
れたり「ビダンシ」と読まれたりする。このよう
に，同じもの・同じことを言い表すのに複数の
言い方が共存していることを「ことばのゆれ」と
呼ぶ。「ゆれ」の中には，年代差や地域差が観
察されるものも多い。たとえば「美男子」の読
み方には，地域によって偏りがある。
本稿では，2011（平成23）年1月におこなっ
た「ことばのゆれ調査」（19項目，全国満20歳
以上の男女1,323人回答，詳細は稿末の単純集
計結果参照）の結果のうち「漢語の字音読み」
にかかわるものについて取り上げ，考察を加え
ながら報告する。「連濁」に関するものについて
は，次号に掲載予定である。

 1. 漢字の字音の異同に関する項目

日本の漢字には，音読み（字音）が複数備
わっているものが多い。複数の字音は，流入
時期・発生時期によって呉音（漢音流入以前に
日本に定着していた音）・漢音（おもに遣唐使
が日本に導入した音）・慣用音（もとの中国語
の発音とは体系的に対応しない日本独自的「誤
読」起源の音）などに分けられる。
1つの漢字に複数の読みがある状態は，個人

の記憶の労力の観点からすると，あまり効率的
ではない。これまでの研究では，漢字音は全体
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～ことばのゆれ調査（平成 23 年 1 月）から①～
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「望」：	もう（呉音）　ぼう（漢音）	1）

	 ガンモー　→　ガンボー
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一二「哀楽あればこそ願望（ガンボウ）あるな
り」」というものである。
当研究所所蔵の辞書類の範囲内では，「ガン

ボー」は1888（明治21）年の『漢英対照いろは
辞典』の主見出し（「ぐわんばう」）の掲載例が
ある（辞書調査の結果一覧は次号に掲載予定）。
明治期前半の主要な辞典4種を調べた結果

（松井栄一（1993））では，「願望」に対して呉音
読み（「～モー」）を載せるものと漢音読み（「～
ボー」）を載せるものがそれぞれ2辞典ずつあ
り，当時もゆれがあったことをうかがわせる。
この語は，放送開始の比較的初期のころにも
読み方をめぐって問題になってきた。たとえば
金澤庄三郎編『広辞林』（大正14年初版）では
漢音読み「～ボー」（呉音読み「～モー」は空見
出し）であるのに対して，武信由太郎主幹『研
究社和英大辞典』（昭和6年初版）では呉音読
み「～モー」が掲載されているが（この2冊の辞
書は，戦前の放送用語委員会においてもよく参
照されていたと思われる資料である），1939（昭
和14）年4月にまとめられた『放送用語調査委
員会決定語彙記録（一）』では呉音読み「ガン
モー」として提示されている（塩田雄大（2009））。
この規定は，1938（昭和13）年12月の第81回
放送用語委員会で示されたものである。
その後，NHKのアクセント辞典では以下のよ
うに掲載されてきている。現在の規定も併せて
示す。

1943年版のアクセント辞典では“（　）”の
意味が凡例に明示されていないのだが，「ガン
モー」が第一の読み，「ガンボー」が第二の読み
であると指定する状態が1985年版まで続いた
ことが読み取れる。その後1998年版ではこの
順序が逆転しているが，放送用語委員会で検
討された記録が見当たらず，この経緯について
は未詳である。
現在のNHKでの規定は，今回の調査結果
をふまえて「ガンボー」のみとすることになって
いる（本号掲載の「用語の決定」参照）。
今回の調査結果では，現代では「ガンボー」
としか言わないという回答（93％）が圧倒的
で，「ガンモー」とも言うというのは60歳以上
の年代で相対的にやや多い程度になっている
（図1，稿末集計3）。

1.1.2　「助言」

「ジョゴン」が古い読み方であるが，現代では
「ジョゲン」への変化がほぼ終了しつつある。
『日国』では，「じょごん」の項に「文明本節
用集（室町中）「助言ジョゴン」」というものが
古い例として挙げられている。一方「じょげん」
の項でルビつきで挙げられているのは「三四郎

「言」：ごん（呉音）　げん（漢音）
	 ジョゴン　→　ジョゲン

1943（昭和 18）年版 ガンボー　（ガンモー）
ガンモー

1951（昭和 26）年版 （ガンボー）　ガンモー
ガンモー

1966（昭和 41）年版 （ガンボー），ガンモー
ガンモー，（ガンボー）

1985（昭和 60）年版 （ガンボー），ガンモー
ガンモー，（ガンボー）

1998（平成 10）年版 ガンボー，（ガンモー）
（ガンモー），ガンボー

［2011.3　用語委］ ○ガンボー

図1　長年の「願望」がかなう
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（1908）〈夏目漱石〉九「序に三四郎の様な襯衣
（しゃつ）を買ったら好からうと助言（ジョゲン）
してゐる」」というものである。
明治期前半の主要な辞典4種ではいずれ
も「ジョゴン」のみが載せられている（松井栄
一（1993））。佐藤喜代治（1962）においても，
江戸・明治期の辞書類には「ジョゴン」しか表
れていない。江戸末期から昭和の辞典類20
種を調べた飛田良文（1992）p.333からは，
1911（明治44）年の『辞林』が「ジョゲン」を
見出し（空見出し）として掲げた早い例である
ことがわかる。
また，政治小説『春告鳥』（服部誠一著，上
編1887（明治20）年，下編1888（明治21）年）
のルビを調査したところ，同一作品内に「ジョ
ゴン」が本文で5回，「ジョゲン」が漢文で書
かれた章題で1回と，混在していることが報告
されている（松井利彦（2002））。
当研究所所蔵の辞書類の範囲内では，「ジョ
ゲン」については1909（明治42）年の『俗語辞

海』の「じょごん」の項内に「 助 言（ ジ ヨ
ゲ ン）」とい

う記述で表れている。
NHKのアクセント辞典では以下のように掲載
されてきている。

ここから，1943年版では「ジョゲン」と「ジョ
ゴン」に関して優先順位を付けていなかった
が，1951年版以降は「ジョゲン」を第一の読み
とするようになったことが読み取れる。

なお現在のNHKでの規定は，今回の調査
結果をふまえて「ジョゲン」のみとすることに
なっている（本号掲載の「用語の決定」参照）。
今回の調査結果では，現代では「ジョゲン」
としか言わないという回答（96％）が圧倒的で，
「ジョゴン」とも言うというのは60歳以上の年
代で相対的にやや多い程度になっており（図2，
稿末集計17），前項「願望」の状況とよく似て
いる。

1.1.3　「美男子」

おそらく「ビナンシ」のほうが古い読み方であ
るが，後述する理由により必ずしも断言はでき
ない。調査の結果では，現代では「ビダンシ」
が優勢である。
『日国』では，「びなんし」の項に「別れ霜

（1892）〈樋口一葉〉六「打仰ぐ面（おもて）を見れ
ば扨も美男子（ビナンシ）」」という例が挙がって
いる。一方「びだんし」の項では「小公子（1890-
92）〈若松賤子訳〉前編・二「又，カプテンは生来，
美男子（ビダンシ）であって」」というものが挙げ
られている。ほぼ同時期のものである。
明治期の新聞には，「美男子」に「ビナンシ」
とルビを振った例が見られる。

