
碩 士 學 位 論 文

韓․日 放送語彙의 比較 考察 

- KBS 와 NHK 뉴스를 中心으로 -

 

指導敎授  李   昌   益

濟州大學校 敎育大學院

日 語 敎 育 專 攻

金   美   京

1999年 8月



韓․日 放送語彙의 比較 考察 

- KBS 와 NHK 뉴스를 中心으로 -

指導敎授  李   昌   益

이 論文을 敎育學 碩士學位 論文으로 제출함.

1998年 6月

濟州大學校 敎育大學院 日語敎育專攻

提出者  金 美 京

金美京의 敎育學 碩士學位論文을 認准함.

1998年 7月

審査委員長                 印

審 査 委 員                 印

審 査 委 員                 印               



- i -

《國文抄錄》1)

韓․日 放送語彙의 比較 考察

- KBS와 NHK뉴스를 中心으로 - 

金   美   京

濟州大學校 敎育大學院 日語敎育專攻

指導敎授  李  昌  益

  본 연구는 사회 커뮤니케이션의 한 형태로 그 역을 확장하여 情報化

時代를 살아가는 우리들에게 직접 또는 간접적으로 影響을 주고 있는 

放送의 語彙 중 뉴스 語彙를 대상으로 韓․日 양국의 放送 語彙 사용의 

분석을 통하여 양국의 放送 語彙를 이해하는데 그 목적을 두고 전개하 다.

현대 어휘 연구의 관점에서 무작위 추출에 의해 선정된 KBS뉴스 4편, 

NHK뉴스 4편을 각각 品詞․語種․語數의 비교에 의한 방법으로 방송 

어휘의 특징을 찾아보고자 하 다. 

  우선, 그 방법으로 Ⅱ장에서는 放送과 放送言語, 뉴스의 定義 및 性格을 

살펴보았으며, Ⅲ장에서는 비교 대상이 된 자료의 선정과 sampling을 제시

하 다. 조사 항목에 따라 sampling된 자료를 가지고 Ⅳ장에서는 日常 

生活語와의 비교, 雜誌 語彙와의 비교로 뉴스 語彙만이 가지고 있는 특징을 

도출하고자 하 다. 다른 역과의 비교를 통하여 도출된 특징을 가지고 

있는 뉴스 語彙가 韓國과 日本이라는 差異에서는 어떠한 특징을 가지고 

※1)본 논문은 1999년 8월 제주대학교 교육대학원 위원회에 제출된 교육학 석사  

 학위 논문임 
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있을까라는 의문점에 대해서는 Ⅴ장의 KBS와 NHK 뉴스 語彙의 비교를 

통하여 고찰하 다. 특히, 양국 뉴스에서 다루어진 어휘의 품사 비율, 구성

상의 공통점 및 차이점, 기본 어휘의 사용 실태, 한․일 양국 방송의 어휘 

선택에 있어서의 차이등을 중점적으로 전개해 나갔다. 

  이러한 연구 과정을 통해 뉴스는 ‘정보 전달’ 이라는 목적을 위해 가능한 

한 컴팩트한 표현을 추구하기 때문에 ‘명사․동사’ 위주의 어휘 선택으로 

이루어지며, 또한 대부분이 기본 어휘로 사용되고 있으며, 語種에 있어서는 

양국 모두 漢字語 중심의 어휘로 되어 있다는 공통점을 고찰할 수 있었다. 

그러나 많은 공통점외에 어휘 사용에 있어서 예를 들면 “취재하다, ○○○ 

기자, 時勢, 混合, 근심” 등의 語의 사용에 반해 일본의 경우는 “お伝えする, 

○○さん, 相場, 混入, 掛念” 등의 어휘 선택에 있어서의 차이점을 발견할 

수 있었다. 이러한 어휘 선택에 있어서의 표현상의 차이의 제시는 현대 

비교 어휘 연구의 기초 자료로서 활용할 수 있으며, 한․일 양국의 방송 

어휘를 이해하는데 도움이 되리라 기대한다.  
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 Ⅰ. 序   論

  放送은 20세기의 산물이다. 국가권력 유지의 수단으로, 때로는 이윤

추구의 도구로서, 때로는 일반대중의 문화적 역량을 높이며 지속적으로 

발전해왔고, 사회 커뮤니케이션의 한 형태로 그 역을 확장해왔다. 이렇게 

放送은 20세기의 삶 속에 녹아들었다. 21세기를 눈앞에 두고 있는 情報化 

時代를 살아가는 지금, 우리들은 정도의 차이는 있더라도 거의 날마다 

放送을 접하면서 그것으로부터 다양한 情報와 기능을 얻으며 일상의 사고와 

행동에 직접 또는 간접적으로 影響을 받고 있는 게 또한 현실이다. 더구나, 

텔레비젼 방송이 일상화되어 일상의 회화와 같은 어투의 말이 사용되는 

방송도 물론 있지만, 방송에서 사용되는 어휘는 방송이라는 특성상 일상 

생활어와는 조금 다를 수밖에 없다. 그리고, 일본어를 공부하게 되면서 

일본어에 익숙하게 되고 시간이 날때면 시청하게 되는 일본의 방송은, 물론 

일본어가 익숙하지 못한 탓도 있지만, 우리의 방송과는 조금 다르다는 

느낌을 받는다. 이는 외국어로서의 일본어를 받아들이는 때문인지, 아니면 

우리의 방송 표현과의 차이 때문인지에 대한 의구심을 갖게 된다. 이에 본 

연구에서는 현대 사회에서 큰 향력을 가지고 있다고 생각되는 ‘放送의 

語彙’를 대상으로 현대 어휘 연구의 관점에서 한․일 방송 어휘 특징에 대한 

의구심의 해결을 하고자 한다.

  본 연구에서 다루고자 하는 현대 어휘 연구2)는 日本의 경우 立 語

究所3)의 창설(昭和22年, 1947年)과 함께 본격적인 연구가 시작되었다고 할 수 

2) 어휘의 연구에는 意味와 語史, 語彙調査를 통한 연구가 있다.
3) 日本의 현대 어휘 연구의 중심적 존재로서 많은 어휘 연구의 성과를 거두었다. 특히,

   ランダムサンプリング에 의한 統計的手法을 이용한 대량 어휘조사를 실시하고 있으며, 

근래에는 컴퓨터를 도입하여 보다 규모가 큰 어휘조사가 가능하게 되었다. 연구 

성과는 다음과 같다.

   立 語 究所報告8 (1955), 『談話語の 態』
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있다. 늦게 시작된 만큼 선행 연구가 부족하여 현실적으로 다른 연구 분야에 

비하여 많이 뒤져 있는 분야라 할 수 있으며, 현대에 새롭게 대두되는 

분야이기 때문에 앞으로의 연구 과제 또한 많은 분야라 할 수도 있다. 

이러한 어휘의 先行 究史를 보면, 고대 어휘의 연구에는 物語 및 象資料 

중심으로 연구되고4), 중세 어휘도 마찬가지로 특정 쟝르의 연구가5), 근대 

어휘의 연구에는 작품 뿐만이 아니라 작가의 특성을 다룬 어휘 연구6)가 

이루어졌다. 현대의 어휘 연구는 연구의 다양성 등으로「放送の語彙」7),

「文 作品の語彙」8)등 여러 전문분야 별로 행하여지는 경향9)이 있다.   

  그리고, 방법론상의 어휘 연구는 어휘 전체를 하나의 대상으로 보고 

전체로서의 어휘 체계의 기술과 어느 한정된 범위를 정해 그 범위 내에서의 

어휘의 특징을 찾아내는 방법10)이 있다. 어휘를 전체의 대상으로 보든, 

   立 語 究所報告12 (1957), 『 合 誌の用語』

   立 語 究所報告23 (1964), 『現代 誌九十種の用語用字』

   立 語 究所報告37 (1970), 『電子計算機による新聞の語彙調査』

4) 선행연구는 다음과 같다

   橋本四 ,「万葉集の語彙」『古代の語彙』, 明治書院,  pp.79∼98

   山口仲美,「源氏物語の語彙」『古代の語彙』, 明治書院,  pp.305∼328 

   小久保崇明, 「 史物語の語彙」『古代の語彙』, 明治書院,  pp.329∼352

5) 선행연구는 다음과 같다. 

   西田直敏,「軍記物語の語彙」『中世の語彙』, 明治書院,  pp.33∼66

   水野弥子,「法語の語彙」『 中世の語彙』, 明治書院,  pp.89∼102

   大友信一, 「中 ․朝鮮資料の語彙」『中世の語彙』, 明治書院,  pp.289∼310

6) 선행연구는 다음과 같다. 

   森岡健二,「開化期飜 書の 究」『近代の語彙』, 明治書院,  pp.63∼104

   中村 明,「夏目 石の語彙」『近代の語彙』, 明治書院,  pp.263∼296

   岡本 勳,「芥川龍之介の語彙」『近代の語彙』, 明治書院,  pp.325∼346

7) 管野 謙,「放送の語彙」『現代の語彙』, 明治書院, pp.329∼349

8) 樺島忠夫, 「文 作品の語彙」『現代の語彙』, 明治書院, pp.237∼256   

9) 선행연구는 다음과 같다. 

   垣吉彦,「現代の新語․流行語」『現代の語彙』, 明治書院,  pp.153∼174

   加藤正信,「現代の 語」『現代の語彙』, 明治書院,  pp.175∼189

   佐竹秀雄,「現代の 門用語」『現代の語彙』, 明治書院,  pp.191∼211

   中野 洋,「流行歌の語彙」『現代の語彙』, 明治書院,  pp.257∼307

   靄岡昭夫,「漫 の語彙」『現代の語彙』, 明治書院,  pp.309∼327

10) 예를 들면, 고유일본어․한자어등 단어의 유래에 입각한 어휘 구성 연구, 

    각 지방의 방언과 표준어 대비․대조연구 등이 있다. 
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한정된 범위 내에서의 어휘의 연구를 하든 어휘의 특징을 찾아내기 위해

서는 어휘 조사가 선행되어야 하며, 어휘 조사는 언어 사용의 상황을 명확

하게 하기 위하여 자료․분야․시대 등의 범위를 일정하게 하여 어떠한 

語가 어떻게 사용되는 가를 조사하는 것으로 조사대상 전체를 조사하는 

전면적 조사와 그 일부를 표본조사하여 그 결과를 가지고 전체를 추정하는 

샘플링 조사(추출조사)가 있다. 조사 어휘량이 많아짐에 따라 샘플링 조사의 

필요성이 커지고 있는데, 이 조사에서는 조사의 결과가 얼마나 실재의 어휘 

실태를 반 하는 가가 문제가 된다. 

  본 연구에서도 어휘론의 대상으로서의 어휘11)를 특정의 언어체계, 특정

사회의 언어체계, 특정한 관점에서 선택한 단어들의 종합으로 보고, 한․일 

양국의 ‘放送의 語彙’중에서 특히 ‘뉴스의 語彙’를 대상으로 비교․분석하고자 

한다. 한․일 양국의 뉴스 어휘의 비교에 앞서 일상 생활어와의 비교, 잡지 

어휘와의 비교를 통하여 뉴스만이 갖는 어휘의 특징을 찾아내고, 기본적으로 

그러한 성격을 가지고 있는 KBS와 NHK뉴스 어휘의 어휘량12)을 가지고, 

양국 뉴스에서 다루어지는 어휘의 양적인 면에서의 분석에 의한 방법으로 

뉴스 어휘의 특성을 고찰한다. 특히, 양국 뉴스에서 다루어진 어휘의 품사 

분포, 구성상의 공통점 및 차이점, 기본어휘13)의 사용 실태, 語 와 語種의 분포 

등을 알아보고 한․일 양국 방송의 어휘 선택에 있어서의 특징을 유추해본다. 

이러한 한․일 방송의 비교 분석으로 양국 방송 어휘의 특성과 차이를 알아

냄으로써 양국의 방송을 보다 더 쉽게 이해할 수 있을 것이라 생각한다.

11) 語彙 : “一定の範囲に用いられる語の 体”

    林大,『 語 典』(1972),  日本 語 編 제21版,  p.355

12) 語彙量은 보통 延語 와 別個語 를 말하는데, 연어수는 같은 단어가 두 번이상  

 나오더라도 모두 세어 전체의 수를 계산하는 방법으로, 별개어수는 두 번 이상   

 나오는 단어는 중복을 피하고 한 단어로 계산하는 방법에서 나온 수를 말한다.

13) 기본어휘는 일상생활에서 가장 일반적으로 사용하고 사용빈도가 높으며 모든 사람들에게  

 공통되는 어휘 중 사회의 구성원으로서 정상적인 기본생활을 하는데 필요하다고 간주되는  

 어휘를 말한다. 일반적으로 한국의 기본어휘는 약 2,000∼3,000語(李庸周외,1986:106)  

 이며, 일본의 경우는 약 2,000語( 立 語 究所, 1979)로 본다.
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 Ⅱ. 放送 語彙의 性格 

  

  韓國과 日本의 放送 語彙를 비교 고찰함에 앞서 우선, 放送의 念과 

放送에서 사용되는 言語의 특징을 살펴보고, 본 연구의 주 대상이 되는 

‘뉴스’의 性格을 알아본다. 

 2.1 放送(Broadcasting)과 放送 言語

  

  전자기 에너지 곧 전파를 이용해서 이질 익명 다수의 사람들에게 프로

그램을 정규적으로 보내는 일, 또는 그러한 제도나 비즈니스인 방송은 

우리 나라 방송법14)상 정치․경제․사회․문화․시사 등에 관한 보도․

논평 및 여론과 교양․음악․오락․연예 등을 공중에게 전파함을 목적으로 

방송국이 행하는 무선통신의 송신이다”(제2조1항)라고 정의한다. 즉 라디오 

또는 텔레비전 전파로 프로그램 또는 커머셜을 보내는 것을 말한다. 오늘

날에는 이 방송을 전파에 의한 매스 커뮤니케이션의 한 형태로 이해된다. 

그리고 방송은 단순한 전파의 발사가 아니라 전파의 물리적 특성을 매개로 

하여 인간의 가치관, 사상, 감정, 기타 제반 사회 현상을 음성, 음향, 상으로 

표현하는 것으로, 통신 기기와 방송 기술의 발달로 현대인의 생활과 

불가분의 관계를 형성하며 발전하 다. 이러한, 방송에서 사용되는 방송 언어

(Broadcast Language)는 넓은 의미에서 방송을 통해 송출되는 모든 언어를 

14) 1963년 12월 6일 우리나라 최초의 본격적인 방송기본법이라 할 수 있는 방송법이     

 제정되었고, 이 방송법에 따라 1967년 일반 방송 세칙과 광고 방송 세칙을 포함하는   

 방송윤리규정이 제정되었다. 1972년에는 국 으로 운 되던 KBS를 공 으로 재편하는   

 동시에 한국방송공사법이 제정되었다. 그러나 1980년에 들어서 이 공 방송이라는  

 취지에 어긋나는 비객관적이고 비공정한 편파방송을 한다는 시비도 있었으며, 방송의  

 자율성, 독립성이 유명무실하다는 비판을 비롯해서 실질적인 독립성, 객관성, 자율성을  

 보장할 수 있는 방송법으로의 개정 요구가 대두되었다. 이러한 요구에 힘입어 1987년  

 11월 28일 언론기본법을 폐지하고 새로운 방송법으로 개정하여 현재에 이르고 있다.
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말하는데,15) 음성 언어와 화면을 통해 상으로 송출되는 문자 언어가 

바로 그것이다. 그러나 인쇄매체와는 달리 방송언어는 청각에 호소하는 

음성 언어를 중심으로 실현되며, 방송의 여러 분야에 따라 방송 언어도 

다양하게 되는데, 본 연구에서는 전문방송인16)들의 음성 언어와 화면을 

통해 상으로 송출되는 문자 언어17)로 규정한다. 

  방송은 그 특성상 기록성이 없고 - 물론 인터넷 등을 통하여 보도 

내용을 빠른 워드로 쳐서 기록하는 방송도 있지만 - 일방적인 전달이며 

불특정 다수를 그 대상으로 한다. 문자 방송이 아닌 경우는 문자의 표의성의 

도움을 거의 받을 수 없으며, 시청자 입장에서는 전달의 속도 조절도 할 수 

없다. 또한, 특별한 사전 준비18)가 없으면 방송 내용은 시간과 함께 사라지며, 

프로그램에 따라 전달자의 인격을 강하게 느낄 수도 있다.19) 또한, 방송 

언어는 보편성을 지녀야 하며, 순화된 말20)이어야 한다. 그러나 현재의 

방송은 공  방송이든 민간 방송이든 시청률에만 급급한 나머지 오락에 

치중하는 경향이 있고, 뉴스와 다큐멘터리 등을 제외한 나머지는 순화되지 

않은 언어를 사용하는 경향이 있다.21) 뉴스는 아나운서를 통하여 원칙적으로 

표준어를 사용하여 시청자에게 전달된다. 이러한 표준어에 의한 방송은 

한 나라의 국어의 통일․순화에 적잖이 기여하고 있기도 하다. 예를 들면 

NHK의 경우『日本語 音アクセント 典』22)을 발행하여 민간에게 보급함

으로서 Pitch Accent(고저 액센트)의 정확한 사용을 돕고 있기도 하다. 

15) 최기호 (1989), 『방송언어의 어제와 오늘』,  미래문화사

16) 보도 방송의 경우는 아나운서, 기자, 특파원, 기상캐스터 등 전문 교육을 받은 자를  

 일컫는다.

17) 캡션방송과 문자만이 송출되는 방송으로 나눌 수 있다. 

18) 필요에 따라서 하는 音․  등을 말한다.

19) 管野 謙,「放送の語彙」『現代の語彙』, 明治書院,  pp.335∼338

20) 朴甲洙 (1985),「 放送言語와 語彙」 KBS 한국표준 방송언어, 한국방송공사, p.152

21) 예를 들면 드라마인 경우 각 지역의 방언을 사용하며, 오락물 등은 출연자에 따라서  

 천차만별의 어휘사용을 하기 때문에 순화되었다고 볼 수 없다.

22) 日本放送協 , 『日本語 音アクセント 典』, 1966 初版- 1982 現在 34判 行
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 2.2 뉴스의 定義 및 性格  

  

  상당수의 사람들에게 중요한 또는 흥미로운 사건에 대한 시의적 보도

(時宜的 報道)를 의미하는 뉴스에 대한 정의들은 매우 다양하다. 올트와 

에머리(Phillip H. Ault and Edwin Emery)23)는 ‘독자들에게 흥미있거나 

중요한 사건들에 대한 시의적 보도’라고 정의하고 있으나, 부시(Chilton R. 

Bush)24)는 ‘평범한 인간들에게 자극과 그에 충족을 줄 수 있는 정보’라고 

말하고 있다. 그런가하면 존슨(Gerald W. Johnson)은 잘 훈련된 편집자들이 

자신들의 신문에 게재키로 결정한 것들’이라고 말하고 있으며, 기버(Walter 

Gieber)는 뉴스란 신문이 만드는 것’이라는 극단적 정의를 내리고있다. 한편 

찬리(Mitchell V. Charnley)는 그 구성요소들 즉 뉴스가 될 수 있는 요소

들을 가지고 귀납적 방법으로 그에 대한 정의를 내리고 있는데, 그는 주장

하기를 “어떤 사건이 많은 사람들에게 중요성(significance) 또는 흥미성

(interest)을 지닐 때, 그 사건은 곧 뉴스가 된다.”면서, ‘뉴스란 곧 상당수의 

사람들에게 중요하든지 혹은 흥미로운 사건이나 그에 대한 의견의 시의적 

보도’라고 정의하고 있다.25) 이러한 의미로 정의되는 뉴스 중 특히 본 연구

에서 다루고자 하는 TV뉴스는 인쇄 매체의 정보 전달 방식과는 달리, 어떤 

사건이나 사실을 요약해서 제한된 시간 내에 보여주는 것이다. 내용을 

요약해서 전달하고 상 역시 압축해서 집중적으로 전달하기 때문에, 비록 

시청 시간이 짧아도 전달하고자 하는 정보의 주제에 대한 이해도가 높다고 

할 수 있다. 또한 TV뉴스는 기본적으로 전달하고자 하는 내용이 사실

(fact)과 실제 현장을 바탕으로 제작된다는 점 때문에 TV뉴스에 대한 

23) Edwin Emery (1991), 『Introduction to mass communications 』, HarperCollins Publishers

24) Chilton R. Bush (1970), 『Newswriting and reporting public affairs』,

                            Philadelphia, Chilton Book Co.

25) 한국언론연구원 編 (1997), 『매스컴대사전』,  한국언론연구원
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신뢰도는 다른 어떤 프로그램보다도 높다. 이해도와 신뢰도가 높은 TV뉴스

에서 절대적인 역할을 담당하는 보도 상의 중요성은 새삼 강조할 필요

조차 없을 것이다. 또한, 뉴스는 아나운서, 앵커맨, 기자 등 전문훈련을 받은 

사람들에 의해 이루어지기 때문에 교육․교양방송, 연예․오락방송, 음악방송, 

광고방송 등의 방송과는 다른 성격을 가지고 있다고 할 수 있다. 사실에 

입각한 정보 전달 보도라는 면에서 교양․연예․오락등의 다른 프로그램

보다는 고른 시청자 층을 가지고 있다고 할 수 있는데, 주 대상으로는 

유․소년․청년층보다는 중․장년․노년층, 여성보다는 남성, 저지식층보다는 

고지식층이라고 볼 수 있다.26) 또한, 뉴스의 어휘는 다른 프로그램보다는 

공손체를 기본으로 하여 사용하며, 비회화적이라는 성격도 가지고 있다. 

물론, 앵커시대의 개막과 함께 앵커와 초대자와의 인터뷰를 통한 뉴스, 2인 

이상의 더블 앵커의 대담을 통한 뉴스의 진행도 있어, 기존의 아나운서 

단독의 뉴스 진행과는 조금 다른 성격의 뉴스도 있겠지만27), 본 연구에서는 

기존의 아나운서 체제의 비회화적 성격의 뉴스의 어휘를 대상으로 하기 

때문에 회화적 뉴스28)와는 또 다른 특징을 가지고 있다고 할 수 있겠다.   

 

26) 新聞의 경우는 이 보다 훨씬 심각한 현상을 나타낸다. 어린이와 학생층의 文字化
    현상으로 신문보도의 뉴스기사는 보지않고 스포츠와 연예기사, 만화등만 보는 경향이  

 심화되고 있다.

27) 엄 하게 보면 KBS뉴스나 NHK뉴스의 대담도 틀에 박힌 어휘를 사용한다는 점에서  

 거의 비회화적이라고 할 수 있다.

28) 話的 뉴스의 예를 들면 다음과 같다.

    KBS 1  P.M. 7:00 뉴스 네트워크 (部分 話的)

            P.M. 11:00 뉴스라인

    NHK   P.M. 5:00 首都 いきいき房 半島行樂情報

            P.M. 6:00 首都 ネットワ〡ク

    NHK BS 1 P.M. 5:00 列島情報

             2 P.M. 12:00 ニュ〡ス

    テレビ朝日  P.M. 8:00  Mステ〡ション 

               P.M. 10:00 ニュ〡スステ〡ション
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 Ⅲ. 資料의 選定과  sampling

 3.1 資料의 選定

    

  뉴스의 어휘를 연구함에 있어 양국의 주요 방송인 KBS(한국방송공사)29)와 

NHK(일본방송협회)30)의 TV뉴스를 선택하 다. 양국을 대표하는 방송

으로서 또한 공  방송이라는 공통점을 가지고 있는 이 두 방송은 공익을 

위한 방송이라는 점과 가장 표준적인 발음을 사용하고 있다는 점을 공통적

으로 들 수 있다. 물론, NHK는 오래 전부터 공 성과 교양을 추구하고 

있는 방송으로서 자리잡아 왔다. 현재의 KBS도 기존의 정부 홍보 차원의 

방송에서 탈피하여 사실 보도, 공익 우선을 추구하고 있지만, NHK에 

비하여 오락편성의 비율이 많다는 것이 다르다고 할 수 있다31). 가장 많은 

시청률을 보이는 저녁시간(오후5시∼12시)의 경우 KBS는 뉴스가 245분, 

58.3%의 비율로 방송되지만, NHK에서는 310분으로 73.8%의 비율을 보이고 

있어 전체 프로그램 중에서 뉴스가 차지하는 비중이 높음을 알 수 있다32). 

29) KBS(韓國放送公社)는 국내 유일의 공 방송으로서 1961년 텔레비젼 방송을 개시하

   으며, 1973년 한국방송공사로 체제를 정비하 다. 2개의 TV채널과 2개의 위성방송 

   채널, 6개의 라디오 채널, 1개의 장애인 특수 방송 채널등을 운용하고 있다. 공익성과 

공공성에 기반을 둔 프로그램을 통해 사회 각 부문을 연결 통합하고 있으며, 특히 

제1TV는 우리나라를 대표하는 기간채널로서 보도, 시사정보, 스포츠, 교양등을 방송

하는 국내 유일의 광고없는 채널이다.

30) 사회공공의 목적을 가지고 교양․교육을 추구하고 있는 NHK(日本放送協會)는 全國  

 放送에 地域放送을 겸하며, 라디오, TV, FM, 衛星放送, 文字放送등 뉴스 메디아에도   

 진출하 으며, 全國에 75개의 放送局과 많은 中繼局이 있고, 年間 豫算 약 3,500億円,  

 職員 約 15,000명의 世界的으로도 巨大한 放送 機關이다.

