第 1415 回放送用語委員会（東京）2017 年 7 月 7 日

「ちゃん / 君 / さん」
動物が「死亡する / 亡くなる」について
～「日本語のゆれに関する調査」の報告～
放送用語班が 2015 年以降に行った世論調査の
中から，
「ちゃん／君／さん」
（1章），動物が「死亡
する／亡くなる」
（2 章）について，その調査結果と，
現在の放送や新聞などでどのように使われているか
を報告・検討した。
なお，1章，2 章ともに，調査の結果はすでに，
山下洋子・井上裕之（2016）で分析・報告をしてい
る。用語 委員会では，その報告をもとに説明し，
委員からの意見を聞いた。
第 1415 回放送用語委員会で使用した議題資料
は，1章は井上裕之がまとめ，2 章は山下洋子がま
とめた。本報告は，その議題資料を山下が再度ま
とめなおしたものである。山下・井上（2016）
です
でに報告している図表については一部 省略した。
調査の分析など，くわしくは，山下・井上（2016）
を参照されたい。
1章，2 章で取り上げた調査の概要は次のとおり。
調 査 日： 2015年3月6日～15日
調 査 対 象： 全国満20歳以上の男女4,000人
調 査 方 法： 調査員による個別面接聴取法
抽 出 方 法： 層化副次（三段）無作為抽出法
調査有効数（率）：1,192人（29.8%）

  

1 章 事件報道での男子の敬称
「ちゃん」
「君」
「さん」について
1.1

調査の概要

2015 年 3月に実施した調査について報告する。事
件報道の際に，男子の名前につける敬称「ちゃん」
「君」
「さん」は，学年や年齢ごとにどれが最もふさわ
しいかを調べた。

1.2

調査実施の理由

事件報道で，報道各社の男子敬称の対応が分か
れたことを機に，視聴者はどの言い方がふさわしい
ととらえているのかを調べる必要があると考えた。
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1.3

NHK での扱い方

NHK では，現在，
「ちゃん／君／さん」について
下記のとおり，
「さん」を基本として「君」
「ちゃん」
を適宜使えるようにしている。
敬称の扱い
（1）敬称は原則として「さん」あるいは「氏」。複数
の場合は「～の各氏」など。
（2）学生や未成年者（男）には「君」を付けてもよい。
また，学齢前の幼児には「ちゃん」を付ける。次の
ような場合は，小学生についても「ちゃん」を適宜
使ってもよい。
①本人が痛ましい事件に巻き込まれた場合（誘拐，
交通事故など）。②愛らしさを特に強調したい場合。
『NHK ことばのハンドブック第2版』
（2005・NHK 出版（最新は15刷）
）

なお，現在に至るまでに，
「ちゃん／君／さん」を
はじめとした「敬称の扱い」は下記のような変遷を
経ている。
NHK 放送用語ハンドブック（1969）
「敬称の扱い」
①敬称は原則として「さん」あるいは「氏」，複数の場
合は「―氏ら」
「―の各氏」
「―の 3 氏」など②学生や
未成年者（男）には「君」を付け，学齢前の幼児には
「ちゃん」を付ける。
（以下略）
NHK 放送用語ハンドブック追補訂正資料（1971）
「ちゃん」
学生や未成年者（男）には，
「君」を付け，学齢前の
幼児には，
「ちゃん」を付けて呼ぶことになっている
が，次のような場合は，小学生についても，
「ちゃん」
を適宜用いてもよい。
（1）本人がいたましい事件に
巻き込まれた場合（例．誘かい，交通事故など）
（2）
愛らしさを特に強調したい場合（「敬称の扱い」の項
目に追加。）

1.4

調査結果

1.4.1 2002 年の調査
（ 過去の調査結果 ）
男子の名前につける敬称については，2002 年に
も調査を行っている。

け選んで回答してもらった。
調査の結果は，表 2のとおりである。事件報道の
場合，最もふさわしいと支持された男子敬称は，小
学校入学前は「ちゃん」
，小学生（全学年）は「君」
，
中学生・高校生は「さん」，という結果になった。
男女による差はあまりないが，
「君」から「さん」
への切り替えは，男性よりも女性のほうがやや早い。
また，若い世代のほうが，小学生は「君」，中学生
は「さん」と，はっきり使い分ける傾向が見える。

