文研・放送用語委員会 1300 回記念行事

座談会「放送のことばと日本語の未来」
田中浩史

NHK 放送文化研究所が主宰する「放送用語委員会」は，昭和9（1934）年に「放送用語並
発音改善調査委員会」として発足して組織的な研究を始めて以来，73年が経過し，10月11
日の本部開催委員会で1300回の節目を迎えた。これを記念して，9月19日に放送用語委員
やかつての文研研究員を文研に招いて座談会を開き，放送用語委員会の歩みを振り返ると
ともに日本語の未来について議論を深めた。その内容を掲載する。
出席者は次の 5 氏（敬称略）
名古屋外国語大学長
水谷
修
明海大学教授
井上 史雄
大分大学教授
日高貢一郎
元放送文化研究所
米田
武
日本文字放送（元放送文化研究所）
浅井 真慧
＊司会はメディア研究部放送用語班 塩田雄大専任研究員

NHK の放送のことばはどう創られてきたか

2

ますね。むしろ現実の日本人の社会生活のこ
とばを反映していると思うのです。社会生活

塩田）きょうは「放送のことばや表現」につい

の中で社会を構築する人間関係，コミュニケー

て，日本人や日本語といった比較的大きな視点

ションを支えていくきちんとしたことばづかい

からお話を伺いたいと思います。まず水谷さん

というのを，今の NHK の番組は基本にしてい

は「NHK 放送用語委員会」の果たしてきた役

ると思います。そうした放送番組のことばは，

割についてはどのようにお考えですか。

NHK の放送用語委員会などが中心になって決

水谷）このごろテレビの再放送で『新日本紀行』

めてきたと思われますので，それは大変だっ

とか『日本の素顔』などが放送されています

たと考えます。しかもその成果はすごく大きな

が，それらを見ていてつくづく思うのは，アナ

ものを作り上げてきたと評価できます。

ウンサーの語りが芸術的だともいえるぐらいき

また，放送を離れて日本人のことばづかい

れいだということですね。そういう放送番組の

という点から考えても，国民はNHKの放送の

中のことばが，とても丁寧に扱われていた。け

影響を大きく受けてきたと思うのです。以前は

れども，最近の紀行ものの番組はそういう美

政治家の演説も「絶叫型」の演説が多かったわ

しさを追求するような形ではなくなってきてい

けですが，放送の影響もあってか，それがだ
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んだん時間とともに変わっ

わりやすい日本語」など，いろいろなレベルの

て，身近なことば，人と対

考え方があります。NHK としては誰を対象に

話をすることばのほうへと

基準づくりをすべきだと思われますか。具体

変化してきているのです。

的には外国人が学ぶ日本語のお手本といった

このように，放送のこと

こともこれからは視野に入れていく必要がある

ばが社会に大きな影響を及

のでしょうか。

ぼすのは，放送番組以外に

水谷）外国人が学ぶ日本語のお手本も絶対に

社会生活を支えることばのお手本がほかにな

用意すべきだと思うのです。しかし，これは実

かったからなんです。家族の中で話をすると

は周辺の問題です。問題はむしろ日本人のた

いう場合と社会生活の中でことばを使うという

めの日本語をどうするかということだと思うの

のとは，ことば自体もことばの使い方も違いま

です。しかしそれを決めることは非常につらい

す。その社会生活の中で使われることばのお

面があるのです。なぜかといいますと，放送の

手本をNHKは模索して提示し続け，そこから

場合は不特定多数に開かれていて全国民が対

いろいろ人が勉強する手がかりを得ていたと

象になります。その人たちの需要のすべてを分

いうことは，意外に言われてきていないことで

析しきるということは非常に難しい。ですから

すが，本当はそこがいちばん大事なお仕事だっ

全国民の共通点，共通項を探し出して，みんな

たと僕は思うのです。

が賛成してくれることばを「お手本」として提

＜水谷

修 氏＞

実際に社会生活の中で使われているお手本

示しなければなりません。その場合に，何を標

となるようなことばがないと，私たちは日本の

準とするかいうことが問題で，不特定多数を対

ことばを学ぶことができないんです。断片的な

象にした規範づくりは容易なことではありませ

辞書だけから何かことばの知識を得たとして

ん。たしかに苦労はするけれども，その積み重

も，自分の話し方をどう組み立てるかというこ

ねが「すべての日本人に対して役に立つことば

とにはつながらない。社会生活のことばは国

を提供し続ける」という形で社会に大きな貢献

語の教科書とはまた違うものですが，NHKは

をすることになると思います。これは NHK し

日本人が社会生活で使うことばについて学ぶ

かしていないし，できないでしょう。

機会を用意するという大きな大仕事を何十年

今は民間放送があって，たくさんのことばを

もやり続けてきたんだと僕は思っています。そ

使う専門家が活躍していますが，社会生活の

のことについては，これからもその役割は変

言語と，民放の番組で主に使う娯楽のための

わらないのであって，日本語の将来について

言語とは要素が違ってくると思うのです。社

も，NHKとして果たさなければならない責任

会生活の中の日本語という観点からいうと，民

がきっとあるだろうと思うのです。

放もNHKで作りだした『NHK日本語発音アク

塩田）その水谷さんご指摘の「お手本」とい

セント辞典』1）や『アナウンス読本』2）などを勉

うことですが，その場合，一般的には「標準語」

強して初めて伸びてきているのが実態ですか

とか「共通語」といったものがありますし，あ

ら，その意味ではNHKは民放にも役に立つ仕

るいは「美しい日本語」
「正しい日本語」
「伝

事をしてきていると思います。自信を持ってこ
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れからも苦労をし続けながらやっていくべきだ

始していましたからそれを見て，日本でも新聞

と思っています。

社などが上野あたりで博覧会をやってスピー

塩田）米田さんは昭和 50 年代に長らく用語研

カーから一生懸命「音のことば」を流していま

究部長をなさっていましたが，放送開始当初

した。そういうところに「アナウンサーらしき

の放送のことばはどのようなものだったと想像

人」がいてしゃべっている。それはたぶん，芝

なさいますか。

居の口上のようなものだったかもしれないし，

米田）放送が始まったのは大正 14（1925）年

三遊亭円朝が芝居ばなしをしていたそういう調

ですが，3 月に試験放送が

子もあったかもしれません。それから学校の教

芝浦で始まったわけです。

科書を小学校の先生が読んで聞かせるといっ

そうしましたら東京の下町

たような調子もあったかもしれません。とにか

の州崎というところで火事

くアナウンサーという役割の人が，
「おれはこ

があったんです。小学校か

れでいこう」
「私はこれでいきましょう」という

ら出た火が近所の遊郭に燃

形で放送のことばがスタートしたのじゃないか

え移りました。これはすぐ

なと思うのです。つまり，ふだんの話し方とは

放送しなければいけないと，通信社から送られ

ちょっと違っていた，というのが放送言語の始

てきた原稿を「です」
「ます」調に書きなおし

まりだったのではないかと想像するのです。

＜米田

武 氏＞

て放送しました。でもそのニュースは耳で聞い

昭和の初めからいろいろな演説家が出まし

ていた人々に，ある種の戸惑いと衝撃を与えた

たが，名演説家といわれた永井柳太郎 3）とい

と，当時の新聞が書いているのです。その一節

う人はとても流ちょうな調子で演説をしました

は「数千の遊女が赤いけだしをひるがえして逃

ね。そういう調子が野球の実況放送などに取

げまどうさまは，凄惨をきわめました。
」という

り入れられて，野球放送のことばになっていっ

文章なんです。そのときには，もちろん放送用

たと思うのです。一種の流れるような調子で

語委員会はまだできていませんでしたが，もし

すね。それが喜ばれていると思ったら，あると

われわれがその委員だとしたら，それをそのま

き評判が悪くなったんです。これに対して漫

ま放送に出したかどうかです。たぶん出しませ

画家の岡本一平 4）は，マイクロホンの前に人形

んよ。まず，数千の遊女の「数千」というのは

を置き，その人形に話しかけるようにしゃべり

大げさです。
「遊女」ということばもどうでしょ

出した。そうするとそれが意外に好評だった，

うか。そして「赤いけだしをひるがえして逃げ

ということが当時の雑誌に書いてあるんです。

まどう」という表現。それが放送で耳から飛び

その二つの流れが放送の初めからできてきて，

込んできたときの衝撃は，新聞とはかなり違っ

今のような形になるまでにいろいろな変遷が

ていたのではないかと思うのです。

あったのではないかなと思います。

そこを出発点として，放送でどういうことば
でどう読んで伝えていくかという「お手本さが

4

放送用語委員会の歩み

し」や「お手本作り」が始まったと思うのです。

塩田）日本語の場合，文字の言語としては明

そのころは，アメリカが日本より早く放送を開

治・大正を経てしだいに標準語ができてきた
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と言われていたのですが，放送が始まりアナ

があったと思います。昭和

ウンサーが実際にしゃべってみると，実はそん

10年の12月には『ニュース

なに簡単に一つの形にできるような問題では

の文体及び語法』
というよう

なかった。浅井さんは文研で放送用語の担当

な部内冊子が出されました。

者として 30 年以上も放送用語の歴史について

そのあとを受けて「ニュース

ずっと研究されていましたが，
「放送用語の歴

用語調査委員会」という名

史的流れ」をお話しいただけますか。

＜浅井真慧 氏＞

称でニュースに関すること

浅井）米田さんがお話しになったように，放送

を委員会で審議しています。そこで
『放送ニュー

が始まった初期に耳から伝えられる情報は，そ

ス編輯便覧』とか『放送報道編輯例』という資料

れまで伝達の役割を果たしてきた新聞などの文

が作られています。昭和18年の1月に『日本語

字媒体と違って，国民の皆さんに衝撃を与え，

アクセント辞典』が出ました。これが今の『NHK

それと同時にかなりの興味も持たれたのではな

日本語発音アクセント辞典』
のもとです。
「ニュー

いかと思います。そして昭和の初期に，国の国

ス用語調査委員会」は，戦争の末期になって戦

語問題調査会などから「標準語の確立について

局が厳しくなってきたため，昭和20年は2，3回

放送の役割がいろいろと大きいので，ぜひとも

しか委員会が開かれていません。昭和20年の5

日本放送協会が放送用語に関する検討機関を

月には，もう委員会をやっている時期ではない

設けてほしい」という要望が来たり，各界の文

ということで，休会となっています。

化人たちからも「放送で標準語を確立するため

それから戦後になりますが，21年の4 月から

の努力をしてほしい」という意見が多く寄せら

は「用語研究会」という名称に変わります。そ

れて，昭和 9（1934）年の 1 月に「放送用語並

して6 月には放送文化研究所が設立されまし

5）

発音改善調査委員会」 が設立されたわけです。

た。このときまで用語に関する担当部局は報

ついで昭和 10 年の 3 月に『放送用語の調査に

道のほうにあったんですが，それが放送文化

関する一般方針』というかなり大部にわたる一

研究所に移行して，用語に関することは放送

般方針が確立されています。
ということは，1 年間はほと
んどこの調査に関する一般
方針を確立するための委員
会だったと思います。
放送が始まった当初，放
送の役割としては報道機関
という要素がかなり強くあっ
たので，ニュースについては
早くから調査をしてその方
向性や放送の用語を確立し
なければいけないということ