1943（昭和 18）年版 ジョケﾟン　（ジョコﾟン）
ジョコﾟン　（ジョケﾟン）

1951（昭和 26）年版 ジョケﾟン
（ジョコﾟン）ジョケﾟン

1966（昭和 41）年版 ジョケﾟン，（ジョコﾟン）
（ジョコﾟン），ジョケﾟン

1985（昭和 60）年版 ジョケﾟン，（ジョコﾟン）
（ジョコﾟン），ジョケﾟン

1998（平成 10）年版 ジョケﾟン，（ジョコﾟン）
（ジョコﾟン），ジョケﾟン

［2011.3　用語委］ ○ジョケﾟン

「男」：なん（呉音）　だん（漢音）
	 ビナンシ　→　ビダンシ
	 （？）

図 2　「助言」を受ける
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当研究所所蔵の辞書類の範囲内では，「ビナ
ンシ」は1896（明治29）年の『和英大辞典（ブ
リンクリー）』の「Bi（美）」の項内に「Binanshi,
美男子」があり，「ビダンシ」は1908（明治41）
年の『ことばの泉	日本大辞典』に主見出しとし
て立てられている。
「男」は，「位置による読み分け」をする漢字
である。屋名池誠（2005）p.674では，「この
字が語頭にくる「男女・男児・男色・男爵」では
ダン，非語頭にくる「長男・嫡男・美男」では
ナンと読まれる。「美男子」は非語頭としてビナ
ンシと読む人と，「美少年・美少女」とおなじ「美
＝男子」という語構成の後半部分の語頭と見て
ビダンシと読む人がいる。」と記述されている。
つまり，語構成を「美男＋子」ととらえるか，あ
るいは「美＋男子」ととらえるかによって，読み
方も変わってくるのである（一方「好男子」「快
男児」は「好＋男子」「快＋男児」としてしか解
釈できず，1998年版のNHKアクセント辞典で
も「コーダンシ」「カイダンジ」しか載せられて
いない）。そもそもこの語が生み出された当時
の意識としては「美男＋子」であったのではな

いかと思われるのだが，確定できない。その
ため，「ビナンシ」のほうが古い読み方であると
いうことも，断言はできないのである。
ただし，このような「位置による読み分け」
が明確に生じたのは比較的新しい時期で，か
つては「男」が語頭に表れている「男子」も「ナ
ンシ」と読まれることが多かった。『日国』で
は，「なんし」の項に「私聚百因縁集（1257）六・
九「唯男子（ナンシ）一人あり	僕子と云」」と
いうルビ付きの例が，「だんし」では「新撰字
解（1872）〈中村守男〉「男児	ヲトコ	男子	ダン
シ	同上」」がカナ表記の確例として挙げられて
いる。また『和英語林集成』では，初版（1867
年）と再版（1872年）では「NANSHI」のみだ
が，改正増補版（1886年）では「NANSHI」
と「DANSHI」が掲載されている（飛田良文
（1992）p.333および別表）。
NHKのアクセント辞典では以下のように掲載
されてきている。

ここから，1951年版までは「ビダンシ」のみ
であったが，1966年版で「ビナンシ」の読みも
追加されたことがわかる。古い読みであると思
われる「ビナンシ」があえて追加された理由につ
いては，未詳である。
今回の調査結果では，「ビダンシ」としか言わ

ないという回答（67％）が主流ではあるが，年
代差はあまり見られない（図3，稿末集計16）。
ここから，長期的には「ビナンシ」から「ビダン

美
び
男
なん
子
し
の例

（『毎日電報』1910（明治 43）年 9月 22日，国立国会図書館ウェブサイトから転載）

1943（昭和18）年版 ビダンシ

1951（昭和26）年版 ビダンシ

1966（昭和41）年版 ビダンシ，ビナンシ
ビナンシ，ビダンシ

1985（昭和60）年版 ビダンシ，ビナンシ
ビナンシ，ビダンシ

1998（平成10）年版 ビダンシ，ビナンシ
ビナンシ，ビダンシ
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シ」へと移りつつあるものの，現代においてその
一方向的収斂

れん

が進みつつあるわけではないこと
が推測される。後述するが，「ビナンシ」と「ビ
ダンシ」とは，地域差という形で変異が固定し
ている状態にあることがうかがわれるのである。

なお各年代を男女別に見ると，30・40歳代
での男女差がかなり大きい。20歳代と40・50
歳代では女性のほうに相対的にビダンシがより
多いのに対して，30歳代では逆の状態になって
おり，特徴的である。この背景については，今
後の検討の課題としたい。

1.2　呉音読みに向かいつつあるもの
1.2.1　「嚥下」

比較的新しいことばであり，おそらく「エン
カ」のほうが古い読み方であるが，容易には断
言はできない。調査の結果では「エンゲ」と読
む人が多いが，若い人を中心にこのことばを知
らないという回答も多い。また，すべての年代
で女性のほうが「エンゲ」と読む割合が高い。
『日国』では，「えんか」の項に「医語類聚
（1872）〈奥山虎章〉「Deglutition	嚥下」」という
例があり，ルビつきの例としては「土（1910）〈長

塚節〉九「彼等は只多量に嚥下（エンカ）する
ことによって其の精力を恢復し満足するのであ
る」」というものが挙げられている。一方「えん
げ」の項では「現代術語辞典（1931）「嚥下（エ
ンゲ）口内で咀嚼された食塊或は流動物を食道
の方へ送る作用で」」という例が示されている。
当研究所所蔵の辞書類の範囲内では，「エ
ンカ」は1888（明治21）年の『漢英対照いろは
辞典』の主見出し，「エンゲ」は1915-19（大正
4-8）年の『大日本国語辞典』の空見出しの掲
載例がある。
現代の術語としては，文部科学省・日本医学
会（2003）『学術用語集	医学編』で「enge（エン
ゲ）」，医学芸術社編（2004）『看護医学用語の
読み方と意味	改訂版』でも「えんげ」と示されて
おり，「えんか」は一切出てこない。なお国立国
語研究所「病院の言葉」委員会編著（2009）で
は，「嚥

えん

下
げ

」というルビつきで示したうえで，これ
はわかりにくいことばであるため，「「誤嚥」「嚥下」
という言葉自体，患者にはなるべく使わないよう
にしたい」という見解が記されている（p.17）。
NHKのアクセント辞典では以下のように掲載
されてきている。

1966年版で新たに掲載された語であるが，
現行の1998年版にいたるまで「エンカ」のみが
載せられており「エンゲ」はない。これは現実
を反映しているとはいえず，遠からぬ時期にこ
の規定を変更することが求められる。
今回の調査結果では，すべての年代で「エ

ンゲ」が主流である（図4，稿末集計14）。また

「下」：げ（呉音）　か（漢音）
	 エンゲ　←　エンカ	 （？）

図 3　顔立ちの整った「美男子」
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1951（昭和26）年版 ［掲載なし］
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1985（昭和60）年版 エンカ

1998（平成10）年版 エンカ
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男女別に見てみると，すべての年代で「エンゲ」
の割合に関して女性のほうが高くなっており，
特に30・40・50歳代では激しい男女差を見せ
ている。また一方で，若い年代では「このこと
ばを知らない」が多くなっている。年代別には
若い層になるほど「エンゲ」の占める割合が小さ
くなるようになっているが，この分布は将来的に
「エンゲ」の勢力が衰えてゆくことを意味するも
のではない。現在の分布は，若い人はこのこと
ばをそもそも知らない人が多く，あるいは「下」
の代表的な音読みである漢音「カ」を類推的に
当てはめて「エンカ」と答えた人が多かったため
に，このような結果になったものと思われる。
加えてこの項では，回答パターンに学歴差が
見られる。

