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第1452回放送用語委員会（東京・リモート開催）2021年7月2日

語形・用法について 〔意見交換〕

第1452回放送用語委員会（2021年7月2日）で，
語形・用法に関する5項目について，これまでの扱
いや調査結果等を示し，意見交換をおこなった。
正式な決定は後日の予定である。
まず「伝統的な語形と，現状に関して」として「ひ

とごと・たにんごと」（他人事），「いちだんらく・ひと
だんらく」（一段落）を，次に「伝統的な用法と，現
状に関して」として「こだわる・こだわり」「鳥肌が 
立つ」「全然」の使い方を取り上げた。各節の末尾
に，当日の席上での委員からの意見の一部を示す。
会の冒頭に，事務局から下記のような説明をおこ

なった。
これまで「放送用語は，世の中の言語変化に『半

歩遅れて』ついていく」という姿勢を大切にしてき
ており，今回のような議題を検討するのにあたって
は，次のようなことを考慮する必要がある。
① 伝統：これまでどのように扱ってきたか，国語辞

典ではどのようになっているか
② 実態：調査の結果はどのようになっているか
③ 視聴者に伝わるためのことばとして，正確に・わ

かりやすく・感じよく
④ ほかのマスコミ各社はどのように扱っているか

1　伝統的な語形と，現状に関して

1.1　「ひとごと・たにんごと」（他人事）

1.1.1　『NHKことばのハンドブック　第2版』
　　　（2005（第18刷2020））

ひと事［△他△人］

   読み 　○ヒトコ ト゚　×タニンコ ト゚

「他人」と書いて「ひと」と読むのは常用漢字表
の範囲から外れるものであるため，放送での表記は

「ひと事」としている。一方，新聞各社では「人ごと」
と書くところが多い。

1.1.2　調査結果

【2021.2調査】
とても他人事とは思えない。〔どう読みますか〕

わからない
その他
タニンゴト
ヒトゴト

わからない

その他

タニンゴト

ヒトゴト
31％

67

【2021.2調査】全国1,208人回答〔サンプル数4,000，有効回答率30.2％〕

【2014.1調査】
とても他人事とは思えない。〔どう読みますか〕

わからない
その他
タニンゴト
ヒトゴト

わからない

その他

タニンゴト

ヒトゴト

35％

63

【2014.1調査】全国1,339人回答〔サンプル数2,000，有効回答率67.0％〕
（塩田ほか（2015））

【1999.11調査】
とても他人事とは思えない。〔どう読みますか〕

わからない
たにんごと
どちらかといえば「たにんごと」
どちらかといえば「ひとごと」
ひとごと

17％

77

わからない

たにんごと

どちらかといえば
「たにんごと」

どちらかといえば
「ひとごと」

ひとごと

【1999.11調査】全国1,363人回答〔サンプル数2,000，有効回答率68.2％〕
（柴田ほか（2000））

【1993.1調査】
それは，とても他人事とは思えない。〔どう言っていますか〕

わからない・その他
タニンゴト
ヒトゴト

わからない・その他

タニンゴト

ヒトゴト23％

74

【1993.1調査】全国1,406人回答〔サンプル数2,000，有効回答率70.3％〕
（大西ほか（1993））
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〈理由〉
 　戦前の辞書では，「ひとごと」に「人事」「他

人事」という漢字をあてるものが多い。「人事」
は「じんじ」と区別できないので，「他人事」と
いう書き方が次第に支持されるようになった。
これを誤って読んだものが，「たにんごと」であ
る。このような背景から考えると，いたずらに
類義語を増やすものとしても，このことばの使
用は勧められない。

〈参考〉
（1）アンケート調査から

 • あなたはどう読みますか。
 「とても他人事とは思えない」
 1. 「たにんごと」 77％
 2. どちらかと言えば「たにんごと」 3％
 3. どちらかと言えば「ひとごと」 2％
 4. 「ひとごと」 17％
 （第10回ことばのゆれ全国調査，1999年11月実

施，有効回答数1,363人；詳細は『放送研究と調
査』2000.2を参照）

（2）国語辞書での扱い（対象90冊）
 1. 「ひとごと」を掲載しているもの
  86冊（内訳　○86　→0　△0）※
 2. 「たにんごと」を掲載しているもの
  15冊（内訳　○4　→10　△1）
 ※：○＝ その読みを見出しとして載せており，語 

釈が付いているもの
   → ＝ その読みを見出しとして載せているが，

語釈が付いておらず，「→の語を参照
せよ」「～に同じ」などの形になってい
るもの

   △＝ その読みを見出しとして載せていない
が，対立する見出し語の語釈中にその
読みが記されているもの

  •「たにんごと」の初出
    『日本国語大辞典』（1972 ～ 76年）

：見出し語として
（3）新聞各社などの扱い（表記）
 朝日 ：ひとごと
 毎日・読売・共同・時事・日経
   ：人ごと・ひとごと
 新聞協会『新聞用語集』 ：人ごと・ひとごと
 NHK『新用字用語辞典』 ：ひと事
 （参考　戦後の国語施策では，「他人」を「ひと」

【1989.2調査】
「ひとごと」ということばがありますが，
これを「たにんごと」と言うのは？

わからない
特になんとも思わない
おかしくない
おかしい

特になんとも思わない

おかしくない

おかしい
33％

49

15

わからない

【1989.2調査】東京100キロ圏の16歳以上男女1,185人回答
〔サンプル数1,800，有効回答率65.8％〕（石野ほか（1989））

【2012.1調査】
「とても『ひとごと』とは思えない」の書き方として，
ふさわしくないものは？〔テレビの画面で〕※複数回答

0 10 20 30 40 50

わからない

すべてふさわしい

他人ごと

他人事

ひとごと

人ごと

ひと事

人事

わからない

すべてふさわしい

他人ごと

他人事

ひとごと

人ごと

ひと事

人事 43％

33

25

23

19

17

15

5

【2012.1調査】全国1,338人回答〔サンプル数2,000，有効回答率66.9%〕
（塩田（2012））

〔参考〕【1980年】有識者（136人）アンケート
「他人事」と書いて「ひとごと」と読むのが昔から

のならわしですが，最近ではこれを「たにんごと」
と読む人が多くなってきました。
「他人事」は

　 • やはり「ひとごと」と読むべきだ ……83人（61％）
　 • 今のきまりにしたがって，
  「たにんごと」と読んでよい ……49人（36％）

（石野（1980））

1.1.3　過去の放送用語委員会関連
【2000年】第1207回放送用語委員会
　「ひと事」
〈決定〉
 タニンコト゚ということばは誤読から発生したも

ので，原則として使わない。
 　○ヒトコ ト゚　×タニンコ ト゚ （現行どおり）
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と読むことは認めていない）
〈当日の審議から〉※2000年の審議