＜年表 1 ＞放送用語委員会の歩み①
①放送用語委員会の歩みと業績
Ⅰ）放送用語の基礎確立期（戦前・戦中期）

〈 昭和 9（1934）年 1 月〜昭和 20（1945）年 5 月 〉

放送用語委員会の発足は，昭和9（1934）年1月11日の「放送用語並発音改善調査
委員会」
で，
『ニュースの文体及び語法』
『アナウンサー用語集』
『日本語アクセント辞典』
などの刊行物をまとめ，放送用語の確立のための検討をおこなった。初期は毎月2回
開催。戦時中は中断・休止もあった。
＊昭和 9 年 1 月 11 日 第 1 回委員会
議題：
「１. 放送ニュース用語及発音の標準化」「6. 流行語，新語」
「11. 同音語及聴き取り難きことばの整理」など 12 項目。
＊昭和 10 年 3 月「放送用語の調査に関する一般方針」を発表。
以降，これに基づいて，放送用語の調査研究がなされた。
＊出版物：
『宮廷敬語』『アナウンサー用語集』『常用漢語発音整理表』『ニュース
文体及び語法』
『カ行鼻濁音の発音例』『基本動詞アクセント表（稿）』『基本ア
ナウンス』
『日本語アクセント辞典』『同音語類音語』など。
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ちんとした形を用意して強

＜年表 2 ＞放送用語委員会の歩み②

力なシステムを作る必要が

Ⅱ）聞かれるニュースの確立期（戦後期）

〈 昭和 21（1946）年 4 月〜昭和 36（1961）年 8 月〉

昭和21年の放送文化研究所設立に伴い放送文化研究所が用語を担当するようにな
り，ニュース文体の検討を中心に『難語言いかえ集』や『外来語集』をまとめて，聴取
者が耳で聞いてわかることばの確立を目指した。

あると考えたのではないか
なと感じていました。
米田）国研と文研（放送文

＊昭和 21 年 6 月「放送文化研究所」設立。
時々に問題となった語句および放送原稿を検討し，
『放送用語』『放送文化研
究所月報』などに検討内容を掲載した。

化研究所）と統計数理研究

＊昭和 24 年〜昭和 26 年『日本語アクセント辞典』改訂作業

同でニュースの理解度調査

＊昭和 25 年〜『国立国語研究所との共同研究による調査研究報告書』

をやっていますね。そうい

＊昭和 28 年〜テレビ本放送開始後『テレビの用字・用語と書き方』
＊昭和 32 年〜スポーツ用語を検討し，東京オリンピックに備えて，『スポーツ辞
典』を刊行。
＊出版物：『ラジオニュースの書き方』
『外国音楽家の呼び方』
『外国地名の呼び方』
『日本語アクセント辞典』など