以上から，この「嚥下」は介護の問題に直面
していない若い人にとってはなじみの薄いこと
ばであることがうかがわれる。そして，このこ
とばを知っている人は医学用語にも定められて
いる「エンゲ」と読む回答が多く，とりわけ実
際に介護にかかわることがより多いと思われる
女性ではその割合がさらに高い。

1.2.2　「現存」

「ゲンソン」のほうがおそらく古い読み方であ
るが，調査の結果では「ゲンゾン」と読む人が
全体として多くなっている。
『日国』では，「げんそん」の項（（「げんぞん」
とも）という注記あり）に「愚管抄（1220）四・
後白河「其後ちかのり現存して民部卿入道とて
八十までいきてありしに」」という例があり4），ル
ビつきの例としては「文明本節用集（室町中）「現
存　ゲンゾン」」というものが挙げられている。
菅野謙・臼田弘（1979）で調査対象として
取り上げられた辞書の範囲内では，山田美妙
（1892-93）『日本大辞書』には「ゲンゾン」が見
出しになっているが，それ以降のものでは「ゲ
ンソン」が掲げられている。
NHKのアクセント辞典では以下のように掲載
されてきている。放送用語委員会での扱いも併
せて記す。

上記について補足すると，戦前の放送用語
委員会では，「ゲンソン」という読みを採用し「×
ゲンゾン」となっている（塩田雄大（2009））。
このことが示されている1939年の資料『放送
用語調査委員会決定語彙記録（一）』によると，

「存」：ぞん（呉音）　そん（漢音）
	 ゲンゾン　←　ゲンソン

図 4　飲みくだすことを「嚥下」と言う

［1938（昭和 13）年用語委］ ○ゲンソン　×ゲンゾン

［1941（昭和 16）年用語委］ ［同上］

1943（昭和 18）年版 ゲンソン

1951（昭和 26）年版 ゲンソン

1966（昭和 41）年版 ゲンソン

［1983（昭和 58）年用語委］ ○ゲンソン　〔確認〕

1985（昭和 60）年版 ゲンソン

［1991（平成 3）年用語委］ ①ゲンソン　②ゲンゾン

1998（平成 10）年版 ゲンソン，（ゲンゾン）
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[176人 ]

高校卒業
[680人 ]

大学卒業
[466人 ]

「エンゲ」と言う
（全体 47％） 30 45 57	（%）
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この決定は1938（昭和13）年3月になされたも
のであるが，会議資料の現物が散逸しており詳
細は不明である。
1941（昭和16）年2月には，「存」のつく語の
読み方について放送用語委員会で次のような決
定をしている（浅井真慧（1983.10））。

上記でも「現存」は「ゲンソン」と読むこと
になっている。これらの例からは，例外はあ
るものの，「存在」を意味する場合は「ソン」，
「知っている」ことを意味する場合には「ゾン」
と読む傾向がすでに成立していることがうか
がえる。
1983（昭和58）年1月の第961回放送用語委
員会で，それまで「依存」という語には「イソン」
という読みしか与えられていなかったが，2番目
の読みとして「イゾン」も認められた。その際に，
「現存」については「ソン」と読むものであるこ

とが確認されている（臼田弘（1983））。
1988（昭和63）年12月におこなわれた100人
アンケート（NHKモニター経験者）では，「現
存」の読みについてはゲンソン43人・ゲンゾ
ン57人という結果が得られている（最上勝也
（1989））。
その後1991（平成3）年9月の第1101回放送
用語委員会で，2番目の読みとして「ゲンゾン」
も認められた（浅井真慧（1991））。なお，ここ
での決定「①ゲンソン　②ゲンゾン」をアクセ
ント辞典の表示方法で記すと，表に示したとお
り「ゲンソン，（ゲンゾン）」となる。
今回の調査結果では，すべての年代で「ゲ
ンゾン」が主流になっている一方で，60歳以
上と50歳代との差が大きい。60歳以上では
「ゲンソンと（も）言う」が3割程度を占めてい
るが，50歳代では2割程度になっている（図5，
稿末集計5）。50歳代では男女差が大きく女性
の「ゲンゾン」が非常に多くなっているが，理
由は不明である。またこの項では回答パターン
に学歴差が見られるが，これも理由がよくわか
らない。

◎「存」の字の読み方
（注－「存」には，実

・ ・

在の意味と思
・ ・

考の意味とがある）
Ａ「ソン」と読むもの
存在（ソンザイ）　依存（イソン）
存続（ソンゾク）　共存（キョーソン）
存置（ソンチ）
存立（ソンリツ）　現存（ゲンソン）
存亡（ソンボー）　残存（ザンソン）

Ｂ「ゾン」と読むもの
存意（ゾンイ）　一存（イチゾン）
存外（ゾンガイ）　所存（ショゾン）
存知（ゾンジ）
存生（ゾンジョー）
存念（ゾンネン）
存命（ゾンメイ）
御存命（ゴゾンメイ）

Ｃ「ソン」・「ゾン」の両用を認むべきもの
生存（セイソン）・（セイゾン）
ただし，次の場合は「ゾン」を採る。
生存競争（セイゾンキョーソー）
生存者（セイゾンシャ）
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[176人 ]

高校卒業
[680人 ]

大学卒業
[466人 ]

「ゲンゾン」と言う
（全体 69％） 56 69 74	（%）

図 5　「現存」する最古の遺跡
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1.2.3　「寄贈」

「キソー」のほうが伝統的な読み方であると
は必ずしも言えず，むしろ「キゾー」のほうがよ
り古い読み方である可能性もある。「キゾー」
に加えて「キソー」も用いられるという状況が
続いたものと考えられる。いっぽう調査の結果
では，現代では「キゾー」と読む人が多い。ま
た，女性のほうが「キゾー」と読む人の割合が
高い。
文化庁編（1984）によると『和英語林集成（第
3版）』（1886）に「Kisō	キソウ　饋送」という
語が載っており，これに関して「「饋送」は現
在の「寄贈」に当たると見てよいであろう」と記
されている（p.42）。しかし，「饋送」と「寄贈」
の意味が仮に同じだったとしても，（漢字表記
が異なる両語の）読み方まで同じであると即断
することはできないはずである。この例以降，
「寄贈」が掲載されている明治期の辞典での読
みについて文化庁編（1984）で調べられた内容
（p.42）を整理すると以下のようになる。

その後，大正期の辞書では「キゾー」が主流
であるが，戦後になると「キゾー」の項の語釈中
に「キソー」も示すものが多くなった（同p.42）。
NHKのアクセント辞典では以下のように掲載
されてきている。

つまり，1943年版から一貫して「キソーとキゾー
とを対等に認める」という姿勢が継続している。
この「寄贈」については，これまでも3回調
査がなされている。

今回の調査結果では，上記の浅井真慧（1995）
と同じく，すべての年代で「キゾー」が主流で，
その占める割合は若い年代ほど多くなっていた。
また，その割合は女性のほうがさらに高いとい

