“9 時10 分前”は，何時何分 ?

〜 2020 年「日本語のゆれに関する調査」から（1）
〜

メディア研究部

塩田雄大

2020 年 3月に実施した「日本語のゆれに関する調査」の結果について報告をおこなう。調査結果から，次のよ
うなことを指摘する。
▶	
「9 時 10 分前」というのは「9 時 10 分の数分前」であるという解釈のしかたが，若い年代になるほど多くなっ
ている。
▶	
「私情」ということばについて，20 代を中心に「私的な事情」のことも指しうるという考え方が多くなって
いる。
▶	
「船は 2 日おきに来ます」という言い方について，ある日に船が来たら次に来るのはその 3 日後になるという
解釈は少なく，2 日後になるという解釈が最も多かった。
▶	
「言う」について，
「
［ユウ］と発音する」と意識している人が多かったが，文字で書かれたとおり「［イウ］
と発音する」と意識している人の数も決して少なくなかった。
▶	
「ぬかった道」ではなく「ぬかるんだ道」と言うという人が最も多く，この回答に集中する割合は若い年代
になるほど顕著に多くなっている。
▶	
「足らない」
「もの足らない」ではなく「足りない」
「もの足りない」と言うという人が，いずれも多い。「も
の足りない」については，年代が若くなるほどこの回答に集中する割合が多くなっている。
▶	
「はし・はじ」
（端）は，全体としては「はし」が最も多いが，若い年代になるほど「はじ」もある程度多く
なるような分布になっている。

はじめに

れの章の独立性がかなり高い形になっている。

定期的に実施している「日本語のゆれに関す

た。

すべての調査結果の単純集計表は末尾に掲げ

る調査」の報告をおこなう。今月号と来月号の
2 回に分けて示すことにし，今回は下記につい
て取り上げる。
1.「9 時 10 分前」の指し示す時刻
2.「私情」の用法
3.「2日おきに」の解釈
4. 和語の語形について〔「言う」の発音，ぬ
かる〔ぬかった〕
・ぬかるむ〔ぬかるんだ〕，
足りる〔（もの）足りない〕・足る〔（もの）
足らない〕，はし・はじ【端】〕
事例研究的な調査結果報告として，それぞ
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1.「9 時10 分前」の指し示す
時刻
〜「20 時 5 分前 待ち合わせはトラットリア
もう5 歩先で 辿り着くけど」〜 1）

1.1

背景

「9 時 10 分前」という表現は，人によって解
釈にゆれのある表現である。
まず，
「9 時前」という言い方について考えて

みよう。これは，一般に次のように一義的に理

発言者は放送用語委員で言語学者の柴田武氏

解されている。要するに「9 時になる前」という

である。

ことである。

次に「3 時前 5 分」。このすばらしい言い方― 2

「9 時前」

時 55 分のことを「3 時前 5 分」という言い方―

〔9 時（+ の）+ 前〕= 9 時の数分前

これは，福岡県と共に大分県の北部でもいう

⇒ 例えば 8:58 など

ようですが，これは，考えてみますと，大変合
理的な言い方で，東京では「3 時 5 分前」とい

それに対して，
「9 時 10 分前」には 2 通りの

います。3 時 5 分前というのは理屈をいいます

解釈が成立する。

と，3 時 4 分過ぎも3 時 5 分前であります。と

「9 時 10 分前」

にありません。はっきりしております。ほかの

ころが「3 時前 5 分」といえば，2 時 55 分以外
ことを表わせない，曖昧さがないわけでありま

㋐〔9 時（+ の）+ 10 分前〕

す。こういうことばも，なかなかいいのであり

= 9 時の10 分前
⇒ すなわち 8:50
㋑〔9 時 10 分（+ の）+ 前〕

ますけれど，しかし，これを放送語として使っ
てよいかどうかというと，私は首をかしげるの
であります。この点，松田先生とは少し違うか

= 9 時 10 分の数分前
⇒ 例えば 9:08 など

もしれませんが，方言でいかにいい言い方が
ありましても，これが全国共通語にとり入れら

一般には，㋐「9 時の10 分前」が正しい解
釈であるとみなされている。一方，先述の「9
時前」にならった解釈である㋑「9 時 10 分の数
分前」
（9 時 10 分になる前）は，誤ったものだ

れるには，よほどのことがないと，つまり「旅
路」なんかにのらない限り，また，大事件でも
おきない限り，なかなか採用されるものではな
いと思います。			

（p.16）

（「放送のことばと方言」
『文研月報』18-5）

と指摘されることが多い。㋐の解釈が当然で
あるという前提に立った観点から，㋑のような

つまり，1968 年の時点で，
「3 時 5 分前」は

解釈を「（近年の若者の）国語力の低下」と結

解釈にゆれのある表現であること（上記「3 時 5

びつける論もしばしば見られる（例えば河合薫

分前というのは理屈をいいますと，3 時 4 分過

（2020）の pp.59-61「「9 時 10 分前」を理解でき

ぎも3 時 5 分前であります」），また仮に「3 時

ない若者たち」など）。

前 5 分」
（福岡・大分の方言）という言い方を共

果たして，㋑の解釈は「最近になって発生し

通語に採用すればこの問題は解消されるもの

た =これまでには存在しなかった」新種のもの

の，現実にはなかなかそうはいかないという見

なのか。また，㋑の解釈は「国語力の低下」に

解が示されているのである。

よってもたらされたものなのだろうか。

この「〇時△分前」
「〇時前△分」に関して，

1968（昭和 43）年 3月9日に，大分市で NHK

方言研究者の日高貢一郎氏は「たまたま共通

放送文化研究所主催のシンポジウム「放送のこ

語にはそういう言い方がないから気がつかない

とばと方言」がおこなわれた。当時の発言の記

が，もし大分方言的な表現の仕方があることを

録の一部に，次のようなものが残されている。

知ったら，多くの人が共通語式の言い方は誤解
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を招きやすく，問題を含んでいることを感じて，
大分式表現のわかりやすさに軍配を上げたくな
るのではないか」
（日高貢一郎（2006））と指摘
している。

という傾向を見せていた（塩田雄大（2011））。

1.2

調査結果

今回の調査の回答者には，
「9 時 10 分前」に

また，音声日本語を話す人が日本手話で「2

関しての「〔解釈 A〕
「8 時 50 分」のことを表す」

時 10 分前」と表したときに，
「2 時の10 分前」

「〔解釈 B〕9 時 10 分より，ほんの数分前（9 時

ではなく「2 時 10 分の少し前」という手話表現

9 分や，9 時 8 分など）のことを表す」という2

になっていることがよくあり，これによってろう

通りの解釈について，自分の考えに当てはまる

者とのコミュニケーションギャップが生じてしま

回答を選んでもらった。その結果，
「どのよう

うこと，またそれを回避するには「1 時 50 分」

な場合でも，
〔解釈 A〕の意味だ（〔解釈 B〕は，

とはっきり表したほうがよいことが提起されて

おかしい）」という回答が，全体の 7 割近くを占

いる（関西手話カレッジ編・著（2009））。

めた（図 1）。

「〇時△分前」という言い方は，本来的に誤

また，この「どのような場合でも，
〔解釈 A〕

解の余地を内包したものだと言える。
「この言

の意味だ」という回答の占める割合が女性で

い方は「〇時△分の前」ではなく「〇時の△分

は特に大きく，また高齢層になるほど大きくな

前」を指すものなのだ」という「習慣・常識」の

るという全体的な傾向が観察された。

助けによって，多くの場合にそれほど大きな混
乱は生じていないのであろう。

なお参考までに，
「〇時前△分」という言い
方を用いる地域である福岡の回答者（56人）に

放送での扱いについて述べると，日本放送
協会編（1954）
『放送気象用語集 』の「時刻」
のところに「−時五十九分」という項があり，こ
れに関して「「−分前」は採らない」という記
述がある。また，NHK 総合放送文化研究所
編（1977）
『放送用語集』の「「時刻」の言い方」
の項に「正時前を言う時は，かならず「5 時 50