所 9）がいっしょになって共

うことをやるには報道の中
にあったニュースという小
さな部門だけの用語の研究
会ではちょっと荷が重かっ

文化研究所が担当するということに変わりまし

た。もう少し広い調査というものを必要とする

た。そして26 年の3 月に『日本語アクセント辞

ということで，たぶん報道部門から放送文化

典』が出されます。これは小型のＢ6 判ですが，

研究所のほうへ移したのではないかと思いま

アナウンサーの方がかなり活用なさった辞典

す。国研と数理研究所と文研がいっしょになっ

だと思います。アナウンサーのことばのアクセ

て仕事をした結果としては，たしか「ニュース

ントが統一されていきました。それで 26 年の

が理解できないのは，難しいことばが多かっ

6 月からは「放送用語調査委員会」
，36 年の9 月

たから」という見解を出していますね。

からは「放送用語委員会」と名称を変えて，さ

浅井）米田さんのご指摘の研究ですが，昭和

まざまな刊行物を出しています。

25 年の 4 月に『放送における言語的条件と理
解度の関係の実証的研究』を，国立国語研究

文研と他機関との共同研究時代

所と共同でやっています。それからもう一つ昭

米田）水谷さん，国研（国立国語研究所）

6）

が設立されたのも，NHK 放送文化研究所

と

和 26 年の 8 月に『放送言語理解尺度設定の基
礎的研究』を，これは「放送用語調査委員会」

相前後しているのではないかと思いますがい

になってすぐにおこなっていますね。

かがですか。

塩田）昔は，書きことばは国研で，音声言語

水谷）そうですね。戦後の混乱期が終わったあ

は文研で，という話を聞いたこともありますし，

と日本を再建するのに何が必要かと考えたとき，

国研で編集している『国語年鑑』という年鑑

8）

さ

がありますが，昭和 50 年代中ごろまでは巻末

んたちが国立国語研究所を，独立の法律を支え

に「その年の放送用語委員会の決定事項」を

にして作ったわけです。放送の場合もきっとそ

まとめたものが載っていたんですね。それが

ういうことがあったんだろうと思います。
「放送

途中から載らなくなってしまいました。どんな

用語委員会」ということばを選ばれたのも，き

事情があったのでしょうか。

ことばの問題から始めなければと山本有三

6

7）
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水谷）それは，今のお話のような昭和 20 年

るようなものに，放送のことばが転換していっ

代の終わりのころは音声言語に対する関心も

たわけです。華やかではあったのですが，実

あったわけですね。ところが，そのあとの言

際にニュースなどを読んでいるアナウンサーに

語政策の中で今の文化庁，前の文部省の調整

はとにかく苦情の投書がたくさん来ていて，非

部局の中の国語課が中心になって国語政策を

常にびっくりしたということです。それまでは

進めたのが，漢字の問題を中心にした政策で，

「お前の話は下手だ」とか「アクセントが悪い」

国語研究所はエネルギーをそれにほとんどそ

とか言われたことはたぶんなかったと思うの

がれてしまった。ですから，今のような文研と

です。放送のマイクロホンの前に立った人は，

国語研究所が，あるいは統数研もいっしょに

具体的に言いますと，教師，声楽家，株式の

なってやるという体制は 30 年代ごろからは消

専門家，新聞記者，といった人たちなんです。

えていってしまったんですね。

先生はたぶん，教壇に立っているからマイクロ

米田）音声言語派から見たら大変に惜しいで

ホンの前でもきっとしゃべれるだろうと思われ

すね。

たのでしょう。声楽家は声が美しいからアナウ

水谷）残念なことです。国語審議会の報告も，

ンサーにいいだろうと。ところが，こういう人

話しことばに多少関連するのは，敬語に関す

たちのかなりの人が短い期間で仕事をやめて

る報告が一つあるだけで，あとはみんな文字

いるんです。理由はともあれ，とにかく適性が

なんです。それで 7 年前に，もとへまたちょっ

十分ではなかった。その道の専門家だからア

と戻して敬語の問題をやってみたのですが，

ナウンサーができるのではなくて，マイクロホ

日本語に関する研究や調査などは総力をあげ

ンの前に立って話すということは，何かほかの

てやっていかないと役に立たないんです。そ

要素がいるんだなということは，しだいにみん

の意味ではもう新しい時代に入ってもいいか

なわかってきていたと思うのです。

なと思うのですがね。

ところが，わかってきた人たちにも苦情が来
た。それは地名と人名です。これは間違えた

初期のアナウンサーは苦闘の連続

らすぐ来る。例えば茨城県に取手というところ

塩田）米田さんは，放送初期のアナウンサー

があります。これを「とって」と読んだり，宮

の苦悩や努力や実践といったものについて，

城県の小牛田を「こうしだ」と読んだりすると

現役アナウンサーのころからお調べになって

すぐに投書が来ます。とにかくアナウンサーは

いると思いますが，お話を聞かせていただけ

みな頭の中が混乱して，たまりかねた有志が

ますか。

地名と人名のちょっとしたパンフレットみたい

米田）まず放送が始まった大正 14（1925）年

なものを作ったのです。これが音声言語の辞

から昭和 9（1934）年に放送用語の委員会が

書のたぐいの最初のものではないでしょうか。

できるまでのおよそ 10 年間は，委員会という

いかにアナウンサーが固有名詞などに困って

ものはなかったけれども，放送はどんどん続け

いたかということがよくわかると思います。

られていて，その中で特にスポーツ放送を中

その中でも心ある人は，私たちはとにかく放

心にして，華やかにそして人々の喝采を浴び

送言語の標準に困っている。いったい方言と

NOVEMBER 2007

7

共通語のアクセントの違いは何かとか，漢字

ないか」と自分を基準に言うのです。当時日

の読み方や外来語はどうするか，などというこ

本人の中にはそれだけさまざまなことばのアク

とについて，きちんとした基準を示してほしい

セントや話し方があったのだということです。

ということを言っているのですね。その人たち

浅井）ことばに関しては，用語委員会ができる

の希望がかなえられるのは，昭和 9（1934）年

前にも，
「ことばの講座」という番組があって，

です。そのときに第1回の全国アナウンサー会

昭和 5 年の 8 月と 12 月，それから昭和 8 年の

議が開かれて，そこに集まった人が，今，私

4 月から 10 年の 12 月まで放送されていたよう

が申し上げたいくつかの項目を出して，こうい

です。標準語を普及しようという目的でこうい

うことについてきちんとした基準を是非示して

う番組も作られたのだと思います。

もらいたい，という要望を出したんです。
塩田）当時は，放送する側にもその基準を決

方言と共通語の微妙で複雑な関係

めてくれという希望がありましたし，聞き手の

塩田）日高さん，
方言と共通語の面から見ると，

ほうもそれを望む声が強かったんでしょうか。

昔と今とではどういうところがどう変わってき

米田）そのころは新聞や雑誌に，放送のこと

ているんでしょうか。

が今よりたくさん書かれてあるわけです。そし

日高）方言そのものは，今は「地方の個性」と

てそのやり玉にあがっているのはまずアナウン

いうとらえ方がむしろ一般化してきたと思うん

サー，次に講座の講演者という人たちですね。

です。私自身も宮崎の出身で東京に出てきたと

そこに投書をしてくる人は，客観的な投書で

きに，アクセントが無アクセントだったし，東

はなくて，
例えば「おれのアクセントと違うじゃ

京のことばをいかに早く獲得するかということ

＜年表 3 ＞放送用語委員会の歩み③
Ⅲ）テレビの放送用語検討期から現在
〈 昭和 36（1961）年 9 月〜〉

テレビ放送充実に伴い，昭和49 年開始の『ニュースセンター 9時』などを通じて，
放送のことばを話しことばに近づけようとする議論が，放送用語委員会で盛んに交わ
された。社会一般での基準が一定でない「ことばのゆれ」に関する世論調査が始まり，
用語委員会のこれまでのルールを変更したり，新たな基準を作ったりした。
＊昭和 40 年 3 月，昭和 41 年 8 月
『ＮＨＫ用字用語辞典』
『日本語発音アクセント辞典』を発行。
＊昭和 41 年〜昭和 43 年「放送用語速報」を配付
放送用語の決定内容をできるだけ早く放送現場に周知するように発行。
＊昭和 44 年 3 月『ＮＨＫ放送用語ハンドブック』
昭和 36 年版『放送用語参考辞典』再審議のため，語彙，語法，発音などを集
中的に審議。『放送用語辞典』としてハンドブックを作成
＊昭和 50 年 3 月 放送用語 40 年
放送用語の業績をまとめて『放送用語論』を編集・刊行。
＊平成 3 年〜「ことばのゆれ」世論調査をおこない，ルールの変更をしたり，新
たな基準を作る際の資料を作成したりした。
＊平成 19 年

放送用語委員会 1300 回を迎える。

＊出版物：（上記以外）『ＮＨＫ用字用語辞典第 2 版／第 3 版』『ＮＨＫ日本語発
音アクセント辞典』
『ＮＨＫ放送のことばハンドブック』『ＮＨＫこと
ばのハンドブック初版／第 2 版』
『気象・災害ハンドブック』など。
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に一生懸命でした。
だけど，その後の世論調
査では，方言のほうを大事
にしなければいけないとい
うことを，特に若い人たち
が言ってますね。文研が昭
和54 年に世論調査所と一緒
に行った「ことばに関する意
識調査」10）で，
「これから先，
共通語と方言とどちらを大
事にする教育をすべきだと
思うか」という二者択一の問
いをしたときに，お年寄りよ
りも若い世代のほうがむし
ろ「方言を大事にすべきだ」
と言ってるんです。予想し

た結果と逆でしたね。

＜日高貢一郎 氏＞

があって，44％の人がイメージがいいと答えて

学校教育でも，方言と共

いるんです。地方から来た人も「僕は標準語を

通語については，言語形成

しゃべっているんだ」という気持ちの人が増え

期の途中，小学 校では5，

てきたのだと思いました。事前の予想では，標

6 年， 中 学 校 で は 2，3 年

準語は悪くて，方言はいいという予想をしてい

で取り上げるということに

たのですが，そうではなくて標準語のイメージ

なっていて，今は方言のス

も非常によかったということです。

テータスが上がってきています。地方の人た
ちにとって方言というものは，自分たちの暮ら

方言の「撲滅」
「記述」
「娯楽」の時代

しをずっと支えてきたことばだし，自分たちは

塩田）井上さんは，共通語と方言の位置づけ

そのことばで育ってきているという自覚が芽生

の変化について段階的にお考えになっていらっ

えてきたのではないでしょうか。

しゃると思いますが，ご説明いただけますか。

放送番組の憲法ともいうべきNHKの国内番

井上）すべての変化は段階的変化ですから基

組基準では，昭和34 年の段階では「放送のこと

本的にはお答えが難しいの

ばは，原則として標準語による。必要により方

ですが，しかし，方言が定

言を用いるときは、慎重に取り扱う。また娯楽

着した時期の手がかりを得

番組では，その地方の人々に反感や不快の念を

ようとしたら，方言リアリ

与えないよう配慮する」とうたっていましたが，

ズムが出た時期だろうと思

平成7 年に改訂されたときには「必要により方言
を使う」と，
より積極的な表現に変わっています。

います。それは，NHK の
＜井上史雄 氏＞

朝の連続テレビ小説で『お

11）

これは番組を作る側が「方言」をどう見ていたか

はなはん』

ということを示していると思います。

いかと思います。あれをきっかけにして，放送

を放送したときだったのではな

共通語は，外来語を含めてずいぶん幅が広

番組で方言を使うということが広がっていきま

がっていますが，それは国内でいえば，東京の

した。最初は地元から苦情があり，他地域か

ことばだけでなくて地方のことばも取り込んで，

らの苦情があり，
で大変だったらしいのですが，

幅が広がってきているのではないでしょうか。

毎年繰り返しているうちに視聴者のほうもお互

塩田）そもそも，共通語重視から方言を大切

いに許容範囲を広げて我慢する形になったの

にしようというふうに大きく変わったのは，何

ではないかと思います。

がきっかけで，いつごろだったんでしょうか。

日本の近代の方言は，3 段階に分けるのがよ

米田）昭和 54（1979）年の第 1 回の世論調査

いのではないかと思います。
「撲滅の時代」
「記

と文研の意識調査のときですね。放送用語研

述の時代」
「娯楽の時代」の3 段階です。
『おは

究部としてやった初めての世論調査形式の調

なはん』のあたりは，方言リアリズムが娯楽の

査です。私も今覚えているのは，
標準語のイメー

時代への入口だったのではないかと思います。

ジが意外によかったんです。選択肢の中に「標

方言の「撲滅の時代」というのは，戦前の国

準語はイメージとしてはとてもいい」というの

語教育がそうだったと言われています。しか
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し，放送が撲滅という動きに加担したというこ

語らせたりということで，積極的に全国の人に

とは，私にはつかめておりません。京都でした

方言を聞かせるという初めての試みもやって

か，放送劇で方言を使ったら，放送では方言は

いたようです。

使ってはいけない，という投書があったそうな

日高）方言が一般化していったということは，

んですね。これはたった1通かもしれませんが，

放送番組のスタイルそのものがかなり変わった

その1人の背後にどのような全体の反応があっ

ということと，放送の機器が小型化・高性能化

たかはわかりません。しかし，少なくとも「方

して放送局からどんどん外へ出るようになった

言を使うのをやめましょう」ということを放送で

ということが大きいのだろうと思いますね。

言ったとは思えませんね。標準語を普及しよう

私なども小さいころは，ラジオというのは部

という動きはあったかもしれませんが，
「方言を

屋の隅にあって上のほうから聞こえてくるもの

使うな」ということはやらなかったと思います。

で，しかも，その放送に出てくる人はみんなそ

浅井）昭和 10 年の『放送用語の調査に関する

の分野の専門家，いわば功なり名遂げた有名

一般方針』の中には，
「共通語と方言との調和

な人たちが放送局に行って話をする。それを

を図る」という項目がありますね。

われわれは茶の間にいながら聞くというスタイ

井上）一方で当時実際に放送されたものには，

ルが基本だった気がするんです。

「方言色豊かな標準語」とでもいいましょうか，

ところが，マイクなどもだんだん小型化した

それがあったのです。上方芸能というのは関

り中継車ができたりして，人々の生活の中にど

西弁丸出しだったらしいんですね。

んどん入っていくようになった。聞いている人

米田）それは芸の力といいますか，そういうプ

たちも電話でやりとりしている相手もタレント

ロの人に対しては投書はなかったと思います。

も地元出身で，方言も使えるので，あえて方

ただ一部，当時の雑誌に載ったんですが，その

言を出そうと思わなくてもそういうスタイルの

ころは「里謡」と言っておりましたが，今でい

番組が自然と認められるようになったんだろう

うと民謡に対して，こういう投書が来ているん

と思います。すると「方言をもっと生かした番

です。
「地方の民謡を全国放送で流してはいけ

組を作れ」という声がだんだん出てくるように

ない。何を言っているかわからない。こういう

なる。そういう声に押されて方言の比率がだ

里謡はその地方で流したらいいのではないか」
，

んだん増えたのでしょう。

そういう投書はありましたね。

最初のころは「放送というのは，基本は共通

塩田）当時の放送用語委員も一枚岩ではない

語だ」という認識が送り手側にも受け手側にも

んですね。方言について，放送で使ってもか

強くあって，それに少し方言を活用するとい

まわないという人と，放送では標準語を使うべ

う場合もあったんでしょう。そういうときには

きだなど，いろいろだったんですね。ですから，

方言を単なる彩りとか地方色を出すという小

先ほど出てきた昭和 8 年ごろの
「ことばの講座」

手先に使っているイメージがどうしてもつきま

でしたか，あの中にも方言の回が 7 回ぐらい

とったので，逆に反発を招いていたところが

連続であったんです。そこへ東北の人を連れ

あったのではないでしょうか。ところが，その

てきたり名古屋の人を連れてきてその音声を

うち方言がだんだん浸透していって，全国的
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にもそういうスタイルの番組が少しも珍しくな