「贈」：ぞう（呉音）　そう（漢音）
	 キゾー　←　キソー
	 （？）

日本大辞書（1892-93）	： キゾウ

帝国大辞典（1896）　		： キゾウ

日本新辞林（1897）　		： キゾウ

〔語釈のあとに「饋送，饋贈」あり〕

ことばの泉（1898）　			：キソウ

辞林改訂版（1911）　		： キゾウ

〔語釈のあとに「寄送」あり〕

1943（昭和 18）年版 キソー，キゾー

1951（昭和 26）年版 キソー，キゾー

1966（昭和 41）年版 キソー，キゾー

1985（昭和 60）年版 キソー，キゾー

1998（平成 10）年版 キソー，キゾー

◎「発音のゆれアンケート」　　＜寄贈＞

〔1983 年 12月～ 84 年 1月調査／有識者・大学生・高校生
各 100人，NHKアナウンサー 520人，計 820人／郵送記
述式／100 語について「日常の生活でどう言っているか」「放
送で望ましい発音は？」を尋ねたもの〕（菊谷彰（1984））

◎「100人アンケート」1989
	　「本を寄贈する」
　キソー	・・・・ 26人
　キゾー	・・・・ 70人

〔1989 年 8月／首都圏在住元 NHK番組モニター 98人／郵
送〕（最上勝也（1990））

◎「ことばのゆれ」1994
　	図書館に本を「寄贈」する
　キソー	・・・・・ 31.6	％
　キゾー	・・・・・ 63.1
　その他	・・・・・ 1.2
　わからない	・・・ 	4.1

〔1994 年 12月10日～13日調査
／個人面接法／全国 20 歳以上の男女 2,000人／有効数（率）
1,383人（69.2％）／「あなたはふだん，どう言っていますか」
（ＳＡ）と尋ねたもの〕（浅井真慧（1995））

キソー キゾー
有識者 51 49
大学生 17 83
高校生 	9 91
アナウンサー 69 31（％）

20 代 30 代 40 代 50 代 60 歳
以上

キゾー 77 78 67 59 47	（%）
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う傾向が明らかになった（いずれも20歳代は例
外）（図6，稿末集計11）。またこの項では，年
代差を背景にして（＝若い年代ほど高学歴者の
占める割合が大きい），回答パターンに学歴差が
見られる。

1.2.4　「面目」

「メンボク」のほうが実例の出現時期としては
早い。調査の結果では「メンボク」と「メンモク」
の割合には全体としてあまり大差ない。
『日国』では，「めんぼく」の補注欄に「日葡
辞書では「めんぼく」と「めんもく」を区別し，
前者は名誉の意，後者は顔，または趣旨・主
張の意としている。この区別が確かにあったか
どうかは明らかでないが，名誉の意の例は「め
んぼく」となっているものが圧倒的に多い。」と
記されている。用例としては，かな表記のもの
で「宇津保（970-999頃）国譲中「我が身ぞやま
めにていたづらにならめ。何のめんぼくかあら
ん」」が挙げられている。一方「めんもく」の項

では，顔かたちの例として「妙一本仮名書き法
華経（鎌倉中）六・随喜功徳品・第十八「面目（メ
ンモク〈注〉オモテメ），ことことく端厳にして，
ひとのみんとねかふところたらん」」が挙げられ
ている。また趣旨・主張の例としては「日葡辞
書（1603-04）「Menmocu（メンモク）〈略〉〈訳〉
信条，定め。例，ワガ	シュウノ	menmocuua（メ
ンモクワ）	ジッカイ	ナリ〈訳〉我々の守る掟は，
十戒である」」が示されている。
政治小説『春告鳥』（前述（1.1.2））のルビを
調査したところ，同一作品内に「メンボク」が5
回，「メンモク」が12回と，混在していることが
報告されている（松井利彦（2002））。
1939（昭和14）年4月にまとめられた『放送
用語調査委員会決定語彙記録（一）』では「メ
ンボク」として提示されており，「体面の場合は
［メンボク］（×	メンモク）」と付記されている（塩
田雄大（2009））。この規定は，1939年3月の
第86回放送用語委員会で示されたものである。
どんなものを「ことばのゆれ」と認めるかは
研究者によって異なるが（塩田雄大（近刊）），
現代語では「世間に対する体面・評価・名誉」
といった意味で使うことがほとんどであり，「メ
ンモク」と「メンボク」とを別語としてではなく
「同語の異形態＝ことばのゆれ」として扱って
も，おおむねさしつかえないと考える（文化庁
（1978）pp.17-18も同じ姿勢である）。
NHKのアクセント辞典では以下のように掲載
されてきている。

中学卒業
[176人 ]

高校卒業
[680人 ]

大学卒業
[466人 ]

「キゾー」と言う
（全体 71％） 55 70 78	（%）

図 6　図書館に本を「寄贈」する

「目」：もく（呉音）　ぼく（漢音）
	 メンモク　←　メンボク

1943（昭和18）年版 メンボク，（メンモク）
メンモク，（メンボク）

1951（昭和26）年版 メンボク，メンモク
メンモク，メンボク

1966（昭和41）年版 メンボク，メンモク
メンモク，メンボク

1985（昭和60）年版 メンボク，メンモク
メンモク，メンボク

1998（平成10）年版 メンボク，メンモク
メンモク，メンボク
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ここから，一貫して「メンボクとメンモクとを
対等に認める」という姿勢が継続してきたと言
えるだろう。
「面目が立たない」という例文で調査した今
回の結果では，「メンボク」と「メンモク」のど
ちらかが多数派を占めるという結果にはならず，
年代差も特に見られない（図7，稿末集計9）。
後述するが，「メンボク」と「メンモク」とは，地
域差という形で変異がある程度固定している状
態にあることがうかがわれる。

各年代を男女別に見ると，20･30･40歳代に
おいては「メンボク」の割合に関して女性のほ
うが高い。言語変化は女性が先行することが
多く，この語に関しても将来的には「メンボク」
に逆戻りする形になってゆく可能性もあるかも
しれない。

1.3　慣用音読みが（ある程度）定着しているもの
1.3.1　「固執」

調査の結果では，慣用音読みの「コシツ」が
大勢を占めつつあることが明らかになった。
漢字「執」の字音については，「『シツ』の音
の「ツ」は，日本語になじまない「シフ」の発音

をさけて促音化し，それがさらに「ツ」の音に
定着したもの」（佐藤進・濱口富士雄編（2011）
『全訳　漢辞海（第三版）』（三省堂）「執」の項）
と説明されている。
当研究所所蔵の辞書類の範囲内では，「コシ
ツ」は1888（明治21）年の『漢英対照いろは辞
典』の主見出し，「コシュー」は1915-19（大正
4-8）年の『大日本国語辞典』の空見出し（「こ
しふ」）の掲載例がある。
1973（昭和48）年内閣告示の「当用漢字音
訓表」では「執」を「シツ」と読む例として「執
務，執筆，確執」が，また「シュウ」につい
ては「執念，執心，我執」が掲げられており，
「固執」については明記されていない（文化庁
（1981）pp.26-27）。これは，2010（平成22）
年内閣告示の「常用漢字表」でも同様である。
つまり，国が示す基準としても，どちらが標準
的であるかを明示するのは困難なものであると
思われる。
なお，山田忠雄ほか編（2005）『新明解国
語辞典（第六版）』の「こしゅう」の項では「「こ
しつ」の老人語。」という説明が記されている。
NHKのアクセント辞典では以下のように掲載
されてきている。

つまり，NHKでは一貫して慣用音読みの「コ
シツ」のみを採る姿勢を続けてきたのである。
この「固執」については，過去にも調査をし
たことがある。

図 7　「面目」が立たない

「執」：しゅう（呉音・漢音）　しつ（慣用音）
	 コシュー　→　コシツ

1943（昭和18）年版 コシツ

1951（昭和26）年版 コシツ

1966（昭和41）年版 コシツ

1985（昭和60）年版 コシツ

1998（平成10）年版 コシツ
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今回の調査結果からも，おおむね若い年代
ほど「コシツ」が多く，この語形への集中がさ
らに進んでいる様子が見てとれる（図8，稿末
集計13）。またこの項では，年代差を背景にし
て（＝若い年代ほど高学歴者の占める割合が大
きい），回答パターンに学歴差が見られる。

