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あ 

 

  愛想と愛嬌(ふりまくのはどっち？)… あいそ【愛想】〔「あいそう(愛想）」の転〕①人に対する応対の仕

方. 好感をもたれる言葉遣い・表情・態度など. 「 －がいい」「 －のない人」 ②人を喜ばせる

ための言葉や振る舞い.「 －を言う」 ③相手に抱いている好意.「 －が尽きる」 ④特別な心遣

い・もてなし・心付けなど.「何の－もございませんで…」 ⑤飲食店などの勘定・勘定書.〔② 

④ ⑤ は「おあいそ」の形が多い〕. あいきょう【愛嬌・愛敬】〔古くは「あいぎょう」. 中世

後期以降清音化していき「敬」の意味が薄れるとともに「嬌」の字も当てられるようになった. 

①表情や言動が愛らしく, 人好きのすること.「 －のある娘」 ②〔失敗の言い訳や謙遜の意を

込めて「ご」を付けて言う場合も多い〕好ましさを感じさせたり, 笑いを誘うような言動や表情. 

愛想.「 －を振りまく」「ご－に舞をひとさし」「空振りもほんのご－さ」 ③商店で客の気を引

くために行う値引き・おまけ・催し物など. (大辞林第三版より) 

  あらゆる努力… 安倍首相の常套句の「あらゆる努力を惜しまない」．「できることは全てやる」もそうで

すが，「あらゆる努力」や「できることは全て」の範囲を自分の都合で勝手に規定してしまって

は，誰からも信用されないでしょうね． 

  異次元… 岸田首相が大好きな政治用語で，つまらない政策をごまかす時に使用されます．「異次元」は

「別の次元」「普通とは全く異なる考え方」という意味の言葉です．次元が違うぐらい，これま

でとは全く違った斬新な発想で物事を行うというときによく使われます．「異次元の少子化対策」

であれば，これまでとは全く違った発想によって行われる少子化対策ということです． 

  いずれにしても… 国会答弁を聞いていますと，「いずれにしても云々」という言葉が頻繁に登場します．

この用語が用いられるのは，答弁が非常にあやふやな場合に多く見られますが，前言を無責任に

放置しておいて，「それはそれとして…」という意味で用いているようです．いずれにしても一

種の誤魔化しですね． 

  一目散とまっしぐら… 「一目散」はこれまで「一目散に逃げだす」のように，あまり褒められない行動

の時に用いるものだと思っていましたが，最近「一目散に駆け寄った」のような用例に出会って

戸惑っています．このような積極的な行動は「まっしぐら」などの方が，語感としてよろしいの

ではないかと思うのですが． 

  一顧と一瞥… 一顧の方は「一顧だにしない」のように否定文に用いて，わずかに振り返ってみることも

しない，まったく顧みない，歯牙にも掛けない，との意味であるのに対し，一瞥は「一瞥する」

のように，ちらっと見ること，ちょっとだけ見やること，の意で肯定文に用いられることの方が

多いようです． 

  一丁目一番地… おっさんビジネス用語．最優先（の課題）の意． 

  いってこい… おっさんビジネス用語．ものやお金，人が一往復してもとに戻ること． 

  一波，二波… 新型コロナの感染の波を「いっぱ，には」と数えていますが，先ごろ大阪府の吉村知事が

第四波のところで「よんは」と発音しておられました．なぜ「よんぱ」ではないのかと気になり

ましたが，最近，このような疑問に時々出くわします． 

  命に別状はない… 最近，事件や事故，災害の現場で「命に別状はありません」と報道される度に，何と

なく違和感を感じています．重症か軽傷の区別よりも，まずは生死の判別が大切なことは解かる

のですが，「命さえ助かれば，あとはどうでも良いのか」と，なぜかしら心に引っかかる冷たい

ものを感じるのは，考えすぎでしょうか． 

入れ替わり立ち替わり… 明鏡国語辞典によれば，次から次に（例―客が訪れる）の意．もしかして悪意



が含まれているのではと疑ってみたのですが，そんなことはありませんでした． 因みに，同じ

明鏡国語辞典で「寄ってたかって」を見てみますと，大勢が寄り集まって，大勢が一緒になって

（例―こづき回す）とありました．大きな勘違いでした． 

言わば… 明鏡国語辞典には「(たとえて)言ってみれば．(しいて)言うならば」との説明があります．し

かし，安倍首相は答弁が苦しくなると，この言葉を本来の意味とは無関係に連発するクセがある

ようです．しかもやたら早口になるので，苦し紛れの答弁であることがバレバレになります．（令

和 2 年の通常国会より） 

ウィズコロナ… ウイルス蔓延の中で賢く生きていく．それは大切なことだ．だが，「コロナと一緒」と

言うと，われわれとコロナの間にお仲間感が出てしまう．こういう言葉の使い方はおかしい．相

手は，あくまでも克服すべき災禍だ．お友達になるべき対象ではない．「ウィズインフルエンザ」

とは言わない．だから「ウィズコロナ」もやめた方がいい．(浜矩子氏の時代を読む「飛び交う

変な言葉群」東京新聞 2020.8.9.) 

