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近頃気になる日本語

―三―

木　村　光　子

　一昨年、昨年と、近頃気になる日本語について報告した。

　井上史雄著の「日本語は年速一キロで動く」（平成 15年）を読むと、言葉の移

り変わりは不可避であることを痛感する。また西谷元夫著の「よけいなお世話･

日本語の乱れを衝く」（平成８年）には、西谷氏が変に思った 134項目がとりあ

げられていて、その中には私が昨年、一昨年に報告した例がすでに書いてあり、

「日本語の乱れ」は、ここ２～３年だけの事象でないことがわかる。氏は、「言葉

が変わっていくことは当然のことであるが、あまり極端なものはもとの正しい言

葉に直さなければならない」という考えで、私も全く同感である。本年も昨年と

同様にこの一年間の変化、状態について、１．アクセント、２．イントネーショ

ン、３．文法、４．発音、５．敬語、６．語彙その他の順に記す。

１．アクセント

　最近、私の耳が麻痺したのか、変わった言い方に慣れてしまったのか、この一

年間で目につく（耳につく）アクセントはあまりなかった。

　このことは、昨年までに指摘したことが元に戻ったということではない。ドラ
_

マ
_
、サポーター

____
等の、名詞を二音節目から上げたままの言い方は、相変わらず続

いている。目についた言葉は、ジャンピング
____

。これは、紅茶をいれるとき、湯を

注いだ容器内で紅茶の葉が対流に乗って回転することをさす言葉だということだ

が、なんだかわざとらしい言い方に聞こえた。また、一昨年報告したギターのア

クセントについては、平成 16年４月、車の中で聞いていたラジオの音楽番組で、

男性（40代後半くらいか？）と女性（20代前半か？）が会話しているとき、ギター
__
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という言葉が何回か出てきた。私が「あっ、ギター
__

と言っている」と言ったら、

運転していた息子が「音楽番組では、かなり前からギター
__

と言っているよ」と答

えた。私は、ラジオはほとんど聞かないし（車に乗せてもらったときに聞く程度）、

テレビの音楽番組も見ないので、一昨年「ギターをギター
__

と発音したのは聞いた

ことがない」と報告したが、これは誤りであった。その番組の中で男性は途中で

ギター
__

というのに疲れたのか、終わりのころにはギ┐ターといっていた。お疲れ様！

２．イントネーション

　一昨年、昨年と続いて報告した中間語尾上げは依然として続いているが、私

の耳が老化したのかバカになったのか、テレビに向かって「中間語尾上げはヤ

メロー！」と叫んだ回数は、この一年間でかなり少なかった。このことは、もし

かしたら中間語尾上げをすることに人々が飽きてきたのではないか。もしそうな

らうれしい限りであるが、もしかしたら私の耳が慣れてしまって聞きとがめなく

なっていたとしたら恐ろしいことである。NHKのニュースを聞いていると、以

前に比べてかなり抑揚がなくなっている。もう少しメリハリの効いたイントネー

ションで読み上げてほしいと思う。

　一昨年報告した「～て～」「～で～」については、前述の西谷氏の「よけいお世話」

にすでに出ていて、平成７年の時点ですでに耳ざわりであったことがわかる。と

いうことは、このいい方は 10年近く続いているということで、定着したといわ

ざるを得ない。残念である。

　このようなアクセントの変化、イントネーションの平板化はどうして生じたの

だろうか。この原因は、世の中全体にけじめがなくなってきたことにあると考え

る。私が子供のころは、お正月は一年で一番重要な行事だった。年内にいろいろ

な片づけをし、新しい年を家族全員で新鮮な気持ちで迎える。商店も三箇日は休

業する。したがって年内に三箇日分の食糧（おせち料理）を準備する。二月の節分、

三月の雛祭り、四月の入学式、五月の節句、六月の衣替え、田植え、七月の七夕

（私の育ったところは旧暦で八月に七夕をした）、八月のお盆、九月、または十月

の十五夜、十月の衣替え、十一月の十日夜（私の故郷では「とおかんや」という

行事があったが、いまはもうすたれてしまってやっていない）、十二月は正月の
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準備というふうに、四季折々に節目があった。その節目に従って生活にけじめを