図 1 「9 時 10 分前」
（全体・男女・年代別）
全体［1,156人］
男性［530人］

20代［104人］

どとは言わない」と明記されている。この記述

30代［164人］

『NHKことばのハンドブック 第 2 版』にも引き
継がれている。
なお，今回の設問と共通する内容の調査を，
以前にウェブ上のアンケートの形でおこなったこ
とがある。その結果では，
「『9 時 10 分前』は
どのような場合でも『8 時 50 分』の意味である」
という回答の割合が，高齢になるほど多くなる
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66

女性［626人］

分」などという言い方にする。
「6 時 10 分前」な
は， 現行のNHK 放 送文化 研 究 所 編（2005）

69％

14

72
53

40代［229人］

13
11
16

65

62

9

22

61

8

9
19

8 2
7 52
12

1
9 2

8 62

50代［181人］

73

11

10 3 2

60歳以上

76

9

5 62

［478人］

どのような場合でも，
〔解釈 A〕の意味だ

本来は〔解釈 A〕の
意味のほうが正しい

本来は〔解釈 B〕の
意味のほうが正しい

どのような場合でも，
〔解釈 B〕の意味だ

どの選択肢にも
当てはまらない

（わからない）

ついては，全体と比べると，
「どのような場合
でも，
〔解釈 A〕の意味だ」の回答が比較的少
なく（27人（48％）），
「本来は〔解釈 A〕の意味

2.「私情」の用法
2.1

背景

のほうが正しい」がやや多い（15人（27％））分

「私情」ということばを辞書で引くと，
「①個

布になっていることを付記しておく。ここでは，

人の立場に立っての感情。個人的な感情。
〔用

全国で広く用いられている「〇時△分前」が「〇

例略〕②自分の欲望を満たしたいと思う感情。

時△分のほんの数分前である」と解釈される比

自分につごうのいい感情。私心。
〔用例略〕」

率が相対的に高いのである。

1.3

小考

（『日本国語大 辞 典

第 2 版 』）と示されてい

る。一方，
「私事（しじ）」という語は「①私人
の生活や家族などに関連した事柄。一個人の

調査の結果から，
「『9 時 10 分前』は『8 時 50

一身上の事柄。わたくしごと。
〔用例略〕②他

分』のことだ」という解釈が全体の 7 割程度と

人にかくしている事柄。個人的な秘密。ない

最も多く，この傾向は高齢になるほど強くなっ

しょごと。みそかごと。密事。
〔用例略〕」
（同）

ていることが明らかになった。この年代差の傾

と記されている。

向は，先述したウェブ上のアンケートでおこなっ
た結果とも同一である。
大分方言において，
「〇時前△分」のような
言い方は徐々に少なくなりつつあるという。そ
の背景として共通語化の影響もあるだろうが，

ここでわかるように「私情」とは，
「情」とい
う漢字の示すとおり「感情」の一種であるのが
本来である。それに対して「私事」は，何らか
の「事柄」を表すものである。
しかしこのところ，
「私情」に関して，
「感情」

日高貢一郎（2006）では針のあるアナログ式時

のたぐいであるとは解釈しにくいような新しい

計がデジタル時計に置き換わってきたことを指

使い方〔=「私事」に近い使い方〕が多くなっ

摘している。ある時刻を表現する際に，〇時

ているように感じられる。例えば次の発言中の

の△分前という逆算的な認識・把握のしかたを

「私情」は，伝統的な用法である「感情」の一

するのは，針のあるアナログ式時計での表 示

種としての解釈も可能ではあるものの，その真

の場合にしっくりくるものであり，デジタル時計

意は必ずしもそうではなさそうな印象を抱かせ

ではそのような言い方を用いる必然性が薄い。

る，グレーゾーンの例である。

もしそうだとするならば，全国で広く用いられ
ている「〇時△分前」のほうも，実際には使わ

「歌詞って言葉数が少ないので，気をつけて

れる機会が少なくなりつつあるのではないだろ

言葉を選ばないとどれも同じような主人公の

うか。この言い回し自体が使われなくなってき
たために，意味解釈のゆれが次第に大きくなっ
てきた（そしてそれが年代差として表れてきた）
という推定も，もしかすると成り立つかもしれ
ない。

歌になってしまう。そこを意識していることが，
結果的に大きく視点が異なる歌を生み出してい
ることに繋がっているのかもしれません。それ
にラブソングを書く時は，あまり私情を挟まな
いようにしています。そのほうが，いろんなシ
チュエーションをイメージできますから。もち
ろん，自分の経験に基づいた曲もありますけ
ど，最近はめっきり減ってきました。」
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図 2 「私情」
（全体・男女・年代別）

ど，最近はめっきり減ってきました。」
（インタビュー「あの人と本の話 and more... 清
水依与吏（back number）」 ダ・ヴィンチニュー
ス〔https://ddnavi.com/interview/273190/a/〕
2015/12/5 公開，下線は引用者による）

上記において「自分の経験に基づいた曲も
ありますけど」と述べているが，この発話中で

A「仕事に私情を差しはさんではいけない。」
B「私情により，本日は出席することができません。」
全体［1,156人］

59％

29

4 32

男性［530人］

60

28

4 32

女性［626人］

58

はこの「自分の経験」のことを「私情」と呼ん

20代［104人］

でいるものと考えられる。この発話は，歌詞作

30代［164人］

りにあたって，
「自分がこれまで経験したような
感情を入れない」ということを言おうとしたもの
だととらえることも可能ではあるが，それよりも
「自分が実際に経験した（恋愛の）エピソード

38

30

4 32

48
57

40代［229人］

64

50代［181人］

62

60歳以上

61

9
34

1 1

42
1
32

25
23

2
0 1
4 43
5 43

［478人］

〔= 事柄〕は使わない」ということだと解釈した

Ａは正しいが，Ｂはおかしい

Ａ・Ｂ，どちらも正しい

ほうが自然であるように感じられる。これが伝

Ｂは正しいが，Ａはおかしい

Ａ・Ｂ，どちらもおかしい

統的な「私情」の枠に収まるものかどうか，微

この言い方を知らない

（わからない）

妙なところである。
また，近年「私情により欠席します」
「私情に
よるキャンセルはご遠慮ください」などの表現を

2.3

小考

よく目にする。こうした「私情」は，これまでで

「私情」に関して，
「私事」
「個人的な事情」な

あれば「私事」あるいは「個人的な事情」と示

どにきわめて近いような新しい用法が，20
代に
全体 [1,156 人 ]

されていたところに用いられているようである。

はおそらく広く受け入れられていることが，調

2.2

査結果からうかがわれた。
男 [530 人 ]

調査結果

女 [626 人 ]

「A 仕事に私情を差しはさんではいけない。」
「B 私情により，本日は出席することができませ
ん。」という2 文を掲げ，正しいと思うかどうか
について尋ねたところ，
「Aは正しいが，B はお
かしい」という回答が約 60％を占めた（図 2）
。
年 代 別には， この「Aは正しいが，B はお

２０代 [104 人 ]
3.「2日おきに」
の解釈
３０代 [164 人 ]

〜「記念日には花束を
〜 2）
４０代 [229 人電話は1日おきにして」
]

3.1

背景 ５０代 [181 人 ]