　天野委員：［タニン～］はよく耳にするので慣れ
てしまったが，自分では［ヒト～］を使う。「他
人事」という表記から誤読が生まれたのであ
れば，この「他人事」という表記を人々の目
に触れないようにするべきでは。

　米原委員：自分では［ヒト～］を使う。［タニン～］
と言われても意味は分かるが，ちょっとおか
しい，という印象を受ける。ただし，「誤用
から発生したものはすべていけない」とは思
わない。

　森本委員：［タニン～］は使うべきではない。社
会的に誤用が広まっていても，それを促進す
る必要はない。

　永野委員：［タニン～］は，「ことばの乱れ」の例 
として自分がよく取り上げる例である。

　野村委員：「他人事」と書いて［ヒト～］と読ませ 
る方法を復活させることには反対。「ひとごと」
ということばを残すのであれば，誤読が生じ
ないような表記をするべきである。それでも
なお「たにんごと」ということばがでてくるの
であれば仕方がないが，これを認めるのは
時期尚早である。

  〔塩田雄大（2000）「用語の決定 ～「三方」「ぬかる・
ぬかるむ」「ぎこちない・ぎごちない」「ひと事」～」 

『放送研究と調査』50-4〕

【1964年】第561回放送用語委員会

「時の動き」で「他人事」を〔タニンコト゚〕といった。

◎ 古くは「他人事」と書いて〔ヒトコ ト゚〕と読んだ
が，現在では当用漢字音訓表により「他人事」は

〔ヒトコ ト゚〕とは読めない。一方また〔タニンコﾟ
ト〕という言い方もない。スクリプトには，かな
で“ひとごと”と書いたほうがよい。

  〔番組研究部用語研究班（1964）「放送用語メモ
（18）」『文研月報』14-11〕

1.1.4　国語辞典の掲載例
（※国語辞典関連の下線は引用者による　以下同）
　▼【2021年】『明鏡国語辞典』（第3版）

ひと-ごと《人事（〈他人〉事）》…注意  「他人事」 

は明治・大正期の文学で，「他
ひ

人
と

事
ご と

」のように 
ふりがな付きで書かれたものが，のちふりが
なが取られ，「他

た

人
に ん

事
ご と

」とも読むようになった。
  たにん-ごと《他人事》⇒ひとごと
　▼【2020年】『新明解国語辞典』（第8版）

ひとごと 0  ［｛他人｝事・人事］自分には直接
関係の無い事。〔最近は「他人事」をタニン
ゴトと文字読みすることも多い〕

　▼【2019年】『岩波国語辞典』（第8版）
ひとごと《〈他人〉事》… ▽「たにんごと」は，「他

人事」の文字読みの読み違い。
（参考　【2011年】（第7版新版）では下記のとおり。

   ▽「たにんごと」は，「他人事」の文字読みによる俗
な言い方。）
たにん-ごと《－事》「ひとごと」と読むべきを誤っ

てできた語。
　▼【2019年】『大辞林』（第4版）

ひとごと 0 ［人事・〈他人〉事］自分に関係な
い事。他人に関する事。たにんごと。

たにんごと 0 ［他人事］〔「ひとごと（他人事）」
を文字づらどおりに読んだ語で，本来は誤
用〕⇒ひとごと

　▼【2018年】『広辞苑』（第7版）
ひと-ごと《人事・他人事》… ▽近年，俗に「他

人事」の表記にひかれて「たにんごと」ともい
う。

たにん-ごと《他人事》⇒ひとごと。
　▼【2014年】『三省堂国語辞典』（第7版）

ひと-ごと《人（事）・（：他人=事）》… ⇒：他人
事 タニンゴト。

たにんごと［他人（事）］（名）ひとごと。〔「ひと 
ごと」に当てた「他人事」から，あやまって生
じたことば〕

　▼【2006年】『日本国語大辞典』（精選版）
ひと-ごと《人事・他人事》他人に関すること。

自分に関係のないこと。たにんごと。また，
世間一般のこと。

たにん-ごと［他人事］他人に関する事柄。ひと
ごと。

　▼〔参考〕
 「たにんごと」の読み方は，新聞も助長してい

る面があるかもしれません。常用漢字表で認
めていない「他人＝ひと」という読み方を新聞
は採用していないので，「ひとごと」は基本的



81OCTOBER 2021

に「人ごと」と表記します。「人ごと＝ひとごと」
であるとすれば「他人ごと≠ひとごと」という
考え方につながってもおかしくありません。

 毎日新聞校閲センター「毎日ことば　「他人ごと」 
読み方は読み手次第？」（2021年）

 https://mainichi-kotoba.jp/enq-351

1.1.5　当日の席上での意見
　 • 「タニンゴト」は，認めてもよいのでは。その場

合，表記をどうするか，「他人事（タニンゴト）」「ひ
と事（ヒトゴト）」と，ことばが2つに分かれてし
まうかもしれない。

　 • 放送で「タニンゴト」という言い方をして引っか
かってしまうと内容が頭に入ってこないので，「ヒ
トゴト」でよい。

　 • 「タニンゴト」は，「他人事」という文字表記から
生まれた誤読であるという意識が働きやすいの
で，報道などでは使わないほうがよいのでは。

　 • 「他人」と書いて「ひと」と読むのは常用漢字表
の範囲を超えるものであり，入試などで（「ひと
ごと」を正解とした）「他人事」の読み方を問うこ
とはできない。朗読などで「他人事」と出てきた
場合には，ヒトゴトと読むのかタニンゴトと読む
のか，執筆者に直接確認できればそれがいちば
んよいが，かなわない場合には執筆者の年代や
人柄などから推測するしかないだろう。

　 • 「タニンゴト」に関しては，視聴者からの指摘が
多い。

1.2　「いちだんらく・ひとだんらく」（一段落）

1.2.1　『NHKことばのハンドブック　第2版』
　　　	（2005（第18刷2020））

一段落

   読み 　○イチダンラク　×ヒトダンラク

なお，「ヒト」は和語，「ダンラク」は漢語である 
が，このように「ヒト＋漢語」という語構成の類例と
しては，ほかにも「ひと安心・ひと工夫・ひと苦労・
ひと呼吸・ひと勝負」などがある。