つけていた。しかし現在はどうか。コンビニエンスストアがいたるところにあっ

て、しかも 24時間営業している。それにならって、24時間営業のスーパーマー

ケットも増えている。お正月もコンビニは開いているし、スーパーも休まなくなっ

た。おせち料理もあらかた出来合いのもので済むようになり、三日分も作らなく

ていいようになった。そして、お正月は特別な時間という意識が希薄になった。

「新しい年、心あらたまる新年」という気持ちも薄らいでしまった。昨日の続き

の今日という時間の流れの一部分でしかなくなった。「盆と正月がいっぺんに来

た」といういい方があるように、お正月やお盆はご馳走が食べられる特別な日だっ

た。

　しかし今、私たちは 365日おいしいものを食べていて、お正月のおせち料理は

甘くて飽きてしまう。毎日、昔からみればご馳走を食べているので、日々の献立

を考えるのが面倒になってしまうくらいだ。昔から比べると生活上の苦労という

ものはなくなってしまった。一年の中で時間の流れを区切るけじめの行事の重要

性が失われ、その結果、人々の意識から「けじめ」というものが失われ、使って

いる言葉のけじめのなさ、メリハリのなさが、アクセント、イントネーションの

平板化という形で現れたのではないか。

　そういえば女子中高生に猛烈な勢いで浸透していったルーズ･ソックスの流行

（平成３～４年ころから）とコンビニの出店数の増大とは時期的に同調している

のではないか。これこそ、けじめのなさの象徴だったのではないか。

３．文法

　一昨年「～をされる」という言い方が広まっているという報告をした。このい

い方は衰えるどころか、どんどんと恐ろしい勢いで広がっている。みんなこの言

い方がおかしいとは思わないのだろうか。「～される」という言葉は受身の意味

を持つわけだから、「だれかが～される」はずで、「だれかが～をされる」という

言いかたは絶対おかしい。「だれかが暴行をされる」「だれかが逮捕をされる」「だ

れかが、殺害をされる」「だれかが拉致をされる」。どう考えても「を」を入れる

のはおかしい。そして今年、このいい方が書き言葉の中に出現したので驚いた。
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こうなると、この言い方もそのうち主流になるのだろうか。そうならないことを

祈るのみである。

４．発音

　昨年、ネ、ネーを〔nə〕〔nə ▼ 

▲〕と発言する人がいると書いたが、このように

発音する人は減少するどころか、増加する一方である。一昨年〔ｒ〕を〔ｌ〕で

発音すると報告したが、これも減少の気配はない。街中でインタビューされた人

が、そのような発音をするのは仕方がないが、公共の電波を使うアナウンサーが

そのような発音するのは困ったことである。

５．敬語

・方々

　一昨年報告したが、この２年間でどいつもこいつも、失礼、皆様方が「の方（か

た）」や「方々」と使うようになってしまった。今では、「～の人」や「の人たち」

というのをきくと「おやっ！」と思ってしまうほどだが、この一年で「～の人（た

ち）」を聞いたのは２～３回（あるいはもっと少ない）程度である。おもしろかっ

たのは、朝のニュース番組で女子アナが「盗んだ方がいるんですね」といったら、

すかさずコメンテーターが「盗んだ方でなく、盗んだ人ですね」と訂正したところ、

もう一人いた男性が「盗んだヤツだね」といったので笑ってしまった。

・夫妻、御夫妻

　これも一昨年報告した。この２年間でほぼ定着したかに思えたが、ここのとこ

ろ（平成 16年 10月現在）、夫婦という言い方が少し復活しているように思える。

しかし、平成 16年９月に皇太子御夫妻の決断で愛子様の映像が公開されたとき、

某テレビの女子アナウンサーが「皇太子御夫婦が～」といったのにはブッたまげ

た。彼女はなぜ御夫婦と言ったのだろうか。局の方針で皇族に敬語を使うな、と

言われたのだろうか。単に、自分の感覚では、夫婦が適当だと思ったのだろうか。

芸能人の夫婦や一般市民の夫婦に夫妻といっているのに、彼女の言語感覚はどう

なっているのか。彼女の発言の直後にテレビ局に抗議の電話を入れておいた。
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・身内に敬語を使う