塩田丸男（1998）p.117では「「固執」をなん
と読むか。明治生れはもちろん，大正，昭和
一ケタ生れぐらいまでの人ならまず百人中九十
人までは「コシュウ」と読むはずである。だが，
テレビでもラジオでも「コシュウ」という発音は
聞かれなくなった。アナウンサーやキャスターた

ちはみな昭和二ケタ以降の生まれだからだ。」と
記述されている。「百人中九十人」は大げさかも
しれないが，「昭和一ケタ＝現在75歳以上」の
人たちの多くが「コシュー」派であることは，今
回の結果からも推定できる。

1.3.2　「早急」

調査の結果では，あらゆる年代で「ソー
キュー」と読む人が多い。一方で，「サッキュー
のほうが正しい読みである」という意識は一部
でたいへん強いものと想像される。
『日国』では，「さっきゅう」の項に「滑稽本・
東海道中膝栗毛－発端（1814）「やあやあ今夜く
るのか。ヱヱそれは又早急（サッキウ）な」」が
示されている。一方「そうきゅう」の項では「漢
語便覧（1871）〈横山監〉「早急	ソウキウ	イソ
ク」」という例が挙げられている。
当研究所所蔵の辞書類の範囲内では，「サッ
キュー」は1872（明治5）年の『和英語林集成
（再版）』の主見出しの例（「SAKKIU，サツキ
ウ」）があり，「ソーキュー」については1909（明
治42）年の『俗語辞海』の「さっきふ」の項内に

「 早 急（ サ フ
キ フ）」という記述がある（ただしこの「サ

フキフ」という表記で「サッキュー」と読ませる
意図があった可能性も否定できない）。
なお文化庁（1975）pp.7-8では，「早急」の
読みとして「さっきゅう」が標準的であることの
根拠として「納得（ナフ＋トク→なっとく）・十銭
（ジフ＋セン→じっせん）・執権（シフ＋ケン→
しっけん）」という促音化を類例として挙げてい
るが，これは少々強引な論理展開である。古
典かなづかいで書いたときに「納（ナフ）・十（ジ

◎「ことばのゆれ」1994

　どこまでも自説に「固執」する
　コシツ	・・・・・ 67.0	％
　コシュー	・・・・ 25.1
　その他	・・・・・ 0.8
　わからない	・・・ 7.1

〔1994 年 12月10日～13日調査
／個人面接法／全国 20 歳以上の男女 2,000人／有効数（率）
1,383人（69.2％）／「あなたはふだん，どう言っていますか」
（ＳＡ）と尋ねたもの〕（浅井真慧（1995））
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図 8　どこまでも自説に「固執」する
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フ）・執（シフ）」となる入声音の漢字に別の漢
字が下接した場合に促音化することがあるの
は当然であるのに対して，「早」は字典音とし
ては「サフ」ではなく「サウ」であり，このまま
では通常促音化は起こらない 5）（つまり「サウ＋
キフ→そうきゅう」となってしかるべきである）。
「サッキュー」という読みは，「早」の字典音を
本来の「サウ」ではなく「サフ」であると誤認し
たことによるものである。あるいは言い方を変
えて，「納・十・執」などの字音の促音化から
の類推から生まれた読みである，と表すことも
できる。「サッキュー」が「正し」く，「ソーキュー」
は「誤っている」という認識は，実はあまり根
拠がない（ただし，このことと，「サッキュー」
のほうが好ましく感じるという意見とは，基本
的に関係がない）。
2010（平成22）年内閣告示の「常用漢字表」
では，「早」を「サッ」と読む語の例として「早
速，早急」が挙げられているが，これは「早急」
を「ソーキュー」と読むことを（国として）否定し
ているわけではない。あくまで，「早」という字
を「サッ～」と読む語のひとつに「早急」がある，
という位置づけである。
NHKのアクセント辞典では，以下のように掲
載されてきている。放送用語委員会での扱いも
併せて記す。

上記について補足すると，1935年の第21回
放送用語委員会の議題として「漢語発音整理
案」が提出された。これは当時読みにゆれの
あった漢語の語形を定めるもので，「重複・端
緒」などに並んで「早急」も含まれていた。事
務局側の原案では，第一の欄に「サッキュウ」，
第二の欄に「ソオキュウ」と両方の読みが掲げ
られており，備考欄には「「ソオキュウ」を第一
とすれば，「サッ」と読むのは，「早速」一つと
なる」と記されている。その後，同年5月28日
の第28回放送用語委員会で正式決定された
結果は，「サッキュー」のみとするというもので
あった（浅井真慧（1983.2））。
発足当初の放送用語委員会では，漢字の読
み方をなるべく規則的に整理しようという考え
方が強かった（塩田雄大（2007.3）（2007.7））。
そのため，原案では「早急」の読みを「ソー
キュー」と定めて例外を少なくしたいという思
いがあったものと想像される。しかし，おそら
く委員会席上での「常識的な」判断によって，
「サッキュー」のみとする決定に至ったのだと考
えられる。
1943年版のアクセント辞典に「ソーキュー」
も掲げられている理由は，この版の特徴とし
て「統一の傾向よりも許容の幅を広げる傾向
が強かった」ことが背景として推定されてい
る（最上勝也（1989））。この版には「アクセン
ト・発音をめぐる議論のたたき台」を提供する
という性格があったとみられ，書の冒頭では
読者に対して，掲載したアクセントに関して意
見がある場合には次回改訂への参考用として
指摘してほしい旨が示されている 6）（塩田雄大
（2008））。
その後下って1972年6月の第768回放送
用語委員会では，一般視聴者や部内職員か

［1935（昭和 10）年用語委］ ○サッキュー

1943（昭和 18）年版 サッキュー
ソーキュー，サッキュー

1951（昭和 26）年版 サッキュー

1966（昭和 41）年版 サッキュー

［1972（昭和 47）年用語委］○サッキュー　〔確認〕

1985（昭和 60）年版 サッキュー

［1991（平成 3）年用語委］ ①サッキュー		②ソーキュー

1998（平成 10）年版 サッキュー，（ソーキュー）
（ソーキュー），サッキュー
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ら「ソーキュー」の読みも認めてはどうかとい
う意見が多くなったことをきっかけとして，再
検討をおこなった。しかし審議の結果，それ
までどおり「サッキュー」のみとすることになっ
た。検討用の資料としては国語・漢和辞典類
の掲載状況やアンケート結果などが周到に準
備されていた。たとえば漢和辞典では「ソー
キューのみ」あるいは「ソーキューとサッキュー
の両方」を載せているものだけで「サッキュー
のみ」のものは見当たらず，用語委員会として
「ソーキュー」を認めるのに十分な状況にあっ
た。
ところが会議の席上では，「辞書をそのまま
信用し，どの辞書にも等しい評価を与えて比
較するのは危険である」「『ソーキュー』は『性
急』と，また，『ソーキューニワ（早急には～）』
は『そう，急には～』と聞き誤るおそれがある」
などといった意見が出されたのである（放送用
語研究部（1972））。いま見てみると，これら
はどうしても「ソーキュー」を認めたくないとい
う気持ち7）から出た方便であるように感じられ
る。この決定をめぐって辞書編集者の見坊豪
紀は，「NHK用語委員会はがんこなおじいさ
んの集まりだ，ともとれる。また，NHK用語
委員会の，ことばの良識派としての態度はご
りっぱ，ともとれる。」と述べている（見坊豪紀
（1976））。
その後，1991年1月の第1093回放送用語
委員会において，「ソーキュー」が第2の読みと
して認められる（最上勝也（1991））。ここでの
決定「①サッキュー　②ソーキュー」をアクセン
ト辞典の表示方法で記すと，表に示したとおり
「サッキュー，（ソーキュー）」となる。
この「早急」の読みは昔から問題となること
が多く，調査も複数回おこなわれている。