1.2.2　調査結果

【2021.2調査】
仕事が一段落ついた。〔どう読みますか〕

わからない
その他
ヒトダンラク
イチダンラク

わからない

その他

ヒトダンラク

イチダンラク

51％48

【2021.2調査】全国1,208人回答〔サンプル数4,000，有効回答率30.2％〕

【2014.1調査】
仕事が一段落ついた。〔どう読みますか〕

わからない
その他
ヒトダンラク
イチダンラク

わからない
その他
ヒトダンラク
イチダンラク

わからない

その他

ヒトダンラク

イチダンラク

55％45

【2014.1調査】全国1,339人回答〔サンプル数2,000，有効回答率67.0％〕
（塩田ほか（2015））

【1993.12調査】
仕事が一段落ついた。〔どう言っていますか〕

わからない・その他
ヒトダンラク
イチダンラク

わからない・その他

ヒトダンラク

イチダンラク

78％

20

【1993.12調査】全国1,373人回答〔サンプル数2,000，有効回答率68.7％〕
（浅井ほか（1994））

【1991.4調査】
仕事が一段落ついた。〔どう言っていますか〕

わからない・その他
ヒトダンラク
イチダンラク

わからない・その他

ヒトダンラク

イチダンラク

82％

17

【1991.4調査】全国1,433人回答〔サンプル数2,000，有効回答率71.7％〕
（吉川ほか（1991））

なお紙幅の関係で詳細は割愛するが，上掲の4
つの調査においては，「若い人ほどヒトダンラクが
多い」という傾向が比較的明瞭にみられる。
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1.2.3　過去の放送用語委員会関連
【1995年】第1146回放送用語委員会
　「一段落」の読み
〈決定〉
 放送での「一段落」の読みは，現行どおり「イ

チダンラク」とする。
〈理由〉
（1）調査結果からは，若い人のほうが「ヒトダン

ラク」を使う傾向が強いと言えるが，全体とし
ては，「イチダンラク」派が優勢である。

（2）国語辞書で「ヒトダンラク」を掲載しているも
のは，わずか一つしかない。

〈参考〉
（1）現行「イチダンラク」〔日本語発音アクセント

辞典〕
（2）文研の調査結果

イチダンラク ヒトダンラク

a. 全国調査     （1991.4） 81.6％ 16.8％
b. 100人アンケート
　第3回         （1991.3） 78.0　 21.0　

c. 全国調査    （1993.12） 78.1　 20.5　

（3）国語辞書の扱い
 「集英社国語辞典」（平5）が参照項目で「ヒト

ダンラク」の読みを示しているが，今のところ，
ほかの辞書で，「ヒトダンラク」を掲載している
ものはない。

 〔浅井真慧（1995）「「読み」と「使い方」の決定  
―「一段落」・「農作物」・「順風満帆」，「副都心」
か「新都心」か―」『放送研究と調査』45-4〕

1.2.4　国語辞典の掲載例
　▼【2021年】『明鏡国語辞典』（第3版）

いち-だんらく《一段落》…▽「ひと段落」も増え
ているが，「いち段落」が本来。

ひと だんらく［一段落］（名・自サ変）⇒いちだ
んらく

　▼【2020年】『新明解国語辞典』（第8版）
いち だんらく 3 ［一段落］－する （仕事）全体

を幾つかに分けた時の，一つの区切りまで
が片づくこと。

　▼【2019年】『岩波国語辞典』（第8版）
いちだんらく［一段落］〔名・ス自〕…▽「ひとだ

んらく」は誤り。

ひとだんらく［一段落］〔名・ス自〕→いちだんら
く

  （参考　【2011年】（第7版新版）では下記のとおり。
  いちだんらく［一段落］〔名・ス自〕…▽「ひとだんら

く」は誤り。
  ひとだんらく［一段落］「いちだんらく」の漢字表記

の読み誤り。）
　▼【2019年】『大辞林』（第4版）

いち だんらく 3 ［一段落］（名）スル … ②… 
ひとだんらく。

ひと だんらく 3 ［一段落］⇒いちだんらく②
  （参考　【2006年】（第3版）では，「ひとだんらく」

の立項なし。）
　▼【2018年】『広辞苑』（第7版）

いち-だんらく《一段落》… ものごとがひとくぎ
りしてかたづくこと。

ひと-だんらく《一段落》 ⇒いちだんらく
　▼【2014年】『三省堂国語辞典』（第7版）

いち だんらく［一段落］（名・自サ）… ひとだん
らく。

ひと だんらく［一段落］（名・自サ）〔話〕⇒いち
だんらく。

  （参考　【2008年】（第6版）では下記のとおり。
   「ひとだんらく」は未立項。
  いちだんらく［一段落］〔名・自サ〕…〔「ひとだんらく」

とも〕）
　▼【2006年】『日本国語大辞典』（精選版）

いち-だんらく［一段落］… ②（－する）物事が
一区切りついて片付くこと。落ちついた状態
になること。

1.2.5　当日の席上での意見
　 • 「ヒトダンラク」は現時点ではそれほど多くなって

おらず，若者などが使うくだけた言い方であると
いう印象もあり，まだ認めなくてもよいのでは。

　 • 「ひと休み」「ひと息」や「ひと仕事」「ひとまとま
り」などがあることが，「ひと段落」という言い方
が使われる素地になっているのであろう。

　 • 「イチダンラク」という言い方には引っかからない
人が多いはずなので，放送では「イチダンラク」
に統一ということでよいのでは。

　 • 「ヒトダンラク」に関しては，視聴者からの指摘
が多い。



83OCTOBER 2021

2　伝統的な用法と，現状に関して

2.1　「こだわる・こだわり」の使い方

2.1.1　『放送のことば－地方用語委員会の質問
　　　 集－（昭和60年度～平成2年度）』
　　　（1991）

こだわる

〈例〉このテーマにこだわり続けてみたい。

Q. 元来は，ささいな物事に執着するということで，
あまりよい意味では使われなかったが，最近は，
「物事に積極的にかかわりあう」という意味で，使
われるようになった。放送ではどうか。

A. 放送では，できるだけ本来の意味で使う。

  （現行の『NHKことばのハンドブック　第2版』（2005
（第18刷2020））には，「こだわる」項なし）

2.1.2　調査結果

【2020.9調査】
[Ａ] 「地元の素材にこだわるレストラン」
[Ｂ] 「過去の小さなミスにこだわる人」

わからない
［A］も［B］もおかしい
［B］の言い方はおかしい（［A］はおかしくない）
［A］も［B］もおかしくない
［A］の言い方はおかしい（［B］はおかしくない）

67％

6

23

わからない

［A］も［B］もおかしい

［B］の言い方はおかしい
（［A］はおかしくない）

［A］も［B］もおかしくない

［A］の言い方はおかしい
（［B］はおかしくない）

【2020.9調査】全国1,202人回答〔サンプル数4,000，有効回答率30.1％〕

2.1.3　過去の放送用語委員会関連
【2012年】第1363回放送用語委員会（大阪）

システムを作る際，○○さんは，自治体職員の負
担を減らすことに，こだわりました。

　　「こだわる」は，（ふつうはあまり重視されない
が）その人が大事だと思っていることに対して使
うのが，本来の使い方の中で代表的なものであ
る。ここでは，「～神経を使いました」「～気を配
りました」などと言ったほうがふさわしい。