31) KBS 1의 교양프로그램 비중이 많은데 비하여 KBS 2는 오락성격이 강하다고 볼 수 있다.  

 NHK인 경우는 1채널을 가지고 있기 때문에 KBS에 비하여 교양 비중이 높다고 보여진다.

32) 양국 방송사(공 ․민간)들의 저녁시간대(P.M.5∼12)의 뉴스의 비율은 다음과 같다.

   《한국》  KBS 1  245분  58.3%  ,  KBS 2   60분  14.2% 

             MBC    90분  21.4%  ,   SBS     55분   13.1%

   《일본》  NHK    310분  73.8% ,   日本テレビ 90분  21.4%
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이러한 양 방송의 뉴스 중 프로그램의 편성체제가 가장 비슷하다고 

생각되는 KBS의 저녁 9시뉴스와 NHK의 저녁 7시뉴스를 어휘 조사의 

대상으로 선택하 다. 비록, 시간대가 다르다는 차이가 있기는 하지만, 

하루를 정리하는 뉴스라는 점에서 그리 문제가 되지 않을 것이라고 생각

한다. 

  KBS 저녁 9시뉴스와 NHK 저녁 7시뉴스의 일정 분의 뉴스의 선택은 98년 

7월 24일, 7월 27일, 8월 3일, 11월 9일의 4일분의 뉴스를 現地에서의 녹화에 

의한 방법으로 수집하여 분류․분석하 다. 일자의 선택33)은 KBS와 

NHK뉴스의 가장 일반적인 형식34)을 갖추었다고 여겨지는 7월 27일, 8월 

3일, 11월 9일 뉴스와 일본의 自民党 裁選 라는 이례적인 행사를 다룬 

점에서 다른 뉴스와는 어휘면에서도 다른 특성을 가지고 있다고 생각

되어 표본으로 하 다. 4회분이라는 뉴스가 비록 뉴스 어휘 전체를 대변해 

주는 결과를 가지고 있지는 않겠지만, 어휘의 양적인 면에서의 샘플로서 

분석을 한다면 어느 정도는 반 될 수 있을 것이라고 생각한다.  

    

 3.2 sampling

  어휘조사의 대상을 品詞別․語彙量(延語 35)․別個語 36))․使用頻度․

             フジテレビ  135분  32.1% ,  TBSテレビ  65분 15.5%

             テレビ朝日 135분  32.1% 

      위와 같은 비율로 뉴스가 보도되는데, 공  방송이 뉴스에 치중함에 비해 민간   

 방송은 뉴스의 비율이 현저히 낮아 드라마, 쇼 등의 흥미위주의 프로그램 편성을 알 수  

 있다.

33) 무작위 추출에 의한 방법으로 선택된 NHK뉴스 6편(7/24, 7/27, 8/3, 8/7, 11/1, 11/9)과  

 KBS뉴스 6편(7/24, 7/27, 8/3, 8/9, 11/1, 11/9) 중에서 각 4편씩을 선택하 으며,  

 일자는 편이상 같게 맞추었다.   

34) 다양한 주제를 다루는 뉴스로 주제당 시간 배분의 평준화로 보면 그렇다. 대개 이 

    시간대의 뉴스는 평균 22∼29개의 테마를 가지고 보도가 되며, 한 테마 보도에 평균 

    100∼160초 정도를 소요한다. 

35) 延語 (running words) : 같은 단어가 두 번 이상 나오더라도 모두 세어           
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頻度順位․使用率(비율%)․語種別구성으로 나누어, KBS뉴스 4회분, NHK

뉴스 4회분 등 8회분의 뉴스의 내용 중 아나운서와 기자(때에 따라 인터뷰)의 

대사를 위주로 하여 sampling하 다. 그 외 뉴스 중에 나오는 일반인들의 

대화내용은 sampling에서 제외시켰다.  

  우선, 품사별 분류에서는 기본적으로 학교문법37)의 품사 분류를 따랐는데, 

조사․조동사는 전체 語 에서 차지하는 비율이 너무 많아 본 연구의 

취지와도 상이하므로 선행 연구자들의 방법대로 분류항목에서 제외시켰다. 

뉴스에서 어떤 語들이 반복되어 많이 사용되고 있는가를 살펴보기 위하여 

분류표 작성은 연어수를 이용하여 작성함을 원칙으로 하 으며, 분류항목은 

다음과 같다. 

 

      【 품사 분류 항목 】 

 명사  [ 보통․고유{인명, 지명, 인명․지명외(이하 인․지외라 함) } ]  

 대명사

 수사  [ 부수적 단위 포함 ]

 동사  [ 활용형 구분없음 ] 

 형용사 [ 형용동사 포함 ]

 부사 

                             전체의 수를 계산하는 방법에서 나온 수

     “自民党の 裁の選 は今日投票の行われ, ∼ 自民党 裁に就任することが決まりました。”란  

  문장의 경우 延語  11 (조사․조동사 제외)

36) 別個語 (differenc words) : 두 번 이상 나온 단어는 중복을 피하고 한 단어로      

                             계산하는 방법에서 나온 수

    “自民党の 裁の選 は今日投票の行われ, ∼ 自民党 裁に就任することが決まりました。”란  

 문장의 경우 別個語  9 (조사․조동사 제외) 

37) 한국어의 학교문법 통일안의 품사 체계는 아홉 품사를 인정하여 명사․대명사․수사․  

 조사․동사․형용사․관형사․부사․관사로 분류하고, 일본어의 경우는 보통 橋本

    (Hasimoto)의 문법으로, 명사․동사․형용사․형용동사․부사․연체사․접속사․감동사․  

 조사․조동사로 분류한다.

    남기심․고 근 (1985), 『표준국어문법론』, 塔出版社,  p.64

    橋本進吉 (1958), 『 語法体系論』, 岩波書店



- 11 -

 관형사 [ 연체사 ]

 접속사 

 감탄사 [ 감동사 ]    

  

  이상과 같은 분류항목에 따라 분류된 품사(명사, 대명사, 수사, 동사, 

형용사, 부사)는 빈도수에 따라 어휘표를 작성하 는데, 선행 연구와의 

비교를 위하여 항목을 변경시킨 경우도 있다. 이들에 대해서는 각 항에서 

설명한다. 그리고, 연체사․접속사․감동사는 가 적어 구분하지 않고 

어휘표는 작성하지 않은 대신에 단어만을 열거하 다. 그리고, 어휘표 작성

에서 표제어는 기본형(사전형)을 사용함을 원칙으로 하 다. 語種別 분류는 

기본적으로 명사, 동사만을 대상으로 하여, 각 단어를 고유어․한자어․

외래어․혼종어의 네 종류로 구분하 다. 혼종어의 분류에서는 동사를 

명사+하다․되다, 외래어+하다, 명사+する, 명사+できる, 외래어+する등으로 

세분화하여 語種에서의 동사의 특징을 찾아보고자 하 다. 語彙量의 분류는 

延語 와 別個語 를 각 품사별로 분류하고, 延語 에 대한 別個語 의 

비율을 통하여 양국 뉴스의 특징을 알아보고자 하 다. 
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 Ⅳ. 뉴스 語彙의 特   

  본 장에서는 일상 생활어와 잡지 어휘와의 비교를 통하여 뉴스 어휘의 

특징을 찾아보고자 하 는데, 한국의 KBS뉴스와의 비교 대상으로서의 선행 

연구 자료가 부족하여 여기에서는 일본의 NHK뉴스만을 대상으로하여 

‘뉴스 語彙와 日常 生活語의 比較’ , ‘뉴스 語彙와 誌 語彙의 比較’에 

의하여 일반적인 뉴스 語彙의 特 을 알아보고자 한다.   

    

 4.1 日常 語彙와의 比較 

  뉴스 어휘와 일상 생활어는 음성 언어의 관점에서 본다면 비슷하지만, 

방송의 특성상 무절제한 단어를 사용하지 않고 순화된 制限的 用語를 

선택하여 사용한다는 점에서 여러 가지 차이점이 있을 것이다. 여기에서는 

NHK뉴스와 日本의 일상 생활어의 품사 구분을 통하여 일상 생활어와의 

차이점을 살펴본다.

  선행 연구가 되어 있는 일상 생활어의 품사 분류의 자료는 시대가 50

年代라고 하는, 比較上 약점으로 작용되지만 考資料로는 어느 정도 비교가 

될 수 있다고 생각하여「 立 語 究所」에 있는 1952년과 1953년 東京의 

일상담화의 녹음자료, 연어수 83,620語에 대한 조사결과와 비교하 으며 

여기에서는 47.6%를 차지하는 조사․조동사를 제외한 52.4%를 대상으로 

하 다.38) 뉴스 어휘의 품사 분류는 sampling한 NHK뉴스의 품사 분류 

결과로 연어수 4회 평균 5,858語 중 전체의 36.3%를 차지하는 조사․조동사를 

제외한 수치로 평균 3,731語에 대한 조사 결과이다.  앞에서도 언급하 듯이 

38) 立 語 究所報告8 (1955), 전게서

    宮島達夫 編 (1982), 『図 日本語』 角川小 典-9, 角川書店,  p.77
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어떤 語들이 반복되어 사용되고 있는가를 살펴보기 위하여 연어수를 가지고 

비교하 으며, 품사 분류는 선행 연구가 된 일상 생활어의 분류와 맞추기 

위하여 명사의 비율안에 수사를 포함시켰다. 분류표는 다음의《표Ⅳ-1》,

《표Ⅳ-2》와 같다. 그리고, 분류표의 비고는 NHK뉴스와 일상 생활어의 

품사 비율의 차이를 ‘±’로 표기한 것으로 양자간의 차이를 한눈에 알아

볼 수 있도록 하기 위하여 제시하 다. 

《표Ⅳ-1》 NHK뉴스의 품사 분류표(1) 《표Ⅳ-2》 일상 생활어의 품사 분류표 

품   사 비 율 % 비  고 품   사 비 율 % 비  고

명   사 68.0 + 27.1 명   사 40.9 - 27.1

동   사 22.4 - 2.0 동   사 24.4 + 2.0

대명사 1.3 - 1.3 대명사 2.6 + 1.3

형용사 2.9 - 4.9 형용사 7.8 + 4.9

부   사 2.6 - 9.6 부   사 12.2 + 9.6

접속사 1.1 - 2.7 접속사 3.8 + 2.7

연체사 1.6 ± 0 연체사 1.6 ± 0

감동사 0.1 - 9.3 감동사 9.4 + 9.3

  위와 같이 뉴스에 있어서의 명사 비율이 일상 생활어의 명사 비율보다 

약 27% 정도 높다. 이에 반해 용언을 수식하는 부사의 비율은 일상 생활어 

보다 약 10% 정도 낮으며, 감동사의 비율도 매우 낮은 비율을 보인다. 이러한 

결과는 뉴스의 성격에서 찾아 볼 수 있는데, 뉴스가 정보 전달의 차원에서 

가능한 한 컴팩트한 표현을 추구하는 경향이 있기 때문에 부사, 감동사의 

사용보다는 명사의 사용이 많다고 볼 수 있다. 하지만, 일상 생활어는 

일상적인 생활속의 대화이므로, 좀 더 현장감 있는 표현을 위해 상황의 

설명과 감정의 표출을 도와주는 기능의 부사․형용사․감동사의 사용이 

많음을 알 수 있다. 그리고, 뉴스와 일상 생활어의 품사별 비율을 그래프로 
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나타내보면 다음과 같다. 

【그래프 Ⅳ-1】 NHK뉴스와 일상 생활어의 품사 분류
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  위 그래프에서도 알 수 있듯이 명사의 차이가 매우 크며, 대명사․연체사의 

차이는 거의 없다는 것을 알 수 있다. 형용사․부사․감동사는 일상 생활어가 

NHK뉴스 어휘보다 높은 비율임을 알 수 있지만, 명사의 경우처럼 큰 

차이는 아니다. 이처럼 뉴스와 일상 생활어의 품사상의 차이는 명사에서 

두드러지는데, 이것은 역시 뉴스 어휘가 정보 전달이라는 목적을 위해 확실한 

의미를 전달할 수 있는 명사의 사용을 위주로 하기 때문이다. 반면, 감정의 

배제를 위해 형용사․부사․감동사의 사용은 자제한다는 것을 알 수 있다.  

 

 4.2 誌 語彙와의 比較 

  음성 언어와 문자 언어와의 차이는 어떻게 될까? 라고 생각해 볼 때, 

음성 언어로서의 뉴스 어휘와 문자 언어로서의 잡지 어휘를 비교해 본다. 
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우선, 잡지 어휘와 뉴스 어휘의 품사의 차이를 알아보고, 어휘의 사용율순 

어휘표를 통해 상위 빈도 어휘의 차이와 뉴스와 잡지의 상위 빈도어가

『日本語 育基本語彙七種 比較 照表』39)에서 어떠한 분포를 이루고 

있는가를 통해, 기본어휘에서의 두 분야의 차이점과 특징을 찾아낸다.

  4.2.1 品詞의 分類에 의한 語彙 比較

 

  잡지의 어휘는 立 語 究所報告25의 『現代 誌九十種の用語用字』40)를 

근거로 하 다. 일상 생활어의 비교에서와 마찬가지로 여기에서도 선행연구의 

품사분류에 맞추어 명사․동사․형용사류․감동사류로 나누었으며, 명사

에는 명사․대명사․수사를, 형용사류에는 형용사(형용동사 포함)․부사․

연체사를, 감동사류에는 감동사․접속사를 포함시켰다. 품사 분류표는 다음의

39)『日本語 育基本語彙七種 比較 照表』는 立 語 究所 日本語 育センタ〡第1

    究室에서 일본어 교육을 위해 작성한 것으로,  立 語 究所 日本語 育センタ〡 

『日本語 育基本語彙一次集計紫蓼-2,000語』를 기초로 하여 그외 6種의 자료와의   

 비교를 통해 공통적으로 출현하는 語를 수치로 나타낸 것으로,  본 연구에서는 공통  

 적으로 나타난 빈도 1∼7까지의 숫자를 이용한다. 비교대상에 따라 이용 수치는 변동  

 될 수 있으며, 이들에 대해서는 해당 항목에서 다시 설명한다. 그리고 比較 照된 7種의  

 자료는 다음과 같다.

    ① 立 語 究所 日本語 育センタ〡(1978),『日本語 育基本語彙一次集計紫蓼-2,000語』,

                                          第一 究室 部資料

    ② 岡本禹一 (1944), 『日本語基本語彙』, 際文化振興

    ③ 加藤彰彦 (1964),「日本語 育における基礎 習語」,『日本語 育』第2号及び第3․4合 号, 

                       日本語 育

    ④ 玉村文  (1978),  Practical Japanese-English Dictionary , 海外技術 究修協

    ⑤ 樺島忠夫 外 (1971) , 「留 生 育のための基礎用語 典」 『日本語․日本文化』第2号, 

                           大阪外 大 究留 生別科 

    ⑥ 文化 語科 (1975), 『外 人のための基礎用語 典』

    ⑦ J.V.Neustupuny (1977), 『A Classified List of Basic Japanese Vocabulary』, 

                               Monash University Department of Japanese Melbourne

40) 立 語 究所報告25 (1964), 전게서

    宮島達夫 編 (1982), 전게서 p.74

    ※『現代 誌九十種の用語用字』는 日本의 立 語 究所에서 ランダンサンプリング에 의한  

 手作業으로 이루어진 조사로 대상이 된 90種의 誌는 昭和31年에 行된 것으로 

    A: 評論․芸文 , B: 庶民 , C: 樂․趣味 , D: 用․通俗科  , E: 生活․婦人의 5部門

    으로 나뉘어 진다.
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《표Ⅳ-3》,《표Ⅳ-4》에 나타내었으며, 분류표의 비고는 일상 생활어의 비교와 

마찬가지로 뉴스와 잡지 어휘와의 차를 ‘±’로 표기한 것이다.  

≪표Ⅳ-3≫NHK뉴스의 품사 분류표(2) ≪표Ⅳ-4≫ 잡지 어휘의 품사 분류표

품    사 비 율 % 비  고 품    사 비 율 % 비  고

명    사 69.3 + 7.5 명    사 61.8 - 7.5

동    사 22.4 - 1.2 동    사 23.6 + 1.2

형용사류 7.1 - 5.7 형용사류 12.8 + 5.7

감동사류 2.2 + 0.4 감동사류 1.8 - 0.4

  위《표Ⅳ-3》,《표Ⅳ-4》와 같이 명사와 형용사류의 비율에서 5∼7% 

정도의 차이가 나긴 하지만, 통계학에서의 일반적인 오차의 한계 ‘±5’를 

생각해보면 크다고는 할 수 없으며, 동사․감동사류의 비율은 거의 비슷

하다.

 

 【그래프 Ⅳ-2】 NHK뉴스와 잡지 어휘의 품사 분류
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  【그래프Ⅳ-2】를 보더라도 뉴스 어휘와 잡지 어휘가 품사 비율상에서 
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차이가 거의 없다는 것을 쉽게 알 수 있다. 이것은,  잡지와 뉴스의 성격

에서 기인한 것으로 볼 수 있는데, 이 두 분야가 물론 잡지의 종류에 따라 

다른 특성을 가지고는 있겠지만, 일반적으로 잡지 또한 뉴스와 마찬가지로 

독자에게 정보의 전달이라는 성격을 가지고 있기 때문에, 정보 전달 차원

에서 명사와 동사의 사용이 가장 많고, 형용사류․감동사류는 많이 사용

하지 않는다. 이러한 이유로 비록 뉴스와 잡지가  음성 언어와 문자 언어

라는 차이점을 가지고는 있지만 사용되는 어휘의 품사상의 차는 크지 

않다고 할 수 있다.

  4.2.2 上位 頻度語를 통한 語彙 比較

  

  품사 비율상의 차이가 거의 없는 뉴스 어휘와 잡지 어휘에 있어서 상위 

빈도를 차지하는 어휘의 차는 어떻게 될까? 상위 25위까지의 사용율순 

어휘표를 이용하여 상위 빈도어의 비교로 알아본다. 어휘표는《표Ⅳ-5》와

《표Ⅳ-6》에 제시하 으며, 어휘표의 비고의 수치는 『日本語 育基本語彙

七種 比較 照表』에서의 분포로, 7種의 자료에서의 빈출 빈도를 1∼7

까지의 숫자를 이용하여 나타낸 것이다. 즉, 1種에서만 출현하는 語는 1이며, 

7種에서 공통적이면 7이다.『日本語 育基本語彙七種 比較 照表』에서의 

수치를 통하여 어느 분야의 어휘가 더 기본어휘41)에 가깝게 분포하는 가를 

알 수 있을 것이다. 

 《표Ⅳ-5》와《표Ⅳ-6》의 뉴스와 잡지 어휘의 상위 빈도어 25위 안의 

語를 보면, 뉴스 어휘에는 명사 14語․동사 7語․수사 3語․대명사 1語의 

분포로 되어 있고, 잡지 어휘는 명사 2語․동사 7語․형용사 2語․수사 6語․

대명사 3語․연체사 2語․그 외 접사 3語의 분포를 보인다. 상위 빈도어의 

41) 기본어휘는 p.3 각주13) 참조. 
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품사 분포상의 차이는 뉴스 어휘가 명사․동사 위주임에 반해, 잡지 어휘는 

동사․수사․대명사등 골고루 포함되어 있는 편이라고 할 수 있겠다.  

즉, 앞의 품사 분포상의 비율에는 차이가 없었지만, 상위 빈도어의 품사 

분포에서는 차이가 난다고 할 수 있다. 

《표Ⅳ-5》NHK뉴스의 사용율순 어휘표 《표Ⅳ-6》잡지의 사용율순 어휘표

순위 표 제 어 비율% 비고 순위 표 제 어 비율% 비고

1 コト (事) 1.4 7 1 シ․スル 3.0 6

2 イイ․ウ (言) 1.2 7 2 イル (居) 1.7 6

3 シ․スル 1.1 6 3 イイ․ウ (言) 1.4 7

4 ナリ․ル(成․ ) 1.0 7 4 イチ (一) 1.1 4

5 今日 0.7 6 5 コト (事) 1.1 7

6 日本 0.7 5 6 ナリ․ル(成․ ) 0.9 7

7 ノ (事) 0.6 5 7 レル、 ラレル (被) 0.8 5

8 アリ․ル(有․存) 0.6 6 8 ニ (二) 0.7 2

9 コレ (指) 0.6 6 9 アリ․ル(有․存) 0.7 7

10 イチ (一) 0.6 4 10 ソの (指․感) 0.7 7

11 オブチ 0.5 11 モノ (物․者) 0.7 7

12 サン (三) 0.5 3 12 ヨウ ( ) 0.6 6

13 自民党 0.5 13 ジュウ (十) 0.6 3

14 モノ (物․者) 0.5 7 14 サン (三) 0.6 3

15 ニ (二) 0.5 2 15 コの (指․感) 0.5 7

16 裁 0.4 16 ゴ (五) 0.5 3

17 オコナウ (行) 0.4 5 17 ソレ (指) 0.5 7

18 タメ 0.4 7 18 オ(接頭)(御․於) 0.5 5

19 中 0.3 6 19 ナイ (無) 0.4 5

20 市場 0.3 2 20 キ․クル 0.4 7

21 ミル (見) 0.3 7 21 ヨイ(善․良․好․佳) 0.4 7

22 警察 0.3 5 22 ニジュウ (二十) 0.4 3

23 選 0.3 6 23 コレ (指) 0.4 7

24 経 0.3 6 24 ワタクシ (私) 0.4 6

25 ヨル (由) 0.3 4 25 サン (接尾) ( ) 0.4 6
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  그리고, 기본 어휘표와의 비교에 의한 수치는 뉴스 어휘가 평균 4.8, 잡지 

어휘가 평균 5.6으로 상위 빈도어에 포함되는 語는 잡지 어휘가 뉴스 어휘

보다 기본어휘의 사용이 많음을 알 수 있다. 하지만, 이것은 뉴스의 상위 

빈도어 중에 オブチ․自民党․ 裁등의 뉴스 내용에 따라 많이 달라질 가능

성이 있는 語에 의한 것으로 만약, 이 3語를 제외한 수치라면 평균 5.4로 

잡지 어휘와 거의 같은 수치가 나온다.           

  상위 빈도 25위 안에 공통적으로 포함되어 있는 語를 찾아보면, ‘コト

(事), シ․スル, アリ․ル(有․存), ナリ․ル(成․ ), イチ(一), ニ(二), サン 

(三), コレ(指)’이며 뉴스 어휘에서만 보이는 語는, ‘今日, 日本, オブチ, 自民党, 

裁, 市場, 警察, 選 , 経 , 行う, よる’이다. 잡지 어휘로는,  ‘ナイ(無), ヨイ

(善․良․好․佳), ソの(指․感), ソレ(指), オ(接頭)(御․於), ワタクシ(私), サン

(接尾)( ), イル(居)’ 등이 보인다. 특히, 動詞는 ‘いう․する․なる․ある’ 등의 

기본적인 동사는 어느 경우에든 많이 사용되지만, ‘行う․よる’는 뉴스의 

경우에만 보이는데 예를 들면 다음과 같다.

① 自民党の 裁の選 は今日投票の行われ、オブチ外務大臣が有效投票の過半 を 

   獲得し、第18代の自民党 裁に就任することが決まりました。  (7월24일)

② 厚生省などによりますと、このうち 酸カリウムは大 などの 究室で 品を分析する

   際の試 としてごく少ない量しか使われていません。  (7월27일) 

  하루의 사건 등의 보도를 위해 위 예문처럼 사용되기 때문이다. 그리고, 

NHK뉴스 어휘에는 ‘ない․よい’ 등의 형용사가 상위 빈도어에 포함되지 

않았는데, 이는 뉴스 어휘는 사건 보도의 공정성을 위해 감정의 표현 등을 

나타내는 語는 자주 사용하지 않기 때문이며, 잡지 어휘에서 상위 빈도어에 

속하는 연체사 その․この, 대명사 私, 접미․접두적인 さん( )․お(御)도 상위 

빈도어에 포함되지 않았다. 그러나, ‘オブチ․今日․日本․自民党․ 裁․
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市場․警察․選 ’ 등의 語는 뉴스 어휘에만 보이는데, 이들 語는 모두 

뉴스에서 중요 테마로 다루는 정치․경제․사건․사고 등과 깊은 관련을 

맺고 있는 부분에서 많이 나온 語이며, 뉴스 내용에 따라서 순위가 변동

될 수도 있는 語이기도 하다.  
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 Ⅴ. KBS와 NHK뉴스 語彙의 比較 考察  

 

  前述에서와 같이 뉴스의 어휘는 일상 생활어, 잡지 어휘와는 품사 분포 

및 사용 어휘면에서 다른 성격을 가지고 있다. 그럼, 기본적으로 이러한 

특징을 가지고 있는 뉴스 語彙이지만 韓國과 日本이라는 차이점을 가진 

뉴스 어휘는 어떠한 특징을 가지고 있을까? 본 장에서는 Sampling된 KBS

뉴스와 NHK뉴스의 어휘를 각 品詞別, 語 別, 語種別로 나누어 각 부분별로 

비교․분석하여, 양국 뉴스에서 사용되는 어휘의 차이점과 공통점을 고찰

해 본다.   