　テレビを見ていて気付いたことは、身内に敬語を使う人が多いことである。私

の感覚では身内には尊敬の敬語は使わないものだが、テレビの人生相談などでは、

配偶者の両親や兄弟姉妹に尊敬の敬語を使っているのをよく見る。もちろん、関

西では、義理の親にも尊敬の敬語を使うということだから、相談者が関西形の人

だとわかる場合は仕方がないが、私の皮膚感覚としては「変だ」。

　先にアクセント･イントネーションの乱れの原因として「けじめのなさ」を挙

げたが、敬語の乱れについてもその原因のひとつにけじめのなさがあるのでは

ないか。目上、年上に対するけじめの意識がないから、尊敬や謙譲語を表す言葉

遣いがでたらめになっているのではないか。先日 NHKに電話をしたら「混んで

いるので」後ほど「おかけ直しいただくか」「このまましばらくお待ちください」

というテープが流れた。「おかけ直しいただくですって！」と私はキレた。だれ

がかけ直すのか、当然私だ。私の動作になぜ「いただく」をつけるのか。ここは

当然「おかけ直しください」になるべきだろう。そのまましばらく待ってオペレー

ターが出たので用件を話した後、テープの「おかけ直しいただく」はおかしい旨

述べたら、「上司に伝えておきます」と言っていたので、しばらくしてからまた

NHKに電話しなくてはと思っている。

・おっしゃられる

　「おっしゃる」は「言う」の尊敬語であるが、これにさらに尊敬の助動詞「れる」

がついている。これも、一昨年に尊敬を表す言い方「お＋動詞の連用形＋になる」

のところで、「なる」に、さらに尊敬の助動詞「れる」をつけて「お＋動詞の連

用形＋になられる」という言い方がされるようになったと報告したのと同じ例で

ある。

  犯罪者が言ったことに対して「だれだれ（犯罪者）が～のようにおっしゃった」

という人がいるのも嘆かわしいことである。
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６．語彙その他