えいや… おっさんビジネス用語．締め切りなどに迫られて決断すること． 

エッセンシャルワーカー… 小池百合子東京都知事の発言には，日頃からもったいぶった物言いが多く，

必要のないところにまでカタカナ語を使いたがるのが特徴です．4 月 15 日(2021 年)の記者会見

でも，何の注釈もなく「東京以外からのエッセンシャルワーカー以外の方の東京への移動は可能

な限りご遠慮願いたい」旨の発言がありましたが，この『エッセンシャルワーカー』の意味する

ところは誰もが理解している言葉なのでしょうか．因みにヤフーで JOBNET の定義を検索してみ

ると，次のような説明が掲載されていました．「エッセンシャルワーカーとは，人々が日常生活

を送るために欠かせない仕事を担っている人のことです．新型コロナウイルス感染症の影響によ

って，世界中で外出自粛やロックダウンなどが相次ぎました．エッセンシャルワーカーは，そう

した緊急事態下においても簡単にストップするわけにはいかない仕事に従事する人々に対し，感

謝や尊敬の念を込めた呼称として使われるようになりました．主に医療・福祉，農業，小売・販

売，通信，公共交通機関など，社会生活を支える仕事をしている方々のことをいいます．たとえ

ば医療・福祉の分野では，医師や看護師，介護士などが人々の生命や健康の維持に努めています．

また小売・販売の分野では，スーパーやコンビニなどに生活に必要な日用品が届けられ，公共交

通機関では，仕事や病院などに向かうために利用する電車やバスの運転手や駅員などの職員によ

って，滞りなく運営されています．このようにエッセンシャルワーカーは，身近なところで私た

ちの生活を支えています．海外では英語で Essential Worker と呼ばれており，基本的な意味は

日本語と違いはありません．インターネット上の SNS などの声から見ても，日本と同様に新型コ

ロナウイルス感染症への危険性があるなか，ライフラインを維持するために現場で働いている人

たちに対して，尊敬の念が込めらた呼称です．エッセンシャルワーカーの方々に感謝の気持ちを

伝えるために，ブルーライトアップや，夕方の拍手など具体的な行動が行われた国の例もありま

す．」このように非常に重要な用語なのであれば，是非とも適切な注釈をつけるか，それが面倒

であれば，相応しい日本語を定義して戴きたいものです．小池都知事の言動にはトゲがあります． 

鉛筆をなめる… おっさんビジネス用語．数字を多少ごまかす． 

お蔭で… ときどき「～のお蔭でひどい目に遭った」という言葉を聞いて違和感を持つことがありますが，

できれば「～の所為で」と言っていただきたいものです． 

お疲れさま… テレビの刑事ドラマでひっきりなしに使われる「お疲れ様です」というセリフ．かなり耳

障りなのですが，他に適当な挨拶語はないのでしょうか．確かに，上司に向って「ご苦労さま」

は失礼ではないかとの指摘は昔からあるのですが… 

汚名挽回… よく TV 等で聞く言葉である．明鏡国語辞典によれば，「汚名挽回」は誤用である/誤用でな

いの両説があるとのことですが，やはり汚名は返上すべきもので，名誉挽回との混用のように思



われます．なお，「汚名をそそぐ」の「そそぐ」は「雪ぐ」と書き「注ぐ」は誤りのようです． 

  思います… テレビのレポーターに多いのが「…へ行ってみたいと思います」と云うような「思います」

の用法で，大変気になっています．なぜ「行きます」「行きましょう」と素直に言えないのでしょ

うか．「食べたいと思います」も「食べます」「いただきます」と言えば，それで済むのではない

でしょうか． 

  オワコン… 話題性が薄れ，魅力がなくなり，既に興味を引かなくなったコンテンツなどを意味する表現．

俗に「終わったコンテンツ」を略した表現として用いられるインターネットスラング．主にゲー

ムやアニメ,マンガなどについて言うが，人物に対して用いる場合などもある.(weblio辞書より) 

 

か 

 

  書き入れ時… 一瞬，エッと思って国語辞典を調べました．明鏡国語辞典によりますと，「商店などで，

売れ行きが最もよく，もうけのきわめて多いとき．[解説]帳簿の書き入れに忙しいときの意から．

[注意]「掻き入れ時」と書くのは誤り．」だそうです． 

  がっちゃんこ… おっさんビジネス用語．ぶつかること．合体させる，すること． 

  仮定の質問には答えられません… 今や安倍前首相や菅首相の「伝家の宝刀」になっていますが，「人事

に関することはお答えできません」と共に，恐らく想定問答集の中に用意されているのでしょう． 

  ガラガラポン… おっさんビジネス用語．いくつかに分かれているものを，いったん一緒にして分け直す

こと． 

  間髪を入れず… 読み方：かんはつをいれず. 別表記：間髪をいれず．髪の入る間隙もないほど間を空け

ずに．「間髪を容れず」とも書く．本来「間，髪を入れず」という意味であり，「間髪」という名

称の何かがあるわけではない．そのため本来は音便(または連濁)が生じて「ぱ」の音に変化する

こともない. (Weblio 辞書 実用日本語表現辞典より) 

きました… 体操競技などのスポーツ中継でよく耳にする言葉で「(超難度の技を)決めてきました」とい

うのがあります．「決めました」と言うよりも．只今進行中というところを強調したいのでしょ

うか．せっかくの実況中継ですからね．でも「転倒してきました」とは言わないところが紳士で

すね． 

決めの問題… おっさんビジネス用語．決め手がない中で，どれかに決めるしかないこと． 

玉砕… 戦時中の用語で「全滅」のことです.(小澤俊夫語録 2018.12.27.より) 

  空中戦… おっさんビジネス用語．役所間での予算の取り合い．具体的な根拠に基づかない不毛な議論． 

  く(奇)しくも… 偶然にも．不思議にも．「…謎の事故死を遂げた二人の生年月日は同じだった」[注意]

「きしくも」は誤り．(北原保雄編：名鏡国語辞典より) 

    口先三寸… テレビ朝日のクイズ番組“言葉検定”で「口先三寸」と「舌先三寸」のどちらが正しいかと

の出題があった．明鏡国語辞典によれば「舌先三寸」の解説に「口先だけで巧みに人をあしらう

弁舌．口先三寸は誤り」とあった．クイズ番組の林修氏によれば最近のアンケートでは 50％以上

の人が「口先三寸」を使用しており，「舌先三寸」を用いる人はその半数であるとのこと． 

  激おこ… 激しく怒っている，大変腹立たしい状態を表す言葉．知らなかった．辞書にも載ってないし． 

  結構… 多義語の一つで，何かを頼み，相手がそう答えた時, それが承諾の意味なのか，拒否なのか，混

乱した経験はどなたにもあるだろう. (2019.3.6.付け東京新聞のコラム筆洗より) 