　　関連して述べると，「『こだわる』をいい意味に

使うのは誤り」ということをめぐっては，やや誤解
もみられる。世間一般ではとるに足らないと思わ
れていることに対して必要以上に神経を使うこと
が「こだわる」であって，自分に対して「これが
私の『こだわり』です」と言うことは，「（世の中の
人たちにとってはどうでもいいことだろうが）私は
大切だと思っている」というニュアンスを表すもの
で，これはまったく差し支えない。一方，相手に
対して使う場合，たとえば「シェフの『こだわり』
はなんですか」のような使い方は，問題だと考え
る人が多い。また，「この店の『こだわり』は味
つけです」のように，神経を使うことが一般的に
当然である場合の使い方も，抵抗を感じる人が
少なくない。

　〔塩田雄大（2013）「伝え手として，ことばを吟味する」
『放送研究と調査』63-2〕

【2011年】第1348回放送用語委員会（東京）
「こだわり」の使い方
　※ このほか「当面の間」「『生食』の読み」につい

て意見聴取
  　「気にしなくてもいいことを気にする」というマ
イナスの意味で使われることが多かった語だが，
プラスの意味で使われることが多くなっている。
安易な使い方にも抵抗感があるという声がある。

（用語委員意見）

　※ 以下，「こだわり」に関する部分のみ抜粋
　井上由美子委員：「こだわり」については，認め

ていいだろうと思う。些細なことに固執するこ
とを恥とする日本の伝統が変化し，1つのこと
にうちこむことをよいことととらえるようになっ
てきた。こうした変化の中で，ことばの持つ意
味や使い方が変化してきたものと考える。

　天野祐吉委員：いずれもきらいなことばである。
「こだわり」は否定的なことばを肯定的に使うこ
とで，広告効果があるのは確かである。語感
が大切なので，このような使い方をするのは理
解できる。しかし，自分としては使いたくない。

　野村雅昭委員：「こだわり」については，あまり気
にしていない。ここまできてしまったのであれ
ば，認めてもよいだろう。ただ，安易に使わな
いでほしい 。

　水谷修委員：「こだわり」のように，語にプラス
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の意味とマイナスの意味が出てくるのは多い。
NHKとしては使用をあおらないようにしつつ，
使うことを否定はできないだろう。

　井上史雄委員：「こだわり」も認めることになるの
ではないか。ことばのブラックボックスをつく
るのが用語委員会の役目ではない。豊かな表
現を目指しており，そこで判断すべき。

　清水義範委員：「こだわり」はもう10年がんばって
もらいたいと思う。「特別な思い入れ」となぜ
言えないのだろうか。

　荻野綱男委員：年齢差が影響するのだろう。ど
の語もさほど違和感がない。「こだわり」はもう
変化してしまったと認識している。

　〔山下洋子（2011）「外来語の表記と発音について」『放
送研究と調査』61-12〕

【2008年】第1308回放送用語委員会（関東甲信越）

① ミネラル分が少ないのが特徴で，「まろやかな
味が出せるのは，このわき水のおかげ」と，中
澤さんはこだわります。

② もうひとつのこだわりは，米を手作業で洗うこ
とです。

③ この酒蔵ならではの酒は，こうしたこだわりのも
とで生まれてきました。

　　平成19年の新潟県中越沖地震で被害を受け
た酒蔵が，伝統の酒造りを続ける様子を取材し
たリポート。“伝統の味を守る”というテーマを伝
えるキーワードとして，「こだわり」「こだわる」と
いうことばが選ばれ繰り返されているが，この語
はふさわしい表現だろうか。「こだわる」というこ
とばは，もともとは「①つまらないことに心がと
らわれて，そのことに必要以上に気をつかう。拘
泥する。」（『明鏡国語辞典（大修館書店）』）とい
うマイナス評価で使われていたことばである。し
かし，最近では「②細かなことにまで気をつかっ
て味覚などの価値を追求する。」（同）という意味
の，プラス評価での使い方をすることが多くなっ
ている。とくに若い世代では，もっぱら，この新
しい意味でばかり使うという人も多いように見受
けられる。だが，辞書ではやはり，マイナス評価
での意味のほうが先に掲載されている。そのた
め，今回のリポートのように，プラス評価の新し
い意味で繰り返し使うと，少なからず，抵抗感・

違和感を与えることになる。
　　このように，ことばの歴史を知っておくことは
大切で，その知識があれば，上記の表現のうち1
つないし2つを「特別な思い入れ（気づかい）」な
どと言いかえて，違和感を与える表現を繰り返す
のを避けることができる。

　〔太田眞希恵（2008）「違和感を与える表現を避ける
くふう」『放送研究と調査』58-7〕

【1995年】第1157回放送用語委員会（大阪）

この1200坪の土地に，600本のブルーベリーを植
えて年間およそ1トンの収穫があります。○○さん
のこだわりは，これを無農薬で栽培していること
なんですね。

　　大津市のブルーベリー農園からの朝の中継で，
さわやかな話題として好評だったが，ここで若い
アナウンサーが使った“こだわり”ということばが
取り上げられた。

　　“こだわる”ということばは，従来はマイナスイ
メージで使われていたが，最近は，「ビールの銘
柄にこだわる」などプラスイメージで特に若い人
の間で使われている。

　　文章の前後のつながりで考え，理解することも
できるが，まだ新しい用法を認めない“こだわる”
人もいる。“鳥肌が立つ”なども同じだが，意味
の受け取り方に世代間の差があり，放送のことば
として揺れていることばは注意して使うようにして
ほしい。

　　“こだわる”について，最近の辞書では①「ひ
とつのことに心がとらわれる。拘泥する」②「好
みをかえないで主張を通しつづける」をあげ，第
2の用法として新しい意味での使い方を取り入れ
ているものもある（新選国語辞典第七版小学館）。

　〔三島克紀（1996）「パターンなどで分かりやすくする
工夫を」『放送研究と調査』46-3〕

2.1.4　国語辞典の掲載例
　▼【2021年】『明鏡国語辞典』（第3版）

こだわ・る［▽拘る］コダハル［自五］
 ①つまらないことに心がとらわれて，そのこ

とに必要以上に気をつかう。拘
こ う で い

泥する。「小
事［体面］に－」「彼は物事に－・らない人だ」

 使い方  マイナスに評価していう。
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 ② 〔新〕細かなことにまで気をつかって味覚
などの価値を追求する。「微妙な苦みに－・っ
て作りました」「徹底的に鮮度に－・って吟味
する」