・長い目

　一昨年、「濃い目、濃い口」という言い方に対する違和感について述べた

が、今年、ついに濃い目という言い方に影響されたとしか考えられない「長い

目」と言う言葉を耳にした。これは料理番組で、「500Wの電子レンジのとき

は（600Wのレンジのときよりも）もう少し長い目にかけてください」という

ふうに使われていた。このような言い方を放置しておくと広がる危険性がある

が、少なくとも私が聞いたのはこの一年で一件だけなのでしばらく様子をみよ

うと思う。

・～ですかねぇ、～でしょうかねぇ、～かねぇ、ますかねぇ

　これらの言い方は昨年（平成 15年）の夏から秋にかけて、ちらほら見聞き

する程度だったのが、今年はもうあふれかえっている、といった状態になって

しまった。私の個人的感覚では、「～ですかね」や「～ますかね」という言い

方はとても「年寄りくさく」聞こえる。特に「おじいさん」が話す言葉という

思いが強い。そのような言葉を、昨今のテレビで、老若男女だれかれかまわず

使っているのを見ると、たった一年でよくここまで広がったなぁという思いと、

情けないといった思いが交錯する。この広がりの原因としては、～ですか、と

か、～でしょうか、といった時のｋ音がとても強く響くので、その後に「ねぇ」

をつけて婉曲に表現しようとしたのかもしれないが、私としてはとても気持ち

悪い。昨年にも書いたが、私だったら「～ですかしらねぇ」というのだろうが、

今度は「～かしら」という言い方はどちらかという女性的という印象を与える

ので、男性は使いにくいと思う。どうしたもんですか
・ ・ ・

ねぇ。

・結果発表

　いろいろゲームをした後に、または音楽番組で人気投票の結果をまとめて発

表するといった時によく使われる。本来ならば成績発表というべきところを、

ゲームなのに成績でもあるまいということで結果発表というのであろうが、気

持ち悪い。
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○漢字の読み間違い

この一年間はどういうわけか漢字の読み間違いが多かった。

・おほね（お骨）

　ワイドショーのレポーター氏の発言。これはおコツである。聞いてギョッと

した。

・あまかぜ（雨風）

　今年は台風が多く来たせいか、あまかぜという人が多かった。これはあめか

ぜである。

・ぎゃくて（逆手）にとる

　これは「逆手に取る」という使われ方をしたときの読み方である。テレビで

「白い巨塔」（昭和 46年放映）を再放送したときに、ある俳優が「ギャクテに

とる」といっていたのが印象に残った。民間人もよく使っている。辞書を引く

とたしかに「ぎゃくて」とも読むと出ているが、私としては、「さかて」と読

んで欲しい。いずれこの読み方が主流になるのであろうか。

・ほうつい（放逐）

　民主党の 40歳前後の衆議院議員が言っていた。正しくは「ほうちく」、駆逐

艦の逐である。戦前であれば間違わなかったであろう。墜落という字から類推

して「つい」と読んだのであろう。そう思い込んで辞書を引かなかったのであ

ろう。めったに使われる言葉でないから、人から直されることもなかったので

あろう。いたましいことである。

・きゅう道者（求道者）

　アテネオリンピックの放送のとき、女子アナが言っていた。一瞬何を言って

いるのか理解できなかったが、前後の関係で、グドーシャであることがわかっ

た。「求道」という言葉を知らなければ、素直にキュードーと読んでしまうの

も致し方ないかもしれない。読み間違いがこんなに多いと、日本人全体の「一

般教養」が低下してきているのではないかという思いを抱いてしまう。

・めいけ（名家）

　佐渡の名家云々というふうに使われていたので「めいか」であると判断した。
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○言い間違い

・つけびと（つきびと）

　これについて広辞苑（初版）をひくと、両方出ている。「つきびと」をひくと「つ

いて世話をする人、つきそい」と出ている。つけびとをひくと「①つけておく人、

つきそい人、②付家老、③侠客などを応援する浪人侍」と出ている。「つけびと」

といった人の前後の文脈からすると「つきびと」のほうが自然に思える。

・いいことづくし（いいことずくめ）

　これも前後の関係から判断すると「いいことずくめ」だと思う。

・～がきょうじて（～が昂じて）

　テレビ画面では「趣味の～づくりがきょうじて」と言っていた。これはどう

みても「昂じて」ではないか。「きょうじる」は「興じる」であろう。前後の

関係からみて「こうじる」だと思う。

・はつまご（初孫）

　私としては「ういまご」と言ってほしい。昭和 39年出版の広辞苑（第一版

第 13刷）に、すでに「はつまご」の項目があり、「初めての孫、ういまご」と

出ている。私が子どものころは「ういまご」だったと思うが、今ではテレビで

「ういまご」を聞くのはまれで、この三年間で一回しか聞いていない。

・激しい雨風に警戒してください

　今年（平成 16年）は台風が観測史上最も多く上陸した年で、台風の進路予

想のときよく聞かれたのが、この「～に警戒してください」という言い方だっ

た。しかし、普通は「～を警戒する」というのではないだろうか。東京育ちの

70台半ばの人に聞いたら「『～を警戒する』という」と言っていた。

・けが人はありませんでした

　これは正しくは「けが人はいませんでした」であろう。「ある」と「いる」

の区別をつけるとき「生命のないものには“ある”、生命のあるものには“いる”」

と教わった。そのときつくづく「日本語はよく考えて作られている」と思った

記憶がある。この原則に従えば、けが人は生命のある存在だから、「いる」が

使われるべきである。
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　昨今の言語状況を概観すると、どうも原理原則がおざなりにされて、自分の思