  懸念に留意… ASEAN 首脳会議の議長声明で用いられた文言で，中国の南シナ海進出に対して「いくつか

の懸念に留意する」とのことでした．英語でどのように表現されているのか知りませんが，翻訳

するとおかしな日本語になる“お手本”のように思われます． 

  けんけんがくがく… 『NHK 解説員「けんけんがくがくの議論」とコメントし謝罪,訂正』との記事に出会



いました．さわがしいなどの意味がある「喧々囂々（けんけんごうごう）」と率直に意見を述べ

議論するという意味の「侃々諤々（かんかんがくがく）」が混ざってしまったもののようです． 

  検証… 明鏡国語辞典によれば，「①実際に調べて証明すること．仮説を――する．②裁判官・調査機関

などが直接現場に臨んで証拠物件などを調査すること．現場――」とあります．テレビの報道レ

ポーターが，ろくに検証もしないのに，やたらにこの言葉を使いたがるのが気になっています． 

  交通整理… おっさんビジネス用語．込み入った部分をときほぐして、ものごとを進めること． 

誤解があるのであれば… 麻生財務相の常套句「誤解があるのであれば撤回したい」ですが，誤解したの

が自分の方なのか相手方であるのかがさっぱり判りません．そのいずれであっても，ご自身の発

言について謝罪や撤回をするつもりがないことだけは確かなようです． 

  誤解を招いて反省… これはコロナ自粛中にも拘わらず８人で会食して非難を浴びた菅首相の発言です

が，国民は何も誤解しておらず，菅首相の言動がちぐはぐだと怒っているだけなのです． 

  ございます… 「です」「ます」で済むところを「ございます」と言うと丁寧になると思ってか，やたらに

「…でございます」を連発する人がいます．営業マンならともかく，政治家やお役人ばかりか，

最近では学者や技術者までが公の場で連発し始めました．一例ですが「東京付近では地震が多く

発生してございます」はいかにもおかしいでしょう． 

  誤認… 韓国海軍の駆逐艦が能登半島沖で海上自衛隊の哨戒機に火器管制レーダーを照射した問題で，哨

戒機がレーダー照射範囲に偶然入ったとする韓国側の説明に対して，日本政府は「事実関係に一

部誤認がある」と反論しているようです．(2018.12.25.の新聞報道より) 自衛隊の哨戒機を敵機

と「誤認」することはあっても，韓国側の苦しい言い訳に対して「事実関係に一部誤認」の余地

はないように思いますし，抗議をする時にはあいまいな文言は避けるべきだと思うのですが．新

明解国語辞典を見ますと「誤認とは他の物や人をまちがってそれと認めること」とあって，ご丁

寧にも「最新鋭のイージス艦が軍用機と民間機を誤認することがあり得るか：事実誤認」との例

文まで付記されていました． 

  コロナ禍とコロナ下… 「コロナ禍の問題は…，コロナ禍で東京五輪は…」とかの文脈で最近よく使用さ

れるフレーズですが，耳で聞いていると，どうしても「コロナ下で…」をイメージしたくなりま

す．別にどちらでも良いのですが，日本語の文脈として時々「おやっ」と思うことがあります．

丁寧な人は「コロナ禍の中で」と表現に気を付けておられ，なるほどと感じ入った次第です． 

  コンダラ… グラウンドなどをならす整地ローラーを「コンダラ」と呼ぶ人がいるそうだ．そう聞けば，

語源を知る世代は噴きだしてしまうかもしれぬ．それは誤解に由来する．＜思い込んだら試練の

道を＞．昭和 40 年代にヒットした「巨人の星」の主題歌.  歌いだしの＜思い込んだら＞の部分

をどういうわけか＜重いコンダラ＞と解釈し, 整地ローラーのことをコンダラというのだろう

と, それこそ思い込んでしまったらしい. 時代を経て「コンダラ」という俗称が定着していたと

はおもしろい. (2018.12.26.の東京新聞筆洗より) そう云えば，童謡の「うさぎ追いし」を「う

さぎ美味し」だと思っていたとある先輩から聞いたことがありますし，自分は浦島太郎の「帰っ

てみればこは如何に」を「怖い蟹」だとずっと思い込んでいました． 

  今夜のテレ朝は？… テレビ(テレビ朝日)を見ていると，時々何の前触れもなく「今夜のテレ朝は？」と

いうフレーズが耳に飛び込んできます．テレビ朝日の夜の番組の予告なのですが，“夜”と“朝”

の違和感が，しかもテレビ朝日と朝とは何も関係ないということが瞬時に理解できずに，毎回不

快な思いをしています．女子アナがポーズをつくってこのセリフを言うことにも違和感がありま

す．「それは誇り高いアナウンサーの仕事ではないでしょう」と． 

 

さ 

 



  ざっくばらん… おっさんビジネス用語．思ったことを隠さないで言う様子． 

  事案… 三省堂大辞林などによりますと「問題となっている事柄」をそのように言うそうですが，最近，

報道番組でよく使用されることが気になっています．ほとんどの場合「事件」と言ってもよさそ

うに思います．何だか胡麻化されているような気がしているのですが… 追記：時には「重大事

故」の場合もありますので注意が必要です.(安倍晋三語録より) 

  自粛要請… 「自粛」とは本人が自らの意思で行動を差し控えることで，他人に要請するものではない．

要請するならそれは「恫喝」ないしは「強要」ではないのか．つまりこれは強要しながら強要の

責任を逃れる言葉なのだ.（小田嶋 隆著『日本語を取り戻す』亜紀書房，より） 

  自助・共助・公助… 今ではごく当たり前に使用されている防災用語ですが，何時ごろから使われるよう

になったのでしょうか．一説では，江戸時代に出羽国米沢藩の藩主だった上杉鷹山が「三助(自

助・互助・扶助)の実践」を考えたのが始まりだそうで，藩をうまく統治していくために考えら

れたもののようです．筆者の記憶では(間違っているかも知れません)，自助・共助・公助なる用

語がマスコミに登場したのは 1995 年の阪神淡路大震災直後のことではなかったかと思います．

その当時の防災に関する常識(それこそ社会通念)が全て覆されるほどの大災害に，行政は全くの

お手上げ状態でした．あまり行政を頼らず，少しは自分自身でも頑張ってほしいと，頭の良い官

僚諸氏が考えたのではと邪推しているのですが，それにしても良くできていますね． 

      【追記】新型コロナウイルスへの対応に困った菅首相が，またこの自助・共助・公助と云う言葉

を持ち出しました．きっとこれも頭の良い官僚の入れ知恵でしょうね． 

  社会通念… ウィキペディアによれば『「社会通念」とは人間社会の「暗黙の了解事項」の一つで，法律

のように明文化されていない』とありますが，専らこの用語を使用しているのが裁判官なのが不

思議です．「伊方原発は危険性が社会通念上無視し得る程度にまで管理され，客観的に見て安全

性に欠けるところがない」(大分地裁)と云うように使用されますが，「社会通念」かどうかを判

断しているのが裁判官自身であるところに問題がありそうです．因みに，伊方原発の運転差し止

めを求めた原告側も「原発廃止こそが社会通念」として仮処分申請を行なっていたのですが． 

  終戦… 戦争直後の用語で「敗戦」のことです.(小澤俊夫語録 2018.12.27.より) 