倒的に多いですね。あの外来語の3 分の1でい

くなってきたと思います。方言というと，ある

いから，あるいは 4 分の1でもいいから，方言

種変わったことばという色眼鏡で見られること

の中から共通語に入れるやり方はできないか

が多かったと思いますが，ラジオやテレビが

なと，ひそかには思っているんです。日本の中

暮らしの中にとけ込んだら，特別上から聞こえ

で作り上げてきた財産でしょう。方言独特の

てくるということではなくなったわけですね。

ニュアンスというのがあるじゃないですか。

塩田）水谷さんは，こういう方言の位置づけ

井上）今の議論は，金田一春彦さんが亡くな

をどうお考えになりますか。

る直前にもおっしゃっていたことで「方言にこ

水谷）基本的には，方言というのは生活のこ

れだけよい言い方があるから導入しよう」と

とばですよね。その人の育ってきた中で身につ

ちゃんと言っているんですね。しかし，例えば

け，まわりに同じことばを使う仲間がいる。そ

「春一番」などいくつかはあるのですが，残念

ういう集団，社会を形成していた。ところが，

ながら例は少なかったんですね。むしろそれ

今は相当変わってきたなと思うのは，木曽川と

よりは若い人が「新方言」として東京で採用

いう川があって，昔そこを関西線の列車が渡

しているもののかなりの部分が地方のことばで

るときに，それまで名古屋弁で話していたの

あるということがわかっています。反論のよう

が桑名弁へ変わるということが言われていた

な形になって申し訳ないですけれど，
「こんな

んですね。最近は新幹線に乗っていて途中で

いい言い方があるから取り上げましょう」とい

大阪弁に変わるグループがいるので「この地

うように言語政策の一環として誰かが上から

域のこの人たちはこの方言を話す」という見

旗を振ってもだめ。下のほうから若い人が取り

方はできなくなってきているのではないか。

入れることはよくあることで，効果的な言い方

娯楽として，飾りとして，匂いづけで使っ

だったりするわけなんです。

ているのかな。だから「このアクセントは違っ

日高）最近の例でいうと佐賀の「がばい」とい

ているよ」
「こんな方言ではないだろう」とい

うことばはずいぶん使われるようになっていま

うものも許されるという感じがしています。

すが，ただ地元に言わせると，あの「がばい」

そういう状況だからむしろ今は，逆にちょっ

というのは副詞であって，
「がばいばあちゃん」

とまじめに考えておかないとまずいのではな

というのも本来おかしい言い方なんだと言うの

いかとも思います。

です（笑）
。ところが，
「がばい」と言うと形容

われわれが放送のことばの中にいわゆる方言

詞のように思われて，
「がばい旋風」とか「が

といわれているようなものをもし仮に取り込ん

ばい何々」と言う。ですから，そのことばがい

でいくとすれば，それは新しい共通語の大きな

いかどうかではなくて，たまたま話題になって，

枠の中に方言の個々のよさをどう取り込んでい

あるタイミングでそれが頻繁に出るようなこと

くかということになります。そういう視点から

になると，
「がばいばあちゃん」があり，この

方言も見直していく必要があると思います。

夏の甲子園で佐賀北高校の優勝がある。そう

方言で共通語の中に今入ってきていること

するとあちこちで使う。それがパッと一気に広

ばの数は決して多くない。外来語のほうが圧

がる。これはいいことばだからという理由とは
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また違う。理性的に「共通語でうまく言えない

テレビの文字表記はどうあるべきか

ことを非常に端的に言っているいいことばだか

塩田）今までは音声言語の話をしてきました

ら」というだけではなかなかはやらない。本当

が，テレビの放送は文字も使うメディアです。

は各地にいいことばがあるんでしょうけれど。

浅井さんは文研にいらっしゃったときに『用字

私はかつて，
「外来語」というのは外国から入っ

用語辞典』の仕事もなさり，今は字幕の仕事

たことばをいうから方言から共通語に入ったよ

をなさっているということ

うなことばを「内来語」とでも言って，みんな

ですが，テレビでの表記に

でもっと考えたら，と言ったこともあります。

ついてお聞かせください。

塩田）平成 12（2000）年に『ふるさと日本の

浅井）昭和 28 年の 2 月に

12）

ことば』

テレビの本放送が始まった

が，全国各局で作られたときに，

ときから書き表し方が問題

地方の番組として独自に発展させてください
ということをお願いしたんです。これは各地の

＜司会：塩田雄大専任研究員＞

になってきました。最初の

受け止め方に温度差があって，東北，北海道，

資料は昭和 33 年の 3 月に『テレビの用字・用

九州などはいいんですけれども，関東 6 県は

語と書き方』というもので，当用漢字表の文字

非常に悪かったのです。そういう温度差があ

の音訓が示され，同時にその字を使う用例が 2，

ることと，タレントの出演となると，エンター

3 例掲げられている小冊子です。次の『NHK

テインメントというか，娯楽系統の番組しかで

用字用語辞典』までは，その『テレビの用字・

きない。つまり，共通語で伝える情報系のもの

用語と書き方』というのが放送現場で使われ

についての方言の対応力がないということが

てきたわけです。
『用字用語辞典』の最初の刊

問題になって，それが全体的に共通語の中へ

行は昭和 40 年の 3 月です。昭和 21 年の「当

方言を取り込むことの難しさにつながっている

用漢字表」
「当用漢字音訓表」に基づいて，放

のではないかという推測ができました。

送での書き表し方を示したものです。項目は

水谷）方言の問題で共通語との接点を見つけ

ひらがな書きで，その次に書き表し方を示すと

ようとすると，いちばん困ることは方言を共通

いう形の辞典形式のものでした。それを 48 年

語に置き換えて説明ができる人がいないとい

3 月，それから 56 年 9 月と，国の方針が変わ

うことですね。残念ながらその意味では日本

るたびに改訂しています。48 年 3 月には「音

の方言は今は発信力まではもうなくなってし

訓表」が変わり，
「送りがなのつけ方」も変わ

まっている。それを無理に引きつけようとする

りました。昭和 56 年の 9 月は，
「当用漢字表」

と，結局はお茶を濁すようなことで終わって

が「常用漢字表」にかわったときに作られた

しまう。その方言のよさが日本の共通語全体

ものです。それ以降はしばらくこれが使われ

に役に立つようなものをどうやって取り出せる

ました。平成 13 年の 10 月に『NHK 新用字用

か。これはこういう位置づけになるというよう

語辞典第 2 版』
，そして 16 年 3 月に『第 3 版』

な研究を誰かがやってくれて，それを番組化

を出しています。

するようなことをしてもらわないと，効果はな
いだろうと思うのです。
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日本新聞協会の新聞用語懇談会でも表記に
関しては検討していますが，新聞各社はだい

たい独自の方針に従って用語集を作っていま

ですね。そうすると，文字言語の比率が上がっ

す。送りがなのつけ方は，内閣告示の「送り仮

て放送が変わるのみならず，日本人の言語生

名の付け方」の方針にほとんど従っています

活も変わっていくと思うのですが，水谷さん

が，一般に慣用が固定していると認められる

いかがでしょうか。

ものについて特例を決めています。画面表記

水谷）文字の扱いの問題については，NHK は

の文字数はできるだけ少ないほうがいいとい

学校教育に関与する力を持っていませんよね。

うこともあり，いくつか特例を決めているわけ

だからその領域の問題について責任をとると

です。例えば今年1月から「気持ち」の「ち」を

いうことはできない。その意味ではお役所など

送るようになりましたが，かなり長い間「気持

が決めた範囲の中で，視聴者が一応中学まで

ち」は「ち」を送らないということで特例に入っ

行けばここまでは理解できるだろうという前提

ていました。慣用が変わってきたものは，とき

を守っていないといけないと思います。

どき特例を変えてきています。

塩田）具体的に常用漢字表でいうと，あまり

私は日本文字放送という会社で，聴覚障害

それを逸脱しないように教育と歩調を合わせ

者向けの字幕を制作する仕事を10 年やってい

てということですね。

ます。字幕は大体文研の決定に従って表記を

水谷）そうです。いろいろな関係者がいて，も

していますが，耳が聞こえなくて目だけで情

う少し先取りしたいとか，この部分の矛盾は除

報を得るという人たちにとっては，できるだけ

去して論理的なものを作り上げたいという気

見たときにすぐに判断できることが必要なわけ

持ちが動くかもしれないけれど，我慢をしなけ

です。その場合，漢字で書いてそれにルビを

ればならないところは我慢をしたほうがいいと

つけるというのはわりあい理解しやすいようで

思います。なぜなら，放送の対象は，放送を

す。放送の字幕ではルビをつける方式は限定

聞いたり見たりしている日本人のすべてだとい

されていますが，字幕では常用漢字表に含ま

う大前提ですから。

れない文字や，難しいものにはルビをつける

塩田）ここ数年間，放送用語委員会でも表外

方式をとっています。短時間にその情報を得

字の問題を扱っていまして，常用漢字表の見

るためにはしかたがないことかと思います。字

直しの話が進んでいます。当然ルビについての

幕の場合は1 段に最大 15. 5 字，2 段の31字が

考えが出てきているのですが，ルビについては

最大の文字の量ですが，この制約のなかで目

いかがでしょうか。

からしか情報を得られない人が読みやすいよ

水谷）僕はルビはたくさんつけるほうに本当

うにしようと苦労しています。

は賛成なんです。物理的な理由でだめだとい

塩田）話していることばは全部字幕にしよう

うことですが，読めるという点からいえば，

と，テレビもそういう方向になりつつあるの

補助的な手段として少しでもそういう人の役

ですが，最近は携帯のワンセグで音声の文字

に立てばいいと思うので，僕はルビ方式は賛

字幕を出せるものもあるので，音を聞かずに

成なんです。

そのまま画面だけ見てドラマを見るというの

浅井）普通の放送ですと耳から音声の情報が

がそれほど不思議でもなくなってきているん

入っていますから，難しい漢字が出ても，こ
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う読むんだなと逆に教育効果みたいなものが