2002 年の調査の概要は次のとおりである。
調 査 日： 2002年12月6日～9日
調 査 対 象： 全国満20歳以上の男女2,000人
調 査 方 法： 調査員による個別面接聴取法
抽 出 方 法： 層化副次（二段）無作為抽出法
調査有効数（率）：1,374人（68.7%）

この調査では，
「君」が許容される学年の上限を
聞いた。
Q. 次にお見せする文の○○○○君は，いくつくら
いまでの人だと思いますか。テレビニュースの
文だと考えて，この中からそれぞれ1つずつお
答えください。
（回答は，表 1 に示した 1 ～ 7 から選ぶ）
調査の結果は，表 1のとおりである。この調査
の結果から，当該人物の取り上げられる場面や取り
上げられ方によって差があることと，当該男子が事
件の被害者として出てくる事件報道よりも，日常の
話題の一幕として出てくるニュースのほうが，
「君」
は，より高い学年にまで許容される傾向にあること
がわかる。

1.5

新聞社・通信社の最近の動向

2015 年以降におきた事件での男子の敬称をど
のように扱ったかを各社ごとにまとめた。表 3 のと
おりである。「さん」と「君」のゆれのほかに，
「君」
と「ちゃん」のゆれ，
「君」と「くん」
（表記）のゆれ
もあることがわかる。
毎日新聞は，2015 年 2月におきた和歌山の事件
を除いて，小学生以上は「さん」で統一している。
これは，2016 年 4月から「小学校入学前は『ちゃ
ん』
，入学以降は『さん』とする。原則として『君』
は用いない」という取り決めをしているためである1）。
毎日新聞の用語幹事・岩佐義樹氏に聞いたところ，
「近年の性別を巡る社会情勢により学校現場で児
童・生徒の敬称を『さん』に統一する動きが顕著で
す。これはジェンダー的な公正さを念頭に置いたも
のと思われますが，トランスジェンダーなどの児童・
生徒への影響も織り込んでいると推測されます。違
和感を表に出せず望まない性に基づく敬称・呼称

1.4.2 2015 年の調査
2015 年の調査では，
「警察では○○（ちゃん／君
／さん）が事件に巻き込まれたとみて，捜査してい
ます」という文がニュースで読まれることを考えたと
き，男子の名前につける敬称としてどれが最もふさ
わしいか，
「ちゃん／君／さん」の3 つの中から1つだ

表１ 「君」の許容される学年の上限（2002 年調査）
いくつぐらいまでの人か

1.
2.
3.
4.
小学生まで 中学生まで 高校生まで 大学生まで

テレビニュース文
「警察では○○○○君が事件に巻き込まれた
と見て，捜査しています。」
「○○○○君はこの夏，自転車で日本縦断を
しました。
」

5.
いくつ
まででも
よい

（%）
7.
6.
そもそも「君」 わからない
は使うべきで
ない

20.1

36.9

35.1

4.0

0.1

1.5

2.3

11.8

30.6

43.7

9.8

0.3

1.4

2.4

＊それぞれ最大値を太字にした

表2

事件報道での男子敬称の支持率（2015 年調査）

「警察では○○（ちゃん／君／さん）が事件に巻き込まれたとみて，捜査しています」
小学校3～4年生
（8～10歳）

小学校5～6年生
（10～12歳）

中学生
（12～15歳）

（%）

4歳～小学校入学前
（6歳ぐらいまで）

小学校1～2年生
（6～8歳）

高校生
（15～18歳ぐらい）

ちゃん

58.8

21.6

8.5

3.1

0.7

0.6

君

35.7

70.0

79.0

75.6

37.2

15.9

さん

5.1

7.9

12.1

20.7

61.2

82.9

この中にない

0.3

0.5

0.4

0.6

0.8

0.7

＊それぞれ最大値を太字にした
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表3
事件・
事案
発生
発生順
学年
年齢
NHK
朝日
毎日
読売
産経
共同
時事