   「縦断」か「横断」か… 台風 10 号がまさに四国に接近しており，やがて中国地方を縦断するであろうと

の予報が出ています(2019 年 8 月 15 日)．この「中国地方を縦断」という語法に疑問を感じて，

明鏡国語辞典で調べてみました．「縦断」には，①縦に断ち切ること，②縦または南北に通り抜

けること，とありました．同様に「横断」には，①横の方向に切断すること，②横切ること，③

大陸・大洋を東西に通り抜けること，とありました．どうも納得がいきません．中国地方の地形

は山口県から兵庫県まで東西に細長い形状をしていますので，幅の狭い方を横切る場合を横断，

そうでない場合を縦断と言うのではないかと考えるのですが．やはり，地形よりも東西・南北の

方が優先されるのでしょうか… 

  粛々… 三省堂大辞林によりますと，① しずかなさま．ひっそりとしているさま．「鞭声は…と夜河を過

（わた）りぬれば／山陽詩鈔」 ② おごそかなさま．「…として実行に移す」「師範学校の方は…

として進行を始めた／坊っちゃん 漱石」とあります．しかし菅官房長官が辺野古埋め立てに際

してこの言葉を用いる場合には「反対しても政府がやると言ったらやる」という意味になります． 

  正直ベース… おっさんビジネス用語．誇張がなく正直なこと．正直に言えば． 

  正直者ですから… どこかのコマーシャルでよく耳にします．他の人からの評価ならそうかも知れないと

思いますが，自分自身のことをご自分で評価されても困ってしまいます． 

  衝突… 「戦闘」とも言います.(安倍晋三語録より) 

  しらかみさんち… 仙台の電車の中で隣り合わせた女子高生同士の会話が耳に入りました．一人が「白神

山地に行ったことある？」．するともう一人が「わたし，しらかみさんて人知らないもん」．聞い



ていて思わず吹き出してしまいました． 

  仁義を切る… おっさんビジネス用語．関係者に断りを入れる． 

  心配… 気象庁の地震情報のたびに発表される「津波の心配はありません」．心配という言葉は多分に心

理状態を表わす言葉であって，津波の有無といった物理的な事象を示すには不向きであると，毎

回，違和感を持って聞いています．せめて「恐れはありません」，できれば「ありません」「起こ

りません」とできないものでしょうか． 

  ご心配を… テレビ報道の謝罪会見でよく「ご心配をお掛けして申し訳ございません」と謝る人がいます

が，心配するかしないかは受け手(視聴者)側の問題であって，「損害」や「ご迷惑」はともかく，

「ご心配」は当事者だけでやっていただきたいものです． 

    人流… 新型コロナ対策の中で小池都知事が「じんりゅう」という用語を使用していますが，最初は何の

ことだか意味が判りませんでした．「人の流れを止める」と優しく言って戴ければ何の問題もな

いのですがねぇ～． 

すがすがしい… 困った.「すがすがしい」という言葉を使えない. この言葉の本来の意味を辞書で確認

すれば「心地よくさわやかだ」である. だが, 菅内閣が発足してしまった今,「すがすがしい」

と言えば, どうしても「菅っぽい」とか「菅的だ」という語感になってしまう. 心地悪くて, ま

るでさわやかさに欠ける. (浜矩子氏の「AERA」巻頭エッセイ「eyes」2020 年 10 月 26 日号より) 