６０歳以上
[478 人 ]
「〜おきに」
という表現を用いた文は，場合

かしい」という回答の占める割合が，20 代で

0
10 20 30 40 50
によって解釈が異なってくることがしばしばあ

はかなり小さかった（38％）。つまり20 代では，

る。以前に，ウェブ上のアンケートで次のように

「B 私情により，本日は出席することができま
せん。」を「おかしい」とする考え方は，それほ
ど一般的ではないのである。

40
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尋ねたことがある。

60

70

されている。

1.「特急は1 時間おきに出発します」
午前 9 時に特急が出発したとしたら，

①話者の個人的素性による影響

次に出発するのは……

②「おき」直前で表現される数量による影響

（Ａ）午前 10 時である		

67（％）

（Ｂ）午前 11 時である		

22

（Ｃ）どちらにも解釈できるが，

7

午前 10 時であると考えるのが
4

午前 11 時であると考えるのが

9日に船が来たとしたら，次に来るのは……

（Ｃ）どちらにも解釈できるが，

6（％）

今回の調査では，
「2日おきに」について尋ね
た。上記のウェブアンケートで「1日おきに」を

83

調べてあることをふまえると，上記の諸要因の

3

分類に当てはめれば①と②に着目したことにな

10 日であると考えるのが

る。

本来は正しい
（Ｄ）どちらにも解釈できるが，

〔=「1」；上記の②〕の部分はそろえてある。こ
部分の違いを比較しようとしたものである。

2.「船は1日おきに出発します」

（Ｂ）11 日である		

時間おきに」
「1日おきに」という形で「数 量」
れは「 単位 」
〔=「 時間」
「 日」
；上記の ③〕の

本来は正しい

（Ａ）10 日である		

④世界知識や文脈

さきほど 紹 介したウェブアンケートは，
「1

本来は正しい
（Ｄ）どちらにも解釈できるが，

③「おき」直前で表現される単位による影響

8

11 日であると考えるのが
本来は正しい
（ウェブアンケート，1,693人回答，2007 年 3 〜 4 月
実施）
（塩田雄大（2007））

3.2

調査結果

「船は 2日おきに来ます。」という例文を掲げ，
もし 3月9日に船が来たとしたら，そのあとは
どのようになると思うかについて，選択肢から
選んでもらった。その結果，
「3月11日，13日，

上記の設問 1. は「〜時間」，2. は「〜日」と

15日……といったような形で，船が来る」とい

いう単位（助数詞）を用いて尋ねたもので，こ

う回答（つまり「2日後」）が最も多く，4 分の 3

れ以外の部分はかなり類似した形になってい

近くを占めた（図 3）。

る。ところが結果がかなり異なっており，1.「1

一見してわかるように，男女差・年代差はまっ

時間おきに」で最も主流の答えは「（次は）午

たくと言ってよいほど見られない。ただし微弱

前 10 時」
（つまり「1 時間後」）であるのに対し

な地域差があり，
「東北+ 関東+甲信越 +東海」

て，2.「1日おきに」のほうでは「（次は）11日」

の東日本（694 人回答）では［1］が 70％，
［2］

（つまり「2日後」）となっている。このように，

が 22％であるのに対して，
「北陸 + 関西+中国

「〜おきに」はどのような助数詞が使われている

+ 四国 +九州沖縄」の西日本
（462人回答）では

かによって解釈に違いが出てくるのである。
「〜おきに」の解釈に影響を与える要因とし
て，定延利之（2000）では次の 4つが指摘され

［1］が 78％で［2］が 14％と，
［1］に回答が集
中する割合の大きさは西日本のほうが顕著であ
る。

ており，特に②③について詳細な考察が展開
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図 3 「船は 2 日おきに来ます。」
（全体・男女・年代別）

【ウェブアンケート（2007 年）】

もし 3月 9 日に船が来たとしたら，そのあとは……
全体［1,156人］

「1日おきに」は要するに「2日後」だという解釈

74％

32

19

男性［530人］

74

42

17

女性［626人］

73

22

20

20代［104人］

74

33

17

30代［164人］

74

4

18

40代［229人］

74

50代［181人］

73

60歳以上

73

1
42
3
1
22

18

［478人］

【今回の無作為抽出調査（2020 年）】
「2日おきに」は要するに「2日後」だという解釈

1

が主流（74％）

1
0

ここから，
「1日おきに」と「2日おきに」が結

1

果的に同じ意味（要するに「2日後」）になって

20
21

が主流（83％）

1

しまうおそれが否定できないことになる。仮に，

0

同一の調査で，同一の人物に，
「1日おきに」
「2

1

日おきに」を対照しつつ同時に尋ねた場合に

1

は，
「前者と後者は必ず意味が異なるはずだ」

［1］3 月 11 日，13 日，15 日
……といったような形で，
船が来る

どちらにも解釈できるが，
［1］のように考えるのが
本来は正しい

どちらにも解釈できるが，
［2］のように考えるのが
本来は正しい

［2］3 月 12 日，15 日，18 日
……といったような形で，
船が来る

どの選択肢にも
当てはまらない

という意識が強くはたらくため，おそらくこのよ
うな結果にはならないであろう。
「1日おきに」
と「2日おきに」の解釈を，それぞれ別の調査

（わからない）

で別の人たちに尋ねた結果として，このような
一種の矛盾が存在することがわかった。

3.3

もし「3日おきに」
「4日おきに」のように数量

小考

を増やして尋ねた場合には，どのような回答が
（わからない）

全体 [1,156 人 ]

主流になるのであろうか。

今回の調査では，
「2日おきに」という言い方

定延利之（2000）では「この路線は
〔1 駅お
どの選択肢にも当てはまらない

の主流な解釈は「要するに，ある出来事の発
男 [530 人 ]

生日から2日後に次の出来事がある」というも

きに／ 6 駅おきに〕売店が設置されている」と

のであることがわかった。

いう文の解釈を対照しており，
〔1 駅おきに〕の

女 [626 人 ]

[２] ３月１２日、１５日、１８日……と

ここで，さきほどのウェブアンケートの結果

どちらにも解釈できるが、[２]
のように
場合は「（売店）設置駅⇒非設置駅
〈1 駅〉⇒

２０代 [104 人 ]

を想起されたい。
「船は 1日おきに出発します」

設置駅」と解釈されることが多く（「非設置駅

という言い方に対して，9日に船が来たとした

〈0 駅〉」
（これはすなわち各駅に売店があるこ

３０代 [164 人 ]

どちらにも解釈できるが、[１] のように

４０代 [229 人 ]

ら次に来るのは「11日である」という回答が圧

[１] ３月１１日、１３日、１５日……と
とになる）という解釈は少ない）
，一方〔6 駅お

倒的に多かった（83％）。つまり，
「1日おきに」

きに〕については「（売店）設置駅⇒非設置駅

５０代 [181 人 ]

６０歳以上 [478 人 ]

の解釈としても，主流な回答は「2日後」なの
である。

0

10

20

30

40

50

60

〈5 駅〉⇒設置駅」という解釈が多くなる（「非
70

80

90

100

設置駅〈6 駅〉」という解釈は少ない）という分

調査手法のまったく異なるものの結果を比

析がなされている。仮にこれに当てはめてみる

較・対照するのにあたっては一般論として相当

と，
「船は 6日おきに来ます」は，船の「非運航

慎重であるべきだが，こういうことになる。

日」が〈5日間〉あるという解釈が多くなるであ
ろう。つまり，一度船が来たら次に来るのは
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ぼって，
「斯道文庫蔵帝範応安元年点」に，
「云
（ユふ）こと」とあるなど，南北朝期には，イを

「要するに「6日後」」ということである。
今回の調査において，
「2日おきに」は「要す
るに「2日後」」であるとする解釈が主流であり，
これは上記の「6日おきに」と同様の計算方法
である。おそらく，
「3日おきに」
「4日おきに」
で調査しても，同様の傾向が表れるであろう。
現時点での推測にすぎないが，唯一「1日おき
に」だけが，例外的な計算方法が採用される