川崎河川敷
中1殺人事件
2015/02
②
中1
13
さん
さん
さん
君
さん
君
さん

大阪
寝屋川市
男女遺体
遺棄事件
2015/08
③
中1
12
さん
さん
さん
君
さん
君
さん

報道各社男子敬称の扱い（年齢の高いほうから順に並べた）
和歌山県
紀の川市
小5男児刺殺
事件
2015/02
①
小5
11
さん
君
君
君
君
君
君

福岡県
須恵町
子ども
4人死亡
2016/08
⑤
小5
10
くん
君
さん
君
君
君
君

新潟市4人
死亡火災
2016/11
⑧
小3
8
くん
君
さん
君
君
君
君

北海道七飯町
横浜市
小2行方不明
小学生の
（無事保護） 列に軽トラ
男児死亡
2016/05
2016/10
④
⑥
小2
小1
7
6
くん
くん
君
君
さん
さん
君
君
君
君
君
君
君
君

1.6

教育現場での敬称の使用

参考として，教育現場での敬称の使用をまとめ
る。小学校 3 年生の国語の教科書に「話し合いの
単元」があり，ここでは，男女ともに呼びかけの敬
称は「さん」で示されている。
教科書の編集・発行をしている会社に聞いたとこ
ろ，
「ことさら男女を区別せず平等に扱うという方
針に基づき，男女とも『さん』にしている。平成 14
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神宮外苑木
製ジム火災
男児死亡

2016/11
⑧
保育園児
6
くん
君
ちゃん
ちゃん
君
ちゃん
君

2016/11
⑦
幼稚園児
5
くん
君
ちゃん
ちゃん
君
ちゃん
ちゃん

※毎日は初報のみ
「君」

備考

で苦痛を感じている児童・生徒は一定数いると考え
られています。また『君』には上から見る語感があ
るとの指摘もあります」という回答を得た。ただし，
これはあくまでも「原則」で，違和感が非常に大き
い場合は機械的にあてはめるのではなく，ふさわし
いものを選択してもよいことにしているようだ。
かつて「ちゃん」は，学齢前に限らず使われてい
て，NHK では 1980 年代に，小学校 1年生男子が
被害に遭った交通事故のニュースなどで，
「ちゃん」
の使用が見られる。また，過去の誘拐事件では，
一般的に，被害に遭った男子に「ちゃん」を使う例
は多く，1955 年のトニー谷長男誘拐事件（被害者
は 6 歳，小 学 校 1年生）や，1963 年の吉展ちゃん
誘拐殺人事件（同 4 歳）などでは，
「○○ちゃん」と
いう敬称で報道されていた。しかし，表 3を見ると，
NHK・朝日・産経は学齢前でも「君（くん）」を使っ
ている。また，発生順で見ると時事通信社は，⑦
で「ちゃん」を使っているが，⑧では「君」を使って
いる。このように学齢前の男子にも「君（くん）」が
使われ，
「ちゃん」が使われなくなっている傾向も見
られる。

新潟市4人
死亡火災

年度から使われ始めた『平成 14 年度版』の教科書
から統一を図っている」とのことである。詳しくは，
下記のような回答があった。
A社
「1990 年代，学校現場では先生は男女区別せず児童
を『さん』で呼ぶ男女を区別しない名簿（男女混合名
簿）を使う，などの動きがあった。これらを受けて編
集会議で話し合った結果，
『さん』に統一する方針を
まとめた」。
B社
「先生が男児を呼ぶときの呼称は戦後一貫して『さん』
で統一されているが，男児が男児を呼ぶ場合は変化
があり，昭和 40 年代までは『君』が明確に使われて
いた。しかし，昭和 50 年代から『平成 12 年度版』ま
ではややあいまいになって『君』と『さん』が混在し，
『平成 14 年度版』からは，男児が男児を呼ぶ場合も
『さん』で統一された」。

なお，国は 1952 年の国語審議会建議『これから
の敬語』で「敬称」について，次のような考え方を
示している。
・「さん」を標準の形とする。
・「くん（君）」は男子学生の用語であり，それに準
じて若い人に対して用いられることもあるが，社会
人としての対話には，原則として「さん」を用いる。

1.7

意見

敬称は，男女とも「さん」に統一する流れにある
のではないか，という意見が，複数の委員から出
された。
「（性的マイノリティーの）LGBT の人たち
への配慮を考えると，男性と女性で敬称を分ける