◎「読みの調査（東京・館山）」

〔1963 年 3月調査／館山市の中学 2 年生 197人，文京区の
中学 2 年生 240人，館山市の成人 189人，東京都の成人
188人，計 814 人〕（植地南郎（1963））

◎「放送のことば第 1回アンケート」

〔1963 年 9 ～11月調査／郵送記述式／各専門分野の代表的
文化人（有識者），小中高校の教師，一般視聴者	計 379人
／有効回答	計 270人（71％）〕

◎「有識者アンケート第 1回」

〔1980 年 3 ～ 4月調査／郵送法／有識者136人〕（石野博史
（1980））

◎「発音のゆれアンケート」

〔1983 年 12月～ 84 年 1月調査／有識者・大学生・高校生
各 100人，NHKアナウンサー 520人，計 820人／郵送記
述式／100 語について「日常の生活でどう言っているか」「放
送で望ましい発音は？」を尋ねたもの〕（菊谷彰（1984））

◎「100人アンケート第 1回」

〔1988 年 12月／首都圏在住元 NHK番組モニター 98人／
郵送〕（最上勝也（1989））

◎「現代人の言語環境調査　第 3回」

〔1989 年 2月／東京 100 キロ圏の16 歳以上男女 1,800人／		
有効回答（率）1,185人（65.8%）〕（石野博史ほか（1989））

［早急］ サッキュー ソーキュー
中学生 20.4 75.6
成人 40.1 49.1（％）

［早急に］ サッキュー ソーキュー
文化人ほか 100人 158人

　　（どちらでもよい 8人・わからない 4人）

［早急］ サッキュー ソーキュー
有識者 71人（52％） 60人（44％）

［早急に］ サッキュー ソーキュー　
有識者 50 50
大学生 18 82
高校生 29 71
アナウンサー 96 4（％）

［早急］ サッキュー ソーキュー　
30 70（％）

［早急］ サッキュー ソーキュー ソッキュー
27 64 8（％）
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一連の調査結果を見ると，1980年の「有識
者アンケート第1回」と1983-84年の「発音のゆ
れアンケート」の有識者・アナウンサー回答を除
き，いずれも「ソーキュー」が「サッキュー」を
上回るという点で共通している 8）。
今回の調査結果でも，上記の調査結果と同
様に，すべての年代で「ソーキュー」が主流と
なっていた。年代別には40歳代が「サッキュー」
のピークになっており，また50･60歳代では男
女差が大きい（男性のほうが「サッキュー」が多
い）という傾向が見られた（図9，稿末集計7）。

 2. ビダンシは西日本に多い　
　　　　　　　　～地域差について

字音読みの漢語については，日本の中での
地域差が「読みのゆれ」の面から指摘されるこ
とは一般的にあまり多くない（「学区」と「校区」

の地域差や，車がすれ違うことを「離合する」
と言うのは西日本に多いといったこと，また西
日本では「散髪する」を女性に対してもふつうに
使うといった語彙・用法レベルの変異事象（せ
まい意味での「ゆれ」には当てはまらないもの）
が個別に指摘されることはよくある）。
今回取り上げた項目のうち，「美男子」と「面
目」の読みについてはある程度の地域差が見ら
れた（表1）。ひとまず「東海」を西日本・東日
本のどちらにも含めずに集計すると，西日本で
の「ビダンシ」「メンボク」の占める割合（79％，
48％）は，東日本（54％，40％）よりも大きいこ
とが明らかになった。「気付かれにくい方言的
地域差」の例として新たに挙げることができる。
また，ローカル放送でこうしたことばを使う際に
は，こういった地域差があることを考慮してお
く必要もあるだろう。
これは，呉音（ナン・モク）と漢音（ダン・ボク）
の選好に関して地域差が存在するのではないか
という観点から考察することも不可能ではない
が，このような顕著な地域差はほかの調査項目
（字音読みにかかわるもの）には表れなかった。
日本語にはマ行とバ行が交替する現象（ｍｂ
交替）があることが指摘されており，「美男子」
と「面目」についても，鼻音（n,	m）と有声破
裂音（d,	b）の選好に関する地域差の問題とし

図 9　「早急」に実施する

表１　「ビダンシ」「メンボク」の地域差
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てとらえるのが有望かもしれない。ｍｂ交替に
は現代語でも「サムイ，ケムイ，トモス，ツムル，
ヒモ（紐）」と「サブイ，ケブイ，トボス，ツブル，
ヒボ」などの例があり9），これらがどのような地
域差をなしているか（たとえば「サブイ」は西日
本に多い語形である）といったことと関連付け
ながら，今後の課題としたい。

 3. むすびにかえて
  ～「例外を少なくしてゆく動き」という観点から

言語変化の一つの方向性として，「なるべく
例外を少なくしてゆく動き」というものがある。
漢字音について言えば，一つの漢字が何とおり
にも読まれるような状態が解消されてゆく動向
である。冒頭でふれたとおり，これまでの研究
では個々の漢字に関して一字一音への変化が
進みつつあることが指摘されている（佐藤喜代
治（1962），飛田良文（1992）pp.339-340，屋
名池誠（2005），佐々木勇（2011））。
今回の調査結果にも，同様のことが言える。
たとえば「願望」は「ガンモー」と「ガンボー」
の両形があるが，1998年版『NHK日本語発音
アクセント辞典　新版』の掲載状況を見てもわ
かるとおり，「望」の字は「ボー」と読む語のほ
うが多い（表2）。そのため，「長いもの」（＝「望」
を「ボー」と読む語群）に巻かれる形で（あるい
は「勝ち馬に乗る形で」）「ガンボー」へと統一し
ていったほうが，全体としては例外が少なくな
り合理的なのである。「助言」の「言」や「固執」
の「執」も同様である（表3，4）。「寄贈」では，
これを「ゾー」と読むことによって完全に例外が
解消される（表5）。
しかし，すべての漢字音がこのように動きつ
つあるわけではないことも，注意しておかなけ

ればならない。たとえば「早急」はもっと素直
に「ソーキュー」へと向かってもよさそうなのに
（表6），今回調査した年代差から考えると一方
向的な動きではなさそうである。つまり，「長い
もの」（＝「早」を「ソー」と読む語群）意識の牽