  ずくめとづくし… 「ずくめ」は，それ以外の状態がそこには見られないこと．用例として，結構…，黒

…の服装，うれしい事…の一カ月．「づくし」は，(昔，教育上の目的などで)同類に属する物をな

るべく多く列挙したもの．用例として，国…，町…，紋…．[以上は新明解国語辞典より] それ

よりもネットメディア『知恵袋』による次のベストアンサーの方が解かりやすい気がしています． 

「ずくし（尽くし）」は「名詞に添えてその類を全部ならべ挙げる意を表す語」であるのに対し

て，「ずくめ」は「名詞に添えてその物だけである意を表す語」です(広辞苑)．前者は並べるとい

う行為者の意図がありますが，後者はそうではありません．「蟹ずくし」というと，お弁当など

を作るときに蟹だけで相手をもてなそうという気持ちが伝わります．「蟹ずくめ」というと，食

材をどんどん弁当に詰めたら，たまたま蟹だけになってしまったという感じ．「今日の料理は蟹

ずくしですね」と言われれば，「そうなんですよ．今日はいい蟹が沢山手に入りましてね」とい

うような会話が続くでしょうし，「蟹ずくめですね」と言われれば，「おや，蟹はお嫌いですか」

と言いたくなります．同様に「結構ずくしの話」といえば，相手がよい条件を揃えたということ．

「今日はいいことずくめだ」というと偶然にもいいことが続いた場合を含みます．納得です． 

  政局… 三省堂大辞林によれば，①政治の動向．政情．「混沌とした－」②首相の進退をめぐって, 政治

の主導権をめぐる争いが表面化すること.「 －にする」「 －になる」追記として，政治上の大き

な変動をいう「政変」に比べると政権交代の可能性や倒閣の兆しなどにいう，とあります．①は

ともかくとして，②の方は非常に判りにくいですね． 

  接待を伴う飲食店… その言葉が初めて公の場で使われたのは，3 月 30 日の小池百合子都知事の会見だ

ったそうです．「若者の皆様にはカラオケ，ライブハウス，中高年の方々はバーやナイトクラブ

など，接待を伴う飲食店に行くことは当面お控えいただきたい」．その後，クラスター（感染者

集団）が発生しやすい場所として，安倍晋三首相や各自治体の知事の会見でもたびたび使われる

ようになった「接待を伴う飲食店」では，どんな「接待」をしているのでしょうか？「接待を伴

う飲食店」を規制の対象としているのが風俗営業法.「キャバレー,待合,料理店,カフェーその他

設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」と定義している. 2018 年 1 月 30 日

付で警察庁生活安全局長が出した通達「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の

解釈運用基準について」の中で,「接待」について具体的に言及している. 原文は平易な言葉遣

いではないため, 編集部で書き下して紹介する. 接待の定義:「歓楽的雰囲気を醸し出す方法に



より客をもてなすこと」会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して, 通常の飲

食店の範囲を超える程度の会話やサービスを提供する. 接待の主体: 通常の場合、接待するのは

店の経営者やそこで雇われている人だが、料理店などに呼ばれた芸者が接待する場合, 旅館・ホ

テル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合なども含む. 通常は異性によることが多

いが, それに限られるものではない.(https://www.nippon.com/より) 

  全員野球… おっさんビジネス用語．全員が力を合わせて仕事をすること． 

  僭越… 明鏡国語辞典によれば，自分の地位・立場などを越えて，出過ぎたことをすること. 実は東京

新聞の次の記事に違和感を感じましたので，改めて国語辞典を調べてみたところです．「国内で

初めて新型コロナウイルス感染者が 2万人確認された 13日(2021年 8月), 菅義偉首相は官邸で

記者団の囲み取材に応じた. 菅氏はこれまでの取り組みへの総括を求められたのに対し,「私自

身,自己評価することは僭越だと思う」と評価を避けた.」 誠に僭越ながら，菅首相は『僭越』

という日本語をご存知ではないように思われるのですが… 

ソーシャルディスタンス… 正しくは「ソーシャルディスタンシング」で，コロナ感染の拡大防止のため

に人と人との間に広めに距離を取ることを指す．だが，ここでソーシャルという言葉を使うのは

どうも奇妙だ．空けるべきなのは物理的距離だ．人間同士が社会的に疎遠になることが求められ

ているわけではない．そのような方向になってはいけない．ソーシャルディスタンスはやめて，

フィジカルディスタンスと言うべきだ．物理的には遠ざかっても，今この時，人類は社会的には

互いに親密であるべきだ．(浜矩子氏の時代を読む「飛び交う変な言葉群」東京新聞 2020.8.9.) 

  捜査中につきコメントは差し控えさせていただきます… 河合議員夫妻はじめ，疑惑を受けている政治家

がインタビューを避けるために使う常套句のようです．しかし，捜査をする側が云うのであれば

理解もできますが，疑いを掛けられている側がそれを云うのはおかしいでしょう．疑惑を晴らす

ために必死で言い訳をしないといけないのではないでしょうか． 

  訴状が届いていないので… 「訴状が届いていないのでコメントできない」との報道を何度目にしたこと

か．取材をシャットアウトするための便法として考えられたようですが，報道関係者は子供の使

いではあるまいし，そんなことに騙されないで，きちんとプロの仕事をしてほしいものです． 

  ぞっとしない… 東京マラソンの一般参加が新型コロナウイルス感染拡大の影響で取りやめに．感染した 

ランナーが人混みを駆け抜けていく姿を想像すれば，やはりぞっとしない(東京新聞筆洗より)． 

明鏡国語辞典によれば，ぞっとする…寒さや恐ろしさ，また強い感動によって体がふるえ上がる 

ようなさま，ぞっとしない…あまり感心しない，とあります．上記の感染ランナーの場合には， 

「ぞっとする」の方が自然で，「ぞっとしない」の方には何となく違和感があるのですが… 

 

た 

 

  他山の石… 河井夫妻の巨額の選挙買収事件をめぐっては, 二階氏が 3 月 23 日(2021年)の会見で「議論

の余地のないこと. 党としても他山の石としてしっかり対応していかなくてはならない」と発言

し,「他山ではなく紛れもない自分の山だ」(小池晃・共産党書記局長)などと批判を浴びた.(朝

日新聞デジタルの記事から) 

  立ち位置… 最近よく耳にする言葉ですが，昔はこのような言葉はありませんでしたので，やや気になっ

ています．ネットで検索してみますと,『「立ち位置」というのは本来舞台用語で, 最近では立場

に近い意味で使われますが, 若干ニュアンスが違うようです．「立場」は「自分の置かれる立場」

というように受動的・客観的に使われますが,「立ち位置」の場合は「自分の立つべき場所」と

いった能動的・主観的に使われることが多いようです．本来は両方とも「立場」という言葉で間

に合うのですが，細かなニュアンスの違いを表現できることから「立ち位置」という言葉が使わ

https://www.nippon.com/


れだしたのではないでしょうか．市民権を得つつある言葉と言っていいのではないでしょうか』

とのことでした．また別のサイトでは『「立ち位置」は,「立場」とは真逆の概念である．「立場」

とは，当人が日々生活し生計を立て(させてもらっ)ている経済上社会上の具体的なそれを指すの

に対し,「立ち位置」とは「当人の意志」によって如何様にも変え得るようなそれを指している

からである.』とありました．なんとなく判ったような… 

  だとか… TV では旅行番組でも，料理番組でも，「…だとか」が大流行りのようです．伝聞を伝えるため

には便利な言葉ですが，あまりに多用し過ぎると，耳障りでもあり，何よりも「地元の人はこう

言っていますが，私は責任を持ちませんよ」と言われているようで，あまり好きにはなれません． 

ダマでやる… おっさんビジネス用語．黙ってこっそりやる． 

多用途運用護衛艦… 航空母艦の別名のようです. (安倍晋三語録より) 