という方向性は，今後徐々に変わっていくだろう」
「LGBT の人たちへの配慮から，大学でも最近は学
生を呼ぶ際，男女とも『さん』に統一する，という
流れが見られる」などの意見があった。
その一方で，
「小学校以上は『さん』，小学校入
学前は『ちゃん』がよいのだろう。しかし，一視聴
者としてテレビを見ていると，
『ちゃん』は男児か女
児かがわかりにくいことがある。誘拐事件は男児
と女児で被害の質が異なることもあるので，
『ちゃ
ん』と『くん』で分けることができるようにも思う。
また，最近の子どもは，いわゆる『キラキラネーム』
で，名前だけでは男女の区別をつけづらい。それ
らを考えると，LGBT の人への配慮の流れとは別に
なるが，小学校以上はすべて『さん』，幼稚園児以
下は，男の子は『くん』，女の子は『ちゃん』という
のがわかりやすいのではないか」という意見も出さ
れた。この意見に対しては，取材記者経験のある
内部委員から，
「行方不明事件のニュースでは，当
事者が男子か女子かが大事になるため，
『くん』と
『さん』を使い分けるほうが，違いが伝わるという
側面はある。しかし，ニュースリードの中では，必
ず『○歳の男の子（女の子）が…』というように，男
女がわかるような表現をしている。それを前提とす
れば，学童になる前は『ちゃん』，小学生以上は『さ
ん』でよいのではないか」という意見が聞かれた。
また，番組制作の内部委員から，バラエティー
番 組での事例の紹介 があった。番 組の字幕スー
パーなどで人名に敬称をつける際，学齢前の男子は
「くん」，女子は「ちゃん」で，小学生の男子は「く
ん」，女子は「さん」，中学生以上は男女とも「さん」
としているということだった。そのうえで「小学校
1，2 年生の男子は迷うところで，迷ったら『さん』
にしてしまえば済むのだが，
『さん』だと親しみがな
いように感じられ，出演者の呼び方とずれてしまう
こともある」との声が聞かれた。
この問題のとらえ方について，
「事件報道かそれ
以外か，という視点で検討しているが，
『ニュース
か，ニュース以外か』という分け方で考えたほうが，
規則を作る場合には分けやすいのではないか」とい
う意見が出された。また，
「敬称は敬語の問題であ
るため，話し手側と，敬称をつける相手側との人間
関係によって決まってくる。NHKに人格があるわけ
ではないが，暗黙のうちに話し手側には大人が想
定されており，
『大人目線で子どもをどう呼ぶか』と

いう問題ととらえることができるだろう」との意見も
出された。
また，調査については，
「女子についても聞いて
おいたほうがよかった。
『ちゃん』と
『さん』はどのく
らいの年齢で使い分けるのかもわかっただろうし，
男女間で区別をしているのか否か，という視点でも
集計ができた」という意見があった。そのほか，調
査方法および有効回答数の少なさについて確認す
る意見もあった。

2 章 動物が
「死亡する」
「亡くなる」の
表現について
2.1

どのような調査を行ったか

ニュースで動物の死を伝える場合に使う表現とし
て，
「死亡する」
「亡くなる」を使うのはおかしいと思
うかを聞いた。

2.2

調査実施の理由

動物の死に対して「死亡する」
「亡くなる」が使わ
れる場面が増えている。人に対して使うことを前提
にしている表現を動物に使ってもよいのか，用語班
に多くの問い合わせがある。視聴者の意識を聞く
必要があると考えた。

2.3

NHK の扱い方

放送用語委員会での決定などはないが，過去の
放送用語委員会で，寄せられた質問に下記のよう
に答えている。
Q．
「死亡」を動物の場合に使っても違和感はないか？
A．
「死亡」「死去」は人間に使うので，動物の場合
は抵抗感がある。名詞の形では適切な言いかえ
はない。動詞では「パンダの●●死ぬ」ぐらいか。
だが，急に死んだ場合「急死」，衰弱して死んだ
場合は「衰弱死」などは，画面表 示では使えそ
うである。
『放送のことば～地方用語委員会の質問集～
（昭和60年度～平成2年度）』（部内資料）