かなどと心配もしているくらいです。

あるかもしれませんが，音声が耳に入ってこ

塩田）私からすると，浅井さんがルビを多用

ない人にとってはルビは必要不可欠なもので

していらっしゃるというのはやや驚きのとこ

すね。

ろがあります。われわれは非常に禁欲的に，

米田）私は技術進歩の先を見定める必要があ

なるべくルビは避けようとずっと教わってき

ると思うのです。技術はどんどん進歩してい

たわけなんですが，それが実際に視聴者にど

きますから，そうするとルビをふっても見やす

れだけ伝わっているかは調査しないとわから

いというような段階に来るかどうか，というこ

ないですね。

とを予測しなければならない。しかし今は原則

水谷）現在の漢字使用に関する決まりは大き

的には一般方針に従ってまず漢字，そしてそ

な矛盾を含んでいて，人名漢字の問題などで

れを言いかえることができるなら言いかえを一

もすっかり使い方を拡大したでしょう。そうす

生懸命考え，それでもだめならルビという段階

ると多くの人が違う読み方で漢字を読んでい

を踏むべきですね。

ると思うのです。固有名詞に関するかぎり，補

塩田）ルビは，最後の段階ですね。

う方法を考えざるをえないだろうと思います

浅井）もう一つ，聴覚・聴力障害者向けの字

ね。学校の卒業式などで学生の名前を読むと

幕の場合は，登場人物の名前には，よほど一

きに，本当に困るんですよ。漢字は決まってい

般的な名前でないかぎり，最初に登場したと

るけれど読み方は決まっていないんですから，

きは必ずルビをつける，という方式をとってい

読み方を予習して式に出ます。

ます。というのは，その人がどういう読み方を

米田）
「日本人と漢字に関する意識調査」13）で

するかわからないわけですから。

は，若い人ほど，子どもの名前などには難しい

井上）ルビについては，たしかに問題はあると

漢字をつけたがるという結果が出ていますね。

思います。ルビというと，放送では当然ふりが

塩田）調査した結果では，漢字の本来の意味

なを考えると思いますが，実際には「ふりロー

を生かすのではなくて，その漢字の音なり訓な

マ字」も普及しているわけなんですね。新聞

り熟語読みの一部を生かすんですね。最近の

広告の小説の作家名になると，新書版なども

例で聞いたのは，子どもの名前をつけるときに，

漢字で書いてローマ字でふるというのがある

例えば「り」という音がつけたかったら「り」

し，それからたいがいの雑誌だと新宿と書い

という字を携帯電話で変換するらしいんです。

てあって次にローマ字で shinjuku と書いてあ

「り」という漢字にはこんな字がある，こんな

る。ルビをどうするかということをわれわれ年

字もあるということで，その中から選んで決め

寄りが考えている間に世の中はもっと進んで，

る。漢字本来の意味は，
あまり考えられなくなっ

英語化とかローマ字化が進んでいるという感

てきているようですね。

じです。日本語が将来こう変化するだろうとい

米田）たしかにどんな読み方をしても，今は制

う予測はできますが，それを予測したときに，

限がないわけでしょう。けれども，ある程度何

そもそも日本語を使う人が生き残っているかど

らかのコントロールが必要かなと思いますね。

うか。みんな英語に切り替えているんじゃない

塩田）
少し視点を変えて，
米田さんのおっしゃっ
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た難しいことばの言いかえですが，例えば政

こにあるのかということをとらえつつ，その

治家などが「次の選挙まで臥 薪嘗胆しよう」

数値をもとに「ではこうしていこう」と決め

と言った場合に，今は臥薪嘗胆をそのまま出

るように変わってきました。昭和 54 年の日本

してルビをふっているわけですけれども，昔で

人の言語意識調査がおそらく最初の大きなも

すと，そこは「じっと我慢をして」というふう

のだったと思うのですが，井上さん，調査と

に意訳をして原稿にしていたわけですね。で

放送用語決定との関係についてお聞かせくだ

すから言いかえというのが有効だったのです

さいますか。

が，最近はそういう言いかえ自体が好まれな

井上）文研でおこなっている世論調査形式の

いというか，しゃべったとおりにスーパーして

調査は，放送用語委員会の決定に大変便利な

ほしいという要望があるために，難しいことば

ものだと思います。これがあったからこそ，こ

がそのままテレビに登場するというややこしい

れまでさまざまな決定をほぼ迷いなく下せた

時代に入ってきてしまいましたね。

のではないかと思います。

米田）日本人の言語生活自体がかなり変わっ

放送用語委員会の1300回の歴史を振り返る

てきたでしょう。だから面倒だけれど一つ一つ

ときに，もしこの委員会がなかったらどうした

検討していかなければならなくなりました。
「臥

かということを考えると，部内，具体的には文

薪嘗胆」のような決まった熟語は 1 回だけ言

研放送用語班で決めるということになったので

いかえてあとはそのままいくとか，何か手当て

はないかと思います。その際に権威のある人が

を考えるけれども，何でもかんでもその漢字で

部内にいれば別なんですが，そうでないとした

表記してしまうということになると問題がある

ら合議によるか，合議で決定できない場合には

かもしれませんね。

なんらかの調査，アンケート調査などをするこ

日高）
「常在戦場」などということばも，普通

とになったのではないかと思います。

なら「いつも戦場にあるつもりで準備をする」

視聴者から「どうしてこんな言い方をするん

というように言いかえてほしい気がしますが，

だ」という問い合わせが来たときに，納得させ

選挙が近くなると政治家がそういう言い方を

る手段としては二つあると思います。
「部内，

するんですね。文字で見ればわかるけれど，

NHKの組織の中でちゃんと調査して決めまし

「じょうざいせんじょう」などと耳で聞くと，

た」というのが一つなんです。そのために調査

四字熟語でどんな字を書くんだったかなと思

が役立つわけです。それから，放送用語委員

いますよ。

会のように「外部の専門家も加わった委員会を
開いて，そこで決定しました」という答え方も

調査は常に放送用語研究の根幹

あるのではないかと思います。放送用語委員

塩田）次に調査の話に移ります。文研の放

会はそっちのほうの機能も考えて設立され，今

送用語委員会には，歴史的に見ると，昔は日

も存続しているのかなと思うのです。どんなこ

本語なり東京語なり共通語なりの大家がいて

とを放送用語委員会で決めてきたかというと，

「これはこうだ」というように上から決めてい

単語などが主だったという話がありますが，ま

たのですが，だんだんと，視聴者の実態がど

さにそのとおりなんですね。世論調査を取り上
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げましたけれど，それ以外にもいろいろな調査

ころ山梨」と言っていいのか，
「ビールどころ

をやっていまして，それは大変役立っていると

北海道」と言っていいのかということになる

思います。一つは「アンケート調査」そのほか

と，みんな自分の感覚でいいような悪いよう

の形で，個々の言い方について全国とか知識

な…と悩むしかありません。そういうものも

人のデータを求めているわけですが，それは

何回か定期的に追跡調査をしておかれると，

一応公表されていますね。もう一つ
「辞書調査」

その言い方がだんだん浸透していく様子がわ

というのがあって，明治初期以来のさまざまな

かり，かなり自信を持って「このことばはこ

辞書や，同じ辞書でも1 版，2 版や，いつから

こまで使われてきている」と言えます。その

この単語は登場したかや，いつから語形が変

ためには，特に放送用語班のところには，い

わったかを見ているわけなんです。そんなきち

ろいろな現場のニュース，あるいは番組制作

んとした調査をやっているということは，いい

のところから「こういう言い方はいいか悪い

ことだと思います。

か」という問い合わせが来るでしょうから，

それから『放送研究と調査』
（旧『文研月報』
）

現場でいちばん悩んでいるような情報をいち

という形で発表のチャンスがあったというのも

早くキャッチできます。そういうものを大事

幸いだと思います。内部で調べた結果をポイと

に調査項目にしていかれると，ほかの辞書を

捨ててしまうということをしないわけですから。

いくら調べても出てこないきめ細かなデータ，

日高）今，調査のことをおっしゃったのです

情報が得られて，ものすごい財産になるので

が，辞書調査というのは，今まで出たものを

はないかなと思うんです。

ほとんど見ることができる状態を作っていた

塩田）一時 100 人調査というのをやっていまし

だくことが必要だろうと思います。もう一つ

たけれども，今やっているのはインターネットの

この放送用語班で大事なことは，辞書で調べ

調査ですね。インターネット上で，これに答え

ても出てこないものを「意識調査」で調査す

てくださいという「この指止まれ式」といいます

ることです。例えば，何々が盛んな場所とい

か，答えたい人が答えるという形の調査をして

う意味で ○○どころ という言い方があり

いまして，毎月，少ない月で 1,000 人，多い月で

ますが，辞書を引くと「米どころ」
「茶どころ」

は 2,000 人ぐらいの回答を 6，
7 問，
集めています。

「酒どころ」という用例が出てきます。これが

日高）ただ，それに答える人が，インターネッ

間違いでないということはすぐわかるんです

トだから若い世代ということと，そもそもそう

が，実際の放送を見ていると，例えば，野球

いうことに関心があるという，ある種のバイア

の盛んな四国は「野球どころ」大分の日田は

スがかかっている人ではあるけれども，そうい

「下駄どころ」
，讃岐は「うどんどころ」と言

うデータの特性があるということを少し割り引

えるのかと疑問が起こります。どこまで視聴

いてでも，たしかに貴重な資料になりますよ。

者が許容しているのか，あるいは変だと思っ

塩田）ところで「食感」のように，気がつか

ているのか，これはいくら辞書を調べても出

ないうちに入ってくる新語というのはよくあ

てこないんです。酒どころがあるから「焼酎

りますよね。
「食感」食べた感じですね。最

どころは九州」と言っていいのか，
「ワインど

近でこそ辞書に出てきていますが，
「夜ご飯」
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ですとかそういうことばが気づかないうちに