ユとした例を認めることができる。
（『日本国語大辞典（第 2 版）』
（2000-2002 年）の
「いう」の項）

い・う

いふ

⓪【言う・云う▼・謂う▼】
（中略）中

世ごろから終止形・連体形の「いう」が融合し
て「ゆう」と発音されるようになり，
「ゆ」を語
幹として活用させた形も生じた。現代でも話し
言葉では終止形・連体形は「ゆう」と発音され
るが，
「いう」と書く。
（『大辞林（第 4 版）』
（2019 年）の「いう」の項）

ことが多いものなのではないだろうか。
また国語施策では，次のような位置づけが
なされている。

4. 和語の語形について
この章の調査 結果は第 1446 回放送用語委
員会（2020 年 7月3日）でも取り上げており，そ
の報告（塩田雄大（2020））と記述が一部重複
するところもあることをご了承いただきたい。

「現代仮名遣い」
（昭和 61年 7月1日内閣告示第 1号）
本文 （中略）
第2

特定の語については，表記の慣習を尊

重して，次のように書く。
（中略）

4.1 「言う」の発音

4 動詞の「いう（言）」は，
「いう」と書く。
例

〜「誰がいけないとゆう訳でもないけど
人は皆わがままだ」〜 3 ）

4.1.1

ものをいう（言） いうまでもない
昔々あったという
人というもの

背景

「言う」は，かなでは「いう」と書くが発音は
［イウ］ではなく［ユー］が一般的であるとされ
ている（塩田雄大（2020））。ただし現実には，
［イウ］という発音や，
「ゆう」という表記もしば

（中略）
現代仮名遣い

ユー

ゆう

辞書には次のように記述されている。
【言・謂】
（中略）
［語誌］
（1）現代

いふ

仮名づかいで「いう」と表記するが，発音はユ
ウである。謡曲で「いふ（言）」と「ゆふ（夕）」
との掛詞が行なわれるのが著名だが，さかの
ぼって，
「斯道文庫蔵帝範応安元年点」に，
「云
（ユふ）こと」とあるなど，南北朝期には，イを
ユとした例を認めることができる。

歴史的仮名遣い対照表

この仮名 歴史的仮名
現代語の
遣いで用 遣いで用い
音韻
いる仮名
る仮名

しばおこなわれている（田中ゆかり（2004））。

い・う

どういうふうに

こういうわけ

いう

例

ゆう

勇気 英雄 金融

ゆふ

夕方

いう

遊戯 郵便 勧誘
所有

いふ

都邑＊（といふ）

いふ

言ふ

＊は常用漢字表に掲げられていない漢字（表外字）

この表の読み方を説明すると，文語「言ふ」
は歴史的仮名遣いでは「いふ」と書いていた
が，現代では「いう」と書き，発 音は［ユー］
である，ということである。また，
「ゆうき（勇

（『日本国語大辞典（第 2 版）』
（2000-2002 年）の
「言う」の項）
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気）・ゆふがた（夕方）・いうぎ（遊戯）・とい

音された例は全体の 2 割強，また「言わない」

ふ（都邑）」と書いていた語群は，現代ではす

が［ユワナイ］となっていた例は過半数であっ

べて「ゆうき・ゆうがた・ゆうぎ・とゆう」と書

たことがわかる。

いて［ユー］で発音するということが示されてい

また尾崎喜光（2017）では，テレビドラマ『渡

る。つまりここでは，
「現代語で［ユー］と発音

る世間は鬼ばかり』
（TBS 制作，1990 年から放

するものはすべて「ゆう」と書く」という形で基

送）の 6 回分のセリフ（データ総数 618 件）を対

本的に「表音一致〔= 発音するとおりに表記す

象として「言う」の活用形の出現例を抽出・整

る，表記したとおりに発音する〕」が志向されて

理し，
［ユ］で発音されていた割合を【言い（0.0

いるのだが，
「言う」については例外的に「表音

％）< 言え（4.8％）< 言っ（19.6％）< 言わ（58.8

不一致〔=［ユー］と発音する語を「いう」と表

％）< 言う（100.0％）】のようにまとめている。

記する〕」であることが示されているのである。

つまり，終止形・連体形「言う」を［イウ］と発

なお，
［ユー］という形は終止形と連体形に

音した例はゼロであり，また「言わ（ない）」の

おいてのものであり，
［イワナイ，イーマス，イッ

非規範的発 音である［ユワ（ナイ）］の出現が

テ，イエバ，イエ］を［ユワナイ，ユイマス，ユッ

過半数で，また「言っ（て・た）」の［ユッ（テ・

テ，ユエバ，ユエ］とするのは，規範的ではな

タ）］が 2 割程度と，さきほどの岡田の調査の

いとされている（塩田雄大（2020））。こうした

結果とよく似た分布になっている。

ものの実際の出現状況を調査したものとして，

さらに尾崎喜光（2019）では，朗読家・幸田

土岐・江崎・岡田（2009）で紹介されている岡

弘子氏（1932 年生まれ・東京都出身）による朗

田祥平の研究がある。これは CSJ（『日本語話

読『よみがえる一葉 樋口一葉・没後百年〔1〕〜

し言葉コーパス』）を用いた研究であるが，出

〔5・終〕』
（NHK 制作，1996 年11月放送，1回

現用例数が 1,000 以上のもののみをピックアッ

45 分間）を分析した結果として，実際に［ユ］

プして簡略化すると，表 1 のようになる。

で発音されていた割合を次のように示している。

これを見ると，
「言います」
「言う（終止形お

●

よび連体形）」などが［ユイマス］
［イウ］という

●

「言う」
（53 件）：94.3％
「言わ」
「言っ」
「言え」
「言い」は，
［ユ］で発

「非規範形」で発音された例はほとんどないが，

音されていた例は無し（0％）

「言って・言った」などが［ユッテ］
［ユッタ］と発

このように， 朗読では「 言う」はほぼ全 例

表1

具体例

規範的な発音

イ系列（件）

ユ系列（件）

非規範率（％）

未然形

言わない

イワナイ

1,814

2,237

55.2

連用形

言います

イーマス

5,055

68

0.8

連用形（促音便）

44

動詞「言う」の活用形別発音系列（CSJ を用いた岡田祥平の調査結果から）

言って

イッテ

10,292

3,043

22.8

終止形

言う

ユー

24

7,313

0.3

連体形

言う

ユー

150

110,071

0.1
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が［ユー］であり，一方それ以外の活用形では
［ユ］の発音がまったく表れていなかったこと
が示されている。
4.1.2

調査結果

「もう，
【言う】ことがない」のように「言う」を
本来の動詞として使った場合と，
「これは，ど
う【いう／ゆう】ことなんですか」のように連体
詞「どういう」の一部として使われた場合とで，

図 4 「もう，
【言う】ことがない」
（全体・男女・年代別）
全体［1,156人］

34％

8

50

7

男性［530人］

34

6

51

8

女性［626人］

34

9

20代［104人］

43

30代［164人］

9

35

40代［229人］

41

50代［181人］

30

7

かと想定し，2 問尋ねた。なお発 音を文字で

60歳以上

29

10

典』などでのカタカナ表記としては［ユー］であ
るが，調査にあたっては混乱を避けるために
［ユ
ウ］と記して尋ねた。
結果としては，いずれも「［ユウ］と発音し「い

0

6

52
6

0

6

40

4

語形の選択のされ方に違いがあるのではない
表す場合，
『NHK日本語 発 音アクセント新 辞

50

0

1

7
50

0

3
0

57

5

50

9

［478人］

0

0

ふだん，
［イウ］と発音して，
ひらがなでは「いう」と
書いている

ふだん，
［イウ］と発音して，
ひらがなでは「ゆう」と
書いている

ふだん，
［ユウ］と発音して，
ひらがなでは「いう」と
書いている

ふだん，
［ユウ］と発音して，
ひらがなでは「ゆう」と
書いている

両方とも言わない

（わからない）

う」と書く」という規範的な回答が過半数を占
めた（図 4・5）
。ただし集中の度合いにやや差
があり，
「【言う】」よりも「どう【いう／ゆう】」
のほうが，この規範的な回答の割合がさらに
大きくなっていた。
年代差については，
「【言う】」の設問におい
て，わずかではあるが若い年代では「［イウ］