 5.1 品詞 分類에 의한 比較 

  품사 분류에 의한 비교는 명사․동사․형용사․부사․대명사․수사․

접속사․관형사(연체사)․감탄사(감동사)의 9부류로 나누었다. 각 품사별 

분류표와 사용율순 어휘표를 작성하여 KBS뉴스 어휘의 특징, NHK뉴스 

어휘의 특징, KBS뉴스와 NHK뉴스 어휘의 비교 순으로 분석하 으며42), 

品詞에 따라서 KBS뉴스와 NHK뉴스 어휘의 비교로만 이루어진 부분도 

있다43). 그리고, 가 적어 어휘표가 작성되지 않은 접속사․관형사․

감탄사는 빈도수에 의한 비교만 하 다. 그리고, 양국 상위 빈도어의 기본

어휘44)의 분포를 알아보기 위하여 KBS뉴스 어휘는『한국어 교육용 어휘 

42) 명사․동사․형용사의 경우는 이러한 순서로 분석하 으나, 분포 비율이 낮은 부사

    이후의 품사에 대해서는 이 순서를 따르지 않았다.

43) 사용 비율이 낮은 부사․대명사․수사․접속사․관형사(연체사)․감탄사(감동사)의 비교

44) 기본어휘는 각주 13) 참조.

    기본어휘를 일상 생활 기본어휘로 볼 때, 교육에 필요한 어휘를 교육용 기본어휘라 

    할 수 있다. 하지만, 일상 생활 기본어휘를 가르쳐 일상 생활에 필요한 어휘력을  

 기르는 것이 목적인 교육에서는 교육용 기본 어휘가 일상 생활의 기본어휘가 될 것이다   

 (이충우, 1994:34). 이에 본 연구에서도 일상 생활의 기본어휘와 교육용 기본어휘를 동일  
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연구』45),『중학교 교과서 어휘』46)를 NHK뉴스는『日本語 育基本語彙七種 

比較 照表』를 자료로 하여 비교하 는데, 선행 연구가 된 양국의 기본

어휘표의 기준이 동일하지 않아 본 연구에서는 論者가 정한 기준47)에 따라 

상위 빈도어의 사용율순 어휘표의 비고에 수치로 제시하는 방법을 통하여 

양국 뉴스의 상위 빈도어의 기본어휘와의 관계를 알아본다.

 

  5.1.1 名詞

  

  명사의 전체적인 분포상황은 다음의《표Ⅴ-1》,《표Ⅴ-2》에 제시하

으며, 명사 구분은 보통․고유․형식명사로 나누었고, 고유명사는 다시 

인명, 지명, 인․지외로 세분화하 다.    

《표Ⅴ-1》 KBS뉴스의 명사 분류표

  일자 

구분

7/24 7/27 8/3 11/9 평  균

빈도 비율% 빈도 비율% 빈도 비율% 빈도 비율% 빈도 비율%

보 통 1,900 82.6 1,574 82.9 1,597 81.8 2,031 84.9 1,776 83.1

고 유 318 13.8 262 13.8 313 16.0 297 12.4 298 14.0

인 명 101 4.4 113 6.0 89 4.6 114 4.8 104 4.9

지 명 87 3.8 49 2.6 88 4.5 80 3.3 76 3.6

인지외 130 5.7 100 5.3 136 7.0 103 4.3 117 5.5

형 식 82 3.6 62 3.3 43 2.2 64 2.7 63 2.9

합 계 2,300 1,898 1,953 2,392 2,136

 하게 보고 ‘기본어휘’의 비교 자료로서 한국과 일본의 교육용 기본어휘를 선정하 다.

45) 이충우 (1994), 『한국어 교육용어휘 연구』, 국학자료원

46) 국어연구소 (1988), 『중학교 교과서 어휘』

47) 자료가 된 기본어휘표의 기준이 동일하지 않아 본 연구에서의 비교 기준으로서 다음과  

 같이 4단계로 정한다.  

    KBS뉴스 : 『한국어 교육용어휘 연구』와 『중학교 교과서 어휘』의 빈출 빈도에 따라  

             1단계 : 1회∼100회 , 2단계 : 101회∼200회 

  3단계 : 201회∼300회 , 4단계 : 301회 이상.

    NHK뉴스 : 『日本語 育基本語彙七種 比較 照表』의 7종 공통 출현수에 따라

                 1단계 : 1∼2종 공통 , 2단계 : 3∼4종 공통

                3단계 : 5∼6종 공통 , 4단계 : 7종 공통.
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《표Ⅴ-2》 NHK뉴스의 명사 분류표

  일자 

구분

7/24 7/27 8/3 11/9 평  균

빈도 비율% 빈도 비율% 빈도 비율% 빈도 비율% 빈도 비율%

보 통 1,983 80.7 2,164 82.9 1,817 83.5 1,772 81.2 1,934 82.1

고 유 332 13.5 363 13.9 257 11.8 320 14.7 318 13.5

인 명 130 5.3 72 2.8 75 3.4 72 3.3 87 3.7

지 명 112 4.6 173 6.6 103 4.7 130 6.0 130 5.5

인지외 90 3.7 118 4.5 79 3.6 118 5.4 101 4.3

형 식 143 5.8 84 3.2 101 4.6 90 4.1 105 4.5

합 계 2,458 2,611 2,175 2,182 2,357

  《표Ⅴ-1》,《표Ⅴ-2》와 같이,  KBS뉴스의 보통명사의 비율이 83.1%, 

NHK뉴스의 보통명사의 비율 82.1%로 거의 같은 비율을 가지고 있으며, 

또한 두 뉴스 어휘 명사의 대부분을 차지하고 있다. 양국 뉴스에서 사용되는 

명사의 종류별 비율도, 고유명사의 경우 KBS가 14.0%, NHK가 13.5%로 

거의 비슷하며, 형식명사인 경우에는 NHK뉴스에서의 비율이 4.5%로 

KBS뉴스의 2.9%보다 약간 높은 수치를 나타내지만 이것 역시 거의 

비슷한 비율로 분포한다고 말할 수 있겠다.  

  위의 표를 그래프로 나타내 보면 다음과 같은데, 수치상으로 거의 비슷한 

비율을 나타내기 때문에 그래프도 거의 비슷한 모양임을 알 수 있다.   

 

KBS뉴스
14.0% 2.9%

83.1%

보통 고유 형식

NHK뉴스

82.1%

4.5%13.5%

보통 고유 형식

【그래프 Ⅴ-1】KBS뉴스와 NHK뉴스의 명사 분류 
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  5.1.1.1 KBS뉴스의 名詞 分布

  KBS뉴스 명사의 전체적인 사용율에 의한 분포는 다음의《표Ⅴ-3》48)과 

같은데, 일자별 분포에 의한 전체적인 사용율 순으로 순위 15까지 나타낸 

것이다.

《표Ⅴ-3》KBS뉴스의 명사 사용율순 어휘표 (전체)   

순위 표 제 어
7/24 7/27 8/3 11/9 평     균

빈도 빈도 빈도 빈도 빈도 비율%

1 것 41 31 29 42 36 1.7

2 오늘 23 28 46 23 30 1.4

3 KBS뉴스 28 26 27 28 27 1.3

4 기자 22 24 25 29 25 1.2

5 등 30 25 20 18 23 1.1

6 수 27 24 18 15 21 1.0

7 때문 11 10 12 21 14 0.7

8 경찰 17 13 11 10 0.5

9 은행 20  11 7 10 0.5

10 보도 12 10 11 5 10 0.5 

11 사람 19 3 5 11 10 0.5

12 이번 5 18 4 7 9 0.4

13 경우 13 6 3 10 8 0.4

14 정부 7 11 3 7 7 0.3

15 문제 16 4 3 5 7 0.3

합   계 2,136

  《표Ⅴ-3》에서처럼 ‘것․오늘․KBS뉴스․기자․등․수․때문’의 전체 

7위 까지의 語는 날짜별로 고르게 높은 수치를 나타낸다. 전체 1위를 차지한 

‘것’은 ‘∼ 것으로 ∼합니다.’라는 식의 文章의 사용이 많은데, 예를 들면 

다음과 같다.

48) 전체 순위 15위 이하 : 검찰, 국회, 대출, 병원, 실종자, 회사, 택시, 처음, 주민, 사실,  

                       돈, 불법, 고객, 예금, 사고, 결과, 수사, 대통령, 국내, 당, 시신
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① 여기서 논의된 부채탕감 규모는 4조 5천억원을 넘는 것으로 알려졌     

   습니다.  (7월24일) 

② 현직 차관급 이상 고위 공직자와 국회의원 그리고 그들의 아들들의 군  

   복무 실태를 조사해보니 4명 가운데 1명은 군 복무를 하지 않은 것으로  

   밝혀졌습니다.  (8월3일) 

  

  ‘오늘’은 그날의 사건 보도이기 때문에,  ‘오늘은∼ ’라는 형식이 많이 

사용되어 높은 순위를 차지하 다. 특히, ‘KBS뉴스’와 ‘기자’는 특별한 의미 

없이 습관적으로 ‘○○○ 기자의 보도입니다.’ ‘KBS뉴스 ○○○입니다.’란 

형식으로 쓰여지고 있다. ‘등․수․때문’의 형식명사의 사용도 빈번하여 모두 

상위 빈도어에 포함되고, ‘경찰․은행․정부․보도․문제’등 정치․경제․

사건․사고의 뉴스 내용과 관련이 깊은 단어가 상위 빈도어에 포함되어 

있다는 것도 알 수 있다.

  그럼, 위의 전체 상위어를 다음의 일자별 상위 빈도어《표Ⅴ-4》49)와  

비교해 본다. 전체 상위 빈도어에는 포함되지 않지만, 일자별 상위어에는 

속하는 語가 있는데, 7월 24일 폭주족들과 오토바이 무보험 문제를 다룬 

테마로 인한 ‘오토바이’가, 7월 27일에는 순위 8위를 차지한 골프선수 

‘박세리’가, 8월 3일에는 지리산 실종 사건의 보도로 ‘실종자․지리산․

승용차’와 인도 위의 불법 주차 차량으로 보행자들의 안전 위협의 현실 

보도로 ‘인도’가, 11월 9일에는 택시업계 문제를 다룬 ‘택시’와 병원에서의 

방사능 동위원소 도난 사건으로 ‘병원’이 눈에 띤다.

49) 일자별 순위 15위 이하

    7월24일 : 예약, 일본, 때문, 은행, 예정, 불법, 판결, 방법, 기업, 결과, 단속, 정부, 사실 

    7월27일 : 보험금, 우유, 자녀, 세계, 수사, 수증, 불, 국내, 돈, 회사, 쓰레기, 정도 

    8월3일  : 시신, 바다, 보도, 금리, 은행, 예금, 헬기, 의원, 작업, 투표, 여야, 돈, 고객  

 11월9일 : 청문회, 물질, 방사선, 대출, 문제, 검찰, 은행, 회담, 사기단, 협상, 아파트
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《표Ⅴ-4》KBS뉴스의 명사 사용율순 어휘표 (일자별)

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 것 41 1.8 1 것 31 1.6

2 등 30 1.3 2 오늘 28 1.5

3 KBS뉴스 28 1.2 3 KBS뉴스 26 1.4

4 수 27 1.2 4 등 25 1.3

5 오늘 23 1.0 5 기자 24 1.3

6 기자 22 1.0 6 수 24 1.3

7 은행 20 0.9 7 이번 18 1.0

8 사람 19 0.8 8 박세리 18 1.0

9 경찰 17 0.7 9 경찰 13 0.7

10 문제 16 0.7 10 가스 12 0.6

11 오토바이 15 0.7 10 세계 12 0.6

12 대통령 14 0.6 12 정부 11 0.6

13 경우 13 0.5 13 때문 10  0.5

14 보도 12 0.5 13 당 10 0.5

14 처음 12 0.5 13 보도 10 0.5

합 계 2.300 합 계 1.898

【 7월24일 】 【 7월27일 】

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 오늘 46 2.4 1 것 42 1.8

2 것 29 1.5 2 기자 29 1.2

3 KBS뉴스 27 1.4 3 KBS뉴스 28 1.2

4 기자 25 1.3 4 오늘 23 1.0

4 수색 25 1.3 5 때문 21 0.9

6 실종자 22 1.1 5 택시 21 0.9

7 등 20 1.0 7 등 18 0.8

8 수 18 0.9 8 수 15 0.6

9 국회 17 0.9 9 채권 14 0.6

10 지리산 16 0.8 9 병원 14 0.6

11 인도 15 0.8 11 경찰 11 0.5

12 승용차 12 0.6 11 사람 11 0.5

12 대출 12 0.6 13 경우 10 0.4

12 검찰 12 0.6 13 여야 10 0.4

12 때문 12 0.6 13 가계대출 10 0.4

합 계 1.953 합 계 2.392

【 8월3일 】 【 11월9일 】

  

  이처럼, 명사의 상위 빈도를 보면, ‘것․오늘․등․수’등 일자에 상관없이 

고루 쓰이는 語가 있는 반면, 내용에 따라 변동되는 일자별에만 분포하는 

語로 구분이 된다. 또한, 이러한 일자별에만 포함되는 語는 모두 해당 



- 27 -

뉴스에서 중요하게 다루어진 테마들에서 많이 사용된 語로 테마의 특성에 

따라 달라질 수 있으며, 그날의 뉴스 내용을 짐작할 수 있게 해 주기도 

한다.   

 

  5.1.1.2 NHK뉴스의 名詞 分布

  

  NHK뉴스의 명사 분포는 《표Ⅴ-5》50),《표Ⅴ-6》과 같다.

《표Ⅴ-5》NHK뉴스의 명사 사용율순 어휘표 (전체)

순위 표제어
7/24 7/27 8/3 11/9 평     균

빈도 빈도 빈도 빈도 빈도 비율%

1 こと 70 46 50 46 53 2.2

2 今日 17 28 27 26 25 1.1

2 日本 39 20 14 25 25 1.1

4 の 31 26 21 17 24 1.0

5 オブチ 63 10 7 20 0.8

6 自民党 52 6 7 7 18 0.8

7 もの 22 16 16 15 17 0.7

8 裁 61 15 0.6

9 ため 17 11 17 10 14 0.6

10 市場 20 15 10 4 12 0.5

11 中 7 16 18 7 12 0.5

12 選 29 12 3 3 12 0.5

13 警察 2 19 10 14 11 0.5

14 経 17 9 15 1 11 0.5

15 事件 14 25 10 0.4

합  계 2,357

  KBS뉴스와 마찬가지로 전체 15위 안의 語가 일자별 상위어에 모두 

포함된 것은 ‘こと․今日․日本․の․中’이다. 전체 5순위인 ‘オブチ’는 7월 

50) 전체 순위 15위 이하 : カレ〡, 東京, 政府, 今回, 政策, 中心, 役人人事, なべ, 今後, 毒物,  

                       選手, 民, 問題, 閣, 策, 調査, 中 , アメリカ, 野党, 政
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27일을 제외하고는 모든 일자에 포함되었다. 특히 7월 24일 빈도 63을 

나타내는 것은 그날이 自民党 裁 選 日이며 당선되었기 때문에 높은 

빈도를 나타내는 것이고, 그 이유로 전체 빈도의 상위를 차지하게 되었다. 

그러나 7월 27일에 1회도 나타나지 않는 것은 특이하다 하겠다. 전체 8위인 

‘ 裁’는 7월 24일을 제외하고는 어느 곳에서도 보이지 않는데, 이는 7월 

24일의 自民党 裁 選  뉴스로 인해 ‘ 裁’가 반복 사용된 것이며, 7월 

24일 이후로는 ‘オブチ 裁’대신 ‘ 理’, ‘ 閣’이란 단어의 사용으로 ‘ 裁’의 

사용을 볼 수 없었다. 

  전체 상위어를 다음의《표Ⅴ-6》51) 일자별 상위어와 비교해 보면, 전체 

순위 1위인 ‘こと’가 일자별로도 압도적으로 높은 수치임을 알 수 있다. 

모든 날짜에서 일자별 1위를 차지하는데, 이는 뉴스 보도시 ‘ ∼ ことです。’, 

‘∼ことになります。’라는 문체를 많이 사용하기 때문이며, 뉴스에서의 사용은 

다음과 같다.

① オブチ新 裁は党の役人人事などの 討に入ることになりました。  (7월24일)

② ジュンソン宇宙センタ〡で宇宙で行った睡眠 と同じ を けてデ〡タ〡を

   取ったり宇宙で行った の 子を担当の 究者に伝えたりすることです。(11월9일)

  그러나, KBS뉴스와 마찬가지로 여기에서도 일자별 상위어에만 포함되는 

語를 찾을 수 있는데, 특히 7월 24일의 自民党 裁 選  보도로 ‘オブチ․

‘ 裁’, 7월 27일의 毒物事件으로 ‘カレ〡․ 酸加功物’이, 8월 3일도 마찬가지로 

‘カレ〡․なべ’가, 11월 9일은 銃을 사용한 犯罪의 予防을 위해 미국에서 

개발한 ‘Smart gun’의 보도로 ‘スマ〡トガン․アメリカ․銃’ 등이다. 이 語들은 

51) 일자별 순위 15위 이하                                                    

    7월24일 : 政策, 策, 党, 音, ロジア, 今回, 今後, 政 , 投票, 景 , 過半 , 結果 

    7월27일 : 選 , なべ, 中心, 地方, 開 , , 政府, 査, 選手, サルモネラ菌, 証券, 大

    8월3일  : 市場, 査, さんさ踊り, , ひ素, 毒物, 閣, 政 , 改革, 基準, 自民党, 販  

    11월9일 : 影響, 違法, 今回, 東京, 野党, 問題, 中, 人, オブチ, 協議, 自民党, 環境ホルモン
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모두 당일 뉴스에서 중점적으로 다루어진 부분에서 많이 사용되었기 

때문에 해당 뉴스 내용의 성격을 보여주기도 한다.

《표Ⅴ-6》NHK뉴스의 명사 사용율순 어휘표 (일자별)

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 こと 70 2.8 1 こと 46 1.8

2 オブチ 63 2.6 2 今日 28 1.1

3 裁 61 2.5 3 の 26 1.0

4 自民党 52 2.1 4 カレ〡 24 0.9

5 日本 39 1.6 5 日本 20 0.8

6 の 31 1.3 6 警察 19 0.7

7 選 29 1.2 7 介護 17 0.7

8 役人人事 26 0.9 8 中 16 0.6

9 もの 22 0.9 8 もの 16 0.6

10 市場 20 0.8 10 市場 15 0.6

11 今日 17 0.7 11 酸加工物 14 0.5

11 ため 17 0.7 11 卵 14 0.5

11 経 17 0.7 11 事件 14 0.5

14 民 14 0.6 14 毒物 12 0.5

15 人事 13 0.5 14 今回 12 0.5

합  계 2,458 합  계 2,611

【 7월24일 】 【 7월27일 】

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 こと 50 2.3 1 こと 46 2.1

2 今日 27 1.2 2 今日 26 1.2

3 事件 25 1.1 3 日本 25 1.1

4 の 21 1.0 4 の 17 0.8

5 中 18 0.8 5 もの 15 0.7

6 ため 17 0.8 6 調査 14 0.6

7 東京 16 0.7 6 銃 14 0.6

7 もの 16 0.7 6 警察 14 0.6

7 選手 16 0.7 9 政府 12 0.5

10 経 15 0.7 10 スマ〡トガン 10 0.5

11 カレ〡 14 0.6 10 アメリカ 10 0.5

11 日本 14 0.6 10 配当 10 0.5

13 なべ 13 0.6 10 ため 10 0.5

14 警察 10 0.5 10 見込み 10 0.5

14 オブチ 10 0.5 15 政策 9 0.4

합  계 2,182 합  계 2,182

【 8월3일 】 【 11월9일 】
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  5.1.1.3 KBS뉴스와 NHK뉴스의 使用率順 名詞 比較

  

  KBS와 NHK뉴스의 명사 전체 상위 빈도어를 비교해보면 다음의

《표Ⅴ-7》과 같으며, 표의 비고는 기본어휘표에서의 수치로 1∼4까지의 

숫자를 이용하여 나타냈다52). 

《표Ⅴ-7》KBS와 NHK뉴스의 명사 사용율순 어휘표  

순위 표 제 어 빈도 비율% 비고 순위 표제어 빈도 비율% 비고

1 것 36 1.7 4 1 こと 53 2.2 4

2 오늘 30 1.4 2 2 今日 25 1.1 3

3 KBS뉴스 27 1.3 3 日本 25 1.1 3

4 기자 25 1.2 1 4 の 24 1.0 3

5 등 23 1.1 3 5 オブチ 20 0.8

6 수 21 1.0 1 6 自民党 18 0.8

7 때문 14 0.7 3 7 もの 17 0.7 4

8 경찰 10 0.5 1 8 裁 15 0.6

9 은행 10 0.5 1 9 ため 14 0.6 4

10 보도 10 0.5 1 10 市場 12 0.5 1

11 사람 10 0.5 4 11 中 12 0.5 4

12 이번 9 0.4 1 12 選 12 0.5 3

13 경우 8 0.4 2 13 警察 11 0.5 3

14 정부 7 0.3 2 14 経 11 0.5 3

15 문제 7 0.3 15 事件 10 0.4 3

합  계 2,136 26 합  계 2,357 38

【 KBS뉴스 】 【 NHK뉴스】

  우선, 상위 빈도어의 기본어휘의 분포를 보면 KBS의 ‘KBS뉴스․국회’와 

NHK의 ‘オブチ․自民党․ 裁’ 등의 語를 제외하고는 모두 기본어휘에 

속하는 語이다. 명사의 분포는 대체적으로 위의 처럼 고유명사를 제외

하고는 거의 기본어휘에 포함된다고 말할 수 있겠다. 그리고, ‘비고’의 

수치에 의하면 KBS뉴스가 26, NHK뉴스가 38로 NHK뉴스의 명사가 

KBS뉴스보다 기본어휘의 사용이 많다고 할 수 있다. 

52) 각주 47) 참조. 
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  어휘 분포를 보면,  순위 1․2위인 語가 ‘것․こと’, ‘오늘․今日’로 일치

됨을 보인다. 앞의 KBS와 NHK의 명사 분포에서 다루었듯이 양국의 뉴스

에서 공통적으로 ‘∼것으로 ∼합니다.’, ‘∼ことになります。’, ‘ ∼ ことです。’, 

‘오늘은 ∼ ’, ‘今日は∼’라는 형태의 文으로 많이 사용되고 있음을 알 수 

있다. ‘경찰․警察’도 양쪽 뉴스에서 모두 상위어에 포함되었는데, 사건․

사고의 보도를 할 때 많이 사용되었기 때문이다. 상위 빈도어의 분포에 

있어서의 차이는, 물론 위의 처럼 공통된 부분이 있지만, KBS뉴스가 

‘때문, 경찰, 사람, 문제, 이번, 국회’등 사건․사고․정치 관련어가 대부분

임에 반해, NHK뉴스는 7월 24일의 裁 選 의 보도로 ‘自民党, 裁, 

選 ’ 등의 語가 있지만, ‘市場, 経 ’ 등의 경제 관련어도 포함되어 있는 

차이가 있다. 

  名詞를 분류할 때 KBS뉴스에서 2.9%, NHK뉴스에서 4.5%를 차지한 

형식명사 ‘등․수․때문’, ‘の․もの․ため’ 등의 語가 상위 빈도어에 많이 

포함되어 있는 것도 공통적이다. 그러나, KBS뉴스 어휘의 상위어에 포함된 

습관적으로 사건을 보도 할 때 빈번하게 사용되는 ‘KBS뉴스․기자’라는 

語 사용에서의 차를 발견하게 되는데,

ꊱ 계속해서 홍지명 기자가 보도합니다.  (7월27일)

ꋎ53) いて 候情報の田口さんです。  (7월27일)

  위 예문처럼 NHK뉴스에서는 기자를 칭할 때 ‘○○○ 기자’ 보다는 

‘○○ さん’이란 형식으로 많이 쓰이기 때문에 KBS뉴스처럼 ‘기자’가  자주 

사용되지 않았다. NHK뉴스의 상위어에 속한, ‘オブチ, 裁, 自民党’도  7월 

24일 自民党 裁 選 라는 행사가 있어서 반복 사용되어 높은 순위를 

53) 양국 뉴스에서의 표현 차이에 따른 를 제시할 때는 ꊱ․ꋎ , ꊲ․ꋏ 와 같은 형식  

 으로 비교하 다.
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차지하 지만, 한국에서는 ‘국민회의 총재 김 대 중’이란 표현을 거의 

사용하지 않는 것과는 대조적이다. 물론, NHK뉴스에서도 7월 24일 이후

부터는 ‘オブチ 裁’보다는 ‘オブチ 理’, ‘オブチ 閣’으로 사용되었다. 

대통령을 칭할 때도 한국에서는 ‘○○○ 대통령’이라고 꼭 지위를 명시하지만, 

일본에서 총리를 칭할 때는 위의 예처럼 ‘○○○ 理’라고도 하지만 

‘○○ さん’이라는 표현을 더 많이 사용한다. 

  5.1.2 動詞

 

  다음의《표Ⅴ-8》과 같이 동사 분포의 빈도는 KBS뉴스가 829語, NHK

뉴스가 864語로 양국의 뉴스가 비슷한 수치를 보이고 있으며, 別個語  또한 

KBS뉴스가 287語, NHK뉴스가 270語로 매우 비슷하다. 그리고, 동사의 

구분은 활용형별로 따로 하지 않고  KBS뉴스는 명사+하다․되다 등의 

語를, NHK뉴스는 명사+する․できる 등의 語만으로 구분하 는데, 이 

경우의 명사는 거의 한자어로 이루어졌다. 분류표는《표Ⅴ-9》54) 와 같다.