 使い方  プラスに評価していう。〔以下略〕
　▼【2020年】『新明解国語辞典』（第8版）

こだわ・る 3  コダハル［《拘る］（自五）〈なにニ－〉
 ㊀他人から見れば△どうでもいい（きっぱり

忘れるべきだ）と考えられることに，当人に
はそれなりの理由があり，とらわれて気にし
続ける。

 「△自説（メンツ・目先の利害・枝葉末節）に－」
 ㊁他人はどう評価しようが，その人にとって

は意義のあることだと考え，その物事に深い
思い入れをする。

 「カボチャにこだわり続けた画家／△材料（鮮
度・品質・本物の味・天然のアユ）に－」

  （参考　【2012年】（第7版）には，〔㊁は，ごく新し
い用法〕の注記あり）

　▼【2019年】『岩波国語辞典』（第8版）
こだわ-る こだはる［五自］
 ①ちょっとしたことにとらわれる。拘泥する。
「小事に－」▽元来は良い意味でない。

 ②特別の思い入れがある。「味と質に－」▽
（2）は近ごろの用法。

  （参考　【2011年】（第7版新版）では下記のとおり。
  ちょっとしたことにとらわれる。拘泥する。「小事に

－」▽元来は良い意味でない。近頃は特別の思い入
れがあることも言う。「味と質に－」）

　▼【2019年】『大辞林』（第4版）
こだわ・る こだはる（動ラ五［四］）
 ①心が何かにとらわれて，自由に考えること

ができなくなる。気にしなくてもいいようなこ
とを気にする。拘泥する。「金に－・る人」「済
んだことにいつまでも－・るな」

 ②普通は軽視されがちなことにまで好みを主
張する。「ビールの銘柄に－・る」　〔以下略〕

　▼【2018年】『広辞苑』（第7版）
こだわ・る コダハル［拘る］［自五］ … 
 ②些細なことにとらわれる。拘泥する。「形

式に－・る」 …
 ④些細な点にまで気を配る。思い入れする。
「材料に－・ったパン」

  （参考　【2008年】（第6版）では，上記④の内容が

③として配置されていた）
　▼【2014年】『三省堂国語辞典』（第7版）

こだわ・る［（▽拘る）］コダハル（自五）
 ①そればかりを（いつまでも）気にする。「お

かねに－」
 ②〔自分なりに〕こまかいことがらについて主

張をおし通す。自分の好みを追求する。「ビー
ルは銘柄（メイガラ）に－」

　▼【2006年】『日本国語大辞典』（精選版）
こだわ・る こだはる［自ラ五（四）］ …
 ②気にしなくてもいいようなことが心にかか

る。気持がとらわれる。拘泥する。＊当世
少年気質（1892）〈巖谷小波〉六「賤しい根
性は自然此間にこだはって居た」 …

 ④（②から転じて）ある物事に強く執着して，
そのことだけは譲れないという気持を持つ。
「本物の味にこだわる」

　▼〔参考〕
　【1996年】
　こだわる　普通は「気にしなくてもいいようなこ
とを気にする」という意味だが，近年は肯定的な
表現としても使われる。NHKでは1986年10月
の放送用語委員会で話題になり，「放送ではでき
るだけ本来の意味で使う」と答えている。（以下，
表1参照）

　　国語辞書でこの新しい意味を最初に載せたの
は大辞林1（88年）で，〈（いい意味で）細かいこ
とにやかましくする。「ビールは銘柄にこだわる」〉
と説明している。この「銘柄…」は最も多い用例
で，大辞林2も踏襲しているが，語釈は「普通は
軽視されがちなことにまで好みを主張する」に変
わっている。確かに「やかましくする」よりは適切
だが，（いい意味で）という注釈はあった方がわ
かりやすいと感じる人も多いだろう。

　　小型辞典で初めて新語義を採用した三国4は，
〈［自分なりに］こまかいことがらについて主張を
押し通す〉という説明で，やはり「主張」を使っ
ている。大辞泉・岩波5のように，「主張」は使
わない辞書もある。大辞泉は「妥協しないでとこ
とん追求するような，肯定的な意味でも用いられ
る」とし，用例に「一流の材料にこだわって作っ
た料理」を挙げている。確かに自分だけでひっ
そりと「こだわる」場合には「主張」は似合わない
（この点は従来の語義も同じ）。岩波5は「近頃は
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特別の思い入れがあることも言う」と注する。
　　「誤用」とした辞書は1点もなかった。近年の
新しい用法であることを記したものが4点あり，
有用な情報である。これに対し，三国4・大辞林
などは，従来の語義と新旧の区別はつかない形
になっている。昨年発行の5点のうち，3点が新
用法に触れていないのは目立つ。

　　なお，「こだわりの一品」のように，名詞形も
よく使われるようになったが，大辞林・大辞泉も 
「こだわり」には新用法が反映されていない。現
代例解2・新選7は，「こだわる」の中で「こだわ
り（名）」と簡便に名詞形を示す。

　〔木佐敬久（1996）「日本語の変化を辞書はどう反映
しているか ～「こだわる」から「ダイエット」まで～」『放
送研究と調査』46-5〕

　【1991年】
　…今後，「こだわる」は「あることに専心する（心
を集中する）」という，ニュートラルな意味となり，
補語的要素及び文脈からプラスの意味にも，マイ
ナスの意味にもとれるようになるのではないかと
思われる。現在は，その過渡期にあるといえよう。

（p.24）
　〔秋元美晴（1991）「「こだわる」の語義変化」『恵泉

女学園大学人文学部紀要』3〕

2.1.5　当日の席上での意見
　 • 「こだわる・こだわり」のプラス用法は，10年前

は認めてもよいと思っていたが，今では考えが
変わった。積極的には使わないほうがよい。こ
のような用法があまりにたくさん使われたせい
で，若者は逆に使わなくなりつつあるのではない
か。「これは俺のこだわりなんだぜ」などのよう
な言い方は実際には受け入れがたいだろう。プ
ラス用法は一時期の流行語のようなものであっ
たとするならば，これは別の言い方を模索してい
くのがよいのでは。

　 • 「こだわる・こだわり」のプラス用法を禁止するの
は不可能であり，認めざるをえない状況であろう。

　 • プラス用法は個人的に好きではないが，認めざ
るをえない。

　 • プラス用法は，自分では絶対に使わないことに
している。

　 • 本来の用法に価値を感じる人が一定数いること
も考慮に入れておきたい。

　 • プラス用法は，現代の国語辞典ではむしろ筆頭
のものとして掲載されてもよいはずである。「プ
ラス用法は不可」とわざわざ言う必要はないの
では。

　 • 放送にあたってはほかの言い回しができないか
どうかを議論することがよくあるが，結局「こだ
わり」を使ってしまうことが多い。

2.2　「鳥肌が立つ」の使い方

2.2.1　『NHKことばのハンドブック　第2版』
　　　	（2005（第18刷2020））

鳥肌が立つ

「鳥肌が立つ」というのは，気味の悪いものや恐ろ
しいものを見たときにゾクゾクして肌が粟

あわ

立つ様子
を言う。
しかし，最近ではスポーツや映画などで感激した
ときに，「感動で鳥肌が立つ」と言う人も増えてき
ている。こうした使い方には抵抗感を持つ人もい
るので，放送では本来の使い方を心がける。