図 5 「これは，どう【いう／ゆう】ことなんですか」
（全体・男女・年代別）

全体 [1,156 人 ]
全体［1,156人］
男性［530人］
女性［626人］

21％

6

56

男 [5307 人 ]
24
19

女 [626 人 ]
6
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24 [1048人 ]
20代［104人］ ２０代

53

13

比較的大きくなっていた。特に 20 代では，こ

27 [164 4人 ]
30代［164人］ ３０代

55

12

発音し「いう」と書く」）を上回っている。
なお微弱な地域差があり，
「東北+ 関東+甲
信越 +東海」の東日本（694 人回答）では規範
的な「［ユウ］と発音し「いう」と書く」が 47％，
それに対して新興と思われる「［イウ］と発音し
「いう」と書く」が 37％であるのに対して，
「北
陸 + 関西+中国 + 四国 +九州沖縄 」の西日本
（462 人回答）では前者が 56％で後者が 29％と

40代［229人］

4

５０代 [181 人 ]
23
4
50代［181人］
６０歳以上 [478 人 ]
16
9
60歳以上
0
［478人］

0
0

４０代 [229 人 ]
24

0

14

と発音し「いう」と書く」という回答の割合が
ちらの回答のほうが規範的な回答（「［ユウ］と

0

53

60

10

59

12

10

20

30

21

40

0
0
0
0

50

ふだん，
［イウ］と発音して，
ひらがなでは「いう」と
書いている

ふだん，
［イウ］と発音して，
ひらがなでは「ゆう」と
書いている

ふだん，
［ユウ］と発音して，
ひらがなでは「いう」と
書いている

ふだん，
［ユウ］と発音して，
ひらがなでは「ゆう」と
書いている

両方とも言わない

（わからない）

なっており，規範的回答に集中する割合の大き
全体 [1,156 人 ]
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男 [530 人 ]

45

60

さは西日本のほうが上である。西日本のほうが，
［ユー］という発音をするという意識がさらに強
いことをうかがわせる。
「どう【いう／ゆう】」の
設問のほうでも，同様の傾向が見られる。
4.1.3

小考

なお「抜かる（= 油断して失敗する）」は，これ
までどおり［ヌカル］のみとする。
（第 1207 回放 送用語 委員会（2000.2.10），
「放 送
用語委員会（東京）用語の決定」
『放送研究と調
査』50-4 掲載）

これに関して現在，放送用語委員会では，

この調査は，あくまで「意識調査」である

順序を入れ替え「1. ヌカルム

2. ヌカル」と変

点に注意が必要である。4.1.1で紹介した発音

更する方向で検討を進めている。なお現代の

の実態に関する先行研究の結果では「言う」は

国語辞書では，
「ぬかる・ぬかるむ」の両形を

非常に高率で［ユー］と発音されていたが，今

掲げつつ「ぬかる」のほうを主見出し（「ぬかる

回の調査の結果はこれとは異なる傾向（発 音

む」は参照見出しなどの扱い）としているもの

［ユー］への集中率が必ずしも圧倒的ではない）

が主流である
（塩田雄大
（2020））。これは，
「国

を見せている。これは，意識調査と実態調査

語辞典が現実の言語変化に追いついていけて

の本質的な違いに起因するものであると考えら

いない」例の1つとして挙げることができるだろ

れる。意識を尋ねた今回の調査では，
「言う」

う。

は「いう」と書くのだから自分では［イウ］と発
音していると思っていると回答する人もかなりい

4.2.2

調査結果

たのではないだろうか。
［イウ］と発音すると答

「【ぬかった／ぬかるんだ】道を歩く。」という

えた人のうちの何割かは，実際には［ユー］と

例文を掲げ，自分ではどの言い方をするかにつ

発音している可能性がある。

いて尋ねたところ，
「「ぬかるんだ」と言う（「ぬ

4.2

ぬかる〔ぬかった〕
・
ぬかるむ〔ぬかるんだ〕

〜「雨に降られて ぬかるんだ道でも
いつかはまた 晴れる日が来るから」〜 4）

4.2.1

背景

かった」とは言わない）」という回答が，7 割程
度を占めた（図 6）。なお，
「ぬかった」
「ぬかる
んだ」の終止形は，それぞれ「ぬかる」
「ぬか
るむ」である。
年代差として，若い年代になるほど「ぬかる
んだ」に回答が集中する割合がさらに大きくな

放送における「ぬかる・ぬかるむ」の扱いと

る様子が見て取れる。また塩田雄大（2020）に

して，かつて放送用語委員会では次のような決

示したが，
「ぬかった」は，東海・北陸・関西・

定をしている。

中国・四国ではほとんど回答されなかった。東
日本では現代でもまだある程度使われているよ

〈決定〉1. ヌカル 2. ヌカルム
（これまで

○ヌカル

×ヌカルム）

伝統的には「ぬかってきた（いる），ぬかった道
（グラウンド）」だが，
「ぬかるんで−，ぬかるん
だ−」も可。
なお「抜かる（= 油断して失敗する）」は，これ
までどおり［ヌカル］のみとする。
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うである。

いう2 問を尋ねてみた（図 7・8）
。その結果，

図 6 「【ぬかった／ぬかるんだ】道を歩く。」
（全体・男女・年代別）

全体［1,156人］ 13％ 6 8
男性［530人］ 11

9

女性［626人］ 14

5 8

9

40代［229人］ 9 5 6

80

19

8

（2020）に示したとおり，
「足らない」は西日本
に多く，
「足りない」は東日本に多い分布になっ

1

ている。
「足らない派 ［=「足らない」と言う+

0

どちらかといえば「足らない」と言う］」 と「足り

2

71
9

くなる傾向がおおむね見られた。また塩田雄大

0

76

60歳以上

年代が若くなるほど「もの足りない」の回答が多

1

85

9

年代別に見てみると，わずかにではあるが，

1

72

30代［164人］ 7 5 10

8

答が最も多かった。

1

70

20代［104人］ 7 5 4

50代［181人］ 9

それぞれ「足りない」
「もの足りない」という回

71

63

ない派 ［=「足りない」と言う+どちらかといえ

2

ば「足りない」と言う］」 という形で算出してみ

［478人］

「ぬかった」と言う
（
「ぬかるんだ」とは
言わない）

どちらかといえば
「ぬかった」と言う
ことのほうが多い

どちらかといえば
「ぬかるんだ」と言う
ことのほうが多い

「ぬかるんだ」と言う
（
「ぬかった」とは
言わない）

両方とも言わない

ると，
「東北+ 関東+甲信越 +東海」の東日本
（694 人回答）では「足らない派」22％・
「足り
ない派」77％であるのに対して，
「北陸 + 関西
+中国 +四国 +九州沖縄」の西日本（462人回

（わからない）

答）では前者が 35％・後者が 64％となっており，

4.3

足りる〔（もの）足りない〕
・
全体
[1,156
人
]
足る〔（もの）足らない〕

（わからない） 。
図 7 「お金が【足らない／足りない】
」
（全体・男女・年代別）

〜「君を奪い去る為に足りないものは何？」〜 5）

4.3.1

背景

全体［1,156人］ 14％

男 [530 人 ]
女 [626 人 ]