躊躇なく… 「新型コロナウイルス感染症の急激な拡大に伴い躊躇なく緊急事態宣言を発令する」と言い

つつ「未だ全国的かつ急速なまん延という状況には至っていない」と躊躇している安倍首相には

『躊躇の権化』との称号を贈りたいと思っているところです．(2020 年 4 月 5 日付けの『<新型

コロナ>「全国的まん延」首相判断 緊急事態宣言 いつ発令?』のニュースを受けて) 

ツーカー… おっさんビジネス用語．お互いに気持ちが通じて，一言言えばすぐわかる様子． 

募る… 明鏡国語辞典によれば，『募る』の項には「①勢いなどがいっそう激しくなる．②広く呼びかけ

て集める．募集する．③いっそう激しく…する．」とあります．安倍晋三語録(迷言集)にまたひ

とつ「私は幅広く募っているという認識でした. 募集しているという認識ではなかった」が追加

されることになりました．（令和 2 年の通常国会より） 

ていねいに… 安倍首相が「ていねいに説明します」と発言した時には注意して聞かないといけません．

必ずどこかに言い訳や誤魔化しが混入しているはずですから． 

  適材適所… 第４次安倍内閣の組閣人事で使われた用語ですが，本当にそうかどうかは決めた本人が言う

のではなくて，世間一般の評価を待ったほうが良いようです．安倍首相自らが「全員野球内閣」

と呼んだりしていますが，政府内からでさえ「論功行賞内閣」や「在庫処分内閣」といった声も

挙がっているようです． 

  適切に… これも政治家の必須用語の一つですが，「ていねいに」と同じく，自分自身で適切やていねい

かどうかの判断をしているのではどうしようもありません．言葉だけではなんとでも言えます． 

  適当… 「適当」という言葉を耳にした時は気をつけなければならない. 原稿を見せた上司にそう言われ

た場合, 新聞コラムにふさわしいと及第点が与えられたのか, 大ざっばでいいかげんと叱られ

ているのか, とっさに判別しにくい場合もある.(2019.3.6.付け東京新聞のコラム筆洗より) 

  できることは全て… 安倍首相の常套句の「できることは全てやる」．「あらゆる努力を惜しまない」もそ

うですが，「できることは全て」や「あらゆる努力」の範囲を自分の都合で勝手に規定してしま

っては，誰からも信用されないでしょうね． 

    転進… 戦時中の用語で「退却」のことです.(小澤俊夫語録 2018.12.27.より) 

  東京アラート… 新型コロナウイルス感染再拡大の兆候が表れた際に警戒を呼び掛ける「東京アラート」

が発動され，レインボーブリッジが赤くライトアップされました．感染者が拡大傾向を示す中で，

新たな警戒目安も示さないまま，ワーキングチームの結論待ちという姿勢では都民の命と暮らし

を守ることはできません．さらに，アラート解除は小池知事が都知事選に出馬を表明した前日で

あり，全業種への休業・自粛要請解除は都知事選告示の翌日です．そもそも「東京アラート」は，

赤い光で都民に注意喚起するだけで，都が何をするのか肝心なことを示さず，都民の自己責任に

委ねるものでした．これが感染拡大防止のためのものと言えるでしょうか．「東京アラート」は

何だったのか，多くの都民から疑問の声が上がっています．（東京新聞，赤旗の記事より） 

  どちらとも言えない… マスメディアが行うアンケート調査で，賛成，反対と並んで「どちらとも言えな



い」が結構多い調査結果を平気で掲載していますが，おそらく質問の仕方が悪いのでしょう．「ど

ちらとも言えない」が最多のことも多く，これではアンケート調査をやる意味がありません． 

  突貫工事… おっさんビジネス用語．一気に完成させる．また，手抜きで急いでする． 

  度付きサングラス… 何のことはないごく普通の日常語ですが，テレビのコマーシャルなどで突然耳に入

ってくると，「ドツキ」の語感が強すぎて拒絶感を感じてしまいます． 

  とっとと… テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(2020 年 3 月 5 日放送)では，新型コロナウイル

スの感染拡大について特集していました．安倍晋三首相が新型インフルエンザ等対策特別措置法

の改正の協力を野党に求めたことに，元国立感染症研究所研究員で白鴎大教授の岡田晴恵氏は

「この法律を作った民主党政権の時に，私は大臣にレクにあがった覚えがあります．やはり党派

を超えて，とにかくこの１週間の内に患者が増えちゃうので，とっととやってください」と声の

トーンを低くし素早い対応を求めました．国が保有するマスクは 746 万枚を超えることに「今,

指定病院でもマスクはないわけです. このマスクは『N95』かどうか定かでありませんけど, と

っとと医療機関に出して下さい」と改めて早期の対応を要求. これに MC の羽鳥慎一アナウンサ

ー(48)は「もうね, 岡田先生はこの短時間で『とっとと』を２回言ってます. でも本当にそうだ

と思います」と同調していました．明鏡国語辞典によれば，「さっさと．急いで．早く」の意で，

「疾く疾くと」の転，語法としては多く命令表現とともに使う，とあります．ちなみに，これと

良く似た「とっとーと」は博多弁や佐賀弁など，博多周辺で使われる方言の 1 つです．1つ目の

「と」は「取る」の活用形．2 つ目の「と」は「～してた」と完了形を示します．そして 3 つ目

の「と」は標準語の「～の？」「～よね？」の語尾に当たります．博多弁では、「そのお酒，とっ

とーと？」で「そのお酒，キープしているの？」という意味になります．「写真を撮っているの？」

にも使えて便利ですね．早くいうと「ととと？」と聞こえるので，博多弁を知らない人は一体何

のことを言っているのか困惑しそうですね．とっておきたくなるほどおいしいお菓子という意味

の『とっとーと』という福岡のお土産もあります． 

  飛ぶ鳥を落とす勢い… 東京新聞のコラム“筆洗”(2019.1.28.)のジョークですが，雨宿りしていた茶髪

の兄ちゃんが姉ちゃんに向ってこう言ったそうです.「すげえなぁオイ. 飛ぶ鳥を落とすような

勢いの雨だな」 ある落語家の体験談だとか． 

 

な 

 