2.4

新聞社・通信社の使用

『朝日新聞の用語の手引 新版』
（2015），
『毎日
新聞 用語集 2013 年版 』，
『読売新聞 用字用
語の手引第 5 版 』
（2017），
『産経ハンドブック 平
成 24 年 版 』，
『NIKKEI 用 語 の 手 引 2011年 版 』，
『記者ハンドブック第 12 版 』
（共同通信社・2010），
『最新用字用語ブック第 7 版』
（時事通信社・2016）
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で，新聞社・通信社がどのように決めているかを調
べた。
これらの中で，
「動物が死亡する」について掲載
しているハンドブックは毎日新聞，読売新聞，日
経新聞，共同通信，時事通信のものである。い
ずれのハンドブックも，NHK での扱いとほとんど
同じだが，使わない表現とはしていない。「誤りや
すい表現」として，使い方について注意をうながし
ている。
・毎日新聞
「誤りやすい表現・慣用語句」として掲載。ここ
に掲載されているものは，誤りやすい慣用語句や
注意の必要な語句である。
「→」で正しい表現，あ
るいは一般的な表現，注意点を示している。明ら
かな誤用のほか，辞書によっては許容されている語
句も含む。
（犬が）死亡した
→「死亡」は主に人に使う。人以外の動物は
「死ぬ・死んだ」
・読売新聞
『読売新聞 用字用語の手引第 5 版』には，誤っ
て使われることのある慣用語句や表現をまとめた
「誤りやすい慣用語句，表現」を掲載する部分もあ
る。
「死亡」はここではなく，
「注意したい用語」を
一覧している部分に掲載されている。
死亡
「亡」は「なくなる」ことで，人にだけ使う。
・日経新聞
「誤りやすい慣用語句」として掲載。誤用だけで
なく，新聞では統一して使うものや，適当でない言
い方も含んでいる。
死亡・亡くなる
＊人間の場合に使う語。原則として動物の場合
には使わない。
・共同通信
「誤りやすい用字用語・慣用句」として掲載。誤
用のほか，必ずしも誤りとは言えないが，新聞では
統一して使うもの，適当でない言い方も含んでいる。
（パンダが）死亡
［注］人間の場合に使う語。原則として動物の
場合には使わない。
・時事通信
「間違えやすい語字句」として掲載。ここに掲載
されている語は，明らかな誤用のほか，辞書によっ
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ては採択され，必ずしも誤りとは言えない語句も含
んでいる。
（パンダが）死亡
人間の場合に使う語。原則として動物の場合
は使わない。
「亡くなる」も同様。
「パンダが死ぬ」
などとする。

2.5

国語辞典の掲載

2.3 および 2.4で説明したように，NHKほかマスコ
ミ各社では，
「死亡する」は人間の場合に使う語であ
り，動物の場合は使わないように注意をうながして
いる。
次に国語辞典において「死亡する」がどのように
掲載されているのかを見ることにする。
「死亡する」
のほか，
「亡くなる」についても，国語辞典の掲載を
調べた。国語辞典は次に示す 9 冊である。いずれ
も，本稿では略称を用いて示す。
『新辞典』
（『日本語新辞典』小学館・2005），
『大辞林』
（第 3
版・三省堂・2006），
『広辞苑』
（第 6 版・岩波書店・2008），
『明
鏡』
（『明鏡国語辞典』第 2 版・大修 館・2010），
『岩国』
（『岩
波国語辞典』第 7 版新版・岩波書店・2011），
『新明解』
（『新
明解国語辞典』第 7 版・三省堂・2012），
『新選』
（『新選国語
辞 典』第 9 版・小 学館・2013），
『三国』
（『三省堂国語辞 典』
第 7 版・三省堂・2014），
『現国例』
（『現代国語例解辞典』第
5 版・小学館・2016）