13

「足りる」は「足る」よりも新しい動詞で，江

男性［530人］ 15

12

戸時 代の後期（十八世紀半ば，宝暦《元年・

女性［626人］ 14

14

２０代 [104 人 ]

両方とも言わない

22

50

26

３０代 [164 人 ]

20代［104人］ 12

４０代 [229 人 ]

浩文（1971））。動詞「足りる」に否定の助動詞

30代［164人］ 7

「ない」を下接させたのが「足りない」，
「足る」

40代［229人］ 9

５０代 [181 人 ]

６０歳以上 [478 人 ]

に「ない」を下接させたのが「足らない」である。
0

10

20

30

40

現代語の辞書では，
「足りる」のほうを主見

50

出しにしているものが多い（塩田雄大（2020））。
4.3.2

調査結果

「お金が【足らない／足りない】。」
「なんだか
【もの足らない／もの足りない】感じがする。」と

60

14

20

53
どちらかといえば「ぬかった」と言

0

1

31

43

「ぬかった」と言う（「ぬかるんだ」
0

10

20

1

53
どちらかといえば「ぬかるんだ」と

20
29

15
50代［181人］ 13
70 80 90 100

60歳以上

46

19

一七五一年》以後）に至って，上方（京阪）語
に対する江戸語として現われた語である（中川

1

「ぬかるんだ」と言う（「ぬかった」

11

52
22

50

17

51

［478人］

「足らない」と言う
（「足りない」とは
言わない）

どちらかといえば
「足らない」と言う
ことのほうが多い

どちらかといえば
「足りない」と言う
ことのほうが多い

「足りない」と言う
（「足らない」とは
言わない）

両方とも言わない

0
0
1

（わからない）

DECEMBER
全体 [1,156
人]

2020
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というのを「はじのほう」と言っていた」という

図 8 「【もの足らない／もの足りない】」
（全体・男女・年代別）

全体［1,156人］11％ 7
男性［530人］ 11

17

9

17

女性［626人］ 11 5
20代［104人］ 6

6

40代［229人］ 6 7
50代［181人］ 10 7
60歳以上

16

6

方言語形を抽出してみると，その分布が東日
本に偏っていることがわかる。

0

60

弘前 ハ ンジ，岩手 ハ ンズ，安代 ハジッコ，宮

1

［478人］

「もの足らない」と言う
（
「もの足りない」とは
言わない）

どちらかといえば
「もの足らない」と言う
ことのほうが多い

どちらかといえば
「もの足りない」と言う
ことのほうが多い

「もの足りない」と言う
（
「もの足らない」とは
言わない）

両方とも言わない

の項から「ハジ」に類すると思われる代表的な

0
64

16

『現代日本語方言大辞典』
（明治書院）の「端」

1

71
19

は「東北・関東方言」と明示されている。さらに，

1
63

15

また『新明解国語辞典（第 7 版）』には，
「はじ」

1

74
19

〔ハシ〕である」という回答が掲載されている。

1

67

14

るのは関東地方の方言である。共通語としては

1

61

16

30代［164人］ 6 10

指摘に対して，
「「端」のことを〔ハジ〕と発音す

65

城 ハ ンズッコ，秋田 ハ ンジ，河辺 ハ ンジ，山
形 ハ ンジ，福島 ハジ，会津 ハズ，栃木 ハジッ
コ，群馬 ハジ，千葉 ハジ，袖ケ浦 ハジッコ，
東京 ハジ，奥多摩 ハジ，神奈川 ハジッコ，

（わからない）

新潟 ハジ，佐渡 ハジ，長野 ハジ，秋山 ハジ
（『現代日本語方言大辞典』
（明治書院）の「端」の
項から）

「足りない派」の「東高西低」の様子が見て取
（わからない）
なお，常用漢字表に示された
「端」の読み方

全体 [1,156 人 ]
れる。
「もの足らない・もの足りない」
について

も同様で，東日本は「もの足らない派」14％・

は「はし」のみである。一方
NHKの発 音アク
両方とも言わない

男 [530 人 ]

セント辞典では，最初の1943 年版から現代の

「もの足りない派」84％であるのに対して，西
女 [626 人 ]

「もの足りない」と言う（
2016 年版まで，
［ハシ］を第一として
［ハジ］も「もの足らない

日本は前者が 23％・後者が 77％となっている。

4.4

許容する形で継続的に示してきている。
どちらかといえば「もの足りない」と言

２０代 [104 人 ]
はし・はじ【端】

〜「君とおんなじ名前の花を見付けたよ
３０代 [164 人 ]
道の端（はじ）で」〜 6）

4.4.2

４０代 [229 人 ]

4.4.1

調査結果

どちらかといえば「もの足らない」と言

「【端】のほうを歩く。」という文を掲げて尋ね
「もの足らない」と言う（
「もの足りない

５０代 [181 人 ]

背景

てみたところ，
「「はし」と言う（「はじ」とは言

６０歳以上 [478 人 ]

「端」を表すことばの言い方として「はし」と
0

10

20

30

40

「はじ」の両形が使われているが，全国でより広

50

60

わない）」という回答が最も多かった（図 9）。
70

80

90

100

年代別に見てみると，主流派である「「はし」

く用いられているのは「はし」である。第 561

と言う」という回答は若い年代になるほど少な

回放送用語委員会（1964.8.13 開催）では放送

くなるような分布になっており，
「はじ」が少し

用語関係の投書を議題としているが，その記

ずつ広まりつつあるような様子が表れている。

録（『文研月報』14-11 掲載）を見ると，
「「それ

また塩田雄大（2020）に示したとおり，
「は

は私です」でアナウンサーが「端（はし）のほう」
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じ」は東日本に顕著に多い形の分布になって

のが本来だが，20 代を中心に「私的な事情」

図 9 「【はし／はじ】
（端）」
（全体・男女・年代別）
全体［1,156人］

65％

13

7

14

男性［530人］

65

13

8

14

女性［626人］

65

20代［104人］

58

30代［164人］

58

13
13

7

10

15
20

20

10

12

40代［229人］

62

16

10

13

50代［181人］

64

14

8

14

9 5

15

60歳以上

71

［478人］

「は【し】
」と言う
（
「は【じ】
」とは
言わない）

どちらかといえば
「は【し】
」と言う
ことのほうが多い

どちらかといえば
「は【じ】
」と言う
ことのほうが多い

「は【じ】
」と言う
（
「は【し】
」とは
言わない）

両方とも言わない

のことも指しうるという考え方が多くなって

1

いる。
「船は 2日おきに来ます」は，ある日に船が

1

●

来たらその次に来るのはその 2日後になると

0

いう解釈が最も多かった（3日後になるとい
0

う解釈は少なかった）。
「言う」については「［ユウ］と発音する」とい

0

●

0

う回答が多かったが，文字で書かれたとおり

1

「［イウ］と発音する」というものもある程度
多かった。これは意識を尋ねた調査の結果

1

であり，ほかの実態調査の結果と合わせて
考えてみると，現実には［イウ］という発音
は今回の調査の結果が表すほどには使われ
ていないのではないかと想像される。

（わからない）

「ぬかった・ぬかるんだ」については「ぬかる

●

んだ」と言うという人が最も多く，この回答
に集中する割合は若い年代になるほど顕著

いる。
「東北+ 関東+甲信越 +東海」の東日本

に多くなっている。

（694 人回答）
では
「「はし」
と言う（「はじ」とは
全体
[1,156
人]
言わない）」が 57％であるのに対して，
「北陸 +

（わからない）

「足らない・足りない」
「もの足らない・もの足

●

両方とも言わない

関西+中国 + 四国
+九州沖縄」
の西日本（462
男 [530
人]

りない」は，いずれも後者（「
（もの）足りな

人回答）では 77％となっており，
西日本では「は
女 [626 人 ]