  ７７，９９… 最近のアナウンサーはどこか変です．“７７”を「ななじゅう-しち」，“９９”を「きゅう

じゅう-く」と発音するのです．それが一人ならまだしも，ほとんどのアナウンサーがそうなの

です，それを聞くたびに何度もびっくりしています．こちらがおかしいのでしょうか． 

  ７７７… これも「ななひゃく-ななじゅう-しち」なのだそうです． 

  なので… 若い人の会話ならともかく，最近ではテレビのニュースキャスターや学会での発表者までが，

言葉や文章の冒頭で「なので…」を使用していることに違和感を覚えています．本来は「休日な

ので郵便局は休みです」のように使用するものと理解していたのですが，古いのでしょうか． 

  なるはや… おっさんビジネス用語．なるべく早く． 

  握る… おっさんビジネス用語．根回しをして合意する． 

  になります… コンビニや食堂の会計の場面で「お会計は 1500 円になります」と言われて一瞬戸惑うこ

とがあります．なぜ「お会計は 1500 円です」ではないのでしょうか．同じく会計の場面では「2000

円からお預かりします」にも違和感があります．どこがおかしいのか説明するのにも窮するので

すが． 

  寝技・寝業… おっさんビジネス用語．陰でこそこそ動いて工作すること． 



 

は 

 

  白紙… 明鏡国語辞典によれば，①白い紙，②書くべきことが何も書かれていない紙「―委任状」，の次  

      に③特定の意見や先入観をもたないこと「―で交渉に臨む」，④何もなかったもとの状態「協定 

を―に戻す」「―撤回」とあります．横浜市の林文子市長は 2017 年の市長選で IR 誘致に対して 

「白紙」を表明して３選を果たし，それ以降も「白紙」を強調してきたのですが，突然(19/8/22) 

IR 誘致を発表しました．白紙から誘致決定への態度変更は「市民への裏切りではない」とのこと 

ですが，この場合の「白紙」の用法は本当に正しいのでしょうか． 

  恥の上塗り… 厚労省の勤労統計不正に際して，外部委員会が同じ身内の職員に聞き取り調査をしたのは

「恥の上塗り」に違いないが, 厚労省は不正という「恥」の真相を隠すため甘い調査で「上塗り」

をしたかったのではないかと云う，東京新聞のコラム“筆洗”(2019.1.28.)による皮肉を込めた

ジョークでした． 

  必要があればやる… 「やらない」「やるつもりはない」の意味（菅首相の国会答弁より） 

  風速〇メートル… 風速の単位は「〇メートル毎秒」あるいは「毎秒〇メートル」であって，「風速〇メ

ートル」は明らかに間違いでしょう．理科系の人間には我慢ならないのですが，如何なものでし

ょうか．大坂なおみさんのサーブ球の速さは時速 200 キロメートルだそうですが，これも「200

キロのサーブ」は本当はまずいのでしょうね． 

  腑に落ちる… 愛媛県の中村知事が 10 月 9 日の記者会見で，学校法人加計学園の加計理事長の記者会見

について「全部ふに落ちたかと言えばそうではない」と述べたとのテレビ報道を耳にしました．

「腑に落ちない」と云う日本語は昔からありますが，「腑に落ちる」は国語辞典には見当たりま

せん．「合点がいく」と同義語でしょうか． 

  ぶり… 明鏡国語辞典によれば，③時間を表す語に付いて，再び同じ状態になるまで，それだけの期間が

過ぎていることを表す．「事件から 70 時間－に解放」「五年－の優勝」「しばらく－です」[表現]

好ましくないことにも使う．「九年ぶりの大地震」「三年ぶりの低成長」[注意]「大学二年ぶりの

再会」など，「ぶり」の前に<物事の始点>がくる言い方は誤り．「ぶり」の前には<経過した時間>

がくる．とあります．しかし「箱根駅伝で一年ぶりの優勝」とは言いませんよね． 

  平成最後の… 「平成最後の大相撲」,「平成最後の高校野球」,「平成最後の卒業式」…．だから何だと

云うのでしょうか？ 

  別状… テレビ報道などでよく「命に別状はない」との文言を耳にします．何だか人の命を軽く見られて

いるようで良い気がしないのですが，考え過ぎでしょうか． 

  ペライチ… おっさんビジネス用語．一枚の紙． 

  ポーアイ… 神戸市の埋め立て地ポートアイランドのこと．関西の方は何でも言葉を省略して日常に取り

入れることが多いようで，咄嗟に何のことかわからず，時々戸惑ってしまいます． 

  ほうる… プロ野球中継の解説者はもちろんご自身もプロ野球の経験者ですが，なぜかピッチャーが投球

することを「投げる」と言わずに，必ず「ほうる」とおっしゃいます．漢字では「放る」または

「抛る」と書きますが，「投げる」と比べるといかにもコントロールが悪そうに思えるのですが．

それにしてもダルビッシュや田中マー君には「投げる」の方が，金田正一には「ほうる」の方が

似つかわしく思えるのが不思議です．やはり日本語は難しいですね． 

  ポテンヒット… おっさんビジネス用語．責任範囲があいまいなために起きる問題． 

  骨太の方針… つまらない政策を粉飾するために自民党政権が代々使用してきた政治用語．政権の重要課

題や翌年度予算編成の方向性を示す方針とされています. 正式名称は「経済財政運営と改革の基

本方針」で，各省庁の利害を超えて官邸主導で改革を進めるため，首相が議長を務める経済財政



諮問会議で毎年 6 月ごろに策定します．小泉政権時の 2001 年度に始まりましたが，近年は総花

的で焦点が見えづらくなったとも指摘されています．かつて宮沢喜一財務相が同会議の議論を

「骨太」と表現したことから，骨太の方針と呼ばれるようになりました． 

  ポンチ絵… おっさんビジネス用語．考えを示した略図やイラスト． 

 

ま 

 