けん

引力とは別の力（＝「サッキュー」という発音自
体に対する好印象）がはたらいている可能性が
考えられる。また「嚥下」では，「下」の読み方
としては例外的である呉音「ゲ」を用いた「エン
ゲ」のほうが一般的になっている（表7）（「演歌」
などの同音語との衝突を避ける動きなのかもし
れない）。「面目」においても，「目」の読みとし
ては漢音「ボク」は例外的であるが（表8），「メ
ンボク」が少なくなってゆくような調査結果には
なっておらず，例外性が保存される様相になっ
ている。
冒頭で記したように，漢字音の変化に関す
る具体的な方向性について，これまでの研究
では漢音への一元化に向かうものが多いという
見方（佐藤喜代治（1962），飛田良文（1992）
pp.339-340）が一般的である。一方で，アク
セント辞典4種（神保格・常深千里（1932）『国
語発音アクセント辞典』とNHKのアクセント辞
典（1943年版・1951年版・1966年版））にお
ける呉音読み・漢音読みの異同を調べたうえ
で「漢音・呉音の区別なく，個々の漢字につい
て，現代語としてその漢字が多く使われている
ほうの音に，少ないほうの音が吸収されていく
傾向がある」（菅野謙（1979.11）p.42）という
指摘もなされており，さらに検証を進める必要
がある（近世から明治にかけての流れは「漢音
一元化」，それ以降は「優勢な音への一元化」
であるというシナリオも想定できる）。具体的に
は，使用頻度の高い語と低い語とでは，呉音
化・漢音化の様相が異なるのではないかと筆者
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（塩田）は推定している10）。関連することとして，
使用頻度の高い漢字ほど呉音読みで使用され
る割合が大きくなること（菅野謙（1979.10），
国立国語研究所編（1976）『現代新聞の漢字』
掲載のデータをもとに集計）が挙げられる。

今回の知見を一つの足がかりとして，字音
読みの漢語全般の読みの動向について，今後
さらに調査を進めたうえで考察を深めてゆき
たい。

（しおだ たけひろ）

ボー
一望，遠望，渇望，観望，希望，失望，志望，衆望，宿望，嘱望，信望，人望，声望，切望，絶望，羨望，
待望，多望，眺望，展望，徳望，熱望，野望，非望，名望，有望，要望，欲望

両方 願望

モー 懇望，所望，大望，本望

ゲン

一言（を呈する），確言，格言，雅言，甘言，換言，諫
かん

言，狂言，曲言，極言，虚言，金言，空言，苦言，建言，
献言，公言，巧言，広言，古言，讒

ざん

言，至言，失言，祝
しゅう

言，重言，証言，食言，序言，進言，箴
しん

言，寸言，贅
ぜい

言，
宣言，前言，俗言，体言，大言，代言，多言，断言，忠言，直言，緒

ちょ

言，提言，博言，罵
ば

言，発言，評言，付言，
方言，放言，暴言，名言，明言，妄言，約言，用言，揚言，謡言，妖言，予言，預言，里言，立言，略言，流言，
綸
りん

言，例言

両方 助言

ゴン 遺
い

言，一言（もない），過言，雑言，他言，伝言，二言，無言，文言，遺
ゆい

言

シツ 確執，固執，執権，執行，執事，執政，執刀，執筆，執務，執拗
よう

両方 （なし）
シュー 我執，執心，執着，執念，偏執，妄執

ゾー 遺贈，恵贈，贈位，贈呈，贈答，贈与，贈賄，追贈
両方 寄贈

ソー （なし）

ソー 早期，早暁，早計，早婚，早産，早熟，早春，早世，早 ，々早退，早朝，早天，早晩，早老
両方 早急

サッ 早速

カ 嚥下，貴下，机下，旗下，脚下，却下，猊
げい

下，月下，降下，刻下，西下，傘下，膝下，城下，臣下，地下，直下，沈下，
低下，天下（テンカ，テンガ），都下，配下，皮下，部下，目下，門下，落下，零下，隷下

両方 上下（ショーカ，ジョーカ，ジョーゲ）
～ゲ 高下，卑下，無下

モク 亜目，一目，演目，皆目，刮
かつ

目，科目，課目，眼目，曲目，項目，五目，細目，式目，耳目，除目，衆目，十目，種目，
嘱目，題目，地目，着目，注目，鳥目，天目，頭目，瞠目，徳目，反目，費目，標目，品目，名目，瞑目，盲目

両方 面目

ボク （なし）　〔四字漢語「面目次第」はあり〕

表２　「○望」（二字漢語）の読み（1998 年版『NHK日本語発音アクセント辞典　新版』，以下同）

表３　「○言」（二字漢語）の読み

表８　「○目」（二字漢語）の読み

表４　「○執」「執○」（二字漢語）の読み

表５　「○贈」「贈○」（二字漢語）の読み

表６　「早○」（二字漢語）の読み

表７　「○下」（二字漢語）の読み
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注：
1）字音の判定は，佐藤進・濱口富士雄編（2011）『全
訳　漢辞海（第三版）』（三省堂）によった。

2）本稿では『日国』に載せられているルビつきの
用例をいくつか紹介する。こうした用例を安易
に確例としてみなしてはならないという点は認
識しつつ，ある読み方がなされていた概略の時
期を推測するための方便として活用するもので
ある。

3）「ガンモーと（も）言う」は，「『ガンモー』と
言う（『ガンボー』とは言わない）」「両方とも
言うが，どちらかといえば『ガンボー』と言う
ことのほうが多い」「両方とも言うが，どちら
かといえば『ガンモー』と言うことのほうが多
い」を合計したもの（これ以降も同様）。

4）さらに古いものとして漢文の用例や「見存」の
用例も示されているが，ここでは取り上げな
かった。

5）ただし，「サッはサウが促音化したもの」とい
う解釈自体は成立可能である。

6）この 1943 年版アクセント辞典の冒頭に示され
た原文は以下のとおり。「本冊を検索して，そ
のアクセント表示が自己のアクセントと異るこ
とを見いだし，又は本冊に二様以上のアクセン
ト表示が施してあるのに対して，そのいづれか
の一を採るべしとする意見を有せられる読者
は，その要旨を当協会内放送用語係に宛てゝ示
教せられんことを乞ふ。その際，大体の年齢と
生育地（併せて父母の生育地）をも書き添へて
戴ければ幸甚である。当協会は，これを本冊の
改訂に要する貴重なる資料として調査上の参考
に供し，いやしくもその厚誼を空しうせざらん
ことを誓ふものである。」

7）この会議の席上では，「「サッキュー」の「サッ」
という発音に「勢い」があり，急ぐ感じも出る
ので，この語感を大事にしたい」という意見も
出されている（放送用語研究部（1972））。こ
のような音のイメージにかかわる問題は，ソ
シュール以降の言語学では「言語の恣意性」（＝
ex.「犬」の /inu/ という音は記号・ラベル・
社会的約束に過ぎないのであって，「犬」とは
本質的な関係はない）の名のもとに軽視されて
きたきらいがある。しかし，「サッキュー」は
あたかも「サッと」ものごとを処理してくれそ

うな印象を与えることは多くの日本人にとって
事実であり，このイメージが「サッキュー」と
いう語形の保存になんらかの寄与をしているこ
とはおそらくまちがいない。少なくとも日本語
を論じる際には，音の印象についても一定の目
配りをしておくことが必要だと考える。

8）アンケート調査と無作為抽出調査の結果を単純
に比較することは慎まねばならないが，ここで
は過去の記録であるアンケート調査の結果を貴
重なものであると判断した。次のような立場も
あることに留意したい。「社会言語学の分野で，
ランダムサンプリングを金科玉条のごとく主張
するのは，かえって多様な多人数調査を否定す
ることになり，研究の発展のためにはよくない
ことであると考える。ランダムサンプリングで
ない（有意サンプリングの）場合でも，計量的
な立場の研究として評価できる面があるのでは
ないか。」（荻野綱男（2002）p.17）