2.2.2　調査結果

【2020.9調査】
「鳥肌が立つような深い感動を覚えた。」〔すばらしい演奏や
演技を見聞きした場合〕

わからない
どちらともいえない
おかしくない
おかしい

わからない

どちらともいえない

おかしくない

おかしい
29％

12

57

【2020.9調査】全国1,202人回答〔サンプル数4,000，有効回答率30.1％〕

【1998.10調査】
「鳥肌が立つような深い感動を覚えた。」〔スポーツ放送で〕

わからない
どちらともいえない
おかしくない
おかしい

わからない

どちらともいえない

おかしくない

おかしい17％18

62

【1998.10調査】全国1,405人回答〔サンプル数2,000，有効回答率70.3％〕
（深草（1999））
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【1992.4調査】
「鳥肌が立つような深い感動を覚えた。」〔スポーツ放送で〕

わからない
どちらともいえない
おかしくない
おかしい

わからない

どちらともいえない

おかしくない

おかしい

43％
19

32

【1992.4調査】全国1,393人回答〔サンプル数2,000，有効回答率69.7％〕
（最上（1992））

なお紙幅の関係で詳細は割愛するが，上掲の3
つの調査においては，「若い人ほど“おかしくない”
が多い」という傾向が比較的明瞭にみられる。

2.2.3　国語辞典の掲載例
　▼【2021年】『明鏡国語辞典』（第3版）

とり-はだ［鳥肌（鳥▽膚）］（名）
 寒さや恐怖などのために，皮膚に鳥の毛をむ

しったあとのようなぶつぶつが浮き出る現象。
「寒けがして－が立つ」「素晴らしい演技に－
が立つ」

 使い方  感動したときなどにいい意味でいう
のは，新しい使い方。

 （参考　【2010年】（第2版）では， 表現  の注 
記として下記の一文が示されている。

 表現 　近年「感動で［あまりのうれしさに］－が
立つ」などといい意味で使うのは，本来的ではな
い。）

　▼【2020年】『新明解国語辞典』（第8版）
とり はだ 0 ［鳥肌・鳥《膚］ … 
 運用  慣用句「鳥肌が立つ」は，本来の寒さ

や恐ろしさでぞっとする意から転じて，「負け
たと思っていた味方チームが九回裏に逆転満
塁ホームランを打ったのを見て鳥肌が立った」
などとひどく感激する意に用いることがある。

  （参考　【2012年】（第7版）では，運用  の末尾に下
記の一文が付されている。規範的な立場からは容認
されていない。）

　▼【2019年】『岩波国語辞典』（第8版）
とりはだ［鳥肌］ …
 ②『－（が）立つ』寒さ・恐怖などを強く感じ

る。また，感動する。「母校の優勝に鳥肌が
たった」▽感動する意は近ごろの用法。 …

  （参考　【2011年】（第7版新版）では下記のとおり。

▽近ごろは，感激の場合にも言う。）
　▼【2019年】『大辞林』（第4版）

とり はだ 0 ［鳥肌］
 ①寒さや恐ろしさ，あるいは不快感などのた

めに，皮膚の毛穴が縮まって，鳥の毛をむ
しったあとのようにぶつぶつが出る現象。総
毛立つこと。体温調節反射の一つ。「恐怖で
－が立つ」〔近年では深い感動を覚えた時な
どにもこの表現を用いることがある。「名演
奏に感動して－が立った」〕 …

　▼【2018年】『広辞苑』（第7版）
鳥肌が立つ
 寒さや恐怖・興奮などの強い刺激によって，

鳥肌が生ずる。総毛立つ。肌に粟を生ずる。
仙源抄「いららき。さむくて鳥肌のたちたる
けしき也」。「数学と聞くだけで鳥肌が立つ」
▽近年，感動した場合にも用いる。「名演奏
に鳥肌が立った」

　▼【2014年】『三省堂国語辞典』（第7版）
鳥肌が立つ 句
 ①寒さや怖（コワ）さのため，はだにぶつぶ

つが出る。
 ②ぞくぞくするくらい感動する。「－ほどの名

演技」〔一九八〇年代後半からの言い方〕
  （参考　【2008年】（第6版）では下記のとおり。
  とり はだ［鳥肌・鳥▽膚］〔名〕〔寒さや怖（コワ）さ

などのため，また，強い感動を受けたとき〕鳥の毛
をむしったあとのように，はだにぶつぶつが浮（ウ）
き出ること。また，そのはだ。「寒さで－が立つ〔=
鳥はだになる〕・－が立つほどの名演技」）

　▼【2006年】『日本国語大辞典』（精選版）
とりはだ-だ・つ［鳥肌立］［自タ五（四）］
 寒さや恐怖，また，興奮や感激などの強い

刺激によって，皮膚に鳥肌ができる。ぞっと
して総毛立つ。鳥肌が立つ。＊九冊本宝物
集（1179頃）四「左右の楽屋より乱声奏して，
とりはだたつやうにおぼえければ」

　▼〔参考〕
　【2004年】（紙面掲載は2003.9-2004.2の間）
　　「小学館の発行する全十三巻の「日本国語大
辞典」第二版（二〇〇一年）には，おやっと目を
引く用例が載っている。昭和初期のプロレタリア
作家・小林多喜二の小説「不在地主」から取られ
た一節で，「健は身体に鳥膚が立つ程興奮を感じ
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た」とある。〔改行〕 この作品が発表されたのは
一九二九年。同辞典の編集長の佐藤宏さん（50）
は「前後の文脈からみても，多喜二は明らかに
感激の意味合いで使っています。今のところ，『感
動の鳥肌』の最も古い用例でしょう」と説明する。

　〔読売新聞新日本語取材班（2004）『乱れているか？ 
テレビの言葉　新日本語の現場 第2集』，p.43〕

　【1996年】
　鳥肌が立つ　「試合終了の，あのサイレンの響
きに，いつも感動して鳥肌が立つ」（朝日新聞
88.8.23「久和ひとみ・ひとみの瞳」）という例を
国広哲弥氏が挙げている（『日本語誤用・慣用小
辞典』講談社新書，91年）。恐怖や強い嫌悪感
ではなく，強い感動を表すのに，この「鳥肌が立
つ」を使う人が若い人の中に増えてきた。