い」）のほうが多く回答されている。
「もの足
「は【じ】」と言う（
「は【し】」とは

し」のほうに回答が集中している。

りない」については，年代が若くなるほどこ

どちらかといえば「は【じ】
」と言う

の回答に集中する割合が多くなっている。

２０代 [104 人 ]

「はし・はじ」
（端）は，全体としては
「はし」 」と言う
どちらかといえば「は【し】

●

３０代 [164 人 ]
４０代 [229 人 ]
5. ひとまずのむすびに代えて

が最も多いが，若い年代になるほど「はじ」

「は【し】」と言う（「は【じ】」とは

もある程度多くなるような分布になってい

５０代 [181 人 ]

る。

今回の調査報告の前編にあたる本
稿では，
６０歳以上 [478 人 ]
0
10
次のようなことを述べてきた。

20

30

40

「9 時 10 分前」というのは「8 時 50 分」のこと

●

を指すというのが伝統的な解釈だが，その
一方で「9 時 10 分の数分前」であるという解

50

60

70

80

90

100

後編にあたる次稿では，
「連濁」を中心に取
り上げて論ずる予定である。
（しおだ たけひろ）

釈のしかたが，若い年代になるほど多くなっ
ている。
「私情」ということばは「私的な感情」を表す

●
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界の言語の中の「九州方言」⑨

注：
1）
「恋するパスタ」歌：フジファブリック，作詞：金
澤ダイスケ，2019 年
2）
「言わない関係」歌：平井堅，作詞：Ken Hirai，
2004 年
3）
「僕が僕であるために」歌：尾崎豊，作詞：尾崎
豊，1983 年
4）
「川の流れのように」歌：美空ひばり，作詞：秋
元康，1989 年
5）
「パレード」歌：back number，作詞：清水依与
吏，2016 年
6）
「YOU〜新しい場所〜」歌：渡辺美里，作詞：小
渕健太郎，2002 年

引用文献：
・ 尾崎喜光（2017）
「「言う」の発音に関する研究」
『清
心語文』19
・ 尾崎喜光（2019）
「朗読における「言う」の発音に関
する研究」
『ノートルダム清心女子大学紀要 . 外国語・
外国文学編，文化学編，日本語・日本文学編』43（1）
・ 河合薫（2020）
『コロナショックと昭和おじさん社会』
日本経済新聞出版本部
・ 関西手話カレッジ編・著（2009）
『ろう者のトリセツ
聴者のトリセツ −ろう者と聴者の言葉のズレ−』星湖
舎
・ 定延利之（2000）
『認知言語論』大修館書店
・ 塩田雄大（2007）
「あなたは，どっち派 ?」NHK 放送
文化研究所日本語プロジェクト『国語力トレーニング
400 問』日本放送出版協会
・ 塩田雄大（2011）
「最近気になる放送用語 「9 時 10
分前」？」
〔htt ps: //www. n h k .or.jp/ bu n ken /su m ma r y/
kotoba/term/142.html〕
・ 塩田雄大（2020）
「第 1446 回放送用語委員会 語形
について〔意見交換〕」
『放送研究と調査』70-11
・ 田中ゆかり（2004）
「
「行く」は「ゆく」
「いく」? 「言
う」は「いう」
「ゆう」?」
『日本語あれこれ事典』明治
書院
・ 土岐哲・江崎哲也・岡田祥平（2009）
「『非母語話者
による日本語話し言葉コーパス』の可能性」
『日本語
教育』142
・ 中川浩文（1971）
「
「足りない」と「足らない」」
『講座
正しい日本語 第 5 巻 文法編』明治書院
・ 日高貢一郎（2006）
「日本語の中の「九州方言」・世
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方言と共通語のは

ざまで−「〜されてください」と「□時前△分」−」
『日
本語学』25-1

2019 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
2. 調査方法

2020（令和2）年3月6日〜15日
調査員による個別面接聴取法

3. 抽出方法
4. 調査対象

層化副次（三段）無作為抽出法
満20歳以上の男女（北海道を除く全国）

		

3,826人

5. 調査有効数（率） 1,156人（30.2％）

日本語の表現についてうかがいます。
Q1. 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。
「
〔青しそ／青じそ〕を食べる。」
1.「あお【し】そ」と言う
		
（
「あお【じ】そ」とは言わない）
‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 5.7 ％
2.「あお【じ】そ」と言う
		
（
「あお【し】そ」とは言わない）
‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 78.6
3. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「あお【し】そ」と言うことのほうが多い‥ ‥‥‥‥ 3.0
4. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「あお【じ】そ」と言うことのほうが多い‥ ‥‥‥ 12.0
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.3
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.3
Q2. 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。
「
【渓流釣り】をする。
」
1.「けいりゅう【つ】り」と言う
		
（
「けいりゅう【づ】り」とは言わない）
‥ ‥‥‥‥ 20.0 ％
2.「けいりゅう【づ】り」と言う
		
（
「けいりゅう【つ】り」とは言わない）
‥ ‥‥‥‥ 63.4
3. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「けいりゅう【つ】り」と言うことの
		ほうが多い‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5.1
4. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「けいりゅう【づ】り」と言うことの
		ほうが多い‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.2
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.7
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.6
Q3. 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。
「
〔立ちくらみ／立ちぐらみ〕がする。」
1.「たち【く】らみ」と言う
		
（
「たち【ぐ】らみ」とは言わない）
‥ ‥‥‥‥‥‥ 92.8 ％
2.「たち【ぐ】らみ」と言う
		
（
「たち【く】らみ」とは言わない）
‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 2.4
3. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「たち【く】らみ」と言うことのほうが多い‥ ‥‥‥ 3.9
4. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「たち【ぐ】らみ」と言うことのほうが多い‥ ‥‥‥ 0.7
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.1
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.1

Q4. 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。
「【片側】通行の道。」
1.「かた【か】わ」と言う
		
（
「かた【が】わ」とは言わない）
‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.4 ％
2.「かた【が】わ」と言う
		
（
「かた【か】わ」とは言わない）
‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 92.9
3. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「かた【か】わ」と言うことのほうが多い‥ ‥‥‥‥ 1.4
4. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「かた【が】わ」と言うことのほうが多い‥ ‥‥‥‥ 3.2
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.0
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.1
Q5. 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。
A「この日本酒は【飲み口】がいい。」
B「缶ジュースの【飲み口】のふたを開ける。」
1. A も B も「のみ【く】ち」と言う‥‥‥‥‥‥‥‥ 68.4 ％
2. A も B も「のみ【ぐ】ち」と言う‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9.1
3. A は「のみ【く】ち」
，
		B は「のみ【ぐ】ち」と言う‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.8
4. A は「のみ【ぐ】ち」
，
		B は「のみ【く】ち」と言う‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4.8
5. このことばを知らない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.4
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.5
Q6. 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。
「〔ややこしい／ややっこしい〕話。」
1.「ややこしい」と言う
		
（
「ややっこしい」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥ 72.5 ％
2.「ややっこしい」と言う
		
（
「ややこしい」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.0
3. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「ややこしい」と言うことのほうが多い‥‥‥‥‥ 11.8
4. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「ややっこしい」と言うことのほうが多い‥‥‥‥‥ 5.6
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.0
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.1
Q7. 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。
「〔暑苦しい（あつくるしい）／暑っ苦しい（あつっくる
しい）〕かっこうをしている。」
1.「あつくるしい」と言う
		
（
「あつっくるしい」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥ 78.5 ％
2.「あつっくるしい」と言う
		
（
「あつくるしい」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4.2
3. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「あつくるしい」と言うことのほうが多い‥‥‥‥ 12.4
4. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「あつっくるしい」と言うことのほうが多い‥‥‥‥ 3.7
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.0
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.3
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Q8. 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。
「
〔人なつこい／人なつっこい〕笑顔を浮かべる。」