『大辞林』には「死亡（する）」は「死ぬこと」，
「亡
くなる」は「人が死ぬことを，
「死ぬ」よりもやや婉
曲にいう語」とある。このように『大辞林』は「死亡
する」に「人」
「動物」などの対象となるものを示し
ていないが，辞書の中には，語釈に「人に対して
使う」
「人や動物に対して使う」などの対象が示して
いるものがある。対象別にまとめると次のとおりで
ある。
・「死亡（する）」の語釈に出てくる対象
人…新辞典，広辞苑，明鏡，岩国，新明解，
新選
人や動物…三国
対象説明なし…大辞林，現国例
・「亡くなる」の語釈に出てくる対象
人…広辞苑，大辞林，明鏡
人や動物…なし
対象説明なし…新辞典，岩国，新明解，三国，
   新選，現国例 2）
『三国』は「死亡（する）」の語釈を「〔（人／動物）
が〕死ぬこと」としているが，このような語釈にした
のは第 6 版（2008）からである。
『三国』のように，

版によって語釈が異なる場合もあるため，版を重ね
ている『岩国』
『新明解』
『三国』
『広辞苑』の語釈の
変化を見る。
・
「死亡する」の語釈
「対象なし」→「対象・人」
『 広辞苑 』
初版（1955）～ 4 版（1991）…死ぬこと
5 版（1998），6 版（2008）…人が死ぬこと
『 岩国 』
初版（1963），2 版（1971）…死ぬこと
3 版（1979）～ 7 版新版（2011）…人が死ぬこと
「対象・人」のまま
『 新明解 』
初版（1972）～ 4 版（1991）…人が死ぬこと
5 版（1997）～ 7 版（2012）…（その）人が死ぬこと
「対象なし」→「対象・人」→「対象・人と動物」
『 三国 』
初版（1961）…死ぬこと
2 版（1974）～ 5 版（2001）…人が死ぬこと
6 版（2008），7 版（2014）…人や動物が死ぬこと
・「亡くなる」の語釈
「対象なし」→「対象・人」
『 広辞苑 』
初版（1955）～ 4 版（1991）…ほろびる。死ぬ
5 版（1998），6 版（2008）
                    …人が死ぬことを婉曲にいう語
（『岩国』
『新明解』
『三国』は「亡くなる」について
は変更なし）
調べた範囲では，
「死亡する」の語釈を「人が死
ぬこと」としたのは，
『新明解』
（初版・1972）から
である。
「死亡する」は，もともと対象を示していなかった
ものが多く，のちに「人」や「人や動物」など対象
を示すように変化してきているようだ。
深草耕太郎・坂本充・塩田雄大（1998）には，
「人の死」をそのまま「死んだ」と表現してしまうと，
あまりになまなましすぎてしまうが，動物に対して
はそうした配慮をする必要がない。そのため，
「死
亡する」が「人の死」に限るようになったのではない
かと説明されている。
なお，
『三国』は，新しい用法を取り入れて示す辞
書として知られる。この辞書で，
「死亡する」の語釈
に「人や動物」と対象を示しているのは，現在使わ
れている日本語の実態に即してのことと思われる。