　NHKでは「こうした使い方には抵抗感を持つ人
もいるので，放送では本来の使い方を心がける」

（HB）〔引用者注『ことばのハンドブック』〕としている。
　辞書ではまだ載せているものは皆無である。
　〔木佐敬久（1996）「日本語の変化を辞書はどう反映

しているか ～「こだわる」から「ダイエット」まで～」『放
送研究と調査』46-5〕

2.2.4　当日の席上での意見
　 • 「鳥肌」のプラス用法は，今後さらに広がってい

くであろう。
　 • 本来の意味で使うようなことは，むしろ現実には

少ないのでは。

2.3　「全然」の使い方

2.3.1　『放送用語研究Ⅱ　放送のことばを選ぶ		
　　　		－語法と語い』

（NHK総合放送文化研究所編，1970）

　「全然」は「全然できない」のように打消の呼応
をともなうのが本来であるが，「全然だめだ」「全然
無意味だ」「全然むだだ」などは「全然いい」ほど
には抵抗を感じない。　　　　　　　　　（p.48）

  （現行の『NHKことばのハンドブック　第2版』（2005
（第16刷2017））には，「全然」の項なし）

2.3.2　調査結果

【2020.9調査】
「思っていたよりも，全然よかった。」

わからない
どちらともいえない
おかしくない
おかしい

わからない

どちらともいえない

おかしくない

おかしい

49％

12

37

【2020.9調査】全国1,202人回答〔サンプル数4,000，有効回答率30.1％〕

【2014.1調査】
「こちらのほうが，全然お得です。」

わからない
どちらともいえない
おかしくない
おかしい

わからない

どちらともいえない

おかしくない

おかしい

63％

13

23

【2014.1調査】全国1,339人回答〔サンプル数2,000，有効回答率67.0％〕
（塩田ほか（2015））

【1993.1調査】
「こちらのほうが，全然お得です。」

わからない
どちらともいえない
おかしくない
おかしい

わからない

どちらともいえない

おかしくない

おかしい

71％

4

19

【1993.1調査】全国1,406人回答〔サンプル数2,000，有効回答率70.3％〕
（大西ほか（1993））

2.3.3　過去の放送用語委員会関連
　　　	（「全然」の実例，座談会での発言から）
【1963年】座談会「日本語のアクセント」

家喜	… 外来語にわざわざアクセントをつけている
のはおかし

ママ

という点ですけれどもそのアクセント
が英語なら英語ドイツ語ならドイツ語の本来のア
クセントと全然同じとは必ずしも言ってないんで
すね。

（番組研究部用語研究班（1964.2）「座談会　日本語
のアクセント」『文研月報』14-2 p.13 から；下線は塩
田による；発言者の家喜富士雄は当時の番組研究部
副部長）
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【1964年】座談会「日本語の現状と将来」

開高	… そこをよりすぐってはいってきた人たちの
個性とかそういうものは全然殺されてしまってい
て，おびただしい知力の浪費があるんじゃない
かと思うんですよ。

（番組研究部用語研究班（1964.4）「座談会　日本
語の現状と将来」『文研月報』14-4 p.11から；下
線は塩田による；発言者は作家の開高健）

2.3.4　国語辞典の掲載例
　▼【2021年】『明鏡国語辞典』（第3版）

ぜん-ぜん［全然］（副）
 ① （下に否定的な表現を伴って）全面的な否

定を表す。ちっとも。まるで。まったく。「意
味が－分からない」「－いいところがない」

「そんな心配は－不要だ」▽もと肯定表現で，
まったく，まるっきりの意でも使った。「三人
が－翻訳権を与次郎に委任する事にした〈漱
石〉」

 ② 〔新〕程度の差が明らかであるさま。断然。
「こっちのほうが－大きい」「私よりも－若く見
える」

 ③ 〔新〕（否定的な状況や懸念をくつがえす気
持ちで）まったく問題なく。「－平気だよ」

  （参考　【2010年】（第2版）では，②③に関して，
〔新〕ではなく〔俗〕が付されている）

　▼【2020年】『新明解国語辞典』（第8版）
ぜん ぜん 0 ［全然］（副）
 〔否定表現と呼応して〕あらゆる点から見て，

その否定的な状態が認められる意を表す。 
「－変わらない／－なってない／－だめだ／こ
のところ売り上げが－だ〔＝まったく良くない〕」

 〔古くからあった否定表現を伴わず，「非常に」
の意を表わす用法も最近は多くなった。例，

「－おもしろい」〕
　▼【2019年】『岩波国語辞典』（第8版）

ぜんぜん［全然］［副］全く。
 ㋐ 《後に打消しの言い方や否定的な意味の

表現を伴って》まるっきり。「－読めない」「－
だめだ」▽この意で「「痛まないか」「－」」のよ
うな省略表現がよく使われる。

 ㋑ すっかり。全面的に。「心は－そこに集中
していた」「－同意だ」

 ㋒ 俗に，非常に。断然。「都会への憧れが
－強かった」「－かわいい」

  （参考　【2011年】（第7版新版）では㋐㋑のみを明
示し，下記が付されている。

  ▽㋑の用法もよく使われるが，「非常に」「断然」の
意に使うのは誤用。）

　▼【2019年】『大辞林』（第4版）
ぜん ぜん 0 ［全然］
 一 （副）① （打ち消し，または「だめ」のよう

な否定的な語を下に伴って）一つ残らず。あ
らゆる点で。まるきり。全く。「雪は－残って
いない」「金は－ない」「－だめだ」

 ② あますところなく。ことごとく。全く。すべ
て。すっかり。「一体生徒が－悪るいです／
坊っちゃん漱石」「母は－同意して／何処へ白

鳥」
 ③ （多く話し言葉で）非常に。とても。「－い

い」 …
 〔明治・大正期には，もともと一 ②の「すべて」 
「すっかり」の意で肯定表現にも用いられてい
たが，次第に下に打ち消しを伴う一 ①の用
法が強く意識されるようになった。一 ③の意
で肯定表現を伴って「全然おいしい」などと
程度の強調を表す用法は近年の俗用とされ
る〕

  （参考　【2006年】（第3版）では，下記のとおり。
  〔 … 強く意識されるようになった。近年，一 ③の意

で肯定表現を伴って「全然おいしい」などと程度の
強調を表す用法が見られるが，これは俗用である〕）

　▼【2018年】『広辞苑』（第7版）
ぜん-ぜん［全然］ …
 二 ［副］①すべての点で。すっかり。岸田国

士，文学か戯曲か「戯曲の価値と演劇の価
値とは－別物である」

 ② （下に打消の言い方や否定的意味の語を
伴って）全く。まるで。「－わからない」「－駄
目だ」

 ③ （俗な用法）（予想や懸念に反して）全く。
非常に。「前に作ったのより－おいしい」「こっ
ちの方が－便利」

  （参考　【2008年】（第6版）では，下記のとおり。
  … ③（俗な用法で，肯定的にも使う）全く。非常に。
「－同感です」）

　▼【2014年】『三省堂国語辞典』（第7版）
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ぜん ぜん［全然］（副）
 ① 〔下に打ち消しや「ちがう・別だ」などのこ