Q12. 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。
「お金が〔足らない／足りない〕。」

1.「ひとなつこい」と言う
		
（
「ひとなつっこい」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥ 27.2 ％
2.「ひとなつっこい」と言う
		
（
「ひとなつこい」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.5
3. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「ひとなつこい」と言うことのほうが多い‥‥‥‥‥ 9.0
4. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「ひとなつっこい」と言うことのほうが多い‥‥‥ 14.0
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.2
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.2

1.「足らない」と言う
		
（
「足りない」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.1 ％
2.「足りない」と言う
		
（
「足らない」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.8
3. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「足らない」と言うことのほうが多い‥‥‥‥‥‥ 13.1
4. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「足りない」と言うことのほうが多い‥‥‥‥‥‥ 22.3
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.5
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.1

Q9. 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。

Q13. 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。

「
〔しらばくれて／しらばっくれて〕質問してみる。」

「なんだか〔もの足らない／もの足りない〕感じがする。」

1.「しらばくれて」と言う
		
（
「しらばっくれて」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥ 18.0 ％
2.「しらばっくれて」と言う
		
（
「しらばくれて」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥ 59.1
3. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「しらばくれて」と言うことのほうが多い‥‥‥‥‥ 6.6
4. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「しらばっくれて」と言うことのほうが多い‥‥‥ 15.1
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.9
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.4

1.「もの足らない」と言う
		
（
「もの足りない」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.8 ％
2.「もの足りない」と言う
		
（
「もの足らない」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥ 64.6
3. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「もの足らない」と言うことのほうが多い‥‥‥‥‥ 7.0
4. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「もの足りない」と言うことのほうが多い‥‥‥‥ 16.5
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.6
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.4

Q10. 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。

Q14. カッコの中のことばについて，ご自身のお考えにもっともよ
くあてはまるものをお答えください。

「
【端】のほうを歩く。
」

「もう，【言う】ことがない」ということばは……

1.「は【し】
」と言う
		
（
「は【じ】
」とは言わない）
‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65.0 ％
2.「は【じ】
」と言う
		
（
「は【し】
」とは言わない）
‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.3
3. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「は【し】
」と言うことのほうが多い‥ ‥‥‥‥‥ 12.9
4. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「は【じ】
」と言うことのほうが多い‥ ‥‥‥‥‥‥ 7.3
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.5
6.（わからない）
‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.1

1. ふだん，
［イウ］と発音して，
		ひらがなでは「いう」と書いている‥ ‥‥‥‥‥ 33.8 ％
2. ふだん，
［イウ］と発音して，
		ひらがなでは「ゆう」と書いている‥ ‥‥‥‥‥‥ 7.7
3. ふだん，
［ユウ］と発音して，
		ひらがなでは「いう」と書いている‥ ‥‥‥‥‥ 50.4
4. ふだん，
［ユウ］と発音して，
		ひらがなでは「ゆう」と書いている‥ ‥‥‥‥‥‥ 6.7
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.3
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.0

Q11. 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。

Q15. カッコの中のことばについて，ご自身のお考えにもっともよ
くあてはまるものをお答えください。

「
〔ぬかった／ぬかるんだ〕道を歩く。」
1.「ぬかった」と言う
		
（
「ぬかるんだ」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.6 ％
2.「ぬかるんだ」と言う
		
（
「ぬかった」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 71.3
3. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「ぬかった」と言うことのほうが多い‥‥‥‥‥‥‥ 6.5
4. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「ぬかるんだ」と言うことのほうが多い‥‥‥‥‥‥ 8.0
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.3
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.3
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「これは，どう【いう／ゆう】ことなんですか」
ということばは……
1. ふだん，
［イウ］と発音して，
		ひらがなでは「いう」と書いている‥ ‥‥‥‥‥ 21.0 ％
2. ふだん，
［イウ］と発音して，
		ひらがなでは「ゆう」と書いている‥ ‥‥‥‥‥‥ 6.4
3. ふだん，
［ユウ］と発音して，
		ひらがなでは「いう」と書いている‥ ‥‥‥‥‥ 55.5
4. ふだん，
［ユウ］と発音して，
		ひらがなでは「ゆう」と書いている‥ ‥‥‥‥‥ 15.3
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.1

（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.6

Q19. 次の言い方は，実際には何時何分のことを表すでしょうか。
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。

Q16. 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。

「9 時 10 分前」
〔解釈 A〕：「8 時 50 分」のことを表す

「
【惨敗】してしまった。」

〔解釈 B〕：「9 時 10 分より，ほんの数分前（9 時 9 分や，
9 時 8 分など）」のことを表す

1.「
【さ】んぱい」と言う
		
（
「
【ざ】んぱい」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8.1 ％
2.「
【ざ】んぱい」と言う
		
（
「
【さ】んぱい」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85.3
3. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「
【さ】んぱい」と言うことのほうが多い‥‥‥‥‥‥ 2.2
4. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「
【ざ】んぱい」と言うことのほうが多い‥‥‥‥‥‥ 2.9
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.9
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.6

1. どのような場合でも，
〔解釈 A〕の意味だ
		
（
〔解釈 B〕は，おかしい）
‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69.1 ％
2. どのような場合でも，
〔解釈 B〕の意味だ
		
（
〔解釈 A〕は，おかしい）
‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6.4
3. 場合によって〔解釈 A〕の意味にも〔解釈 B〕の
		意味にもなるが，本来は〔解釈 A〕の意味の
		ほうが正しい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.5
4. 場合によって〔解釈 A〕の意味にも〔解釈 B〕の
		意味にもなるが，本来は〔解釈 B〕の意味の
		ほうが正しい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7.6
5. どの選択肢にも当てはまらない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.1
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.3

Q17. 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。
「生活の〔パターン／パタン〕を変える。」

Q20. 次の文をお読みください。

1.「パターン」と言う
		
（
「パタン」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 90.7 ％
2.「パタン」と言う
		
（
「パターン」とは言わない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3.7
3. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「パターン」と言うことのほうが多い‥‥‥‥‥‥‥ 3.9
4. 両方とも言うが，どちらかといえば
		
「パタン」と言うことのほうが多い‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.7
5. 両方とも言わない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.5
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.4

「船は 2 日おきに来ます。」
もし 3月 9 日に船が来たとしたら，そのあとはどのようになる
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. 3 月 11 日，13 日，15 日……
		といったような形で，船が来る‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 73.5 ％
2. 3 月 12 日，15 日，18 日……
		といったような形で，船が来る‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 18.8
3. どちらにも解釈できるが，
		
［1］のように考えるのが本来は正しい‥ ‥‥‥‥‥ 2.9
4. どちらにも解釈できるが，
		
［2］のように考えるのが本来は正しい‥ ‥‥‥‥‥ 2.0
5. どの選択肢にも当てはまらない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.8
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.0

Q18. 下線を引いたところの表現について，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。
A「仕事に私情を差しはさんではいけない。」
B「私情により，本日は出席することができません。」
1. A・B，どちらも正しい‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.0 ％
2. A は正しいが，B はおかしい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 59.0
3. B は正しいが，A はおかしい‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4.2
4. A・B，どちらもおかしい‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.7
5. この言い方を知らない‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.1
（6. わからない）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3.1

サンプル構成
全体
1,156 人
100.0％
全体
1,156 人
100.0％

男 性
530
45.8

性別
女 性
626
54.2

20 代
104
9.0

30 代
164
14.2

年齢
40 代
229
19.8

50 代
181
15.7

60 歳以上
478
41.3

20 代
63
5.4

30 代
78
6.7

男性
40 代
114
9.9

50 代
76
6.6

60 歳以上
199
17.2

20 代
41
3.5

30 代
86
7.4

女性
40 代
115
9.9

50 代
105
9.1

60 歳以上
279
24.1
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