2.6

放送および新聞での実例

これまで見てきたように，
「死亡する」は「人」に
対して使われることが一般的であり，動物に対して
使うと違和感をもたれることがある。
こうしたことを踏まえ，放送や新聞社・通信社で
も，動物に「死亡する」を使わないことを原則として
おり，これもここまで見てきたとおりである。
一方で，
「飼い猫」
「飼い犬」や長年親しまれてき
た動物の場合，
「死亡する」や「亡くなる」を使いた
い，
「死ぬ」では冷たく響くため使いにくい，といっ
た問い合わせが放送現場から寄せられることがあ
る。例えば，かわいがっていたペットが死に，
「ペッ
トロス」に苦しんでいる人が多い，という内容を特
集する場合であっても「亡くなる」は使えないのか，
また，動物園などの発表で「死亡する」が使われて
いるような場合はどうか，などの問い合わせである。
最近の例では，2016 年 5月に「ゾウのはな子が
死んだ」ニュースで，どのような表現を使うのかが
問題になった。
・「ゾウのはな子の死」について
飼育していた動物園の発表（井の頭自然文化園・2016.05.26）
井の頭自然文化園のアジアゾウ「はな子」は2016
年5月26日，69歳で死亡しました。
その後の報道（いずれも2016.05.26）
NHK
東京・武蔵野市の動物園で飼育されていた国内
最高齢のメスのゾウ「はな子」がきょう午後，死
にました。69 歳でした。
動物園では，注意深く観察を続けてきましたが，
きょう午前 8 時半ごろに飼育員が横になったまま
起き上がらない「はな子」を見つけ，内臓を圧迫
しないようロープなどを使って寝返りをさせようと
していましたが，午後 3 時すぎ，飼育員にみとら
れながら死んだということです。
「はな子」は苦しんだり，暴れたりすることはなく，
静かに息を引き取ったということです。
朝日新聞
東京都武蔵野市の井の頭自然文化園は 26日，国
内最高齢のアジアゾウ「はな子」
（メス，推定 69
歳）が死んだと発表した。
毎日新聞
東京都は 26日，井の頭自然文化園（東京都武蔵
野市）で飼育されていた国内最高齢の雌のアジア
ゾウ，はな子（69 歳）が死んだと発表した。老衰
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とみられ，27日にも解剖して詳しい死因を調べる。
産経新聞
「安らかに眠って」
「長い間ありがとう」― 。国内
最高齢のゾウのはな子が死んだ 26日，井の頭自
然文化園（武蔵野市）には，多くの人々が訪れ，
花束や好物のリンゴなどを供え，静かに手を合
わせて冥福を祈った。
飼育していた動物園は「死亡した」で発 表して
いるが，新聞各社，NHK は「死ぬ」で報 道した。
NHK は「死亡する」は使わず，
「みとる」
「息を引き
取る」などと言いかえをし，
「死ぬ」を繰り返し使う
ことを避けている。また，
「はな子」の死の翌日や
それ以降は，
「死ぬ」
「死」のほかに，
「冥福を祈る」
や「在りし日のはな子をしのぶ」などの表現が見ら
れるようになる。
ゾウのはな子は，長年人々に親しまれた動物であ
る。献花台が設けられたり，追悼式が行われたり
した。そこに出向く人々へのインタビューでは，涙
を流しながら「はな子が亡くなって悲しい」などと
答える人も多かった。このように特別な存在として，
「死んだ」でも，
「死亡する」でもない，ほかの表現
を使うよう工夫されたのだろう。

2.7

調査結果

NHK 放送文化研究所では，
「動物が死亡する」
という表現について，これまでに 2 回調査を行って
いる。次にまとめる。なお，くわしくは，深草・坂
本・塩田（1998）に報告されている。

どちらともいえない… …… 8
わからない………………… 3
調査結果を男女別に見ると「パンダが死亡しまし
た」は「おかしくない」とするのは男性のほうが多く
（男性：48%，女性：42%）
，年代別では，男女ともに
20 歳代で「おかしくない」が多い結果になっている。
深草・坂本・塩田（1998）では，ニュースの表現
として，
「パンダ」
「コアラ」
「ラッコ」
「トキ」などの珍
しい動物として動物園などの施設で飼育されてい
る動物には「死ぬ」が用いられることが多い一方
で，
「犬」
「猫」など家で 飼われている動物や，霊
長類など人間に近いと思われている動物に対しては
「死亡する」が用いられることが多いとまとめられて
いる。
2.7.2 2015 年の調査
2015 年の調査では，動物の種類によって「死亡
する」という表現を選びやすくなったり，選びにくく
なったりするかどうかを見るため，
「ジャイアントパ
ンダ」
「イリオモテヤマネコ」
「公園にいた猫」
「飼い
猫」について，それぞれ「亡くなりました」
「死亡し
ました」
「死にました」でおかしいと思う表現をいく
つでも答えるような質問をした。
Q. テレビやラジオで動物の話題を伝える文につい
て，おかしいと思う表現はどれですか? おかしい
と思うものをいくつでもお答えください。
（M.A.）
① ◯◯動物園のジャイアントパンダが「亡くなり
ました / 死亡しました / 死にました」
② 公園にいた猫が，与えられた餌を食べて「亡
くなりました / 死亡しました / 死にました」
えさ

2.7.1 1997 年の調査
（ 過去の調査結果 ）
図1

1997年11月「ことばのゆれ」調査
調 査 日： 1997年11月7日～10日
調 査 対 象： 全国満20歳以上の男女2,000人
調 査 方 法： 調査員による個別面接法
抽 出 方 法： 層化副次（二段）無作為抽出法
調査有効数（率）：1,390人（69.5%）