 

《표Ⅴ-8》KBS뉴스와 NHK뉴스의 동사 분류표

7/24 7/27 8/3 11/9 평균빈도

KBS
합    계 796 970 785 763 829

별개어수 311 291 273 271 287

NHK
합    계 947 899 788 822 864

별개어수 227 306 271 275 270

54) 명사+하다․する 동사는 혼종어 분류에서 다루기로 하고 여기에서는 빈도만 알아보고   

 의 제시는 생략한다.
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《표Ⅴ-9》명사(한자어)+하다 する의 동사 구분표

7/24 7/27 8/3 11/9 평균빈도 비율%

KBS
명사+하다 되다 272 291 226 257 262 31.6

합    계 796 970 785 763 829

NHK

명사+する 127 226 193 201 187 8.6

명사+できる 4 5 5 8 6 0.3

합    계 947 899 788 822 863

  《표Ⅴ-9》와 같이 KBS뉴스 어휘의 동사 중 명사+하다․되다의 비율이 

31.6%로 NHK뉴스의 명사+する․できる의 비율 11.9%에 비하여 매우 높게 

나타난다.  

       

  5.1.2.1 KBS뉴스의 動詞 分布

  KBS뉴스의 동사 전체 상위 빈도어 15위까지의 분포와 일자별 상위어의 

분포는 다음의《표Ⅴ-10》55) ,《표Ⅴ-11》에 제시하 다. 두 표의 비교를 

통해 KBS뉴스 동사의 특징을 알아본다.

  우선, 전체 상위 빈도어의 순위 8위까지의 ‘받다, 하다, 오다, 되다, 대하다, 

취재하다, 보다, 발견하다’는 거의 모든 일자에서 골고루 상위 빈도어에 

포함되지만, 전체 1위인 ‘받다’는 11월 9일에,  ‘보다, 발견하다’는 7월 24일

에서 빈도가 낮으며, 뉴스에서의 사용은 다음과 같다.

① 이 판결의 주인공은 제일은행 소액주주 61명으로 오늘 무려 4백억원의  

   배상판결을 받았습니다.  (7월24일) 

55) 전체 순위 15위 이하 : 찾다, 열다, 보도하다, 드러나다, 적발하다, 들어가다, 관련하다,   

                         내리다, 시작하다, 개발하다, 조사하다, 소환하다, 전하다, 기대하다  

                        설치하다, 선출하다, 갖추다, 확대하다, 늘다, 요구하다, 알다
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  ② 도난방지 장치나 미끄럼방지 브레이크 달면 할인을 받도록 했지만   

     보험사 할인율이 정해지지 않아 가입자들은 아직 혜택을 보지 못하고  

     있습니다.  (8월3일)

《표Ⅴ-10》KBS뉴스의 동사 사용율순 어휘표 (전체)

순위 종  류
7/24 7/27 8/3 11/9 평    균

빈도 빈도 빈도 빈도 빈도 비율(%) 

1 받다 28 21 14 3 17 2.1

2 하다 17 15 19 11 16 1.9

3 오다 17 16 9 14 14 1.7

4 되다 8 23 16 7 14 1.7

5 대하다 21 8 8 9 12 1.4

6 취재하다 12 14 9 7 11 1.3

7 보다 3 14 13 9 10 1.2

8 밝히다 5 7 11 12 9 1.1

8 발견하다 3 11 11 10 9 1.1

10 내다 10 2 10 11 8 1.0

11 확인하다 3 10 7 8 7 0.8

12 실시하다 4 5 12 4 6 0.7

13 계속하다 3 4 9 7 6 0.7

13 구속하다 9 7 3 4 6 0.7

15 가다 8 4 6 4 6 0.7

합  계 796 970 785 763 829

  

  그리고, 명사에서의 ‘KBS뉴스․기자’처럼 동사에서는 ‘○○○ 기자가 

취재하 습니다.’란 문장이 각 테마별로 자주 들어가는 경향이 있어, 

‘취재하다’도 모든 일자에 걸쳐 골고루 분포되었다. 

① 정부가 이 달부터 자동차 보험료를 자유화 했지만은 업체들의 눈치보기  

   준비 부족으로 제대로 시행되지 못하고 있습니다. 그 실태를 박유한  

   기자가 취재했습니다.  (8월3일)
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《표Ⅴ-11》 KBS뉴스의 동사 사용율순 어휘표 (일자별)

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 받다 28 3.5 1 되다 23 2.4

2 대하다 21 2.6 2 받다 21 2.2

3 오다 17 2.1 3 오다 16 1.6

3 하다 17 2.1 4 하다 15 1.5

5 취재하다 12 1.5 5 취재하다 14 1.4

6 내다 10 1.3 5 보다 14 1.4

7 구속하다 9 1.1 7 열다 12 1.2

8 가다 8 1.0 8 발견하다 11 1.1

8 요구하다 8 1.0 9 확인하다 10 1.0

8 되다 8 1.0 10 주다 8 0.8

8 검토하다 8 1.0 10 기대하다 8 0.8

12 들어가다 7 0.9 10 대하다 8 0.8

12 드러나다 7 0.9 13 밝히다 7 0.7

12 포함하다 7 0.9 13 구속하다 7 0.7

12 제출하다 7 0.9 13 적발하다 7 0.7

합  계 796 합  계 970

【 7월24일 】 【 7월27일 】

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 하다 19 2.4 1 오다 14 1.8

2 되다 16 2.0 2 밝히다 12 1.6

3 받다 14 1.8 3 내다 11 1.4

4 보다 13 1.7 3 하다 11 1.4

5 내리다 12 1.5 5 숨지다 10 1.3

5 실시하다 12 1.5 5 발견하다 10 1.3

7 밝히다 11 1.4 5 보도하다 10 1.3

7 발견하다 11 1.4 8 보다 9 1.2

9 내다 10 1.3 8 대하다 9 1.2

9 찾다 10 1.3 10 확인하다 8 1.0

11 취재하다 9 1.1 10 찾다 8 1.0

11 계속하다 9 1.1 12 취재하다 7 0.9

11 오다 9 1.1 12 제기하다 7 0.9

14 대하다 8 1.0 12 되다 7 0.9

15 소환하다 7 0.9 12 계속하다 7 0.9

합  계 785 합  계 763

【 8월3일 】 【 11월9일 】

  

  그리고, 위의 일자별 상위어56)와의 비교는, 전체 상위어에 속하는 語가 

56) 일자별 순위 15위 이하

    7월24일 : 확정하다, 개조하다, 밝히다, 알려지다, 적발하다, 접근하다, 내려가다     



- 36 -

대부분 일자별 상위어에서도 높은 순위를 차지하고 있으나, 11월 9일의 

5위인 ‘보도하다’는 전체 상위어에는 포함되지 않았다. 그리고, ‘하다, 오다, 

받다, 되다’ 등의 語가 일자별 상위어에서도 높은 수치를 나타내고 있어, 이 

語가 가장 기본적으로 많이 사용되고 있음을 알 수 있다. 그 외 전체 

상위 빈도어에는 포함되지 않았지만, 일자별 상위어에 포함되는 語로는 

‘검토하다, 요구하다’(7월24일), ‘기대하다, 개발하다’(7월27일), ‘소환하다’(8월

3일), ‘제기하다’(11월9일) 등이다. 이 語들은 모두 그날의 뉴스에서 중점

적으로 다루어진 부분의 語이기도 하여 해당 뉴스 테마의 성격을 보여주는 

語가 된다. 물론, 이 語는 뉴스 내용이 달라짐에 따라 순위의 변동이 일어

날 수 있기도 하다.

  

  5.1.2.2 NHK뉴스의 動詞 分布

 

  NHK뉴스의 動詞는 다음의《표Ⅴ-12》57),《표Ⅴ-13》과 같으며, 뉴스

에서의 동사의 특징을 알아본다.

  《표Ⅴ-12》에서와 같이 전체 순위 6위까지의  ‘いう, する, なる, ある, 行う, 

見る’ 등의 語는 모든 일자에 고루 분포된다.

① 住民が口にして中毒症 を訴えたのは三つのうちのなべのカレ〡です。 二つの

   毒物がいつどのようにして混入されたのか科 警察 究所では、更に詳しい鑑定を   

            소환하다, 실시하다, 살다, 압수하다, 거부하다, 예상하다, 계속하다, 우려하다

    7월27일 : 개발하다, 시작하다, 넘다, 모시다, 서두르다, 실시하다, 설치하다, 수매하다  

           계속하다, 이용하다, 생산하다, 제공하다, 가다, 포함하다, 결정하다, 돕다 

    8월3일  : 말하다, 떠내려가다, 가다, 선출하다, 시작하다, 잇따르다, 관련하다, 전하다  

           흘러들다, 참가하다, 조사하다, 숨지다, 늘다, 얻다, 열다, 보도하다, 들어가다   

 11월9일 : 주장하다, 내다, 드러나다, 달아내다, 도난당하다, 열다, 인정하다, 조사하다   

           늘다, 구속하다, 무너지다, 갖추다, 들어가다, 보관하다, 무산되다, 출자하다

57) 전체 순위 15위 이하 : 入る, 決まる, 支持する, く, 開く, 作る, 求める, お伝えする, 含む  

                       混入する, まとめる, 値下がる, 置く, 伝える, 答える, 逮捕する, 越える
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   急いでします。  (8월3일)

② 酸加工物が今回の事件でどのようなル〡トを通じて使われたのかという点の解明も

   今後の 査の大きな焦点の一つになります。  (7월27일)

 

《표Ⅴ-12》NHK뉴스의 동사 사용율순 어휘표 (전체)

순위 종  류
7/24 7/27 8/3 11/9 평    균

빈도 빈도 빈도 빈도 빈도 비율(%) 

1 いう 105 26 32 18 45 5.2

2 する 34 46 32 53 41 4.7

3 なる 48 45 23 32 37 4.3

4 ある 23 23 17 29 23 2.7

5 行う 17 15 12 14 15 1.7

6 見る 12 16 8 8 11 1.3

7 よる 3 16 12 12 11 1.3

8 示す 21 10 3 7 9 1.0

9 行 く 18 2 7 13 10 1.2

10 する 14 9 6 6 9 1.0

11 進む 8 12 6 8 8 0.9

12 述べる 10 7 2 11 7 0.8

13 思う 20 9 7 0.8

14 受ける 12 7 7 1 7 0.8

15 始まる 4 10 6 6 7 0.8

합  계 947 899 788 822 864

  그리고, 전체 1위인 ‘いう’는 특히 7월 24일에 다른 일자에 비하여 압도적

으로 높은 수치를 나타내는데, 이는 7월24일의 自民党 裁 選 를 보도할 때, 

裁候補와 각 党의 반응 등을 듣는 테마에서 주로 많이 사용되었기 

때문이다. 

① 自民党のオブチ新 裁は今日夕方記者 見し、党役員や閣僚人事について適材適所  

   や党 融和を基本に 党体制を確立して行きたいという考えを示しました。  (7월24일)

  그 외 ‘よる, 行く, する, 示す, 進む, 始まる’ 등도 전체 상위어에 포함
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되는 語이다.

  그럼, 위의 전체 빈도 상위어를 다음의《표Ⅴ-13》일자별 상위어와 

비교해 본다.      

 

《표Ⅴ-13》 NHK뉴스의 동사 사용율순 어휘표 (일자별)

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 いう 105 11.1 1 する 46 5.1

2 なる 48 5.1 2 なる 45 5.0

3 する 34 3.6 3 いう 26 2.9

4 ある 23 2.4 4 ある 23 2.6

5 示す 21 2.2 5 見る 16 1.8

6 思う 20 2.1 5 よる 16 1.8

7 行 く 18 1.9 7 行う 15 1.7

8 行う 17 1.8 8 進む 12 1.3

9 する 14 1.5 9 混入する 10 1.1

10 受ける 12 1.3 9 示す 10 1.1

10 見る 12 1.3 9 始まる 10 1.1

12 入る 11 1.2 12 する 9 1.0

13 やる 10 1.1 13 受ける 8 0.9

13 述べる 10 1.1 13 置 く 8 0.9

13 決まる 10 1.1 13 開 く 8 0.9

합 계 947 합  계 899

【 7월24일 】 【 7월27일 】

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 いう 32 4.1 1 する 53 6.4

1 する 32 4.1 2 なる 32 3.9

3 なる 23 2.9 3 ある 29 3.5

4 ある 17 2.2 4 いう 18 2.2

5 よる 12 1.5 5 行う 14 1.7

5 行う 12 1.5 6 行 く 13 1.6

7 値下がる 11 1.4 7 よる 12 1.5

7 支持する 11 1.4 8 支持する 11 1.3

9 開 く 10 1.3 8 述べる 11 1.3

10 思う 9 1.1 10 使う 9 1.1

10 出する 9 1.1 11 進む 8 1.0

12 見る 8 1.0 11 答える 8 1.0

12 お伝えする 8 1.0 11 見る 8 1.0

14 行 く 7 0.9 11 逮捕する 8 1.0

14 上がる 7 0.9 15 開 く 7 0.9

합 계 788 합  계 822

【 8월3일 】 【 11월9일 】
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  일자별 상위어58)에는 포함되지만 전체 상위어에 포함되지 않는 語도 

있는데, 7월 24일의 ‘決まる’, 7월 27일 毒物事件에서의 ‘混入する, 置く’, 8월 

3일의 ‘値上がる, 開く, お伝えする, 上がる’는 毒物事件과 傷害事件의 보도

에서, 11월 9일에는 銃을 사용한 범죄 방지를 위한 신제품 개발 보도와 

NHK에서의 여론조사 결과 보도에서 ‘使う, 答える’ 등이 많이 사용되었다. 

이러한 語는 당일 뉴스의 내용에 따라 많이 달라진다. 또한, 뉴스 내용의 

특성도 나타내준다.

  5.1.2.3 KBS뉴스와 NHK뉴스의 使用率順 動詞 比較

  상위 빈도 15위까지의 語를 이용해 양국 뉴스 어휘의 동사의 특징을 

알아본다. 어휘표는 다음의《표Ⅴ-14》에 제시하 으며, 앞 항목과 같이 

비고는 기본어휘표에서의 수치이다.

  우선 KBS와 NHK뉴스 동사의 상위 빈도어를 기본어휘의 분포로 보면, 

기준상의 문제로 수치의 차이가 나긴 하지만 KBS뉴스가 30, NHK뉴스가 

48로 NHK뉴스가 KBS뉴스보다는 기본어휘를 조금 더 사용하고 있으며, 

또한 NHK뉴스 어휘는 모두 기본어휘이지만 KBS뉴스에는 ‘취재하다․

구속하다’등 기본어휘에 포함되지 않는 語도 사용되고 있음을 알 수 있다.

58) 일자별 순위 15위 이하 

    7월24일 : 注目する, く, 越える, できる, 進む, 就任する, 選ぶ, 取組む, 考える, 伝える, まとめる   

           開く, 作る, 始まる, 値上がる, 含む, す, よる, はたす, お伝えする, かわる, 獲得する   

 7월27일 : 作る, 入る, 述べる, 含む, 調べる, 死亡する, 決まる, お伝えする, 感染する, 使う

             販 する, 表する, 持つ, 訴える, 召集する, 配る, 裁 する, 撮影する, 確認する

    8월3일  : 受ける, 運ぶ, 購入する, 認める, 見つかる, 進む, 求める, 作る, 混入する, 使う, とる  

           含む, 置く, く, 決める, 踊る, 入る, 影響する, 集まる, 下がる, 加する, 逮捕する

    11월9일 : 示す, 降る, 求める, く, 始まる, 南下する, 調べる, する, 派遣する, 開 する  

           聞く, 延る, 認める, 持つ, まとめる, 得る, 予想する, 下がる, 究する, 上がる, かける
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《표Ⅴ-14》KBS와 NHK뉴스의 동사 사용율순 어휘표  

순위 표 제 어 빈도 비율% 비고 순위 표제어 빈도 비율% 비고

1 받다 17 2.1 3 1 いう 45 5.2 4

2 하다 16 1.9 4 2 する 41 4.7 3

3 오다 14 1.7 1 3 なる 37 4.3 4

4 되다 14 1.7 4 4 ある 23 2.7 4

5 대하다 12 1.4 4 5 行う 15 1.7 3

6 취재하다 11 1.3 6 見る 11 1.3 4

7 보다 10 1.2 4 7 よる 11 1.3 3

8 밝히다 9 1.1 1 8 示す 9 1.0 3

8 발견하다 9 1.1 1 9 行 く 10 1.2 4

10 내다 8 1.0 3 10 する 9 1.0 2

11 확인하다 7 0.8 1 11 進む 8 0.9 3

12 실시하다 6 0.7 1 12 述べる 7 0.8 1

13 계속하다 6 0.7 1 13 思う 7 0.8 4

13 구속하다 6 0.7 14 受ける 7 0.8 4

15 가다 6 0.7 2 15 始まる 7 0.8 2

합  계 829 30 합  계 864 48

【 KBS뉴스 】 【 NHK뉴스 】

  그리고, 양국 뉴스 어휘에서 상위 빈도어 안에 ‘하다․する’, ‘되다․なる’, 

‘받다․受ける’, ‘대하다․ する’, ‘보다․見る’, ‘밝히다․示す’, ‘실시하다․

行う’등 공통적인 語도 많이 있다.

❶59)법무부는 우리 가족관계의 근간인 효행을 장려하기 위해 이같은 상속  

    조항을 고쳐 앞으로 부모를 부양하는 자녀에게는 다른 자녀보다 50%  

    더 상속을 받을 수 있도록 했습니다.  (7월27일) 

❶" 住民が口にして中毒症 を訴えたのは三つのうちのなべのカレ〡です。 二つの  

    毒物がいつどのようにして混入されたのか科 警察 究所では、更に詳しい鑑定を  

    急いでします。  (8월3일)

❷ 한나라당에서 뒤늦게 제기한 총풍 사건과 고문 조작 불법 감청, 그리고  

59) 양국 뉴스에서 공통적으로 사용될 경우의 예문은 ❶․❶" , ❷․❷" 와 같은 식으로  

 공통적이라는 것을 나타냈다.
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   정치인 사정의 의제 설정도 막판 쟁점이 됐습니다.  (11월9일) 

❷" 酸加工物が今回の事件でどのようなル〡トを通じて使われたのかという点の解明も

   今後の 査の大きな焦点の一つになります。  (7월27일)

  위 예문처럼 많은 語가 양국 뉴스에서 공통적으로 사용되나, NHK뉴스의 

순위 1위인 ‘いう’가 KBS뉴스에서는 자주 보이지 않는데,

ꊱ 自民党のオブチ新 裁は今日夕方記者 見し、党役員や閣僚人事について、適材適所や 

   党 融和を基本に 党体制を確立して行きたいという考えを示しました。  (7월24일)

ꋎ 환경부 생태계 조사단도 이번 발자국이 반달가슴곰의 것이 확실하다고  

   말합니다.  (11월9일)

ꋏ 야당 파괴 문제는 반드시 회담 의제로 선정해야 한다고 주장합니다.    

   (11월9일) 

  그것은 NHK뉴스에서는 ‘いう’가 ꊱ과 같이 ‘ ∼という  ∼ ’라는 표현의 

사용이 많은데 반해,  KBS에서는 ꋎ과 같이 ‘말하다’도 물론 사용하지만 

ꋏ와 같이 ‘주장하다․전하다․밝히다’ 등도 함께 사용하기 때문에 NHK

뉴스처럼 상위 빈도어에는 포함되지 않았다. 

  그리고, ‘취재하다’는 KBS뉴스에서는 모든 일자에서 고루 반복 사용되지만, 

NHK뉴스에서는 거의 사용되지 않았다.

ꊱ 먼저, 시추 현장을 울산방송 권종욱 기자가 취재했습니다.  (7월27일)

ꋎ それでは 査本部の置かれている和歌山東警察署の前からお伝えします。 (7월27일)

ꋏ それでは自民党本部から中継でお伝えします。  (7월24일)  

  

  이는, KBS뉴스에서는 ꊱ과 같이 ‘○○○ 기자가 취재했습니다.’라고 

하는데 반해 NHK뉴스는 ꋎ처럼 ‘○○から お伝えします。’라고 하여 ‘お伝えする’를 

사용하기 때문이다. 이것은 두 뉴스의 표현상의 차로 인한 것이라고 할 수 
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있는데, 이러한 동사의 사용에 있어서도 ‘취재하다’라는 보도자의 입장에서 

방송을 하느냐, ‘お伝えします’라는 시청자의 입장을 고려한 방송을 하느냐의 

문제로도 생각할 수 있다. 그리고 ‘확인하다, 실시하다, 계속하다, 구속하다’는 

KBS뉴스에서만,  ‘よる’는 NHK뉴스에서만 상위 빈도어에 속하는 語이지만, 

이는 빈도상의 차이일 뿐 양국 뉴스에서 모두 사용되는 語이다. 

  

  5.1.3 形容詞

  형용사의 분포는 KBS뉴스가 평균 241語, NHK뉴스가 평균 109語로 

빈도로는 KBS뉴스 어휘의 수치가 높다. 물론, 別個語 도 많다.

  

《표Ⅴ-15》KBS뉴스와 NHK뉴스의 형용사 분류표

7/24 7/27 8/3 11/9 평균빈도

KBS
합    계 206 197 339 223 241

별개어수 67 88 97 97 87

NHK
합    계 136 89 86 125 109

별개어수 68 38 39 60 51

  이러한 빈도상의 차이가 나는 형용사의 분포는 어떠한지 KBS와 NHK의 

사용율순 어휘표를 통해 형용사의 쓰임과 특징을 알아본다. 

    

  5.1.3.1 KBS뉴스의 形容詞 分布

  

  KBS뉴스의 형용사는 다음의《표Ⅴ-16》60),《표Ⅴ-17》과 같다. 우선

60) 전체 순위 15위 이하 : 낮다, 다르다, 쉽다, 강하다, 적다, 새롭다, 늦다, 비슷하다,  

                       심하다, 막막하다
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《표Ⅴ-16》의 전체 상위 빈도어를 보면, 전체 상위 6위까지의 ‘있다, 없다, 

많다, 아니다, 이렇다, 같다’가 모든 일자에 골고루 분포하는 경향이 있다. 

특히, 순위 1, 2위인 ‘있다, 없다’는 다른 語에 비하여 매우 높은 수치를 

보이고 있어, KBS뉴스에서 가장 빈번히 사용되는 형용사임을 알 수 있다.

① 그러나 아직도 모델하우스에서 건설회사만 믿고 계약금을 직접 내는  

   분양 희망자들이 있습니다.  (7월24일) 

② 하루종일 쉴 틈도 없이 물 속에 들어가 실종자의 시신을 찾았지만 드넓은  

   바다를 뒤지는데는 한계가 있습니다.  (8월3일) 

 

《표Ⅴ-16》KBS뉴스의 형용사 사용율순 어휘표 (전체)

순위 표 제 어
7/24 7/27 8/3 11/9 평    균

빈도 빈도 빈도 빈도 빈도 비율(%) 

1 있다 47 12 37 15 28 11.6

2 없다 19 10 24 20 18 7.5

3 많다 13 15 16 7 13 5.4

4 아니다 5 3 11 9 7 2.9

4 이렇다 7 5 8 8 7 2.9

6 같다 5 11 3 5 6 2.5

7 크다 6 5 7 5 2.1

8 어렵다 4 3 7 4 1.7

9 높다 6 7 3 4 1.7

10 새롭다 2 9 1 3 1.2

합  계 206 197 339 223 241

 

  그리고, 위의 전체 상위어와 다음의《표Ⅴ-17》61)일자별 상위어를 비교

해보면, 전체 상위어와의 차이가 거의 없음을 알 수 있다. 물론, 전체 

61) 일자별 순위 15위 이하

    7월24일 : 막막하다, 드러나다, 엄청나다, 심하다, 늦다, 요란하다

    7월27일 : 강력하다, 적다, 강하다, 드물다, 비슷하다, 거대하다

    8월3일  : 값싸다, 싸늘하다, 다르다, 깊다, 거세다, 가능하다

    11월9일 : 비싸다, 철저하다, 새롭다, 뒤늦다, 가파르다 
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상위 빈도어에 포함되는 ‘크다(7월27일 제외)’, ‘어렵다, 높다(7월24일 제외)’, 

‘새롭다(8월3일, 11월9일 제외)’, ‘낮다(7월27일, 11월9일 제외)’, ‘작다(7월24일, 

8월3일 제외)’ 등 일자별 순위에서 제외되는 語도 있다. 

① 다른 대학들도 서울대의 방안을 수용할 가능성이 크기 때문입니다.  (7월24일)

② 이번에 발견된 가스층은 가스 분출 압력이 매우 높아 개발비용도 절감  

   할 수 있을 것으로 기대됩니다.  (7월27일)

《표Ⅴ-17》 KBS뉴스의 형용사 사용율순 어휘표 (일자별)

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 있다 47 22.8 1 많다 15 7.6

2 없다 19 9.2 2 있다 12 6.1

3 많다 13 6.3 3 같다 11 5.6

4 이렇다 7 3.4 4 없다 10 5.1

5 크다 6 2.9 5 새롭다 9 4.6

6 아니다 5 2.4 6 높다 6 3.0

7 같다 5 2.4 7 다르다 5 2.5

8 낮다 3 1.5 7 이렇다 5 2.5

9 새롭다 2 1.0 9 어렵다 4 2.0

10 정확하다 2 1.0 10 아니다 3 1.5

합  계 206 합  계 197

【 7월24일 】 【 7월27일 】

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 있다 37 10.9 1 없다 20 9.0

2 없다 24 7.1 2 있다 15 6.7

3 많다 16 4.7 3 아니다 9 4.0

4 아니다 11 3.2 4 이렇다 8 3.6

5 이렇다 8 2.4 5 많다 7 3.1

6 높다 7 2.1 5 크다 7 3.1

7 크다 5 1.5 5 어렵다 7 3.1

7 낮다 5 1.5 8 같다 5 2.2

9 어렵다 3 0.9 9 쉽다 4 1.8

9 같다 3 0.9 10 작다 4 1.8

합  계 339 합  계 223

【 8월3일 】 【 11월9일 】
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  하지만 전체 상위어와 일자별 상위어의 차이가 앞에서 다룬 명사, 동사에 

비해서는 거의 없다. 이는 뉴스에서 사용되는 형용사의 종류가 한정되어 

있다고도 볼 수 있으며, 그것은 뉴스에서 사용되는 어휘 자체가 정확함을 

필요로 하여 막연한 표현을 자제하기 때문이라고 생각할 수 있다.  