いつきでしゃべっているのではないか、というふうに思えてならない。

○その他気になること

・敬称について

　NHKでは「○○大学教授の△△さん」というが、私の感覚では「△△先生」

と呼ぶべきだ。民放では、まちまちで「△△さん」と呼んだり、「△△先生」と言っ

たりしている。少なくとも教育職の人や医師については「△△先生」と呼んで

ほしい。

・ゲットする

　これは獲得すると言ってほしい。ゲットに該当する日本語がないのならとも

かく、「獲得する」や「得る」という言葉がある以上、むやみに英語を使って

ほしくない。

・～点ビハインド

　この言葉はサッカーの流行につれて用いられるようになった気がする。サッ

カーのみならず各種のスポーツ（特に野球）で用いられているが、「～点差」

と言えばいい。

　ゲットするにしてもビハインドにしても、長嶋茂雄氏が「メイクドラマ」と

言い始めたころから、英語をそのまま日常会話に持ち込む風潮が出てきた気が

する。

・辞任させて頂きます

　これはダイエーの高木社長（平成 16年 10月 15日の時点）の言葉である。

諸般の事情から、彼の辞任は必至と思われていた。そして会見を開いたときに

「辞任させて頂きます」と言った。なぜわざわざ「させて頂く」と言う必要が

あるのか。「辞任します」と言えばいいではないか。一昨年、昨年と報告して

いるが、この「～させて頂く」という言葉は、今年はいっそう使用頻度が高く

なっているように思う。先日（平成 16年 10月）、学生部会のとき、学園祭開

催について学生が挨拶に来た。学生が自己紹介したが「委員長を勤めさせて頂

いてます○○△△です」「会計を勤めさせて頂いる□□××です」と 6～ 7人
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の学生が異口同音に言うので、いやな思いをした。「委員長の○○△△です」「会

計の□□××です」と簡単に言えばいいのに。就職活動の会社訪問のときにも

こんな調子で「○○大学の△△です。本日は貴社を訪問させて頂きました」と

でも言うのだろうか。究極の事大主義の典型をみているようで空恐ろしい。

・ご苦労様でした

　これについては昨年、年下（目下）のものが年上（目上）の人に使うのはお

かしいのでは、と書いたが、前述の「余計なお世話」によると、「この語句は

目下のものが目上の者に対して使ってはいけないと言う人が出てきて、代わり

に『お疲れ様でした』と言うようになって来た。もともと『ご苦労さん』と言

うのは目上の者が目下のものに対してねぎらいの気持ちを表す語句であるから

だというのである。しかし、筆者はどうしてこれがいけないのか納得できない」

とある。

　著者の西谷氏は大正 15年生まれと言うことであるから、彼の見解と私の考

えの違いは「年代の違い」と言うことになりそうだが、果たしてそれだけのこ

となのだろうか。西谷氏の出身地は不明だが、地域差と言うことは考えられな

いだろうか。この点についてはさらに検討を加える予定である。

・こととする、こととなる

　この言い方は一昨年報告したが、この一年間はほとんどこの言い方しか聞か

れなかった。こんなに短時間で言い方が変わるとは本当に驚いてしまう。

・～しましょう

　私としては、「～します」と言ってほしい。たとえば「ニュースをお伝えし

ます」とか、「天気予報をお伝えします」。ところが、「それでは天気予報をお

伝えしましょう」という言い方をよく聞くようになった。以前にも書いたこと

だが、最近は動作の主体をぼかす傾向が強く、「～しましょう」というのもこ

の傾向の結果と思われる。

・ウン、エー、ハイ

　テレビで話をしている人が、会話の途中で、自分で自分の話にうなづいてウ

ンとか、エーとか、ハイとか言っている。かなり前から聞きづらいもの言いだ

と思っていたら、平成 16年 10月 9日付の産経新聞で阿久悠氏が同様のことを
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指摘していた。