調査の結果は次のとおりである。
Q. 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。
上野動物園のパンダが死亡しました
おかしい…………………… 44%
おかしくない… …………… 45
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放送で使うとおかしい表現（動物別）

63%

33

58

公園の猫

亡くなるは
おかしい

7

1

7

1

イリオモテ
ヤマネコ
死亡は
おかしい

51
40

31 33

33
29

27
5

56

パンダ

死ぬは
おかしい

26

1

9

1

飼い猫

おかしい わからない
表現はない

③ かわいがっていた飼い猫が「亡くなりました /
死亡しました / 死にました」
④ 国の特別天然記念物イリオモテヤマネコが，
車にはねられて「亡くなりました / 死亡しまし
た / 死にました」
ニュースとは限定せずに，テレビやラジオで使う
場合として聞いた。いずれの動物の場合も「亡くな
りました」がおかしいという答えが多い結果になった
（図 1）
。
「公園の猫」は「亡くなる」がおかしいという人が
ほかの動物よりも多いが，
「飼い猫」の場合は，
「亡
くなる」がおかしいという人がほかの動物に比べて
少ない。また，
「パンダ」は「死ぬ」はおかしいとい
う人が「死亡する」がおかしいという人よりも多い
結果になっている。身近な生き物，親しみのある
生き物とそうでない生き物との意識の差が出たとい
うことだろう。

2.8

動物には使いにくい語（「死亡する」以外）

「死亡する」以外にも，人に対して使われることを
前提にしている語が動物にも使われるようになって
きている例はいくつかある。
例えば，
「殺害する」である。
「殺害
（する）」は「人
を殺すこと」
（『大辞林第 3 版』2006・三省堂）とい
う意味で，人に対して使われることばである。しか
し，最近では，動物虐待を伝える場合に「猫を殺
害する」
「猫が殺害される」という表現が使われる
場面が出てきている。NHK のニュースでは「殺さ
れる」と言いかえられているが，新聞の見出しなど
では「猫を虐待して殺害」などの表現が使われてい
る。
このように伝統的には，人にしか使われなかった
語が，人と距離の近い動物を中心に使われるように
なる傾向が見られる。

2.9

意見

多くの委員から，ことばの正しさから言えば，
「死
亡する」
「亡くなる」は人に対して使うことばであり，
ニュースの場合は，こうした原則にのっとるべきだ
ろうという意見が聞かれた。
一方で，現実には，動物と人間の関係が変化し
てきており，例えば，動物の種類によって，または
人間とのかかわりの深さによっては，動物にも「死
亡する」
「亡くなる」を使うことがある。今は，動物

の「死」に対して，万人がしっくりくる表現がない
状態であるという指摘があった。
部内の委員からも，ニュースや番 組では，動物
に「死亡する」という言い方は使わないようにしてい
る。一方でパンダをずっと取材してきて，そのうえ
で原稿を書く場合には，
「パンダが死んだ」とは書
きにくいこともあった。見出しにひと言で書かなけ
ればいけない場合なども「パンダ死ぬ」とは書きに
くいと感じることもある。そういった場合は，
「息
を引き取る」
「この世を去る」などの表現は使えない
かなど，ほかの表現を探す工夫をしたといった意
見があった。              山下洋子
（やました ようこ）

注：

1）2016 年 6 月 7 日毎日新聞（夕刊）掲載の「憂楽帳」
参照。
2）
『現国例』は，
「死亡する」「亡くなる」ともに「対
象説明なし」とあるが，
「死」「死亡」「死去」，
「亡
くなる」「死ぬ」がそれぞれどのように使うのかを
表で説明している。「犬」「文鳥」は，
「死ぬ」「死」
という表現を使うが，
「死亡」「死去」「亡くなる」
という表現は使わないように示されている（次の
表参照）。
死
×
×
×
愛犬の～を嘆く

死亡
死去
父は昨夜十時に～しました
恩師の～
×
の報に接する
車の正面衝突で
×
四人が～
×
×

亡くなる
死ぬ
―っ
―ん
戦争で～た（だ）～人
―ん
×
～だ気でやる
―り
×
先生は昨晩～ました
～ん
×
飼っていた文鳥が～だ
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