  5.1.3.2 NHK뉴스의 形容詞 分布

  NHK뉴스의 형용사 분포는 《표Ⅴ-18》62),《표Ⅴ-19》와 같다.

《표Ⅴ-18》NHK뉴스의 형용사 사용율순 어휘표 (전체)

순위 표 제 어
7/24 7/27 8/3 11/9 평    균

빈도 빈도 빈도 빈도 빈도 비율(%) 

1 多い 9 10 2 13 9 8.3

2 新しい 16 3 10 5 9 8.3

3 ない 3 7 7 4 3.7

4 早い 8 4 4 4 3.7

4 きびしい 6 5 3 2 4 3.7

6 安い 8 5 1 4 3.7

7 い 6 5 3 4 3.7

8 低い 2 2 9 3 2.8

9 近い 3 5 3 1 3 2.8

10 いい 4 2 4 3 2.8

합  계 136 89 86 125 109

  위 표를 보면, NHK뉴스의 형용사 분포가 ‘多い․新しい’ 두 語의 중심

임을 알 수 있는데,

① サルモネラ菌による食中毒は 年7月から9月にかけて多くなります。  (7월27일)

② 自民党の新しい 裁にオブチ外務大臣が選ばれました。  (7월24일)

  특히, ‘新しい’는 7월 24일, 8월 3일에 다른 語에 비하여 수치가 매우 높음을 

62) 전체 순위 15위 이하 : 詳しい, 大きい, 少ない, 高い, 早い, い, 重要だ
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알 수 있다. 이는 7월 24일의 新 裁 選 의 테마에서 많이 사용되었기 

때문이다. 그 외, ‘ない, い, 近い, 詳しい’ 등도 자주 사용되는 형용사이다.

  그럼, 다음의《표Ⅴ-19》63)일자별 상위어와 비교해 본다.

 

《표Ⅴ-19》 NHK뉴스의 형용사 사용율순 어휘표 (일자별)

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 新しい 16 11.8 1 多い 10 11.2

2 多い 9 6.6 2 詳しい 5 5.6

3 早い 8 5.9 2 近い 5 5.6

3 やすい 8 5.9 2 きびしい 5 5.6

5 きびしい 6 4.4 2 い 5 5.6

5 い 6 4.4 2 安い 5 5.6

7 いい 4 2.9 7 高い 4 4.5

8 ない 3 2.2 7 難しい 4 4.5

9 近い 3 2.2 7 細かい 4 4.5

10 難しい 2 1.5 10 新しい 3 3.4

합  계 136 합  계 89

【 7월24일 】 【 7월27일 】

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 新しい 10 11.6 1 多い 13 10.4

2 ない 7 8.1 2 低い 9 7.2

3 早い 4 4.7 3 ない 7 5.6

4 い 3 3.5 4 新しい 5 4.0

4 近い 3 3.5 4 冷たい 5 4.0

4 きびしい 3 3.5 6 早い 4 3.2

4 大切だ 3 3.5 6 いい 4 3.2

8 多い 2 2.3 8 高い 3 2.4

9 いい 2 2.3 8 活 だ 3 2.4

9 必要だ 2 2.3 8 正式だ 3 2.4

합  계 86 합  계 125

【 8월3일 】 【 11월9일 】

  위와 같이 일자별에는 포함되나 전체에는 포함되지 않는 語가 있는데,  

63) 일자별 순위 15위 이하

  7월24일 : 弱い, 低い, 大きい, い, 重要だ, はげしい

  7월27일 : 新しい, 珍しい, 少ない, 早い, 大きい, 低い

  8월3일  : 詳しい, 短かい, 少ない, 重い, 高い

  11월9일 : 詳しい, 近い, 大きい, 重要だ, 必要だ
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7월 24일의 ‘難しい’, 7월 27일의 ‘詳しい․難しい’, 8월 3일의 ‘大切だ․必要だ’, 

11월9일의 ‘冷たい․活 だ․正式だ’ 등의 語이다. 그러나, NHK뉴스도 

KBS와 같이 전체 상위어와 일자별 상위어의 분포상의 차이가 크지 않음을 

알 수 있다. 

  5.1.3.3 KBS뉴스와 NHK뉴스의 使用率順 形容詞 比較

  KBS와 NHK의 상위 빈도 10위까지의 語로 형용사 특징을 알아본다. 

어휘표는《표Ⅴ-20》과 같고, 비고는 기본어휘표의 수치이다.

《표Ⅴ-20》KBS와 NHK뉴스의 형용사 사용율순 어휘표  

순위 표 제 어 빈도 비율% 비고 순위 표제어 빈도 비율% 비고

1 있다 28 11.6 4 1 多い 9 8.3 4

2 없다 18 7.5 4 2 新しい 9 8.3 4

3 많다 13 5.4 3 3 ない 4 3.7 3

4 아니다 7 2.9 4 4 早い 4 3.7 3

4 이렇다 7 2.9 2 4 きびしい 4 3.7 4

6 같다 6 2.5 4 6 安い 4 3.7 3

7 크다 5 2.1 4 7 い 4 3.7 4

8 어렵다 4 1.7 1 8 低い 3 2.8 4

9 높다 4 1.7 2 9 近い 3 2.8 4

10 새롭다 3 1.2 1 10 いい 3 2.8 4

합  계 241 29 합  계 109 37

【 KBS뉴스 】 【 NHK뉴스 】

 

  우선, 기본어휘의 비교를 보면, KBS가 29, NHK가 37로 NHK뉴스 

어휘가 본 연구의 비교 수치상으로는 보다 더 기본어휘의 사용을 많이 

하고 있다고 할 수 있으나, 10위까지의 어휘가 모두 기본어휘에 포함되는 

것은 공통적이다. 그리고, 상위 빈도어의 분포는 ‘많다․多い’, ‘없다․

ない’, ‘높다․高い’, ‘새롭다․新しい’등 공통적인 語가 많다. 
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❶ 지금까지 우리 대륙붕에서 뚫었던 시추공 30개 가운데서는 가스 분출   

   압력이나 하루 가스 산출량이 가장 높고 많기 때문에 앞으로의 정 조사  

   결과가 주목되고 있습니다.  (7월27일)

❶" サルモネラ菌による食中毒は 年7月から9月にかけて多くなります。  (7월27일)

❷ 복지부는 그 이유를 첫째 0-157균이 확인된 가건물이 사망한 환자의  

   것임을 증명할 수 있는 의무기록이 없다는 점을 드러냈습니다. (11월9일)

❷" 支持しない理由は、 政策に期待が持てないからが44%、 行力がないからが

    22%、支持する政党の 閣ではないからが10%でした。  (8월3일)

  위 예문처럼 양국의 뉴스에서 공통적으로 많이 사용되고 있는 語에 반해, 

KBS뉴스에서 1위를 차지한 ‘있다’는 NHK뉴스의 상위 빈도어에 포함되지 

않았는데. 이는 품사 분류상의 문제로서 두 나라의 국어 문법의 차이로 

인한 것이다. 존재의 의미를 가지고 있는 ‘있다’64)가 한국의 경우는 ‘형용사’

이지만, 일본의 ‘ある’는 존재를 나타내는 의미는 같으나 품사 분류상 ‘동사’에 

포함되기 때문이다.

ꊱ 이 경우 수능 성적 위주의 입시제도는 장기적으로 폐지되고 입시제도   

   전반에 지각변동이 있을 것으로 전망됩니다.  (7월24일)      

ꋎ 健康への影響などお早急に 究する必要があるとしていますが、 校給食の食器や

   食品の容器などに含まれる一部の科 物質については健康に重大な影響があると  

   いう証 は得られていないとする限界を示めしました。  (11월9일)

  예문처럼 ‘존재’의 의미를 가지고 있지만,  ꊱ은 형용사, ꋎ은 동사

이므로 위와 같은 차이가 나오는 것이다.  

64) 활용의 방식이 일정하지 않고, 존재의 의미를 가지고 있어 전통문법에서 존재사로   

 부르기도 했으나, 종결평서형이 다른 활용형보다 더 기초적이라는 사실을 중시하여  

 (최현배, 1971:185-7) 형용사로 본다

    남기심․고 근 (1985), 전게서 p.132
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  5.1.4 副詞

  

  부사의 분류는 다음의《표Ⅴ-21》과 같은데, 빈도상으로는 KBS뉴스가 

169語, NHK뉴스가 97語로 KBS뉴스에서 부사의 사용이 조금 더 많지만, 

뉴스 전체 안에서의 빈도는 두 뉴스 모두 아주 낮다고 할 수 있다.

    

《표Ⅴ-21》KBS뉴스와 NHK뉴스의 부사 분류표

7/24 7/27 8/3 11/9 평균빈도

KBS
합    계 163 172 201 139 169

별개어수 78 81 119 81 90

NHK
합    계 151 80 91 66 97

별개어수 66 35 46 31 45

  KBS뉴스의 부사의 분포는 다음의《표Ⅴ-22》65),《표Ⅴ-23》과 같으며, 

전체 상위어를 보면 ‘또, 모두, 더, 따라’가 중심을 이루어, 일자별로도 골고루 

분포되어 있는 것을 알 수 있다. 

① 박세리 선수는 이번 주말에 열리는 뉴모리에 클래식에서 사상 첫 메이저  

   대회 3연승이라는 또 다른 대기록에 도전합니다.  (7월27일) 

② 당초 신탁계정은 모두 인수은행에서 떠 안게 하겠다던 정부의 방침이   

   인수은행의 강력한 반발로 무산됐습니다.  (7월24일)

  또한, 이 語는 《표Ⅴ-23》일자별 상위어66)와 비교를 해 보아도 알 수 

65) 전체 순위 15위 이하 : 아직도, 오히려, 조금, 함께, 주로, 너무, 곧  

66) 일자별 순위 10위 이하

    7월24일 : 더, 직접, 때로는, 너무, 즉시, 곧, 물론

    7월27일 : 대체로, 너무, 곧, 잔뜩, 아직도, 모두

    8월3일  : 아직도, 먼저, 조속히, 무려, 요즘, 오히려

    11월9일 : 다음, 역시, 오히려, 당당히, 조금, 대체로
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있듯이 거의 모든 일자별 상위어에도 포함된다 (단, ‘더’ : 7월24일 제외, ‘따

라’ : 8월3일 제외). 그리고, 전체 상위 빈도어에는 ‘또, 모두, 더, 따라’외에도 

‘특히, 가장, 이미, 다시’ 등도 포함되어 있다. 

《표Ⅴ-22》KBS뉴스의 부사 사용율순 어휘표 (전체)

순위 표 제 어
7/24 7/27 8/3 11/9 평    균

빈도 빈도 빈도 빈도 빈도 비율(%) 

1 또 8 13 6 14 10 5.9

2 모두 6 4 6 5 5 3.0

3 더 3 4 7 5 5 3.0

4 특히 9 4 3 2 5 3.0

4 따라 7 4 2 5 5 3.0

4 가장 5 5 4 4 5 3.0

7 이미 5 5 1 5 4 2.4

7 다시 3 4 3 6 4 2.4

9 더욱 1 3 8 3 4 2.4

10 제대로 3 3 5 3 4 2.4

합 계 163 172 201 139 169

《표Ⅴ-23》 KBS뉴스의 부사 사용율순 어휘표 (일자별)

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 특히 9 5.5 1 또 13 7.6

2 또 8 4.9 2 함께 6 3.5

3 따라 7 4.3 3 이미 5 2.9

4 모두 6 3.7 3 가장 5 2.9

5 가장 5 3.1 5 모두 4 2.3

5 이미 5 3.1 5 더 4 2.3

5 아직도 5 3.1 5 특히 4 2.3

5 반드시 5 3.1 5 따라 4 2.3

9 또한 4 2.5 5 다시 4 2.3

9 함께 4 2.5 10 더욱 3 1.7

합 계 163 합  계 197

【 7월24일 】 【 7월27일 】
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순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 더욱 8 4.0 1 또 14 10.1

2 더 7 3.5 2 다시 6 4.3

3 또 6 3.0 3 모두 5 3.6

3 모두 6 3.0 3 더 5 3.6

5 제대로 5 2.5 3 따라 5 3.6

6 가장 4 2.0 3 이미 5 3.6

7 특히 3 1.5 7 가장 4 2.9

7 다시 3 1.5 8 더욱 3 2.2

7 거의 3 1.5 8 오히려 3 2.2

10 주로 2 1.0 8 제대로 3 2.2

합 계 201 합 계 139

【 8월3일 】 【 11월9일 】

  

   NHK뉴스의 부사 사용은 다음의《표Ⅴ-24》67),《표Ⅴ-25》와 같다.

우선, 《표Ⅴ-24》와 같이 NHK뉴스 어휘의 부사는 ‘特に, 新たに, 更に, 

まず’가 상위 빈도를 차지하고 있다.  

① このクラスの小型トラックは今後アジアや中南米地域で販 台 が特に伸びるひざしだ  

   としており共同開 によって一車あたりの開 費用を減らしてコストダウンを狙ったとし  

   ています。  (7월27일)

② まずもっとも介護を必要とする要介護5の 象になるのは一日に平均して170分以上の

   介護が必要とみなされるお年寄りで、要介護4は一日に135分以上、要介護1は一日に  

   30分以上と決めています。 (7월27일)

  그러나, 전체 순위 5위인 ‘本当に’는 7월 24일에만 높은 수치를 보여 전체 

순위에 포함되었지만, 그 외의 일자에는 나오지 않는다.

① 民の訴えを本当に自民党は理解しているのかとこういう疑問をしょうずるところであり  

   ます。  (7월24일) 

67) 전체 순위 15위 이하 : まず, できるだけ, やはり, すでに, もっとも, はっきり, ちょっと 
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  그것은 ‘本当に’가 7월 24일의 裁選  보도에서 많이 사용되었는데 

입후보자의 의견 피력 과정에서 나온 語로 다른 상위어와는 성격이 조금 

다르게, 화자의 감정이 많이 들어가 있는 語라고 할 수 있다. 7월 24일의 

뉴스가 어휘 조사 대상이 된 다른 뉴스와 비슷한 성격이 뉴스 다면 

이 순위는 달라질 수도 있다.

《표Ⅴ-24》NHK뉴스의 부사 사용율순 어휘표 (전체)

순위 표 제 어
7/24 7/27 8/3 11/9 평    균

빈도 빈도 빈도 빈도 빈도 비율(%) 

1 特に 8 4 4 4 4.1

2 新たに 4 6 5 4 4.1

2 更に 4 6 5 4 4.1

4 まず 3 7 3 1 4 4.1

5 本当に 11 3 3.1

6 非常に 5 3 1 1 3 3.1

7 まだ 2 2 4 1 2 2.1

7 すでに 1 1 3 4 2 2.1

7 ほとんど 2 3 2 2 2 2.1

10 やはり 8 2 2.1

합  계 151 80 91 66 97

 

  다음의《표Ⅴ-25》68) 의 일자별 상위어와 전체 상위어를 함께 보면, 상위 

10위까지의 語가 거의 비슷한 비율의 수치를 나타낸다. 즉, 특별히 자주 

사용되는 부사가 따로 없다고 생각할 수 있겠다. 그것은 앞에서도 다루었지만, 

뉴스가 정확한 보도를 목표로 하여 의미가 명확하게 드러나는 어휘를 필요로 

하기 때문에 이러한 결과가 나오는 것이다. 그렇다고 해서 모든 부사의 

68) 일자별 순위 15위 이하

    7월24일 : きちっと, まだ, ちょっと, ただちに, やはり

    7월27일 : すでに, かなり, 必ず, できるだけ, もっとも

    8월3일  : できるだけ, ちょっと, きちんと, すぐ

    11월9일 : まず, まもなく, 非常に, できるだけ, はっきり
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빈도가 비슷하다는 것은 아니다. 일자별 상위 빈도어 중에도 일자에 따라 

특히 높은 수치를 나타내는 것도 있다. 7월 24일의 ‘本当に․やはり’, 7월 

27일의 ‘特に․まず’ , 8월 3일과 11월 9일의 ‘新たに․更に’ 가 그 중에서도 

가장 높은 수치를 나타내는 語이다. 하지만, 앞에서 다룬 품사들보다는 

순위 비율상의 차가 거의 없음을 알 수 있다.

  

《표Ⅴ-25》 NHK뉴스의 부사 사용율순 어휘표 (일자별)

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 本当に 11 7.3 1 特に 8 10.0

2 やはり 8 5.3 2 まず 7 8.8

3 もう 6 4.0 3 新たに 4 5.0

4 非常に 5 3.3 3 更に 4 5.0

4 大変 5 3.3 3 次々に 4 5.0

6 きわめて 4 2.6 6 非常に 3 3.8

7 まず 3 2.0 6 もっとも 3 3.8

7 ぜひ 3 2.0 6 ほとんど 3 3.8

9 まだ 2 1.3 6 すべて 3 3.8

9 ほとんど 2 1.3 6 主に 3 3.8

합  계 151 합  계 80

【 7월24일 】 【 7월27일 】

순위 표제어 빈 도 비율% 순위 표제어 빈 도 비율%

1 新たに 6 6.6 1 新たに 5 7.6

1 更に 6 6.6 1 更に 5 7.6

3 特に 4 4.4 3 特に 4 6.1

3 まだ 4 4.4 3 すでに 4 6.1

5 まず 3 3.2 5 ちょうど 3 4.5

5 すでに 3 3.2 6 ほとんど 2 3.0

7 もう 2 2.2 6 もっとも 2 3.0

7 ほとんど 2 2.2 6 おおむね 2 3.0

7 明かに 2 2.2 6 逆に 2 3.0

7 有效に 2 2.2 6 早急に 2 3.0

합계 91 합  계 66

【 8월3일 】 【 11월9일 】

  이와 같이 KBS뉴스와 NHK뉴스의 부사 분포의 특징을 알아보았는데, 

공통적으로 많이 사용되는 어휘가 ‘특히․特に’, ‘더욱․更に’, ‘이미․すでに’ 
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정도이지만, 뉴스안에서의 사용 비율이 대체적으로 낮다는 점과 상위 

빈도어의 분포가 특별히 아주 많이 사용되는 語가 따로 없이 골고루 

사용된다는 점은 비슷하다고 하겠다.  

 

  5.1.5 代名詞

  

  대명사의 분류는 다음의《표Ⅴ-26》,《표Ⅴ-27》에 나타냈는데, 빈도에 

따른 양국 뉴스의 대명사의 차이는 NHK뉴스의 7월 24일의 합계가 다른 

일자에 비하여 월등히 높은 수치를 보이지만, 전체적인 평균빈도는 KBS

뉴스가 39語, NHK뉴스가 49語로 비슷하다.

《표Ⅴ-26》KBS뉴스와 NHK뉴스의 대명사 분류표

7/24 7/27 8/3 11/9 평균빈도

KBS
합    계 50 49 27 29 39

별개어수 9 7 9 6 8

NHK
합    계 92 41 33 30 49

별개어수 11 8 3 5 7

《표Ⅴ-27》KBS뉴스와 NHK뉴스의 대명사 어휘표

순

위
표제어

7/24 7/27 8/3 11/9 평  균 순

위
표제어

7/24 7/27 8/3 11/9 평  균

빈도 빈도 빈도 빈도 빈도 비율 빈도 빈도 빈도 빈도 빈도 비율

1 이 15 26 12 22 19 48.7 1 これ 39 15 23 11 22 44.9

2 우리 10 5 4 5 12.8 2 それ 21 7 3 1 8 16.3

3 여기 3 2 3 2 5.1 3 私 11 3 6.1

4 이곳 6 1 2 5.1 4 彼 1 2 1 2.0

4 저 1 6 2 5.1 5 誰 3 1 1 2.0

합계 50 49 27 29 39 합계 92 41 33 30 49

【 KBS뉴스 】 【 NHK뉴스 】 
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  양국 뉴스의 상위 빈도의 대명사를 보면, KBS뉴스 어휘는 ‘이69)․우리’가, 

NHK뉴스 어휘는 ‘これ․それ’가 가장 많이 사용된다. 그 이외의 ‘여기․

저․이곳’과 ‘私․彼․誰’도 빈도 순위 5위안에 들어가지만, 뉴스 안에서의 

대명사의 사용율이 작아 빈도의 수치는 매우 낮다. 그럼, 양국 뉴스 안에서의 

대명사의 사용에 의한 특징을 알아본다. 

❶ 이제 남은 것은 사용자측 즉 재계의 복귀입니다. 이를 위해 김원기   

   위원장은 오늘 오전 정국 경제인 연합회와 한국 경 자 총합회를 잇따라  

   방문해 노사정 위원회 복귀를 요청했습니다.  (7월27일)

② 광개토대왕함은 우리 해군에서 가장 큰 함정으로 길이 135미터의 3,885  

   톤급으로 30노트의 고속운항이 가능합니다.  (7월24일)

❶" これを受けてオブチ新 裁は党の役員人事などの 討に入ることになりました。

    (7월24일)

② 一方、 査本部のこれまでの調べで 出されたひ素その量は生産加工物の量と少

   なくとも同じかそれよりも多いものと見られています。  (8월3일)

  

  위와 같이 ❶과 ❶"의 ‘이․これ’는 KBS와 NHK뉴스에서 가장 많이 

사용된다. 그리고, KBS뉴스에서 자주 쓰인 ‘우리’는 ‘우리 해군’, ‘우리 

대학’, ‘우리 나라’ 등의 표현으로 많이 쓰이고 있지만, NHK뉴스에서는 

‘我々の ○○’란 표현이 거의 없었다. 즉, KBS에서는 ‘한국’을 ‘우리 나라’로 

더 많이 사용하고 있음에 반해, NHK에서는 ‘일본’을 ‘我が ’라는 표현

으로도 사용은 하지만, 그대로 ‘日本’이라는 語의 사용이 더 많음을 알 수 

있다. 

69) ‘이’는 대명사와 관형사 두 가지의 품사로 사용되는데, 대명사의 경우는 ‘인칭

    (이이)’과 ‘지시(이것, 이러한 형편)’의 의미를 나타낸다.

    이희승 감수 (1998), 『엣센스 국어사전』, 민중서림, p.2079
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  5.1.6 詞

  수사의 분류는 다음의《표Ⅴ-28》,《표Ⅴ-29》,《표Ⅴ-30》과 같다.

《표Ⅴ-28》KBS뉴스와 NHK뉴스의 수사 분류표

7/24 7/27 8/3 11/9 평균빈도

KBS
합    계 174 175 146 65 140

별개어수 83 69 68 57 69

NHK
합    계 124 189 226 174 178

별개어수 67 73 68 68 69

  빈도로는 NHK뉴스가 KBS뉴스보다는 조금 높은 수치를 보이나 큰 

차이는 없다. 그리고《표Ⅴ-29》,《표Ⅴ-30》의 사용율에 따른 상위 빈도어의 

분포도 비율상의 차이는 있지만, KBS와 NHK뉴스가 거의 비슷한 語로 

구성되었다. 

《표Ⅴ-29》KBS뉴스의 수사 사용율순 어휘표 (전체)

순위 종  류
7/24 7/27 8/3 11/9 평    균

빈도 빈도 빈도 빈도 빈도 비율(%) 

1 3 11 18 19 8 14 10.0

2 1 15 12 15 7 12 8.6

3 10 5 10 18 11 11 7.9

4 2 19 6 10 8 11 7.9

5 5 6 13 6 9 9 6.4

6 4 9 9 8 7 8 5.7

7 9 8 4 4 9 6 4.3

8 8 3 4 6 4 4 2.9

9 20 3 4 7 4 2.9

10 30 7 7 4 2.9

11 6 4 5 4 3 2.1

12 25 5 5 3 2.1

13 7 5 4 2 1.4

14 80 4 3 2 1.4

합  계 174 175 146 65 140
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《표Ⅴ-30》NHK뉴스의 수사 사용율순 어휘표 (전체)

순위 종  류
7/24 7/27 8/3 11/9 평    균

빈도 빈도 빈도 빈도 빈도 비율(%) 

1 1 14 38 27 7 22 12.4

2 3 13 22 23 20 20 11.2

3 2 6 29 20 13 17 9.6

4 5 6 15 3 12 9 5.1

5 4 2 18 9 5 9 5.1

6 9 1 10 6 11 7 3.9

7 6 6 9 8 6 3.4

8 7 4 6 3 6 5 2.8

9 10 5 8 6 5 2.8

10 20 1 3 3 8 4 2.2

11 30 4 6 1 3 4 2.2

12 8 3 8 2 3 1.7

13 70 6 3 2 1.1

14 80 2 2 1 1 2 1.1

합  계 124 189 226 174 178

 

  

  특히 ‘1, 2, 3, 4, 5’는 양국 뉴스의 수사 분포에서 KBS뉴스가 38.6%, 

NHK뉴스가 43.4%로 약 40%의 비율을 차지하고 있어 수사의 대부분을 

담당한다고도 말할 수 있다. 