　氏はこの現象を「自己完結」と規定している。言い得て妙である。全く同感！

氏も書いているように、会話は両者の協調のもとに行われるはずのものだが、

この「ウン」が入ると、自分の発言に一人で納得して、そこで協調が断たれて

しまう気がする。先日ダイエーの高木社長（当時）が、周りを取り囲んだ人か

ら「いつ辞任するんですか」と質問されて、「わたしはそういうこと（社長の職）

に固執するつもりはありませんよ、ハイ。～ハイ。～ハイ。」と答えた場面の「ハ

イ」は見事なくらい他者を寄せつけない調子で言われていて、感動してしまっ

た。

・ばらける

　「ちらばる」とか「ばらつく」という意味で使われている言葉である。ばら

けるという言い方は品が無く聞きづらい。

　以上、テレビで見聞きした言葉の気になる点について述べた。言葉が変化する

ことは不可避であるが、現時点で誤りと判断されることについては声を上げて正

さねばならないと考える。

　この三年間の一連の言葉の変化について、その原因を考えてみた。

　一昨年は、人々のバスに乗り遅れまいという気持ちがおかしな言い方が広まる

原因のひとつと考えた。昨年は、物事を婉曲に言いたい気持ちが変なもの言いが

流布する原因のひとつと推測した。

　今年、言葉の乱れの原因の一つとして考えたことは、生活が豊かになって、四

季の変化が生活に与える影響が少なくなり（たとえば冬の暖房、夏の冷房、一年

中出回る多種類の野菜や果物。私が子どものころは、キューリは夏しか食べられ

なかったし、リンゴやナシは秋に限られていたし、イチゴが食べられる時期はご

く限られていたり、というふうに食べ物の旬の期間がはっきりしていた、など）

生活のメリハリが失われ、物事のけじめがあやふやになってしまったことである。

さらに親が自信をなくし、子どもにしつけをしない上に、言葉遣いも教えないか

ら（おそらく親自身もその親から教えられてないのだろう）、子どもたちはどの

ような言葉遣いをすれば良いかわからず、テレビで見た（聞いた）ものいいを、
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その使い方が正しいかどうか判断しないで（できなくて）、そのまま真似てしまっ

て言葉の乱れに拍車をかけているのではないか。

　皮肉なことに、平成 16年９月 19日付けの産経新聞によると、敬語を使う理由

として若者が挙げた項目の一位は、「相手と自分の立場をはっきりさせて、けじ

めをつけることができるから」で、16～ 19歳では 68％、20～ 29歳では 61.7％だっ

たという。この記事によると、彼ら若者は「上下関係を明確にするよりも、相手

を自分の立場に合わせた言葉遣いをし」「上下関係よりも親疎で敬語を使い分け」

「関係が親しければ、目上でも敬語を使わず（タメ口をきき）、関係が遠ければ、

同級生でもわざと敬語を使う」。「対等意識が強いからか、自分を卑下する表現と

勘違いして、謙譲語を使うことに抵抗がある」ということで、敬語の使い方をわ

きまえて使っているわけではないことがわかる。特に「親疎で使い分け」という

点が笑える。けじめとは親疎のことなのか。自分と相手の立場とは目上（目下）、

年上（年下）、お客様と接するとき、という関係のことではないか。

　問題は、本来ならば家庭で行われるべき言葉遣いの教育があまり行われていな

いとすれば、あとは学校教育で補うほかはあるまい。しかし、読み間違いやいい

間違いが増えたのは、学校の国語教育に不備があるのではないか。以前呼んだ本

の中で、米原万里氏がチェコのロシア人学校でのロシア語教育について書いてい

たことは、ともかくたくさんの本を読まされたということだった。

　たくさんの本を読むということはいろいろな言葉遣いを学ぶことになり、特に

今流行の音読をすれば読み間違いも減少するであろう。言葉遣いの乱れを正す手

段に即効性のあるものを期待しようにも、そう都合のいいものはすぐには見つか

らないと思うが、さしあたってできることといえば、小学校から名文といわれる

文章を子どもたちに読ませることだと思う。このことは迂遠なようでも、結果と

してかなり有効な手段ではないかと思う。