とばが続いて〕すこしも。まるで。「何があっ
たか－知らない・あいつは－だめだ」

 ② 完全に。すっかり。「－言いがかりという
ものだ・鼻が－つまっちゃってるね」

 ▽〔①の用法だけが本来とされることが多い
が，戦前から，①②の用法がともに使われた。
戦後，①が特に広まった〕

 ③ 〔話〕ほかとくらべて。断然。「いつもの授
業とちがって－楽しかった」

 ④ 〔話〕心配する必要がない，問題がない，
ということをあらわす。「『この服，変じゃな
いかな』『ううん，－かわいいよ』・『行っても
いいですか？』『－来てください』」

  （参考　【2008年】（第6版）では下記のとおり。
   ④は無し。
  … ③ 〔俗〕〔ほかとくらべて，また，自分の予想や人

の意見とちがって〕ひじょうに。「－かわいい」）
　▼【2006年】『日本国語大辞典』（精選版）

ぜん-ぜん［全然］ …
 二 ［副］①残るところなく。すべてにわたっ

て。ことごとく。すっかり。全部。
 … ＊牛肉と馬鈴薯（1901）〈国木田独歩〉「僕

は全然ゼンゼン恋の奴隷やっこであったから」
 ② （下に打消を伴って）ちっとも。少しも。＊

吾輩は猫である（1905-06）〈夏目漱石〉五「全
然似寄らぬマドンナを双幅見せろと逼ると同
じく」

 ③ （口頭語で肯定表現を強める）非常に。＊
安吾巷談（1950）〈坂口安吾〉田園ハレム「ア
プレゲールは全然エライよ」

 語誌  … 「全然」は「すべてにわたって」「残
るところなく」「全部」というような意味で，
二 ①②のように，もともとは肯定表現にも否
定表現にも使うことができた。否定表現との
結びつきが強まるのは大正末から昭和にか
けてである。（4）二 ③は，昭和二〇年以後に
現われた用法で，肯定表現を伴う点では二 
①と似ているが，①のように「残らず」「全部」
の意味は含まず，ある状態の程度を強調す
るだけの働きである点が異なる。多くの人が
これを奇異な使い方に感じたのは，否定表
現を伴わないということだけではなく，二 ①

とは違って，「とても」「非常に」と同様，単
なる程度強調に使われたということが大きな
理由である。

2.3.5　当日の席上での意見
　 • 視聴者に無用な混乱を与える必要はなく，「全然

＋肯定」をあえて認めなくてもよいだろう。
　 • 「全然」のあとには必ず否定が来るというのは，

論理的に説明できない。
　 • 「全然」は，中国・日本ともに肯定につくところ

から始まっており，「全然＋否定」が絶対的で
あったという考え方は研究の領域ではもはや「迷
信」であるとすら言う人もいる。一方で，報道な
どでの使用には注意が必要だろう。

　 • 「おいしくないでしょう」と問われて「全然おいし
いよ」と言うように，「前の文脈を否定する」場合
には，抵抗感は少ない。

3　全体を通して（当日の席上での意見）

　 • 今回のような問題を考えるのにあたっては，やは
り調査をおこなって現状をきちんと把握するとい
うことが大事である。正確なデータに基づいて
判断していれば，どのような決定に至ったとして
も問題はない。

  また，「放送の種類によって，基準を使い分ける」
という観点もありうるかもしれない。

　 • ことばの使い方・意識は10年でだいぶ変わる
ものであり，今回のものはいずれも「誤り」では
なく「許容範囲」（新しい言い方であるが，それ
を今使うことが許せるかどうか）に入ってきてい
る。

　 • 放送では，ある言い方に関して「引っかからない
人が多い」としても，正しい使い方でないと視聴
者からの指摘を受けることがある。

　 • 放送用語は現実の日本語の変化に半歩遅れて
ついていくという姿勢は，譲れないものである。
もっとほかの言い回しはないか，違う表現はで
きないかを考え続けたい。

　 • 本来の用法のほうが逆におかしいと感じる人が
多くなってきた場合には，なんらかの手当てが
必要であろう。

　 • 放送の視聴者層がどちらかというと高齢層寄り
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であることを考えると，伝統的な言い方・用法を
重視するということを考えてもよいかもしれない。

塩田雄大（しおだ たけひろ）

［引用した調査一覧］
 ・ 【2021.2調査】全国1,208人回答〔サンプル数4,000，
有効回答率30.2％〕
 ・ 【2020.9調査】全国1,202人回答〔サンプル数4,000，
有効回答率30.1％〕
 ・ 【2014.1調査】全国1,339人回答〔サンプル数2,000，
有効回答率67.0％〕（塩田ほか（2015））
 ・ 【2012.1調査】全国1,338人回答〔サンプル数2,000，
有効回答率66.9％〕（塩田（2012））
 ・ 【1999.11調査】全国1,363人回答〔サンプル数2,000，
有効回答率68.2％〕（柴田ほか（2000））
 ・ 【1998.10調査】全国1,405人回答〔サンプル数2,000，
有効回答率70.3％〕（深草（1999））
 ・ 【1993.12調査】全国1,373人回答〔サンプル数2,000,
有効回答率68.7％〕（浅井ほか（1994））
 ・ 【1993.1調査】全国1,406人回答〔サンプル数2,000，
有効回答率70.3％〕（大西ほか（1993））
 ・ 【1992.4調査】全国1,393人回答〔サンプル数2,000，
有効回答率69.7％〕（最上（1992））
 ・ 【1991.4調査】全国1,433人回答〔サンプル数2,000,
有効回答率71.7％〕（吉川ほか（1991））
 ・ 【1989.2調査】東京100キロ圏の16歳以上男女1,185
人回答〔サンプル数1,800，有効回答率65.8％〕（石
野ほか（1989））

〔参考〕【1980年】有識者（136人）アンケート（石野
（1980））

［上記調査関連文献］
 ・ 浅井真慧・加治木美奈子（1994）「「完ぺきに失敗」
はおかしい？ ～ことばのゆれ全国調査から～」『放送
研究と調査』44-7
 ・ 石野博史（1980）「“ゆれ”のあることば　－有識者ア
ンケート結果報告－」『文研月報』30-12
 ・ 石野博史・丸田実・土屋健（1989）「第三回言語環境
調査から　ことばの正しさ美しさ」『放送研究と調査』
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