間違いありません… 被告が起訴内容を認める時に必ず「…間違いありません」と言うのを不思議に思っ

ておりましたが，これは不思議でも何でもなくて，検察側が常に「以上の起訴事実に間違いあり

ませんね」と，判で押したように問い質す結果として，そうならざるを得ないのでしょうね．ず

いぶん殺風景な日本語だと思いますが． 

無心… 「無心」という多義語がつい浮かぶ. 不正入試に揺れる東京医科大である. 3 月 4 日に公表した

報告書. 前理事長が受験生の保護者に送ったメールの内容が出ていた．「(寄付を)300 万程度し

ておいて，入学後にドカンと追加してください」. ドカンと寄付すると約束すれば入学試験は通

りやすかったか．「無心」には「遠慮なく物をねだること」という意味があるが，このメールが

まさにそれだろう．合格と寄付を取引するかのようなやり方に「思慮, 分別のないこと」の意味

の「無心」が重なる. 裏切られたのは公平な合否判定を信じ，「無心」で勉強した受験生であ

る.(2019.3.6.付け東京新聞のコラム筆洗より) 

目線… NHK ラジオ深夜便の“不思議な日本語”と云う番組でたまたま耳にしたのですが，新明解国語辞

典によりますと，そもそもは舞台や映画撮影などで用いられる専門用語，すなわち演技者やモデ

ルなどの目の向いている方向・位置・角度などのことであったようです．俗に「視線」の意味で

も用いられていますが，「目線」は目の動きに応じて顔も動かす点が異なるそうです．「上から目

線」などと云う言葉もずいぶん古くなってしまいました． 

目途… 明鏡国語辞典では，『めど』で引くと，「めざすところ，めあて，見通し」などの説明があり，『も

くと』で引くと，「めあて，目標，めど」とあって，両者の違いはよく判りません．ただ，政治

家やお役人は必ず『もくと』を使い『めど』と言わないのは，何か理由があるのでしょうか． 

目出し帽… いつも「目無し帽」と聞こえ，どうやって見るのだろうと困ってしまいます．昔は『覆面』

という便利な言葉があったのですが最近は聞きません．鞍馬天狗は「目出し頭巾」ですかね． 

申し訳ございません… 電車に乗っていてよく耳にするのは「お急ぎのところ，電車が遅れまして誠に申

し訳ございません」と言う車掌さんの車内アナウンスです．不思議なのは，その車掌さんが「自

分には全く責任がありませんので，謝る気は毛頭ありませんが」と心の中で言っているのが明ら

かに読み取れることです．恐ろしいことです． 

 

や 

 

  やばい… 若い人の「やばい」にも危ないという意味で使う場合と，すごいというプラスの意味の場合が

あるのは，もはや常識だろう.(2019.3.6.付け東京新聞のコラム筆洗より) 

  ようなもの… 上記の「間違いありません」もそうですが，よくニュース番組で耳にする傷害事件の「刃

物のようなもの」などの「～のようなもの」も代表的な検察用語ではないでしょうか．「刀のよ

うなもの」なら何となく判りますが「刃物のようなもの」で「刃物以外のもの」とは何でしょう

か．間違いを恐れるあまり曖昧な表現を多用すると，日本語はおかしくなる一方でしょう． 

  よしなに… おっさんビジネス用語．いいように，よろしく． 

  寄り添う… 体がふれるほど，ぴったりとそばに寄る(名鏡国語辞典)．相手のからだに触れんばかりに近



くに寄る(新明解国語辞典)．どちらも変わり映えしませんね．天皇皇后両陛下が被災地を訪ねて

被災者と同じ目線でお見舞いの言葉を掛けておられる様子には「寄り添う」という言葉の意味を

感じますが，安倍首相がしきりにお使いになる「沖縄に寄り添う」との言葉にはまるで真心が感

じられません．恐らく，自らが軽々に「寄り添う」などと言うべきではないのでしょうね． 

  夜の街… 都市部においては，昼間も活気があるイメージの「繁華街」という言葉に対し，夜間に営業さ

れるスナックやバー，クラブなど，酒類の提供を主とする飲食店や，場所によっては性風俗産業

（風俗街）なども集まる夜の街を強調する意図をもって言い表すことが多い．夜間営業の店が多

いため，電飾を多用した派手で目立つ看板が多いのが特徴である．また，旅行者が訪れる温泉街

や宿場町などには，都市部ほど派手ではなく数も少ないが，歓楽街と称される一帯が付随してい

ることが多い．業種の構成そのものは都市部とさほど違いはないが，外観は大きく違う．（ウィ

キペディアより） 
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  落石注意… 山道でよく見かける道路標識ですが，斜面を石が転がり落ちている図案からイメージされる

のは，今まさに落下してくる石に注意せよと云うことなのですが，どう考えても無理があります． 

      道路に転がっている落石に注意せよとの意味であることは分かるのですが… 

  リモート… リモートワークを賢く使うのはいい．だが，リモートという言葉には，実は「疎遠」のニュ

アンスがある．「かすか」とか「わずか」の語感もある．「remote hope」といえば「わずかな希望

(しかない)」の意だ．リモートワークが広がる中で，われわれがお互いに縁遠くなり，人間関係

が深みのない冷ややかなものになってはいけない．逆に，リモート技術を巧みに活用して，遠く

にいるたくさんの多様な人々と縁を深める．そのように心がけていないと，お互いにどんどん遠

ざかってしまう．リモートコントローラーは，「リモコン」と短縮形で日本語化してしまえば，

人畜無害で便利な道具だ．だが，フルネームで使えば，「遠隔操作する者」の意味にもなる．リモ

ートワークが増えれば，どこかで姿なきリモートコントローラーに管理され，監視される体制に，

知らず知らずのうちに取り込まれてしまっているかもしれない．何かにつけてリモートは少し怖

い．少し危険な香りがする．リモートとは，注意深く，賢く付き合わなければならない．(浜矩子

氏の時代を読む「飛び交う変な言葉群」東京新聞 2020.8.9.) 

  ロハ… おっさんビジネス用語．タダ．無料． 

 

わ 

 

  わたし的には… 何も言うことはありません．無視しましょう． 

  ワンボイス…ワンボイス(one voice)という英語は, 日本語で「同音」という意味です. 「with one voice」

という英熟語もあって, これは「全員が一斉に」「全員が声をそろえて」を意味します. 小池百

合子都知事がよく使う「ワンボイス」はこの「with one voice」という英熟語に由来していると

考えられ,「統一」や「一致団結」という意味で使われています.( 2021 キャッチノートより) 

 

 

 

 

 

 