❶ 그러나 이 같은 구조조정이 1년만 지연되더라도 추가 실업자가 백만명  

   더 생기고 경제회복도 2년은 늦어진다는 경제보고서까지 나와 시간이   

   많지 않음을 보여주고 있습니다.  (7월27일)

❶" 3つのカレ〡ライスのなべのうちの2つは祭 場の隣の住宅のガレ〡ジで作られそこ

   から200メ〡トル離れた住宅でもう1つのなべのカレ〡が調理されました。 (7월27일)

  그 외 ‘6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 80’도 상위 14위까지의 語로 공통적이며, 

비율상 약간의 차이가 있을 따름이다. 다만, 상위어 中 KBS뉴스의 ‘25’, 

NHK뉴스의 ‘70’만 서로 다르다. 그리고, 위 표에서처럼 상위어 분포에 
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10단위 숫자에서 ‘20, 30’과 같은 단위는 존재하나 11∼19까지의 수사가 

포함되지 않은 것도 특이하다. 즉, 양국 뉴스의 수사 사용이 1∼10까지의 

가장 기본적인 숫자의 사용에 의한다는 것을 알 수 있다.

   

  5.1.7 接 詞

 

  접속사의 분포는《표Ⅴ-31》과 같다.  

《표Ⅴ-31》KBS뉴스와 NHK뉴스의 접속사 분류표

7/24 7/27 8/3 11/9 평균빈도

KBS
합    계 11 24 16 26 19

별개어수 5 5 5 5 5

NHK
합    계 56 51 25 33 41

별개어수 8 6 6 7 7

  

  양국 뉴스에서의 사용 빈도의 차이가 조금 나는데 NHK뉴스에서 KBS

뉴스보다는 많이 사용된다고 할 수 있겠지만, 전체적인 사용빈도는 둘 다 

아주 낮다고 할 수 있다. 또한, 자주 사용되는 접속사로는 KBS뉴스가 

‘그러나, 그리고, 또, 그래서, 그런데, 따라서, 그러자’ 등이 있고, NHK

뉴스는 ‘しかし, そして, また, そこで, それでは, 一方, それに, では, どころが’ 등이다. 

특히, KBS뉴스는 ‘그러나․그리고․또’가 NHK뉴스는 ‘しかし․そして․

また’가 가장 많이 사용되며, 이것은 양국 뉴스가 공통적이다.  

❶ 그러나 3점차로 뒤진 채 시작한 결승 라운드를 대역전으로 뒤집은 힘과  

   세리의 근성은 모두 박세리 선수의 것입니다.  (7월27일)

❶" しかし 明の原案に盛り込まれていたインドとパキスタン を名指して非難する  

    表現をそのまま採用するかどうかをめぐってこのフォ〡ラムの 加 のインドが激しく  
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    反 するなど 加 の意見が 立していたことから最終的にどのような表現で 明が  

    まとめられたかが焦点になっています。  (7월27일)

❷ 검찰은 서울 을지로와 명동, 그리고 강남일대 채권 브로커가 수만 명에  

   이를 만큼 아직도 많은 채권사기단이 남아 있을 것으로 보고 있습니다.  

   (11월9일)

❷" そして 東地方でも20度を越える所はなくて明日は15度から20度の間の 色の

    域が がります。   (11월9일)

  위 예문과 같이 양국 뉴스의 접속사의 쓰임이 매우 비슷함을 알 수 

있으며, 다만 사용 빈도상의 차이가 조금 있을 뿐이다.

  5.1.8 冠形詞  [連体詞]

  

  관형사의 분포는 KBS뉴스가 55, NHK뉴스가 59로 거의 같은 수치를 

나타내며, 분류표는 다음의《표Ⅴ-32》와 같다.

《표Ⅴ-32》KBS뉴스와 NHK뉴스의 관형사 분류표

7/24 7/27 8/3 11/9 평균빈도

KBS
합    계 78 41 62 37 55

별개어수 9 8 10 8 9

NHK
합    계 72 73 51 38 59

별개어수 8 6 8 4 7

  거의 비슷한 빈도의 분포를 보이는 관형사의 뉴스에서의 쓰임은, KBS

뉴스가 ‘이, 그, 어느, 전, 아무, 한’ 등이, NHK뉴스에서는 ‘この, その, どの, 

どんな, いわゆる’ 등이 사용되고 있다.
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❶ 이 푸르름 사이사이에 결실을 가로막는 복병이 나타났습니다.  (7월27일)

❶" この事件でカレ〡が配られる直前のおとといの午後6時すぎに味見をした地元の人

    たちが中毒症 を訴えていたことから和歌山 警察本部は、この時間 を中心に  

    毒物混入の経緯について詳しく調べています。  (7월27일)

❷ 금강산 유람선과 그 출발지가 확정됐습니다.  (7월27일)

❷" その上で野田幹事長は自民党との今後の 係についてはこうした協議で合意が

    できるかどうかで判 したいという考えを示しました。  (11월9일) 

  위와 같이 ‘이․この, 그․その’의 사용이 공통적이며, 또한 가장 일반적으로 

많이 사용되고 있기도 하다.

   

  5.1.9 感歎詞  [感動詞] 

  

  감탄사의 분포는《표Ⅴ-33》과 같이, 양국 뉴스에서 거의 사용되지 

않고 있다.

《표Ⅴ-33》KBS뉴스와 NHK뉴스의 감탄사 분류표

7/24 7/27 8/3 11/9 평균빈도

KBS
합    계 2 8 3

별개어수 2 2 1

NHK
합    계 4 4 3 5 4

별개어수 4 3 3 4 4

  
  뉴스에서의 사용을 보더라도 KBS뉴스에서는 ‘예, 네’ 뿐인데, 보통 

취재기자 혹은 상대 앵커의 코멘트가 끝난 후 다른 장면으로 넘어가고자 

할 때 암시적․습관적으로 사용하며, NHK뉴스에서는 ‘こんばんは, 失礼い
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たします, はい, ありがとうございます’등 인사말로 주로 사용된다. 그러나, 뉴스

에서의 감탄사의 사용은 양국 모두 거의 없다는 점은 공통적이다.     

  5.1.10 品詞別 分布

 

  지금까지 KBS뉴스와 NHK뉴스의 품사별 빈도와 상위 빈도어의 분포에 따른 

어휘의 특성을 살펴보았다. 여기에서는 종합적인 품사별 비율을 통한 특징을 

알아본다. KBS와 NHK뉴스의 품사별 분류는《표Ⅴ-34》,《표Ⅴ-35》,

【그래프 Ⅴ-2】와 같다.

《표Ⅴ-34》KBS뉴스의 품사별 분류표

7/24 7/27 8/3 11/9 평  균

빈도 비율% 빈도 비율% 빈도 비율% 빈도 비율% 빈도 비율%

명  사 2,300 60.8 1,898 53.8 1,953 55.3 2,392 65.0 2,136 58.9

동  사 796 21.1 970 27.5 785 22.2 763 20.7 829 22.8

대명사 50 1.3 49 1.4 27 0.8 29 0.8 39 1.1

수  사 174 4.6 175 5.0 146 4.1 65 1.8 140 3.9

형용사 206 5.4 197 5.6 339 9.6 223 6.1 241 6.6

부  사 163 4.3 172 4.9 201 5.7 139 3.8 169 4.7

접속사 11 0.3 24 0.7 16 0.5 26 0.7 19 0.5

연체사 78 2.1 41 1.2 62 1.8 37 1.0 55 1.5

감동사 2 0.1 8 0.2 3 0.1

합  계 3,780 3,526 3,529 3,682 3,629

 

《표Ⅴ-35》NHK뉴스의 품사별 분류표

7/24 7/27 8/3 11/9 평  균

빈도 비율% 빈도 비율% 빈도 비율% 빈도 비율% 빈도 비율%

명  사 2,458 62.5 2,611 64.7 2,175 62.5 2,182 62.8 2,357 63.2

동  사 838 21.3 899 22.3 788 22.7 822 23.7 837 22.4

대명사 92 2.3 41 1.0 33 0.9 30 0.9 49 1.3

수  사 124 3.2 189 4.7 226 6.5 174 5.0 178 4.8

형용사 136 3.5 89 2.2 86 2.5 125 3.6 109 2.9

부  사 151 3.8 80 2.0 91 2.6 66 1.9 97 2.6

접속사 56 1.4 51 1.3 25 0.7 33 0.9 41 1.1

연체사 72 1.8 73 1.8 51 1.5 38 1.1 59 1.6

감동사 4 0.1 4 0.1 3 0.1 5 0.1 4 0.1

합  계 3,931 4,037 3,478 3,475 3,668
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  두 표에서와 같이 양국 뉴스의 품사별 비율이 거의 비슷한 수치를 나타

내고 있다. 약간의 차이가 있는 것도 물론 있지만(명사의 경우, NHK가 KBS

보다 4.3% 높고, 형용사․부사의 경우는 KBS가 3.7%․2.1% 높다), 오차의 

한계를 생각해 볼 때 거의 비슷하다고 할 수도 있겠다. 그리고, 양국 

뉴스의 ‘명사․동사’의 비율은 KBS뉴스가 81.7%를, NHK뉴스가 85.6%를 

차지하여 뉴스 어휘의 대부분을 차지하고 있다고 할 수 있다. 이는 뉴스 

어휘가 정확한 사실의 공정한 보도에서 필요로 하는 확실한 의미를 표현

할 수 있는 語를 사용하기 때문에, 형용사․부사․감동사 부류의 語보다는 

‘명사․동사’를 위주로 하여 표현되기 때문이다. 

  

【그래프 Ⅴ-2】KBS뉴스와 NHK뉴스의 품사 분류
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  【그래프 Ⅴ-2】를 보아도, 명사에서 NHK뉴스가, 형용사․부사에서 

KBS뉴스의 비율이 조금 높을 뿐 대부분의 품사에서 거의 비슷한 양상을 

보이고 있어 그래프의 모양이 거의 비슷함을 알 수 있다. 그러나, 품사별 

비율에 차이가 없다고 해서 양국 뉴스 어휘의 품사의 차이가 없다는 것이 

아니라, 여기에서는 어디까지나 품사 분포의 ‘비율’이 같다는 것을 의미한다.  

      



- 63 -

 5.2 語 에 의한 比較

  

  여기에서는 KBS뉴스와 NHK뉴스 어휘의 語 에 의한 비교로 특징을 

알아본다. Sampling은 연어수와 별개어수로 구분하여, 각 품사별 연어수와 

별개어수의 분류표를 만들어 비교하 다. 품사 분류와 마찬가지로 연어수와 

별개어수의 수치에 조사․조동사는 포함되지 않았으며,  총 어수표는 

다음의《표Ⅴ-36》과 같다.

 
《표Ⅴ-36》KBS뉴스와 NHK뉴스의 어수표 

7/24 7/27 8/3 11/9 평  균

KBS
연어수 3,780 3,526 3,529 3,682 3,629

별개어수 1,488 1,643 1,528 1,401 1,514

NHK
연어수 3,931 4,037 3,478 3,475 3,731

별개어수 1,105 1,340 1,346 1,202 1,250

  
  위와 같이 연어수는 KBS뉴스가 3,629語, NHK뉴스가 3,731語로 차이가 

거의 없지만, 별개어수는 KBS뉴스가 1,514語, NHK뉴스가 1,250語로 KBS

뉴스 어휘가 많다. 그리고, 연어수와 별개어수로 본 양국 뉴스의 어휘량은

【그래프Ⅴ-3】과 같은데, 

【그래프 Ⅴ-3】 KBS뉴스와 NHK뉴스의 어휘량
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  연어수과 별개어수에서 양국 뉴스의 차이가 거의 없지만, 연어수보다는 

별개어수에서 약간의 차이가 나고 있다. 하지만, 양국 뉴스의 차이가 작아 

어휘량 그래프의 크기가 거의 비슷함을 알 수 있다. 

  이렇게,  연어수와 별개어수의 차이는 크지 않은데, 그럼 연어수에 대한 

별개어수의 비율은 어떻게 되는지 알아보면, 

《표Ⅴ-37》KBS와 NHK뉴스의 연어수에 대한 별개어수의 비율(%)  

7/24 7/27 8/3 11/9 평  균

KBS 39.4 46.6 43.4 38.2 41.9

NHK 28.5 34.1 31.9 32.8 31.8

  위와 같이 별개어수가 조금 많은 KBS뉴스가 별개어수의 연어수에 

대한 비율상에 있어서도 약 10% 정도 높은 수치를 나타낸다. 즉, NHK

뉴스가 KBS뉴스에 비하여 같은 단어의 반복이 많다는 것을 의미한다. 

이것은 특히 NHK뉴스의 어휘 분포에 있어서 전체 상위 빈도어에 포함되는 

名詞 ‘こと’, 動詞 ‘いう’ 등의 반복 사용처럼 특정 語의 반복 사용이 많은 

것에서 기인한 결과로 생각할 수 있다.  

  품사별 연어수․별개어수에서 연어수는 앞에서 다루었던 품사 분류가 

연어수를 기준으로 한 것이기에 《표Ⅴ-34》,《표Ⅴ-35》와 일치함으로 

여기에서는 생략하고, 별개어수의 분포는 다음의《표Ⅴ-38》,《표Ⅴ-39》와 

같다. 다음의 표를 보더라도 품사별 별개어수에 있어서도 KBS와 NHK

뉴스의 차이가 거의 없으며, 명사․동사의 별개어수 비율이 전체 별개

어수의 약 84%(KBS뉴스 : 82.3%, NHK뉴스 : 85%)를 차지하고 있다. 그리고, 

명사의 별개어수는 전체 어수에서 KBS뉴스는 26.5%를 NHK뉴스는 

21.2%의 비율을 보인다. 즉, NHK뉴스에서의 명사의 반복 사용이 더 

많음을 알 수 있다.
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《표Ⅴ-38》KBS뉴스의 품사별 별개어수 분류표

7/24 7/27 8/3 11/9 평  균

별개어수 비율% 별개어수 비율% 별개어수 비율% 별개어수 비율% 별개어수 비율%

명  사 924 62.1 1,094 66.6 947 62.0 874 62.4 960 63.4

동  사 311 20.9 291 17.7 273 17.9 271 19.3 286 18.9

대명사 9 1.0 7 0.4    9 0.6 6 0.4 8 0.5

수  사 83 6.1 69 4.2 68 4.5 57 4.1 69 4.6

형용사 67 6.2 88 5.4 97 6.3 97 6.9 87 5.7

부  사 78 6.0 81 4.9 119 7.8 81 5.8 90 5.9

접속사 5 0.7 5 0.3 5 0.3 5 0.4 5 0.3

관형사 9 0.5 8 0.5 10 0.7 8 0.6 9 0.6

감탄사 2 0.4 2 0.1 0.1

합  계 1,488 1,643 1,528 1,401 1,514

《표Ⅴ-39》NHK뉴스의 품사별 별개어수 분류표

7/24 7/27 8/3 11/9 평  균

별개어수 비율% 별개어수 비율% 별개어수 비율% 별개어수 비율% 별개어수 비율%

명  사 648 58.6 867 64.7 904 67.2 750 62.4 792 63.3

동  사 227 20.5 306 22.9 271 20.1 275 22.9 270 21.6

대명사 11 1.0 8 0.6 3 0.2 5 0.4 7 0.6

수  사 67 6.1 73 5.4 68 5.1 68 5.7 69 5.5

형용사 68 6.2 38 2.8 39 2.9 60 5.0 51 4.1

부  사 66 6.0 35 2.6 46 3.4 31 2.6 45 3.6

접속사 8 0.7 6 0.4 6 0.4 7 0.6 7 0.6

연체사 8 0.7 6 0.4 8 0.6 4 0.3 7 0.6

감동사 4 0.4 3 0.2 3 0.2 4 0.3 4 0.3

합  계 1,107 1,342 1,348 1,204 1,252

 

 5.3 語種에 의한 比較

  語種의 분류는 양국 뉴스 어휘에 있어서 품사 비율이 80%가 넘는 명사와 

동사만을 이용하 으며, 固有語․漢字語․外 語․混種語의 네 부류로 

분류하여 語種의 분포를 알아보았다.
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  5.3.1 固有語

  고유어의 분포는《표Ⅴ-40》과 같으며, KBS뉴스의 평균빈도가 889, 

NHK뉴스의 평균빈도가 944로 빈도상의 수치는 NHK뉴스가 높지만, 

명사․동사의 전체 어수(KBS뉴스 2,965語, NHK뉴스 3,194語)에 대한 비율로는 

KBS뉴스가 30.0%, NHK뉴스가 29.5%로 거의 같다.

   

《표Ⅴ-40》KBS뉴스와 NHK뉴스의 고유어 분류표 

7/24 7/27 8/3 11/9 평균빈도

KBS

명  사 332 359 301 298 323

동  사 524 679 559 505 567

합  계 856 1,038 860 803 889

NHK

명  사 366 342 288 269 316

동  사 689 641 578 602 628

합  계 1,055 983 866 871 944

 

  5.3.2 漢字語 

 

  한자어의 분류는《표Ⅴ-41》과 같으며, 빈도로는 KBS뉴스가 평균빈도 

1,699이며, NHK뉴스가 평균빈도 1,739로 고유어와 마찬가지로 차이가 거의 

없다. 전체 어수에 대한 비율은 KBS뉴스가 57.3%, NHK뉴스가 54.4%로 

모두 50% 이상을 차지하고 있으나, 이 수치는 순수 한자어의 비율만을 

다룬 것으로 다음에 다루어질 혼종어의 한자어+한 , 한자어+仮名

(kana)의 경우의 한자어를 생각해 본다면, 뉴스 어휘에 있어서의 한자어 

사용이 압도적이며, 이러한 경향은 양국 뉴스의 공통적인 특징임을 알 수 

있다.
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《표Ⅴ-41》KBS뉴스와 NHK뉴스의 한자어 분류표 

7/24 7/27 8/3 11/9 평균빈도

KBS 1,858 1,395 1,549 1,992 1,699

NHK 1,867 1,880 1,570 1,637 1,739

  한자어 사용에 이처럼 비슷한 비율을 가지고는 있지만 양국이 공통적인 

한자어만을 사용하는 것은 아니다. 예를 들면 ‘終始(7월24일)’는 한국에서는 

‘始終’으로 사용되고 있는데, 이러한 예는 몇 가지 더 찾아 볼 수 있었다.  

  

         ○   NHK뉴스       →   KBS뉴스 

①   終始 (7월24일)   →   始終  

②   相場 (7월24일)   →   時勢

③   混入 (7월27일)   →   混合

④   掛念 (7월27일)   →   근심

⑤   介護 (7월27일)   →   看護

 

  5.3.3 外 語

  

  뉴스 어휘의 외래어 분포는 KBS뉴스가 77 , NHK뉴스가 174로 다른 

語種에 비하여 차이가 난다. 전체 어수상의 비율은 KBS뉴스가 2.6%,   

NHK뉴스가 5.4%로 낮은 비율이긴 하지만 NHK뉴스의 어휘가 외래어 

사용이 많음을 알 수 있다.

《표Ⅴ-42》KBS뉴스와 NHK뉴스의 외래어 분류표 

7/24 7/27 8/3 11/9 평균빈도

KBS 83 97 71 58 77

NHK 120 243 178 154 174
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  그리고, 뉴스에 있어서의 외래어의 종류를 알아보면 다음과 같다.

KBS뉴스 : KBS뉴스, 오토바이, 가스, 택시, 하푼미사일, 달러, 아파트, 트럭,  

           핸드폰, 헬기, 챔피언, 호텔, 모델하우스, 빅딜, 코치, 레이더, 배럴,  

           마이너스, 빅딜, 토네이도, 컨소시엄, 프로레슬링, 마운드, 로프,  

           링, 인센티브, 서비스, 스포츠

NHK뉴스 : カレ〡ライス, ニュ〡ス, グル〡プ, ドル, テレビ, インタビュ〡, サ〡ビス,  

           トラック, ス〡パ, ホルモン, システム, パチンコ, コンビニエンスストア, カメラ,  

           サッカ〡, ファン, プレ〡, メンバ〡, リ〡ダ〡シップ, レベル, スポ〡ツ,  

           チ〡ム, ランク,  メッセ〡ジ, クラス, メ〡カ〡, デジタル, ランナ〡, デ〡タ〡,  

           チップ, ベット, テ〡マ, ステップ, アマチュア, チャンス, マウンド, ヘルメット  

  

    5.3.4 混種語

  KBS뉴스와 NHK뉴스의 혼종어의 분류는《표Ⅴ-43》과 같다. 평균빈도는 

KBS뉴스가 299, NHK뉴스가 336으로 큰 차이는 보이지 않으며, 전체 語 와의 

비율도 KBS뉴스가 10.1%, NHK뉴스가 10.5%로 거의 비슷하다. 

《표Ⅴ-43》KBS뉴스와 NHK뉴스의 혼종어 분류표 

7/24 7/27 8/3 11/9 평균빈도

KBS

명  사 27 47 32 44 38

동  사 273 291 226 257 262

합  계 300 338 258 301 299

NHK

명  사 105 146 139 122 128

동  사 144 258 210 220 208

합  계 249 404 349 342 336
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    그리고, 양국 뉴스에서 많이 사용된 혼종어의 예는 다음과 같다.  

KBS뉴스 : 모범택시, 가스층, 대형트럭, 신용카드, 골프채, 압축펌프,       

             노슈어비율, 프로야구, 상금랭킹, 소꼽놀이세트, 금융피라미드, 

             컴퓨터통신 

NHK뉴스 : 支持グル〡プ, 金融システム, 金融ビックバン, 小形トラック, サルモネラ菌,  

            流通グル〡プ, 環境ホルモン, プロ野球, 製造メ〡カ〡, キャンプ場,   

            防犯カメラ, 非常ボタン,  ハイテク技術, 介護サ〡ビス, 宇宙ステ〡ション,  

            政策テ〡マ, ロ〡ビ〡活動, 治療チ〡ム, ル〡ル作り, デビュ〡 , 

 

  또한, 혼종어의 동사는 한자어+하다․되다, 한자어+する․できる, 외래어+する의 

형태로 세분화하 다. 다음의《표Ⅴ-44》와 같이 한자어+하다․되다가 262, 

한자어+する․できる가 194로 한자어와의 결합으로 이루어진 동사 혼종어는 

KBS뉴스가 많이 사용되고 있다. 

《표Ⅴ-44》KBS뉴스와 NHK뉴스의 혼종어의 동사 분류표 

7/24 7/27 8/3 11/9 평균빈도

KBS

漢+하다되다 272 291 226 257 262

외래+한글 1

합   계 273 291 226 257 262

NHK

漢+する 127 226 193 201 187

漢+できる 4 5 4 8 6

외래+する 2 7 4 4

기타 11 20 13 7 13

합   계 144 258 210 220 208

  외래어와의 결합으로 이루어진 동사의 혼종어 분포는 KBS뉴스는 7월 

24일의 ‘히트시키다’ 단 1語이지만, NHK뉴스는 평균 4語씩 사용된다. 그러나 
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이 경우의 동사는 7월 24일의 ‘リ〡ドする․カバ〡する’, 7월 27일의 ‘リ〡ドする․

マ〡クする․ブロックする’, 11월 9일의 ‘リ〡ドする․スタ〡トする․リサイクルする’ 등과 

같이 ‘スタ〡トする․リサイクルする’를 제외하고는 ‘스포츠의 보도’에서 사용된 

語이다. 이러한 차이는 KBS뉴스는 ‘스포츠의 보도’를 조사 대상이 된 

뉴스에서는 다루지 않기 때문이라고도 생각할 수 있겠다. 

  KBS뉴스의 ‘한자어+하다’로 이루어진 동사와 NHK뉴스의 ‘한자어+する․

できる’ 동사의 예를 보면 다음과 같다.

KBS뉴스 : 취재하다, 발견하다, 확인하다, 실시하다, 계속하다, 구속하다,

           검토하다, 요구하다, 제출하다, 포함하다, 개발하다, 적발하다,   

           소환하다, 제기하다, 보도하다

 

NHK뉴스 : 支持する, 混入する, 調査する, 期待する, 開 する, 施する, 判 する,  

           連する, 協議する, 討する, 注目する, 分析する, 理する, 死亡する,  

            協力する, 予想する, 信 できる, 解決できる, 配当できる, 使用できる,   

            克服できる, 揮できる  

 

  

  5.3.5 語種別 分布

  지금까지 알아본 고유어․한자어․외래어․혼종어의 분포를《표Ⅴ-45》에서 

전체적인 비율로 알아본다.