くだろうと思うのです。だから，そちらの方

使われているのです。

向の仕事を少し開拓していただけたらありが

井上）気づかないうちに，ということばがあ

たいなと思うのです。

りましたが，実は放送用語委員会のもう一つ

この間の台風のときにすごく気になったので

の活動として，実際の番組を見て評価すると

すが，
台風 19 号が上陸寸前になっても，
まだ「東

いうのがあるんです。主に地方の各拠点局で

海地方に上陸するおそれがあります」と言うん

開催される委員会でやっていますが，それは

ですね。画面で見ていると何十キロもないとこ

放送用語委員会の委員としてもっと進めてい

ろで台風が逆向きに動かないかぎりは，上陸

いのではないかと思うのです。そのときその

はもうほぼ確実なのに，
「おそれが『強くなって

番組に，偶然新しい単語が登場したり新しい

います』
」と言うならわかるけど，最後の最後

文章が登場したりします。そこで個々の言い

まで「おそれが『あります』
」とやっているんで

方について，その場で放送用語委員が「これ

す。どうしてそういう文脈になるのでしょうか。

はおかしい」とか「新しすぎる」とかという

それから音声的な問題も是非調査の中で

評価が出てくるわけです。その放送用語委員

やっていただきたい。数年後には『日本語発音

会の前にデータが早くわかっていれば，イン

アクセント辞典』が新しくなるようですから。

ターネットで調べて「そのことばの使い方は

ラジオの番組で，割によくやるのが「続いて東

こんなに例が少ない」などと言えますし，近

海地方の気象情報です」と「気象情報」を強調

ごろは審議資料が早く送られてくるので，私

する言い方です。
「続いて」ですから前にすで

はそれを事前にやれるようになってきていま

に全国の気象情報をやっているわけです。
「今

す。このようにして，気づかない形で登場し

度は続いて東海地方の気象情報です」と「東海

ている新語や，視聴者にはなじみがないと思

地方」を高く強く言うならわかります。そうで

われることばも，放送用語委員会では具体的

ないと，前に違うニュースをやっていたのか，

に取り上げられてよいのではないかと思いま

と感じます。そういう「卓立」といいますか，

す。ただ，放送用語委員会で実際に問題にな

音調に関する問題も，検討していく必要があ

るのは，何年に誰が言ったということではな

るかなと思いますね。役者のことばでいうと
「立

くて，もっと広がってからのことで，みんなが

てる」ということですね。そういうことをやっ

気にするようになってから初めて，この単語

ておかないと全国のアナウンサーを助けられ

をどうしようかということを見ているわけなん

ないのではないかと思います。

ですね。
水谷）地方の用語委員会に出席したときに若

放送は「生活のことば，耳のことば」で

い人たちに必要だと感じるものは，もちろん

日高）かつてはこの用語委員会でも放送の現

単語は基本的に必要ですが，もう少し長い内

場でも，
「耳のことばの建設」ということを大

容，文章的な表現みたいなものをなんとか調

変大事にしてきました。池田彌三郎 14）先生な

べていく方法を用意しないと，いつまでたっ

どがよくおっしゃっていましたが，テレビに

ても長い文のニュースしか書けない状況が続

なってそれが非常にゆるんできてしまったと思
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います。ニュースを聞いていて，
「台風の大雨

い。先ほど外来語の話が出ていましたが，今

のため，鉄道が上下線とも遅れています」と

の番組で使われているのは外来語ではなくて

言う。これは生活語としては絶対に「上り下

外国語なんですよ。英語でしゃべらないといけ

り」なんです。これを「上下線」と言うのは文

ないような雰囲気の番組があったり，子ども向

字表現，新聞式の表現に引かれているんだと

けのバイリンガルの番組があったりもする。そ

思うのです。それから選挙の「投開票」が何

うすると放送用語委員会の検討すべき用語は，

日というのも，これは「投票と開票」ですよね。

日本語の単語の問題だけではなくて，他の言語

きちんと言ってほしいという気がします。アナ

の種類にも及ぶ。どのように日本語放送を進め

ウンサーも書かれている原稿をそのまま読んで

るべきか，方言放送をどうするか，というテー

いるんでしょうが，原稿に書いてあっても，そ

マと同じような形の問題が，英語放送や外国語

こで「上り下り」と言いかえるぐらいの権限を

放送をどの程度許容するかという問題になるこ

アナウンサーに持ってほしいと思います。

ともあるんじゃないかと思います。

放送が新聞に引きずられて新聞記事を音声

水谷）今，井上さんがおっしゃった外国語と

化していて，それを聞かされているような印象

の関係の中での問題という点からいうと，外国

がいまだにあります。意味がわかるからという

語そのものが入ってきたのをどう扱うかという

レベルではなくて，普通の生活のことばに置

のがあるのと，もう一つは日本語の中で起こっ

き換えるというちょっとした配慮，私はそれは

ている変化をどう判断するかということがあり

意識すれば絶対にできることだと思うんです。

ます。例えば，今はワンからイレブンまでは

誰かが放送の現場で「こういうふうにやろうよ」

NHK も使っていますよね。つまり，ワン，ツー，

ということをおっしゃれば，できることじゃな

スリー…イレブンまでは日本語になったと考え

いかなといつも思うんです。

ていいのかということです。

井上）文研の放送用語は，これまでは「耳の

井上）英語だけでなく，アラビア数字を見たと

ことば」ということをとなえたり，単語や表現

きにどう読むかですね。今は，アラビア数字に

を決めたりしてきました。日本語はいつも変化

ふりがなをつけないようですけど，つけるとし

しているので，新しい言い方が出てきて 2 つ

たらイレブンというのはつけがたいですよね。

以上が併存したときに，両方認めようか，また

言語が違いますから…。

はこちらだけにしようか，ということも決めて

塩田）また，ルビをつけるとそれで決まったこ

きたのではないかと思います。変化は常にど

とになるので簡単にはつけられないんですよ

こにもあるわけですから，あることばについて

ね。最近問題になったのは，
（
2 に）
LDK，
（
3 さん）

決定しても，また別の用語を決定しないといけ

LDK ですけれど，1（いち）LDK とはあまり

なかったのでしょう。

言わない。これも 1（ワン）LDK でいいのか

しかし，これからは別のことも考えなければ

ということですね。調査をやって多数派に従

いけないのではないでしょうか。これは水谷

おうとすると「ワン」になりますから，これま

先生もおっしゃっていることですが，日本語の

での原則が崩れることになります。料理番組

中だけで日本語のことを考えるわけにはいかな

で「今日の三品（きょうのみしな）
」というの
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も，最近になって調査すると恐らく「さんぴん」

在する」という意味があったはずなのに，消

が多いと思うのです。このへんの調査をして

えようとしている。そういう「いる」
「ある」

「さんぴん」が 70％までいってしまったらどう

の用法の変化みたいなものも，いつかはきっ

しようかなと困ってしまいます。新聞用語懇談

と問われるのではないかと思います。ある種

会

15）

の放送分科会でも話し合う会議があって，

類の外国語的発想というか合理的発想が先行

「日」
「人」などの助数詞がついたときの数字

する中で，方言ではありませんけれど，消え

をどう読むかということについて 1 項目ずつ検

たり勢力を弱めたりしている伝統の日本語が

討はしています。ただ難しくて，すごく時間は

ある。それにどうやって対応するのか，とい

かかっていますけれども。

うことを考えなければならなくなるだろうと

日高）数詞の読みなどでも，
「ワンパック」
「ひ

いう気がするんです。

とパック」
「いちパック」などというのもかなり

塩田）
「いる」と「ある」については，まさに

ゆれていますね。
これは，
算用数字で書いてあっ

問題になっていて，調査もしています。最近

たらなんと読むかはわからないですよね。
「ワ

は「けが人はありませんでした」という言い方

ンパック」というのが多いような気がするんで

に抵抗があるという若い人が大変増えていて，

すが，後ろが「パック」という外来語だから前

アナウンサーの中にも，これは「けが人はいま

は全部英語式かというと，ランクというときに

せんでした」と言うべきではないでしょうか，

は，
「ワンランク上」とか「ひとランク上」とか「い

という問い合わせをしてくる人がいます。

ちランク上」とかなりゆれているような気がす

あるとき私の娘がカラスの歌（七つの子）を

るんです。日本語の中にどれだけ定着したかと

歌っていて質問してきたんです。
「七つの子が

いうことにもよるのでしょうけれど，どう読む

あるからよ」って歌うけど，ほんとは「七つの

のがいちばん自然なのかということになると，

子がいるからよ，
じゃないの？」と聞かれてびっ

辞書には，たぶん載っていないですよね。

くりしました。意識はもうそこまで来たのかな

塩田）数字はだんだん下から侵食してきて，
「ゼ

と思いました。動物と人間に関しては「ある」

ロ」というのを外来語だと知っている人は少な

は間違いで，
「いる」というのが正しいという意

くなって，在来語化してきていますから，
「ゼ

識が相当強くなってきていますね。

ロ」から「ワン」にきて「ツー」
「スリー」と，

水谷）
「ひと」ということばも変わってきてい

どんどん英語の日本語化が進んでいくかもし

るでしょう。ことわざの「ひと」の意味が変わっ

れないですね。

ただけでなくて，どうやら「人」は「人間」の

水谷）英語の影響ではないと思いますが，
「い

意味だけになって，
「他人」という意味は消え

る」と「ある」の用法もすごく変わってきて

てきていますね。だから
「他人事
（たにんごと）
」

いますよね。桃太郎のような昔話で「おじい

という言い方が増えているんですね。
「ひとご

さんとおばあさんがありました」と言うと，
「そ

と」ではないんです。

んな言い方はおかしい」と誰もが言う時代に

塩田）調査結果の受け止め方の問題ですが，

なりました。僕は「ある」で習ったんだと言っ

調査結果を文研や放送用語班はどのように受

ても信用してくれない。
「ある」には確か「存

け止めるべきでしょうか。伝統的ではなくて

NOVEMBER 2007

19

もその言 い方 が 多
数だったら多数派に
乗ったほうがよいの
でしょうか。
日高）それはまた用
語委員会の先生方が
どう判断されるかに
もよりますし，伝統
的なものを尊重する
という姿勢も大切で
しょう。最後は，どう読むのが放送のことばと