9）また，日本語には nd 交替の片鱗が認められる
ことも指摘されている（安部清哉（1999）p.23
表 4 注 1）。

10）関連して，「悪名」「異名」「乱世」「現世」はそ
れぞれ「アクミョー」「イミョー」「ランセ」「ゲ
ンセ」と呉音読みにまとまりつつあることが調
査結果から示されている（太田眞希恵（2011））。

引用文献：
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Ｑ 1. あなたが次のように話す場合，下線を引いた部分はどの
ように言いますか。この中から１つだけお答えください。

1．「奥義をきわめる」　　
 （ア） 「オーギ」と言う（「オクギ」とは言わない） ‥‥ 45.0 ％
 （イ） 「オクギ」と言う（「オーギ」とは言わない） ‥‥ 39.2
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「オーギ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥‥3.1
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「オクギ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥‥5.1
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.9
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7

2．「人の姿が見え隠れする」
 （ア） 「ミエカクレ」と言う
  （「ミエガクレ」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 85.4 ％
 （イ） 「ミエガクレ」と言う
  （「ミエカクレ」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.7
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ミエカクレ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥5.2
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ミエガクレ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥1.7
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

3．「長年の願望がかなう」
 （ア） 「ガンボー」と言う（「ガンモー」とは言わない） ‥ 93.1 ％
 （イ） 「ガンモー」と言う（「ガンボー」とは言わない） ‥‥1.9
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ガンボー」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥3.5
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ガンモー」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥0.2
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8 

4．「罪作りな人」
 （ア） 「ツミツクリ」と言う
  （「ツミヅクリ」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 58.9 ％
 （イ） 「ツミヅクリ」と言う
  （「ツミツクリ」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.1
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ツミツクリ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥5.6
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ツミヅクリ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥4.4
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

5．「現存する最古の遺跡」
 （ア） 「ゲンソン」と言う
  （「ゲンゾン」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.7 ％
 （イ） 「ゲンゾン」と言う
  （「ゲンソン」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69.0
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ゲンソン」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥3.0

 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ゲンゾン」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥5.3  
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1

6．「睡眠不足は健康に良くない」
 （ア） 「スイミンフソク」と言う
  （「スイミンブソク」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥8.2 ％
 （イ） 「スイミンブソク」と言う
  （「スイミンフソク」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥ 85.7
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「スイミンフソク」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥1.6
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「スイミンブソク」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥4.1
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
　
7．「早急に実施する」
 （ア） 「サッキュー」と言う
  （「ソーキュー」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.2 ％
 （イ） 「ソーキュー」と言う
  （「サッキュー」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 60.7
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「サッキュー」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥5.4
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ソーキュー」と言うことのほうが多い・ ‥‥‥‥ 11.3
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8

8．「過不足なく説明する」
 （ア） 「カフソク」と言う（「カブソク」とは言わない） ‥ 23.5 ％
 （イ） 「カブソク」と言う（「カフソク」とは言わない） ‥ 66.7
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「カフソク」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥4.1
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「カブソク」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥4.2 
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

9．「面目が立たない」
 （ア） 「メンボク」と言う（「メンモク」とは言わない） ‥ 43.3 ％
 （イ） 「メンモク」と言う（「メンボク」とは言わない） ‥ 44.4
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「メンボク」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥8.0
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「メンモク」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥2.9
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

10．「後腐れのない解決法」
 （ア） 「アトクサレ」と言う
  （「アトグサレ」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 74.1 ％
 （イ） 「アトグサレ」と言う
  （「アトクサレ」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.6
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「アトクサレ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥5.8
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「アトグサレ」と言うことのほうが多い  ‥‥‥‥‥2.6
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
11．「図書館に本を寄贈する」
 （ア） 「キソー」と言う（「キゾー」とは言わない） ‥‥ 20.2 ％
 （イ） 「キゾー」と言う（「キソー」とは言わない） ‥‥ 70.7

ことばのゆれ調査（平成 23 年 1月）単純集計結果

【調査の概要】
1. 調査時期： 平成 23（2011）年 1 月 7 日～ 23 日
2. 調査方法： 調査員による個別面接聴取法
3. 調査対象：全国満 20 歳以上の男女
4. 調査相手：住民基本台帳から層化無作為 2 段抽出
 2,000 人
5. 調査有効数（率）：1,323 人（66.2％）
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 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「キソー」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥‥2.9
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「キゾー」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥‥4.0
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
12．「腕組みしながら考えこむ」
 （ア） 「ウデクミ」と言う（「ウデグミ」とは言わない） ‥ 27.5 ％
 （イ） 「ウデグミ」と言う（「ウデクミ」とは言わない） ‥ 61.5
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ウデクミ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥4.0
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ウデグミ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥6.3
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
13．「どこまでも自説に固執する」
 （ア） 「コシツ」と言う（「コシュー」とは言わない） ‥‥ 68.0 ％
 （イ） 「コシュー」と言う（「コシツ」とは言わない） ‥‥ 18.6
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「コシツ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥‥5.3
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「コシュー」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥2.2
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
14．「飲みくだすことを嚥下と言う」
 （ア） 「エンカ」と言う（「エンゲ」とは言わない） ‥‥ 22.3 ％
 （イ） 「エンゲ」と言う（「エンカ」とは言わない） ‥‥ 46.9
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「エンカ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥‥1.6
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「エンゲ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥‥2.1
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.5
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.5

15．「相手の出方を逆手にとる」 
 （ア） 「ギャクテ」と言う（「サカテ」とは言わない） ‥ 15.5 ％
 （イ） 「サカテ」と言う（「ギャクテ」とは言わない） ‥ 75.1
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ギャクテ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥2.6
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「サカテ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥‥5.6
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6

16．「顔立ちの整った美男子」
 （ア） 「ビダンシ」と言う（「ビナンシ」とは言わない） ‥ 67.0 ％
 （イ） 「ビナンシ」と言う（「ビダンシ」とは言わない） ‥ 23.3
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ビダンシ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥5.5
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ビナンシ」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥3.4
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

17．「助言を受ける」
 （ア） 「ジョゲン」と言う（「ジョゴン」とは言わない） ‥ 95.8 ％
 （イ） 「ジョゴン」と言う（「ジョゲン」とは言わない） ‥1.5
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ジョゲン」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥1.7
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ジョゴン」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥0.2
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

Ｑ 2. 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 1 つだけお答えください。

「（ぎこちない/ぎごちない）動き」
 （ア） 「ぎこちない」と言う
  （「ぎごちない」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 84.4 ％
 （イ） 「ぎごちない」と言う
  （「ぎこちない」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.8
 （ウ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ぎこちない」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥2.3 
 （エ） 両方とも言うが，どちらかといえば
  「ぎごちない」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥1.5
 （オ） このことばを知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5
  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5

Ｑ 3. 外国の地名の呼び方についてうかがいます。ここにあげ
る地名を，あなたはふだんどう呼んでいますか。この中か
ら 1 つだけ選んでください。

「台北」
 （ア） 「タイホク」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.2 ％
 （イ） 「タイペイ」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66.4
 （ウ） 両方言う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.7
 （エ） その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 （オ） わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.7

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
1,323 人 655 668 158 244 221 196 504
100.0	% 49.5 50.5 11.9 18.4 16.7 14.8 38.1

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
1,323 人 92 120 90 88 265 66 124 131 108 239
100.0% 7.0 9.1 6.8 6.7 20.0 5.0 9.4 9.9 8.2 18.1

サンプル構成