  다음의 표와 같이 고유어, 한자어, 혼종어의 분포 비율이 거의 비슷하며, 

외래어의 분포 비율에서만 약간의 차이(NHK뉴스가 2.8% 정도 높다)가 

있을 뿐이다. 즉, 양국 뉴스에서 사용되는 어휘의 어종 분포가 차이가 

거의 없음을 알 수 있다.  
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《표Ⅴ-45》KBS뉴스와 NHK뉴스의 어종별 분류표 

7/24 7/27 8/3 11/9
평  균

빈도 비율%

KBS

고유어 856 1,038 860 803 889 30.0

한자어 1,858 1,395 1,549 1,992 1,699 57.3

외래어 83 97 71 58 77 2.6

혼종어 299 338 258 301 299 10.1

합  계 3,096 2,868 2,738 3,154 2,964

NHK

고유어 1,055 983 866 871 944 29.6

한자어 1,867 1,880 1,570 1,637 1,739 54.5

외래어 120 243 178 154 174 5.4

혼종어 249 404 349 342 336 10.5

합  계 3,291 3,510 2,963 3,004 3,193

  
  

KBS뉴스

10.1%
2.6%

57.3%

30.0%

고유어 한자어 외래어 혼종어

NHK뉴스

29.6%

54.5%

5.4%
10.5%

고유어 한자어 외래어 혼종어

【 그래프 Ⅴ-4 】 KBS 뉴스와 NHK 뉴스의 어종 분류 

  

  분포 비율이 비슷하기 때문에 어종 분류의 그래프 모양도 거의 일치하고 

있으며, 특히 양국 뉴스에서 공통적으로 한자어의 사용이 모두 50% 이상

으로 가장 높음을 알 수 있다. 
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 Ⅵ. 結   論

 

  본 연구는 한․일 양국의 방송 어휘 사용의 분석을 통하여 양국의 방송 

어휘를 이해하는데 목적을 두고 전개하 다. 그 방법으로 KBS뉴스와 

NHK뉴스의 어휘를 분류․분석함으로서 양국 뉴스 어휘의 어휘량적인 

면에서의 품사별 분포와 기본어휘의 사용 실태, 語 와 語種 분포 등을 

통하여 공통점 및 차이점을 알아보았다. 방법론상의 문제가 조금 있었으나 

본 연구를 전개해 나가면서 고찰해 낸 한․일 양국 뉴스 어휘의 특성은 

다음과 같다.

 6.1 뉴스어휘는 일상 생활어가 현장감있는 표현을 위해 형용사․부사․  

    감동사 등의 품사를 이용한 감정 표현 위주의 語를 사용함에 반해,    

    ‘정보 전달’ 이라는 목적으로 가능한 한 컴팩트한 표현을 추구하기  

    위하여 ‘명사․동사’ 위주의 품사를 사용한다.  

 6.2 품사의 비교에 의하면, 양국 뉴스의 품사별 분포 비율에는 차이가 거의  

    없었다. 국가는 다르더라도 ‘뉴스’라는 공통점을 가지고 있기 때문에 어휘

    사용에 있어서 비율의 차가 없는 것 같다. 그러나 품사별 사용 분포에  

    있어서 상위 빈도어에는 공통적인 것도 물론 많이 있었지만 표현상의 차로  

    인해 차이가 나는 것도 있었으며, 상위 빈도어의 기본어휘 사용은 양국   

    뉴스 어휘가 거의 기본어휘로 사용은 되고 있었으나 본 연구의 비교   

    기준으로는 NHK뉴스가 좀 더 기본어휘 사용이 많음을 알 수 있었다. 

     

 6.3 연어수, 별개어수의 비교에 있어서는 연어수의 차는 크지 않은데   

    별개어수에서 차이를 볼 수 있다. 이것은 NHK뉴스 어휘가 KBS뉴스    
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    보다 같은 단어의 반복이 많음을 의미하는데, 이것은 상위 빈도어의   

    분포에서 알 수 있듯이 NHK뉴스 어휘의 수치가 높게 나타나는 것과   

    관련시킬 수 있었다. 

 6.4 語種 분류에 있어서는 양국의 뉴스가 한자어의 비율이 50%가 넘어,  

     한자어 위주의 방송 어휘를 사용하고 있다는 것을 알 수 있었는데,   

     두 나라 모두 한자문화권이라는 공통점을 가지고 있다고는 하지만,   

     한자어의 장점인 단어 안에 많은 의미를 표현할 수 있는 점 때문이라고    

     본다. 외래어의 사용은 NHK뉴스가 더 많으며, 고유어․혼종어의   

     경우는 거의 비슷한 쓰임을 갖는다.

  이상과 같이 살펴 본 KBS뉴스와 NHK뉴스 어휘는 우선, 그날의 사건 

보도, 정보 전달이라는 특징 아래 어휘 사용에 있어서의 많은 공통점을 

찾아볼 수 있었는데, 어휘량적 통계 비교에서의 品詞, 語 , 語種의 분포가 

거의 비슷하 다. 그러나, 어휘 선택에 있어서의 차이를 발견할 수 있었다. 

여기에서 간략히 정리 해보면 다음과 같다. 

KBS뉴스 NHK뉴스

○○기자, 대통령 (지위명시) ○○さん

취재하다 お伝えする  (*取材する) 

보도하다 伝える   (*報道する) 

포함하다 含める   (*包含する)

혼합하다 (混合) 混入する

시종  (始終) 終始

시세  (時勢) 相場

근심 掛念

간호  (看護) 介護

우리나라 日本 (我が 보다 훨씬 많이 사용)  

 ( *표는 사용되지 않은 를 나타냄)

  



- 74 -

  또한, KBS와 NHK뉴스의 어휘를 연구하면서 표현상의 차이가 물론 습관

적인 차이일 수도 있겠지만, 양국 방송 보도의 입장의 차이로도 유추해 볼 

수 있었는데, 예를 들면 ‘기자, 대통령, 취재하다, 보도하다’ 등의 어휘를 사용

하는 KBS가 보도자의 입장에서 방송을 한다고 하면, ‘○○さん, お伝えする, 

伝える’ 등의 어휘를 사용하는 NHK가 KBS 보다는 조금 더 시청자를 배려한 

보도의 성향이 짙다고 생각할 수 있었다. 그리고 상대국의 보도에 두 나라 

모두 너무 인색하다는 느낌을 받았다. 이는 물론 역사적인 문제로 인한 

이해관계가 얽혀 있긴 하지만, 21세기 눈앞에 두고 있는 이제는 과거의 

회상보다는 미래로의 발전을 위해 경쟁국이 아니라 지구촌에서 함께 살아

가는 동반자로서 서로에게 관심을 가지고 가장 가까운 나라의 공  방송

으로서 공정하게 보도할 수 있었으면 한다. 그리고, 두 뉴스의 세계화의 

흐름에 발 맞추어 갈 수 있는 뉴스로의 성장과 본 연구에서 다룬 양국 

뉴스 어휘 사용의 공통점 및 표현상의 차이등이 현대 비교 어휘 연구에 

도움이 되기를 바라며 본 연구를 마감하고자 한다. 또한 한․일 양국의 

뉴스 어휘만이 아니라 시야를 좀 더 넓혀 한․일 양국의 ‘방송 어휘의 

폭력성 연구’등 또 다른 분야의 비교 연구를 차후의 연구과제로 남기고자 

한다.
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《Abstract》70)

A Comparative Study of Korean and Japanese 

Broadcast Vocabulary

- At KBS and NHK News -

Kim, Mi-Kyung

Japanese Language Major

Graduate School of Education, Cheju National University

Cheju, Republic of Korea

Supervised by professor Lee, Chang-Ik

  The purpose of this study is to gain a better understanding of 

Korean and Japanese broadcast vocabulary through analyzing both 

countries’ vocabulary use in news broadcasts which have directly 

and indirectly influenced us who are living in the information age, by 

extending their province as a form of social communication. To this 

end, in view of modern vocabulary study, I selected four KBS and 

four NHK news reports by random sampling and tried to find the 

main features of the vocabulary through a comparative analysis of 

word class, word species and number of words.

In the second chapter, I studied the definition and main features of 

※70)A thesis submitted to the Committee of the Graduate School of Education, Cheju  

 National University in partial fulfillment of the requirements for the degree of    

 Master of Education in August, 1999.



- 79 -

broadcasting, broadcast language, and news. In the third chapter, I 

conducted the selection and sampling of the data for this study. With 

the data sampled according to the survey list, I tried in the fourth 

chapter to find the specific features of news vocabulary through 

comparing it with everyday language and magazine vocabulary. In 

the fifth chapter, I compared the specific differing features between 

Korean and Japanese news vocabulary. In particular, this study was 

developed around the proportion of word class of the vocabulary 

used in both countries’ news, the common and differing features in 

the framework, the actual condition of utilization of basic vocabulary, 

and the differences in the selection of broadcast vocabulary in both 

countries.

Through the process of this study, I recognized that the news 

broadcasts select ‘noun and verb’ centered vocabulary, and also use 

very basic vocabulary. Both countries commonly use Chinese word 

centered vocabulary in the word species. However, there were some 

differences in the vocabulary use. For example, Korean news used 

vocabulary such as “collect (chuijaehada), reporter(○○○gi-ja), 

exchange rate tendency (si-sea), mixing (hon-hap), and worry 

(guen-sim)”. On the contrary, Japanese news used words such as 

“inform (otutaesuru), sir (○○san), exchange rate tendency (souba), 

mixing(konnyu), and concern(kenen)”. These expressional differences 

in the selection of vocabulary might be utilized as basic data for a 

modern comparative vocabulary study and may be helpful in 

understanding Korean and Japanese broadcast vocabulary.  
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【 부록 1 】 어휘목록표

    1) KBS 뉴스 어휘

표 제 어
7/24 7/27 8/3 11/9

평균빈도 비 고
빈도 빈도 빈도 빈도

1 것 41 31 29 42 36

2 오늘 23 28 46 23 30

3 KBS뉴스 28 26 27 28 27

4 기자 22 24 25 29 25

5 등 30 25 20 18 23

6 수 27 24 18 15 21

7 받다 28 21 14 3 17

8 하다 17 15 19 11 16

9 오다 17 16 9 14 14

10 때문 11 10 12 21 14

11 되다 8 23 16 7 14

12 대하다 21 8 8 9 12

13 취재하다 12 14 9 7 11

14 경찰 17 13 11 10

15 보다 3 14 13 9 10

16 보도 12 10 11 5 10

17 은행 20  11 7 10

18 사람 19 3 5 11 10

19 발견하다 3 11 11 10 9

20 밝히다 5 7 11 12 9

21 이번 5 18 4 7 9

22 내다 10 2 10 11 8

23 경우 13 6 3 10 8

24 정부 7 11 3 7 7

25 확인하다 3 10 7 8 7

26 문제 16 4 3 5 7

27 검찰 5 12 9 7

28 국회 3 17 6 7

29 대출 3 12 10 6

30 실시하다 4 5 12 4 6

31 병원 4 4 2 14 6

32 구속하다 9 7 3 4 6

33 계속하다 3 4 9 7 6

34 가다 8 4 6 4 6

35 실종자 22 5

36 찾다 3 10 8 5

37 처음 12 3 3 3 5

38 택시 21 5

39 열다 12 4 5 5

40 회사 3 7 4 7 5

41 주민 6 5 7 3 5

42 사실 7 5 8 5
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표 제 어
7/24 7/27 8/3 11/9

평균빈도 비 고
빈도 빈도 빈도 빈도

43 불법 8 7 4 5

44 돈 7 8 4 5

45 보도하다 2 3 4 10 5

46 고객 5 8 5 5

47 박세리 18 5

48 드러나다 7 2 2 6 4

49 적발하다 5 7 4 4

50 사고 3 4 2 7 4

51 결과 7 6 3 4

52 예금 10 6 4

53 들어가다 7 4 4 4

54 수사 8 4 3 4

55 국내 6 8 4

56 대통령 14 4

57 당 10 3 3

58 시작하다 5 5 2 3

59 내리다 12 3

60 관련하다 2 2 5 3 3

61 가스 12 3

62 이자 5 4 3 3

63 시신 12 3

64 개혁 5 4 3 3

65 바다 12 3

66 경제 5 7 3

67 일본 11 3

68 기업 8 3 3

69 금리 11 3

70 예약 11 3

71 아파트 3 8 3

72 조사하다 2 4 5 3

73 소환하다 4 7 3

74 개발하다 2 9 3

75 기대하다 2 8 3

76 전하다 3 2 5 3

77 우리나라 4 3 3 3

78 작업 10 3

79 의원 10 3

80 핼기 10 3

81 가능성 3 2 5 3

82 소식 4 6 3

83 방사선 10 3

84 규모 6 4 3

85 물질 10 3

86 가계대출 10 3

87 설치하다 2 5 2 2

88 선출하다 3 6 2

89 적자 6 3 2

90 보험금 9 3
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표 제 어
7/24 7/27 8/3 11/9

평균빈도 비 고
빈도 빈도 빈도 빈도

91 예정 9 2

92 우유 9 2

93 투표 9 2

94 사기단 9 2

95 협상 9 2

96 회담 9 2

97 수증 8 2

98 비리 8 2

99 방법 8 2

100 세계 8 2

101 불 8 2

102 지금 5 3 2

103 판결 8 2

104 이유 8 2

105 확정하다 6 2 2

106 늘다 4 4 2

107 요구하다 8 2

108 주다 8 2

109 검토하다 8 2

110 갖추다 2 2 4 2

111 잇따르다 3 5 2

112 알다 2 2 4 2

113 확대하다 3 3 2 2

114 단속 7 2

115 경기 7 2

116 구조 7 2

117 폭주족 7 2

118 우려하다 3 2 2 2

119 넘다 5 2 2

120 야당 4 3 2

121 유람선 7 2

122 부도 5 2 2

123 환자 7 2

124 떨어지다 2 2 3 2

125 주장하다 7 2

126 제출하다 7 2

127 대출하다 3 4 2

128 제지하다 7 2

129 계약금 6 2

130 국산 6 2

131 시장 3 3 2

132 나서다 3 3 2

133 이용하다 2 4 2

134 발표하다 3 3 2

135 개조하다 6 2

136 협의하다 3 3 2

137 말하다 6 2

138 떠내려가다 6 2
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    2) NHK 뉴스 어휘

표 제 어
7/24 7/27 8/3 11/9

평균빈도 비 고
빈도 빈도 빈도 빈도

1 こと 70 46 50 46 53

2 いう 105 26 32 18 45

3 する 34 46 32 53 41

4 なる 48 45 23 32 37

5 日本 39 20 14 25 25

6 今日 17 28 27 26 25

7 の 31 26 21 17 24

8 ある 23 23 17 29 23

9 オブチ 63 10 7 20

10 自民党 52 6 7 7 18

11 もの 22 16 16 15 17

12 總裁 61 15

13 行う 17 15 12 14 15

14 ため 17 11 17 10 14

15 市場 20 15 10 4 12

16 中 7 16 18 7 12

17 選擧 29 12 3 3 12

18 警察 2 19 10 14 11

19 見る 12 16 8 8 11

20 よる 3 16 12 12 11

21 經濟 17 9 15 1 11

22 行く 18 2 7 13 10

23 事件 14 25 10

24 カレ〡 24 14 10

25 示す 21 10 3 7 9

26 東京 6 5 16 8 9

27 對する 14 9 6 6 9

28 政府 8 8 6 12 9

29 進む 8 12 6 8 8

30 今回 11 12 8 8

31 政策 13 6 3 9 8

32 述べる 10 7 2 11 7

33 思う 20 9 7

34 中心 5 11 5 6 7

35 受ける 12 7 7 1 7

36 役人人事 26 7

37 入る 11 8 4 3 7

38 始まる 4 10 6 6 7

39 なべ 12 13 6

40 選手 8 16 6

41 毒物 12 9 3 6

42 今後 11 4 6 3 6

43 支持する 1 11 11 6

44 決まる  10 7 4 2 6
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표 제 어
7/24 7/27 8/3 11/9

평균빈도 비 고
빈도 빈도 빈도 빈도

45 國民 14 3 4 2 6

46 問題 7 3 5 7 6

47 續く 8 3 4 7 6

48 作る 4 8 6 3 5

49 內閣 7 8 6 5

50 開く 4 10 7 5

51 調査 2 4 14 5

52 對策 13 2 5 5

53 中國 9 6 2 2 5

54 野黨 7 5 7 5

55 政權 11 8 5

56 アメリカ 6 3 10 5

57 求める 2 3 6 7 5

58 お傳えする 3 7 8 5

59 株式 6 6 4 2 5

60 以上 5 6 4 2 4

61 結果 9 5 3 4

62 考え 6 4 5 2 4

63 景氣 10 3 4 4

64 搜査 8 9 4

65 關係 9 3 5 4

66 影響 3 3 2 9 4

67 含む 3 7 5 2 4

68 混入する 10 6 4

69 人 4 5 7 4

70 動き 6 5 3 2 4

71 國會 7 4 4 4

72 まとめる 5 4 2 4 4

73 人事 13 2 4

74 置く 2 8 5 4

75 値下がる 4 11 4

76 爲替 6 3 3 2 4

77 卵 14 4

78 基準 4 3 7 4

79 法案 4 7 3 4

80 投票 10 4 4

81 販賣 7 7 4

82 靑酸加工物 14 4

83 國際 6 3 4 3

84 答える  2 3 8 3

85 傳える 5 3 2 3 3

86 必要 5 3 5 3

87 調べる 7 5 3

88 注目する 10 2 3

89 逮捕する 4 8 3

90 越える 8 2 2 3

91 狀況 3 4 5 3
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표 제 어
7/24 7/27 8/3 11/9

평균빈도 비 고
빈도 빈도 빈도 빈도

92 證券 8 4 3

93 改革 5 7 3

94 株價 3 6 3 3

95 党 12 3

96 使う 6 5 3

97 協力 5 3 3 3

98 政黨 4 3 4 3

99 上がる 7 4 3

100 持つ 2 5 4 3

101 地方 11 3

102 寫眞 6 3 2

103 現在 4 5 2

104 ひ素 9 2

105 金融 9 2

106 强盜 9 2

107 開發 9 2

108 海外 4 4 2

109 會社 5 3 2

110 見込み 10 3

111 スマ〡トガン 10 3

112 配當 10 3

113 相場 2 2 4 2 3

114 疑い 4 6 3

115 混入 6 3 1 3

116 外國 3 3 3 2

117 水準 3 6 2

118 調べ 4 3 2 2

119 關心 6 3 2

120 夏祭り 5 3 2

121 現地 4 4 2

122 サルモネラ菌 8 2

123 體制 8 2

124 環境ホルモン 7 2

125 與黨 7 2

126 技術 4 3 2

127 協議 7 2

128 稅制 3 2 2 2

129 世界 4 2 2

130 回復 4 2 2

131 株 3 3 2

132 掛念 3 3 2

133 經營 3 3 2
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【 부록 2 】 NHK뉴스 

【7月24日】      

こんばんは。 7月24日金曜日夜7時です。
自民党の新しい 裁に小淵外務大臣が選ばれました。 
自民党の 裁の選 は今日行われ、小淵外務大臣が有效投票の過半 を獲得し、第18代の自民党 裁に就任することが決まりました。 
これを受けて小淵新 裁は党の役員人事などの 討に入ることになりました。 自民党の 裁選 は今日午後開かれた 員議院 で党所 の衆 院の 家議
員と都道府 での代表者によって投票が行われました。 今回の 裁選 は前官房長官のかじやませいろく氏、厚生大臣の小泉じゅんいちろう氏、外務大臣の小淵けい
ぞう氏の3人の いとなりました。
<かじやませいろく君102票、 小泉じゅんいちろう君84票、小淵けいぞう君225票であります。>
小淵氏が一回目の投票で有效投票の過半 を獲得し、第18代の自民党 裁に就任することが決まりました。小淵氏は自らなかいちょうをつとめる旧小淵派にくわえ、旧宮
派や旧渡辺派などにも支持をひろげ終始選 を有利に進めました。

〈私自身微力でございますけれども、 党のため 家のため力をつくして この難局を 越えてまいりたいと思っております。>
この後自民党は役員 と 務 を開き、党の役員人事を小淵新 裁に一任することを決めました。これを受けて小淵新 裁は党の役員人事などの 討に入ることになり
ました。それでは 自民党本部から中継でお伝えします。
(自民党本部です。小淵新 裁は 裁に選出された後、なかそね元 理大臣や宮 理大臣など党の 裁経 者へのあいさつまわりを行ないました。また、旧小淵派の
かいごうや山崎政務調査 長のグル〡プの 合に出席し、支持を受けたことに する感謝の 持ちを述べました。 小淵 裁は今後党役員人事などの 討に入ることに
しており 夕方記者団に し今日中に決めるかどうかは別にして人事にはただちに着したいと述べました。一方、党 には旧派閥の統合など 裁選 の影響を見極めた上
で人事を行うべきだという意見もでており、小淵 裁はこうした意見も踏えて人事を 重に判 するものと見られます。今後景 策や金融問題への取組みなど課題は山
積しており、小淵 裁が今後 裁選 後の党 融和を図りながらこうした課題に取組む新執行部をどのように作って行くかが注目されます。以上自民党本部でした。 )
自民党の小淵新 裁は今日夕方記者 見し、党役員や閣僚人事について、適材適所や党 融和を基本に 党体制を確立して行きたいという考えを示しました。
<経 問題を含めましてわが にとりましても 大変 しい環境の中にあります。 又、 議院選 の大敗北というそうした 民的非難の前にたたされながらも 政 与党としての
責任を果していかなければならんとこう思いまして心から感激を えますと同時に責任の重さを深く痛感いたしておるところでございます。で、人事につきましてはそれこそ適材適
所そして党 融和と同時にですね、これは党の人事もそうですが、その他のものにいたりましても党 外の人材そうした方々の協力をもとめながらですね、党のためそして日本の
ためにもっともふさわしいかつ 力な布陣を引いていきたいというふうに考えております。>
また小淵氏は 裁選 を ったかじやま前官房長官と、小泉厚生大臣の省務について次のように述べなした。
<極めて木の深い いであり、 かつその後に置きましてはしこりと色物は決して してはならないし、 ることはありえないというふうに考えております。 おそらくお二人ともです
ね、 いかなる立場になられるかということは別といたしましても相協力していただけるもんだというふうに考えております。>
また、 制改正については次のように述べています。
<基本的には3千万兆のところの所得者に するいわゆるやはり負担というものが 際的にも非常に高いものになっていると 民の皆 の中に高額所得者の 率を下げる
ということになると金持ち優遇に自民党は手を貸すかという しいご批判も一方にはあったのであえてその辺はですね、手をふれないというかたちの中で 制構造ができあが
ってきたと、しかし今や時代が変わってきてあるという認識をいたしますればグロ〡バルスタンダ〡ドというものの中で 制の兆みその他についてこれから考えていかなければ
ならない人じゃないかと。>
小淵氏はこのように述べて所得 の最高の 率の引き下げや 率構造見直し、それに方針 率の引き下げなどであわせて6兆円を超える規模の恒久減 を 施する
考えを示しました。 また での野党との連 については次のように述べました。
<政府でですね。法律案を作ってそしていわゆるその 策的な面で協力を求めてるということよりもむしろ政策の図りを通じてですね、 野党のみなさんと話し合って行く
と、時にはですね、政府の提案になる以前にもですね、そういった協力を求められるような政党になるか、その政策としてその 容について話し合えることができるかというような
ことをですね、 これからやっていきたいと思っております。> 

裁選 に敗れたかじ山前官房長官は 裁選 の後支持者を前にあいさつし、 かじ山氏を中心に新しい政策集団を 足させる考えを示しました。
<率直に言って50票の応 にのってくれれば これからの政治活動の同士の輪ができあがる。それを は願いながら訴えてまいったわけであります。 本当に党を心配する最
前線の方々やそれだけではなくてせんを支えてきた 民のみなさん方がたがほんとうの事情 況に 足ができない意思で奉仕している怒りにも似たこの思いをなんとしてで
も政治の社 が果していかなければ私たちの責任は果せない であります。私は今日を出 の原点としてこれから全力を すことをお誓い申し上げます。 心から感謝を申
しあげこれからお互いに日本を愛し我党の をちゃんとしたものにするためにスクラムを組んで頑張りたいと思いますし、 私もその先頭に立つことをお誓い申しあげまして礼
のごあいさつありがとうございました。>
かじ山氏はこのように述べ新しい政策集団を 足させる考えを示しました。かじ山氏を中心とするグル〡プは 合を開いて今後のグル〡プの運 について協議しています。
一方、 小泉厚生大臣は記者 見で次のように述べました。
<私が有 者の自民党の議員に して一番いやなことを言ったわけだからその反撥がでたんじゃないか 議員の定 を300、 150にすると寡兵幅に減らすとか、 地方
省場の役人を十年に半分にするとか、 本当にいやがることだからな、最終に結果的に見ると私を受け入れるような自民党じゃないというのが現 じゃないかな。 敗れたとは
いえ 裁候補としてはっきりと私の考えを 民に知ってもらったということは今後にとって。今後私が政治活動を けて行く上においてもよかったのではない また私の主張が
生かされるような自民党にこれからもしていきたいな しい道かもしれないけれども私はあきらめていません。 私の主張をいずれだれかがやってくれてもいいし、多くの同士が
私の主張に同情してくれて日本の政治を変えて行くという時代がくるのではないかと そう思ってますから、 別に今回の敗 で終わったとは思っていません。>
小淵氏、かじ山氏、小泉氏を支持したそれぞれの陣 の議員は次のように話しています。 
<今度の 裁選 が3人で われたということはとてもよかったと思います。そして3人が三 の政策を語ってね、 そして自分ならこうするというそういうことを 民のみなさまに
かなりお伝えできたんではないかなというふうに思います。なんとか一回目で過半 を獲得すべくそれぞれが本当に努力をしました。候補者自身も頑張ったそういう結果であり
ますから本当に大変ありがたいとそういうふうに思っております。大変 しい選 であったが非常にさわやかな結果が出たと 私は思っております。 そしてこの結果については
極めて に受けとめております。 新 裁が決まった以上ね。 党いちでやるとで、やはり今度はね。 みんなでね。かじ山さんも小泉さんもそれぞれ重要なポストに入っても
らって、 とにかくみんなで知慧と力を合わせてはっきりといってだれがやっても難しいいもんですよ。かじ山さんがやったとしても難しいだろうし。 そういう面でその自民党の叡智
という人材をですね、 適材適所でやっぱり吸 してやるしかないと思いますね。 私どものあるいは力動というか、ちょっと不平な結果には終りましたけどもね、正々堂々に っ
た ですから、 党体制できちっと自民党を守り、 そして日本のための政治をやっていかなきゃなと。 小泉さんに する 民のやはり大望論。大望というそういう は大変
まったと思いますから相当からず必ず出番がくると思ってますから、 ぜひ小泉さんにはそう激 を申し上げたいと思います。>