わかっているわけですから，そっちを使ってい

して視聴者にすんなり受け入れられるんだろ

ればいいんですからね。単語についても，昔は

うかと考えるわけです。ただ，その視聴者な

そもそもこうだったということを知っていれば，

るものにも世代差というのもありますから，た

たとえ新しい言い方が全体として75％になっ

しかに難しいですね。

ていても正しいとされているほうを使う。そう

井上）放送用語委員で決定するように受け取っ

すると苦情にも耐えられるわけです。
「そんな

ている方がいらっしゃるかもしれませんが，そ

言い方は今はしないよ」と言われても，
「いや，

うではありませんね。放送用語委員の人たち

これが昔からの言い方です」ということですね。

も多くの資料をもとにしてそれぞれが判断をし
ているということになります。それから多数決

ことばの変化に半歩遅れてついていく

でなくて，トレンド，すう勢を見ていくという

日高）よく言われるのは，
「ことばの変化に半

ことですよね。それに加えていえば，年齢層

歩遅れてついていく」というのが用語研究の

からいうと中年以上の人が使っているような言

基本的姿勢だということです。この「半歩」

い方を基準にしているのではないでしょうか。

というのは非常に含蓄のあることばで，半歩が

伝統的なこともふまえている 40 代，50 代以上

どっちへ動いているかということをよく見てお

の人の使う言い方を，ある程度基準にすると

かないと，逆に半歩行くと 1.5 歩ずれたりとい

いうようなことを意識しています。

うことがあるわけですから，たしかに大変難し

さらに，ことばの決定の際には，そのことば

いですね。それは，ことばがどう変化するかと

に対する社会的評価も考えていたと思います。

いうのをずうっと見続けたうえで，そのあとに

例えば「流れに棹をさす」というのは，若い人

ぴたっと寄り添うようにしていこうということ

はこんな用法で使っているんだけれど，それ

でしょうね。たしかに非常に難しいことです。

を使ったら人柄さえ疑われてしまうということ

日本語がどう動いているかというところを見続

で，正しい言い方にするということをやってい

けるという意味では大変興味深い言い方です

たのではないかと思います。敬語，ことわざに

が，たけど目の前で今起こっていることを一つ

ついては，これが本来正しいんだということが

一つ判断しながら決めていかなければいけな
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新しい意味で使うことは奨励はできないんで
す。さかのぼれば「犬も歩けば棒に当たる」
でも，当初は違う意味だったとも言われていて，
やはり社会情勢を反映した解釈のされ方が進
みますが，ことわざについては伝統に添った
解釈をするべきでしょう。ほかのものについて
は，伝統的であるとか美しいとかそういうこと
は大事なんだけれども，それより先にまず，誤
解がなくきちんと伝わることを第一にして，そ
れが踏まえられたうえで伝統なり美しさなりを
いわけですから。それに，まだどちらかに決め

求めるべきではないかと思います。

られないからもう少し様子を見て，というのも

米田）その次にあるものは，やはり「数」とい

一つの判断でしょう。下手に決めて，またすぐ

うことばではないかと思います。ドイツ文学者

判断を変えなければいけないというのも，見識

の高橋義孝さんが 30 年ぐらいに前にある新聞

がないという見方もされるでしょうから。

に書いているんですが，例えば「お求めにな

塩田）では，日本語の将来を見通したときにい

りやすい」と「お求めやすい」の言い方につ

ちばん大切にしなければいけないこと，変わっ

いてです。高橋さんはおよそ次のように話して

てはいけないこと，守り続けなければいけない

います。
「私は『お求めになりやすい』派だけ

こととは一体何なのでしょうか。

れども，
『お求めになりやすい』がだんだん少

米田）それは，その発音なりことばによって意

なくなって『お求めやすい』派が 51％をこえ

味が間違えられて受け取られるという危惧が

るときがくるでしょう。世間の人が『お求めや

あったときは，すぐ何らかの方針を決定する。

すい』と言うようになったら，私一人が『お求

そうでないものについては，もう少し柔軟に

めになりやすい』と頑張ってみたところで，ど

見ていくという方法がよいのではないでしょう

うにもなりません」
。ですから，伝統をくつが

か。私はそういうふうに思っています。

えす，そういう有力な武器は「時代のすう勢」

塩田）そういう意味では「視聴者が理解でき

といってもよいでしょうか。やはり「数」とい

るかどうか」が大切にしなければならない第

うことになると思います。

一のことだということだと思いますが，では

水谷）
「半歩遅れ」で間に合うことは，例えば

間違えられてはいけないものとは，どういう

今のように，使っている人が半分を超えたらそ

ものですか。

う決めよう，というような決め方ですが，それ

日高）一つは「伝統がどうであったか」という

でいけるものと，それではだめなものとがある

ことでしょう。今までどういうふうに発音され

と思うんです。今年の 2 月，文化審議会から敬

てきたか，どういう意味で使われてきたか，そ

語の指針が答申で出たけれども，あの報告だけ

こを大切に考える。そういうことでしょうね。

では人間関係に関する待遇性の問題は解決で

塩田）例えば，放送ではことわざについては

きないところがありますね。この問題は，社会
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観，人間関係観を基盤にしていますから，答え

した」と言ったり，
「社長，ご苦労さまでした」

を出すのに半歩遅れでは間に合わなくなるおそ

と言うのをよしとするか，それとも相変わらず，

れがあるので，前もってそういう待遇性の問題

日本文化ではそうは言わない，そんな表現は

に対しての基本的な姿勢，そのときの決定のプ

ない，とおさえるか，それを決めなければなら

ロセスをどういうふうにするかを用意しておく

ないときが来ると思うのです。それに対しては

といいと思います。

少しずつ前もって準備しておくほうがいいだろ
うと思います。

新しい表現をさぐる

米田）今度世論調査などをやるときに「ご苦

米田）日本語には，まだ気持ちを十分伝えら

労さま」のかわりにいろいろなことばを一生懸

れない表現がいくつもありますね。
「ご苦労さ

命考えて，それを選択肢として出してみては

ま」もその一つです。私の先輩の女性アナウ

どうでしょうか。

ンサーは「終戦の際に，詔勅の放送を終えて

塩田）
「ご苦労さま」の問題は，
「この表現は

汗びっしょりになったアナウンサーがスタジオ

目上に使うべきではない」という「べき論」

から戻ってきたとき，何か声をかけようかと

で判断されてしまうところがあって，調査し

思ったけれど，黙って頭を下げて水を差し出

てもなかなか難しい。別の問題でいうと，番

しました」と話していました。

組が終わるときにアナウンサーが「これで失

私は「ご苦労さま」ということばについては，

礼します」と言うのはおかしいのではないか，

基本的にその人に本当にご苦労だと思ったら

という意見もあります。ではなんと言ったら

「ご苦労さま」と言っていいと思うのです。な

いいのか，番組が終わるときのあいさつは，

ぜなら，日本語には下の者が上に対してねぎ

無言で礼をするのがいちばんいいのか。まだ

らうことばが今はないからです。そういうも

答えがありません。

のが一般的にすぐ見つかるようならそれに置

米田）
「では，さようなら」ですかね（笑）
。と

き換えればいいことですが，今は残念ながら

もかく，いろいろな選択肢を作って，そして調

適当なことばが見つかりません。
「お疲れさま」

査してみる必要がありますね。要するに，わ

ぐらいかもしれないけれども，
「お疲れさま」

れわれは黙っていては何にも始まらないという

が必ずしも「ご苦労さま」に替わるかどうかは

立場でしょう。
「ご苦労さま」はいいかどうか

疑問もあります。

わからないけれど，では黙って礼をしましょう，

水谷）
「お疲れさま」は，
いやらしいですね。
「先

というのでは「敗退」ですよ。なんとかして

生，きょうの授業上手でした」と言う留学生

上の人をねぎらう新しいことばが作れないか。

がいるんですよ。
「それは間違っている。丁寧

30 年も前から解決されないままの問題が今で

ではない」と私はその学生に指摘するんです。

も続いているというのは，そこがまた日本語の

ところがその学生は「この言い方はきわめて日

おもしろいところだと思いますけれど，何か考

本的であって，若い人たちの中にはそれを使

えたいですね。

う動きがある」と言うんです。これが普及する

日高）このごろ学生は，学内ですれ違うときに

と，将来の日本語として「先生，授業上手で

「お疲れさまです」と言うんです。むしろ気の
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きいた学生なんです。先生にわざわざ声をか

いう長いコメントはニュース原稿だとやりがち

けてくるんですから。ただこちらには，何であ

ですが，それをやらない。
「がけが崩れました，

なたから「お疲れさま」と言われなければなら

死者が何人です」というふうに伝えているの

ないのかな，という思いはあるんですが，それ

で，それは放送用語委員会の成果なのかどう

はしかし彼女らにしてみると，先生に対して授

か直接よくわからないですけれど，いい方向に

業や会議などで疲れているであろうという配

向かっていると思います。

慮をしているというのはよくわかります。だか

米田）言い古されたことばですが「耳のこと

ら私のほうからも「ありがとう」とか「気をつ

ばを築き上げる」ことに徹底してほしいと思い

けて帰ってね」と言うんですけどね。

ます。池田彌三郎さんがときどき言っていらっ
しゃったことは，放送用語委員会の仕事は賽

これからの放送のことば

の河原に石を積み上げるみたいなものだ，と

塩田）最後に，これからの放送のことばに望

いうことです。たしかに放送用語の委員会が

むことが何かありますか。

できてから，先生方のおかげと現場の努力に

浅井）台風の中継放送などを見ていても，災

よって一歩一歩前進はしていると思うのです。

害にあっている人に対して，全然温かみがな

昭和 9（1934）年発足当初の放送用語委員の

いというか，紋切り型の文章で伝えています。

1人の岡倉由三郎 16）さんの昔書いたものをみて

放送文章はこうあるべきだというものが放送

いたら，岡倉さんはこういうふうにおっしゃっ

現場で真剣に検討されているのでしょうか。

ているんです。
「たとえて言えば言葉を練るた

文研も，放送を出す側との連携をもう少し十

めには，まず着物であるところの文章で書い

分にとって，新しい放送文章というものを作り

た 目の言葉 からしばらく離れてそれを脱ぎ捨

だしてほしいと思います。政治のニュースなど

てて 耳にどう伝わるか を試験して研究する

は，もとが難しいのだからしょうがないと言わ

必要がある」と。

れればそれまでなんですが，もうちょっとわか

この「耳のことばを建設する」という第1回の

りやすいニュース文章を検討したほうがいい

放送用語委員会の先生方の意識をわれわれが

のではないかと思っています。

頭の中にしっかりたたき込んで，これは完全に

井上）文章を短くしろとか文構成を簡単にしろ

耳のことばになっているだろうか，そういうこ

ということは繰り返し言われているのですが，

とをお前は振り返って見たことがあるかという

私は効果があるんじゃないかと思います。現

ことになると，それだけのことを私はやってこ

場中継などを見ると短い文に区切って伝えて

なかったのではないかと思います。昭和 21年

いるんですね。たぶんあれは時間を考えている

に放送用語班の前身が報道から文研に移った。

のではないかと思いますが，20 秒で言えとか

これは発展的なんですけれどもマイナスもあ

15 秒で，とかいう要求があるときに，短くして

る。愛宕山の文研に移ってしまったために「耳

いればこれだけを伝えようということが可能な

のことばの建設」は放送用語班にまかせておこ

ので，
「これこれこういう雨が降ったためにど

う，自分たちの仕事ではないとされてしまった

こどこの崖が崩れた，そのためにどうした」と

のではないか。
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ではどうしたらいいかということになると，

す。それは辞書やインターネットなどで検索

やはり実践的な本当に使えるテキストを作る

するものも含めて，いわば自前の調査データ

ことです。今は電子計算機が自由に使えます

ですから，そういうものをそろえたうえで用語

から，単語だけでなくて「話すフレーズ」を取

委員会でいろいろ検討していただくと，非常

り出すことは容易にできます。そのフレーズを

に説得力のある決定ができると思います。し

ピックアップして，文研が中心になって，報道，

かも日本語がどういうふうに変化するか，動

アナウンサー，リポーター，研修センター，プ

いてきているのかという記録にもなるし，貴

ロデューサーといった人たちを集めて，とりあ

重なデータにもなりますから。もちろん国語

えず耳で聞くニュースを作り上げるのです。今

研究所，そのほか大学の研究者もそれぞれの

ある『ことばのハンドブック』はどちらかという

関心を持つテーマでやっていますけれども，

と単語が中心ですが，
『放送のフレーズハンド

NHK ならではというものが蓄積されて財産に

ブック』ともいうべき，もうひとつ大きなテキ

なるのではないでしょうか。

ストを作ってみたらどうか，ということです。

水谷）文化庁の調査でいつでも話しことばのお

日高）私は，ほかではできないデータを是非

手本は NHK のアナウンサーだという結果があ

蓄積をしていただくというのが文研放送用語

るんですが，見ている人たちからすると，アナ

班にいちばん期待されていることだと思いま

ウンサーでなくても，出てきてしゃべる人はみ

表1

放送用語委員会の外部委員

これまで，合計 39人の外部識者の皆さんが委員としてご協力くださった。当初は，国語学者が中心だったが，後には，作家・
評論家などにも加わっていただいた。委員数は，発足時は7人，最少時で3人だったが，現在の内規では10人以内となっている。
在任期間は，現職の8人を除く31人では平均11年であるが，長期にわたる方は，土岐善麿氏（1934 年から46 年間）
，金田一
春彦氏（1962 年から33 年間）
，柴田武氏（1966 年から33 年間）
，岩淵悦太郎氏（1946 年から24 年間）
，池田彌三郎氏（1956 年から
24 年間）などである。
歴代放送用語委員
昭和 9 年〜昭和 10 年度
昭和 9 年〜昭和 20.5
昭和 9 年〜昭和 15.3
昭和 9 年〜昭和 15.3
昭和 9 年〜昭和 14
昭和 9 年〜昭和 15.3
昭和 9 年〜昭和 55.4.15
昭和 15.9 〜昭和 37.4
昭和 15.9 〜昭和 20.5
昭和 15.9 〜昭和 20.5
昭和 16.9 〜昭和 20.5
昭和 21.10 〜昭和 46.3
昭和 31.1 〜昭和 55.3.31
昭和 35.4 〜昭和 58.2
昭和 37.4 〜平成 6.4
昭和 38 年度〜昭和 40 年
昭和 39.8 〜昭和 55.7.3
昭和 39.8 〜昭和 42 年度
昭和 39.8 〜昭和 41.2
昭和 40.3 〜昭和 61 年度
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（敬称略）

岡倉由三郎
新村 出
神保 格
長谷川誠也
服部愿夫
保科孝一
土岐善麿
金田一京助
東条 操
岸田國士
大岡保三
岩淵悦太郎
池田彌三郎
手塚富雄
金田一春彦
釘本久春
服部四郎
諸井三郎
福原麟太郎
檜山義夫

英文学者
文学博士
国語審議会委員
国語審議会委員
前東京中央放送局放送部長
国語教育学者
国語審議会会長
文学博士
国語学者
作家
文部省図書局国語部長
国立国語研究所長
国文学者・民俗学者
ドイツ文学者
国語学者
元文部省
言語学者
作曲家
英文学者
水産学者
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昭和 41.5 〜平成 10.4
昭和 47.1 〜平成 4.4
昭和 55.5.1 〜昭和 63.3.8
昭和 55.5.1 〜昭和 57 年末
昭和 55.9 〜平成 7 年
昭和 57.12 〜平成 9 年
昭和 62.5 〜現在
昭和 63.6 〜平成 12.4
昭和 63.7 〜現在
平成 5.5 〜平成 8 年
平成 7.2 〜平成 18.2
平成 9.5 〜現在
平成 10.5 〜平成 16.4
平成 10.5 〜現在
平成 10.5 〜平成 18.5
平成 14.4 〜現在
平成 18.10 〜現在
平成 18.10 〜現在
平成 18.12 〜現在

柴田 武
扇谷正造
吉沢典男
永井路子
外山滋比古
平岩弓枝
水谷 修
永野重史
井上史雄
浅井慎平
山川静夫
野村雅昭
森本哲郎
天野祐吉
米原万里
杉戸清樹
清水義範
井上由美子
荻野綱男

言語学者
評論家
音声学者
作家
英文学者
作家
名古屋外国語大学長
放送大学教授
明海大学教授
カメラマン
元ＮＨＫアナウンサー
早稲田大学教授
評論家
評論家
作家
国立国語研究所長
作家
脚本家
日本大学教授

んな NHK のアナウンサーですね。後ろにいて
何かごそごそやっている人もアナウンサーだと
思っている視聴者がけっこういる。それから関
係するすべての人が NHK を代表している。そ
の意味では，地域局の放送用語委員会で地域
放送の番組を見ると，このごろは以前に比べ
るとずいぶんレベルが上がってきましたよ。悪
くない。制作ディレクターなども発音に興味を
持ってきていますし，いい動きだなと思うけれ
ど，もう一息なんとかならないかなとも思いま
す。それを改善していくためには，全 NHK を
挙げての仕事という雰囲気を作っていかなけれ
ばいけない。きょうの文研の放送用語関連の話
では，やるべき課題や仕事がいくつか出てきて，
面倒くさいことがいっぱいありますけれど，そ
うした仕事の一つ一つが NHK 自身を救うため
の大きな仕事になると思いますから，やはり是
非頑張ってやっていただきたいと思うのです。
塩田）きょうは，
皆さんありがとうございました。
（たなか ひろふみ）

注：
1） 文研（放送用語班）で編集しているアクセント
辞典。昭和 18 年が初版でこれまでに昭和 26 年，
昭和 41 年，
昭和 60 年，
平成 10 年に改訂している。
2） 日本放送協会（NHK）が編集しているアナウ
ンスの専門書。昭和 16 年以降随時出されてお
り，現在は『NHK アナウンス・セミナー』
（平
成 17 年）として発行されている。
3）永井柳太郎 明治 14（1881）年〜昭和 19（1944）
年。早稲田大学雄弁会出身の政治家。

4） 岡本一平 明治 19（1886）年〜昭和 23（1948）
年。漫画家。
5） NHK 放送用語委員会の前身。放送用語委員会
は，これまで以下のとおり名称を変更している。
昭和 9（1934）年 1 月〜昭和 15 年 3 月：放送用
語並発音改善委員会
昭和 15 年 9 月〜昭和 20 年 5 月：ニュース用語調
査委員会
昭和 21 年 4 月〜昭和 26 年 5 月：用語研究会
昭和 26 年 6 月〜昭和 36 年 8 月：放送用語調査委
員会
昭和 36 年 9 月〜：放送用語委員会
6） 国立国語研究所：昭和 23 年 12 月に設立された
国語に関する総合的研究機関。
7） NHK 放送文化研究所：昭和 21 年 6 月 15 日に
NHK 内研究所として，NHK 会長・高野岩三
郎によって設立された。
8） 山本有三：明治 20（1887）年〜昭和 49（1974）
年。作家。戦後，国語国字問題に取り組み，
「ふ
りがな廃止論」を展開した。国立国語研究所設
立に尽力した。
9） 統計数理研究所：昭和 19（1944）年 6 月に「確
率に関する数理及びその応用の研究をつかさど
り，ならびに研究の連絡，統一及び促進を図る」
ことを目的に設立された研究所。
10） 昭和 54（1979）年 9 月実施「ことばに関する
意識調査」
。
参照：
『文研月報』昭和 55 年 2 月号「現代人の
話しことば」
「日本人の好きなことば」
。
『日本人と
話しことば』日本放送出版協会発行（昭和 55 年）
11）『おはなはん』
：昭和 41（1966）年 4 月から 1
年間放送の朝の『連続テレビ小説』
。
12）『ふるさと日本のことば』NHK 教育テレビ，平
成 12
（2000）
年 4 月〜平成 13
（2001）
年 3 月放送。
13）平成 16（2004）年 8 月実施「日本人と漢字」調査。
参照：
『放送研究と調査』平成 17（2005）年 3
月号「漢字に関する現代人の意識」
14）池田彌三郎：大正 3（1914）年〜昭和 57（1982）年。
国文学者・民俗学者・随筆家。昭和 31（1956）年
〜昭和 55（1980）年に NHK 放送用語委員。
15） 新聞用語懇談会：日本新聞協会加盟の新聞・通
信・放送各社の用語担当者で構成される懇談会。
『新聞用語集』を発行している。
16）岡倉由三郎：慶応 4 年（1868）年〜昭和 11（1936）
年。英文学者。昭和 9（1934）年〜昭和 10（1935）
年度に NHK 放送用語委員。
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