自民党の新しい 裁に小淵氏が選ばれたことについて野党各党の反応です。
<結局のところは の派閥主導によるつまり 裁そのものが注目りじんでという中途半端な政 をつくって改革を先置きするよりも思いきって 民のみなさまに政 の選
を任せるとそういう機 をできるだけ早い時期に作ることがこれは自民党にとってもあるいは私たち民主党や野党にとってもですね、 そのことが 民みなさんに する義務で
あると。 予想通り小淵新 裁が選出をされた であります。 で、 これは橋本 閣の過まった経 政策を推進した責任者の皆さんが自らの 力保持のために橋本さんと
いう頭をとりかえただけの純然たる橋本 流の 裁であると。 自民党の小淵新 裁が ちに 民の 意を得た新 理に足りうる正当性には破局だと。 通りの派閥
の論理かずがわせいをかくとしたものでありまして、 議院選 によって示された 民の審判、 民の訴えを本当に自民党は理解しているのかとこういう疑問を生ずるところ
であります。 また小淵氏につきましてもあまり迫力を感じない方ですので、 現在の日本がおかれている大変深刻な経 危機を本当に克服できるのか多い疑問のあるところ
であります。 自民党の 裁の中でもこれほど 外の失望をもって受けとめられた方というのはないんではないかと思いますね。 冒頭もですね、 首班指名選 で
の解散 選 という一 での仕事を行うという点での合意が成立するならば、 これは同一の首班指名選 に応ずる用意があるということは彼らが言ったどおりで道理で
そういう立場で今後の に して行きたいと。世間でのいろんな とは 係なく長田町でのですね、よみがあったそのどおりの結果になったようです。だから自民党はひとつ
も変わらないと、自民党がたの選び方をすればこうなるということだったんじゃないですが、今度のですね お3人方全部 閣の重要閣僚だったわけですから, ここでかわりよ
ろっていうのがですね望まれない。>
改革クラグの石田幹事長は今回の自民党の 裁選 では与論とかけはなれたながたちょうの論理で 裁が選ばれるという旧態依然の自民党の姿が改めて明らかにな
った、小淵氏は 裁選 の公約として6兆円の恒久減 や財政構造改革法の凍結などを打ち出したが、我我の政策のあとおいにすぎない上、 減 の規模も我我の主
張より小さい景 策として十分なものになるか疑問だという談話を 表しました。
<日本のすさまじい危機がどこまで政 を担おうとする自民党に認識されているのか今回の 裁選 を見るかぎりではなんか疑わしい感じがいたします。 議員に示めさ
れた 民与論と衆議院の議席とのですね、矛盾が大きい時にはですね、ひときわやっぱり新政 は早く 民に 意をとうべきだと。橋本 閣を支えてきた執行部が誕生さ
せた新 裁がどれだけ民意を反映させたものかはなはだ疑問であります。 また橋本 閣の経 失政への反省もまったく見られません。 民の民意とかけ離れた新 裁は
当然のことながらこの混迷の日本をきり開く力 い 展望も示せず、また 民に希望もあてることはできた ではいないけど工夫しております。 30日に召集される臨時
の首班指名選 では自民党と団結してまいりたいと考えております。 >

自民党の新しい 裁に小淵氏が選ばれたことについて野党各党の反応でした。

それではスタジオ政治部の井上記者に聞きます。
「井上さん、 三人の候補をめぐって選 が けられる中で自民党の中でもさまざまな動きがあったわけですけれども、 就任の記者 見の中であったように、 小淵新
裁のもとで自民党は 党体制で臨むことができるんでしょうか」
「そうですね。 今回の選 は7年ぶりというですね 選 になりましたけれども各陣 旧派閥のわくを越えたですねたたかいになったわけですね。 結局小淵さんが過半 一
回でとって新 裁に選出されて決まったんですけれどもかじ山さんは100票あまりそれから小泉さんも80票あまりの票をとりました。 小淵さんは記者 見でですね、 党役員の
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人事や組閣についてはですね適材適所党 融和を基本にしたいと述べておりまして, 今回選 で ったかじ山さんや小泉さんの支持グル〡プも含めて 党体制を組み
たいという考えを示しました。 ただ今回の選 の過程ではですね。 都市府の若手議員だから小淵さんでは次の衆議院 選 はたたかえないと反 する動きがでました
し, 後、先ほどもありましたように今回の選 結果を受けまして、 かじ山さんがですね、 新しい政策集団を 足させたいという考えなどを示していますね。」
「その意味では本当に 党体制で行くことができるのかという意味ではこの人事というのが注目されるわけですけれども、 この人事につきましてはその先の 議員選 で
"NO"と言われたその自民党が本当に変われるというのかというそれをみる上でもやはり注目されますよね。」
「そうですね、 小淵新 裁はまず当選役をはじめた役人人事ですね、 それから 30日の 理大臣の指名選 を受けた後の選出された後の組閣これにむけてですね, 
体制作りを進めることになるんですけれどもこうした今回の選 でですね、 生じた党 たい文あるいは規律といったのをどう承服していくのか。 具体的にはですね。 人事
文治にどういう態度をとるのかまずこれが注目されます。 自民党をとりまく 況はですね、 議員選 の敗北それから支持率の低迷とかってないほど しいと言われており
まして最大の政策課題である景 策を促進するためには、 もう 党体制を組むということが欠せないんですね。 したがって小淵新 裁に 任された党役人の人事そ
れから組閣ですね。 小淵さんは選 期間中からですね。 民間の方からも積極的に投票したいあるいは派閥陳を組む人事はしないと言っておりますのでこの組閣の顔ぶ
れがどういうふうになるのかこれが注目されます。」
「その意味でほんとうに 党体制で行くことができるのかという意味ではこの人事というのが注目されるわけですけも人事につきましてはその先 選 で“NO"と言われた自
民党がほんとうに変わって行くのかというそれを見る上でやはり注目されますよね。」
井上記者にまた後でお願いいたします。
小淵新 裁のこれまでの経 をまとめました。
(小淵けいぞう氏は昭和12年に群馬 中野上町に生まれました。 父親も衆議院議員を二基つとめた政治家でした。 26 で衆議院きゅうぐんまさんから立候補し当時最
年少の初当選を果たしました。 
「 年小淵に する全局の方々ので出 立てを思う時にこれからそのご期待に答えて行くことの責任をひっしと感じておる でありまして、 小淵氏と同じ衆議院旧郡馬3
には故福田元 理大臣やなかそね元 理大臣がいました。 」

自らビルの谷間にいたというように比較的地味な存在でした。 
竹下元 理大臣が 政界を旗上げ小淵氏は中心メンバ〡として 加し橋本 理大臣やかじ山前官房長官自由党の小 こうしゅ等と共に旧竹下派のななぶようと呼
ばれました。 昭和62年に 足した竹下 閣では官房長官に起用されました。 
自民党では幹事場、 すぐ 裁をつとめ平成7年の 裁選 では橋本 裁の 現に力をつくしました。 去年外務大臣に就任してからは日本とロシアの 係改善などに取
組みかくない橋本 理大臣を支えてきました。
では、 小淵氏の地元の表情です。
群馬 の中野上町では 300人を超える支持者が集まって新 裁の誕生を祝いました。
小淵氏の地元、 群馬 中のじょう町、 いせ町事務所には支持者およそ300人が集まり、 裁選 の行方を見守りました。 そして、 小淵新 裁の誕生が決まりますと、 
支持者の間から大きな拍手と万 がわきおこりました。 その後かかみわりが行われ、 支持者全員で乾杯をして新 裁の誕生を祝いました。
<難しいええ仕事ではあるけれども小淵代議士にしてみれば必ずやりとげられるという自信を持っておられると思いますんで私ども全面的な支援協力を惜まないと考えております。>

外 替市場と株式市場の反応です。今日の東京市場は自民党の 裁選 をうけて小淵氏が日本経 の立て直しに本格的に取り組むという期待感が がって、 円
相場と株価が共に値上りしました。
(景 策や金融システムの立て直しに今度こそ大胆に取り組んでほしい東京市場の円と株の値上りは小淵新 裁への い期待感を示すものです。 今日の東京外

替市場は自民党の 裁選 を受けて円を買う動きが がり午後5時時点では昨日より1円14 円高ドル安の1ドル140円53 から55 でした。 又、東京株式市場の
平均株値は昨日の終り値より173円88 高い1万6千361円89 でした。市場 係者は自民党が 議院選 で大敗した直後だけに新政 は金融機 の不良債券の

本的な 理を進め恒久減 などの景 回復のための思いきった政策をうちだすものと期待しています。しかし海外の投資家を中心に新しい政界もこれまでと同じように
いリ〡ダ〡シップはとれないのではないかというきびしい見方も根 く っています。 新政 が具体的な政策を速やかに 行に移すことができるのかどうか事情はこの一点
に注目しています。)

替の動きですが、 その後どうなっているのでしょうか。 ロンドンから中継です。
(ヨ〡ロッパの外 の 替市場では一時円が られて1ドル141円代後半で取引きされたものの、現在は1ドル140円代での小刻みな取引きが いています。これについて
ヨ〡ロッパの市場 係者は小淵新 裁の決定は大方の予想通りだったと市場は受けとめている、 市場は來週に行われる組閣で大臧省大臣などの重要閣僚に誰が就
任するのかを見極めようとしているのではないかと話しています。 EU(ヨ〡ロッパ連合)の通貨統合まで後半月にせまったヨ〡ロッパではアジア経 の混迷がヨ〡ロッパ経
に及ぼす影響に する懸念が まっています。 それだけにヨ〡ロッパ各 とも今回の日本の政 交替には極めて高い 心を示しています。ヨ〡ロッパでは新しい日本

の政 が有效な経 策を 行しアジア経 の混迷に 止めをかけることができるかどうか非常にこの1点に 心が高まっています。)
一方, アジア各地の株式市場は日本の景 策への期待感もあってやや値上りしました。ホンコンの株式市場では午後になって 裁選の結果が伝えられた後は、 じわじ
わと値上りに  じ昨日の終り値に比べて0.9%あまり値上りして取引を終えました。 また シンガポ〡ルや マレ〡ジアなどの株式市場でも小幅ながら値上りしています。
市場 係者は小淵新 裁が景 策や不良債券の本格 理策など、 行できればアジア経 の安定にも効果が期待できるという見方もあって、 市場はとりあえず安
定した動きを見せているこうした流れが くかどうかは今後の日本の政局や閣僚人事しだいだと話しています。

経 の反応です。 経団連の今井 長と日経連の根本 長は次のように話しています。
<いっこうぶん早いですね、 やはり景 の回復にですね、 取組んでいただきたい、特にですね、 今問題になるのは昨日私ともがですね、 提言いたしました金融の再生問
題これが非常に重要です。 これは、 しかし臨時 で 係法律案を通さなきゃいけないんでこの点につきまして一刻も早く案をまとめて野党の各派と話し合いをして臨時

で通してもらいたい。 それからその次はやはりこの 本的な 制改革ということが以前からまとめてもらいたいと思いますね。 まず、第1次補正でもうすでに5月の半ば決
められた16兆6千億の綜合景 策これの 行に全力をあげるとそして小淵さんも選 の中間で言われたようなだいにし補正としての10兆円これを充分に 討しながら今
度は99年度の予算の基準設定これに入るわけですね。 で、 そういったものを綜合的にやらなきゃならないと。 それで後恒久減 の問題についてはですね。 すでに 調
及び与党の 調も動き出してるわけで、 まずこれも早く進められて私はできることでありましたらもう 年から恒久減 に入るというような体制に持って行くということをぜひとも
お願いしたい。 >   

いて海外の反応です。 ワシントンとモスクバそれにぺキンからです。
(アメリカ政府は小淵外務大臣が自民党の新しい 裁に決ってまだ時間がたっていないこともあって公式の 明などは出していません。 有力しワシントンポストは 裁 直
後の社 で市場が期待するかじ山、 民の期待を似合う小泉と 者を評価する一方で党 のボス達が望む小淵と論評しました。 このようにアメリカでは小淵氏がみずお
る混迷を日本経 をたて直すことができるのか、 理としての資質を問う見方がきえていません。 とりわけ 際金融市場には小淵氏が重要な経 政策の策定になんらか
が変わってこなかった。そしてその政治的なり器量に不安を示す意見もあることから小淵氏の 裁就任で市場が果たしてどんな反応を示すのか 心を集めています。自民
党の 裁選びがかってないほどアメリカの 心を集めたのも日本の新しい 理が金融システムの改革に果 に取組まないかぎり好調のアメリカ経 までが金融不安の火
の粉をかぶりかねないという懸念があるからに外ありません。 クリントン政 は小淵新 裁は日本経 の再建に取組む決意と能力を持っているのかという 際社 の懸念
を 拭の改革と恒久減 を含めた景 策に大胆に取組むよう く望んでいます。

自民党の新しい 裁に小淵氏が選ばれたことについてロシア政府は小淵氏が橋本政 の本で外務大臣として日․(ロシア) 係を積極的に進めてきたことからこれまで
の日本の ロシア外交が今後も基本的に維持されるものとみて 迎しています。また、テレビも 裁選 のニュ〡スを大きくとりあげ、 小淵新 裁の選出はロシアにとって今
後も日․(ロシア)の平和友好 係が くことを意味する好意的に伝えました。 しかしロシアの 門家の間にはこれまで橋本․エルチン兩首 の個人的な信 係を軸に
進められてきた日․(ロシア) 係の 展のテンポが一時的に落ちることはさけられないという見方も出ています。小淵新 裁は橋本 理大臣と共に日․(ロシア) 係を積
極的に進めてきた人物としてロシアでもよく知られています。 ロシア側は橋本․エルチン兩首 のイニシアティで始まった日․(ロシア) 係のダイナミックな動きが今後も維持
され定着して行くことを く期待し日本側の今後の出方を見守っています。
自自民党の新しい 裁に小淵外務大臣が選ばれたのを受けて中 は新しい 閣が 後最 の不況を打開するためどのような経 策を打出すかに注目しています。
中 のしんかしゃ通信は今日行われた自民党の 裁選 の結果を東京 の至急電でいち早く伝え、中 政府の い 心をうかがわせました。 中 のメディアは今回の

裁選 について3人の候補者の経 政策を中心に異 の詳しさで報道し、小淵氏については性格が大輪で調整能力は高いが経 分野での経 が貧しいなどと人
物評を伝えています。 中 政府はこのところの円安が中 の輸出を 迫していると日本を非難しておりまして、小淵氏ガ 額6兆円を越えるこうきゅう減 などの景 策
をどこまで 行に移し円安に 止めをかけられるかに最大の 心をよせています。また小淵氏は外務大臣をつとめている上、これまでたびたび中 を訪問していることから中

政府は日本の 中政策が大きくかわることはないと見ています。中 としては今年9月に予定されているコウ․タクシン 家首席の訪日に向けて近く 足する新しい 閣
との間で首 談の準備を急ぐことにしています。)
自民党の 裁選 に立候補した3人の今日1日を追いました。 裁選 に立候補した3人の今日1日の動きをまとめて ごらんにいただきました。
再び、 井上記者に聞きます。
「井上さん。 今後の日程なんですけれども今日自民党の新 裁に小淵氏が決まりまして今度は 理大臣を決める 理大臣指名選 があるわけですね。」
「そうですね。 自民党は今日野党側に今月30日に臨時 を召集してですね。 ここで 理大臣の指名選 を行うことを提案しました。 それからこの後の日程に して
もですね、 ごらんのように來月の7日ごろに 理大臣の所信表明演 を行って次の週の10日以後に所信表明演 に する各党の代表質問を行うという提案をしていま
す。 これは野党は一回持ち えって返事をすることになっておりまして、このままの日程で決まりますと來月からですね、 いわゆる論 が始まることとなります。 政府自民党とし
てはですね。この臨時 の快 ですね。 2カ月というちょっと長めの快 としまして不良債券 理のためのほぬわそれから恒久減 施のための法案の早期 文を目
差して行くということになるんですね。ところがですね、 議院選 の結果を受けまして 議院は現在過半 に余り足りないという 況なんですね。これまで自民党は社民党
や協力をしまして、その を補なってきたわけですけれども今回はゼロからのスタ〡トで野党と協力をさぐっていかなければならないとこれは非常に しい 運 ということに
なりますね。一方で野党側はこの臨時 では体系姿勢を めて民主党などが解散 選 に追い込むという構えを見せておりますね。 またその一方で先ほどのリポ〡ト
でもありましたようにアメリカを始め海外の日本の景 策の早期 施を求めるきびしい目が注げられることになったというわけになります。 」
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井上記者でした。以上自民党の新しい 裁に小淵外務大臣が決ったニュ〡スをお伝えしました。

では次です。東京の小田急線の沿線の住民が電車の 音被害を訴っていた問題で の公害等調整委員の裁定が示されました。 公害等調整委員 は電車の高級
性を考えても70デシベル超える 音は違法だとして、 額950万円あまりの損害賠償を支 うよう小田急電 私 に命じました。この問題は東京の私 小田急線の沿線
の住民224人が電車の 音で深刻な被害を受けていると主張し、公害をめぐる紛 の解決のために設けられている の公害等調整委員 に申したてていたものです。今
日示された裁定で公害等調整委員は小田急線では早朝5時ごろから深夜1時ごろまで、800本近い電車が休みなく運行されており、住民は 音によって睡眠妨害などの
被害を受けていると述べました。 その上で平均で70デシベルを超えていたり、最大で85デシベルを超える 音は電車の高級性を考えても、沿線の住民が耐えるべき限度を
超えているという判 を示し、沿線の住民34人に一月当り3千円、 額で950万円あまりの損害賠償を支仏うよう小田急電 に命じました。
今日の裁定は都市の 道の 音について初めて公的な基準を示したもので、今後他の 道の 音 策にも影響を与えることになります。(この家の一日の 音の平均は
73デシベル公害等調整委員 が示した70デシベルの基準を上まわっています。こうした 音は小田急沿線だけの問題だけではありません。 東京都が去年行った 音
調査でJR東海道線と山手線でも裁定で示された70デシベルを上まわる 音が測定されています。都市を走る 道は混 を緩和するためにこれまで電車を本 を し、速
度をあげてきました。一方で電車を くするなどの 音 策も進められてきましたが充分な成果は上がっていません。これまで公的な基準のなかった 道の 音について今
日の体系が70デシベルという基準を示したということで 道各社は一層の 音 策を迫られています。)

次にあさって投票が行われるカンボジアの 選 は今日が選 運動最終日です。選 はフンセン第二首相の自民党ラナリット前第一首相のフンシンペック党 サムラ
ンジ前財政経 相のサムランシン党の 上三つの党の いとなっています。
(選 の颱風の目となったサムランシン党の集 場です。 1万に近い市民が集まりサムランシン党の都市部での人 をしんしょうづけています。 選 は当初フンセン
第二首相の人民党が一 リ〡ドした形で始まりました。しかしサムランシン党が徹底した政府非難で急速に意地を げたのに し人民党は伸び んでいると伝えられてい
ます。 また前回第一党となったラナリット氏のフンシンペック党もばらばらになっていた党組織をなんとか立て直そうと精力的な活動をつづけ選 は三つ党の いとなりまし
た。最終盤の情勢は混沌としておりいずれの政党が立っても一つの政党が 政 樹立に必要は全体の3分の2の議席を確保するのは極めて難しい情勢です。このため
選 後は第1党となった政党が主動して聯立政 作りが行われるものとみられます。 カンボジアの 力そのものともいえる軍事力と警察力をにぎる人民党が仮りに第1党に
なれなかった場合聯立政 作りで困難も予想されます。 去年7月の武力衝突で失った 際社 の信 を回復し安定した政 を樹立できるのかどうかカンボジアの 選
はあさって投票が行われ今月末にも体制が判明する見通しです。)

次はスポ〡ツです。
(はい、 ワ〡ルドカップフランス大 のため中 していたサッカ〡のJリ〡グが明日再 します。ワ〡ルドカップで中 する前のJリ〡グの順位です。 優勝 いは上位5位ま
で候補がしぼられました。4年前のリ〡グ連敗以 タイトルから遠ざかっているベルディカワサキが 首位にたっています。2位のジュビロ岩田から5位の 水エスパルスま
では勝点で並んでいて優勝 いでは油 を許しません。ではワ〡ルドカップが終った後のJリ〡グの課題について川淵三 に聞きました。
「ワ〡ルドカップの後のJリ〡グがどういうふうになるかというのは今年サッカ〡 のひとつの注目点だったと思うんですが、 日本の多くの人がテレビを通じてワ〡ルドカップ、 
そしてサッカ〡のすごさを んだりしたわけですよね。そういった目の肥えたファンは今度は日本のJリ〡グを見に られるわけです。 始めてサッカ〡を見る人もいっぱいいると
思うんですね。そういう人たちに世界レベルと同じようなサッカ〡を見せろだってこれは無理ですよね。 一石二鳥, 一石にそんなレベルがあがるわけじゃありませんから。しか
し、選手の皆さんが本当に一生懸命最後まで諦めないでボ〡ルを失敗してもそれを取り返すために一生懸命ボ〡ルをそれをカバ〡するために頑ばる。そして、誤ってファウ
ルをして激しくぶつかった後には選手同士がきちんと握手をする。Jリ〡グが一番かけてるのはそこです。そういったものを皆さんにもう一度思い返してもらってJリ〡グの初年度
のような明日でもできるようなこのスポ〡ツマンの基本姿勢をぜひ示せば目の肥えたファンも許してくれるというか興奮と感動を少少は下手だけれどもそれはそれなりに面白い
じゃないか。 結局一生懸命やってるじゃないかということでサッカ〡に いするファンは定着していくところですね。」2002年をみせいた Jリ〡グ、 この4年間どのようにこうな
がれていたらいいな。「4年間後にもう一度再演することは間違いないんですよ。その間Jリ〡グの人 が落ちてなんかこういうカ〡ブになってこれまであがるというんじゃ、その
先に同じような経過をたどると思うんですね。少なくともこのフランスワ〡ルドカップから2002年向けてJリ〡グはこのようなカ〡ブでね。2002年に行けるようにやはりJリ〡グ 客
通りのそういうアップというものがなければ日本サッカ〡、 展していかないと思うんですね。我我もしっかりそのことに いして万全の努力ということをしていかないとだめだとい
うふうに思っています。」2002年のワ〡ルドカップに向けて多くのファンを引き付けるプレ〡をどれだけ見せることができるか明日からの試合に注目しましょう。ズポ〡ツは以上です。)
        

替と株です。東京外 替市場円相場午後5時時点では昨日より1円14 円高ドル安の140円53 から55 でした。 ロンドン市場では現在140円45 から50 で
取引きされています。 一方、 東京株式市場しょうめいがらの平均株価の終り値は昨日より173円88 高い1万6,361円89 でした。 

いて 象情報の高田さんです。
(こんばんは。日本列島になかなか本格的な夏がやってきません。 天候不順が いているというところです。そうしかといいますと例年ですと太平洋高 が日本の南東の
海上にあって勢力を めて日本列島に く張出してるんですね。このたびにこのふきょうもある った空 が日本に届きません。日ざしが照りつけて明日が しいというような

況になってるわけです。ところが今年はどうかといいますとご のように高 の中心が例年より北の方に偏っているんですね。 まことに った空 が入りやすくなっていま
す。それから西の方では大きく大 の流れが蛇行していて南西の風が入りやすくなっていますので、  日本の南で風が集まって雲を 生しやすい型を けているという 況
なんです。それからまた西の方には寒 も入って別の雲も 生しやすいということで日本列島、かなり大 の 況が不安定な 況ですけれど。いうことでなかなか夏がやって
ないというわけですね。それでは雲の 相を見て見ますとまず、 ご のように西の方と、それから南北に繁がる雲、それから太平洋の方には弱い熱 低 の雲があって

日本列島の周辺がまだまだ 夢がたくさん ってるという 況です。雨の 子です。 い地域で雨になっています。 紀伊半島や 林で20mm前後とやや くしています。
そして朝,予想 配置です。大きな 配置の変化はありません。西の方の低 ,ゆっくりと九州に近付いて、前線が九州にかかっていきます。それから別の前線は北海
道の方に北上して行きます。南東海上の弱い熱 低 ,これよりもうすこし北の方に上がって行きます。全体的に言いますと、 った空 も入って日本列島は相変らず配
置の 態は不安定なままで局地的な い雨というのは明日もまだまだ心配ことがあります。予報を見てみましょう。 九州, 四 , 雨で雷を伴って く降るでしょう。 東から中
地方でも次第いに雨が降りやすくなる見込みです。新潟から北の日本海側では れ間のところがあるでしょう。予想最低 です。今朝と同じくらいのところが多いです

がにい新潟は熱 夜になりそうです。最高 。西日本は今日より2∼5°抵くなるところが多いでしょう。名古屋は5°高くなりそうです。むこう一週間です。北海道から 東 
日本海側は れる日が多くなりそうです。  太平洋側は雲がまだ がりやすいでしょう。 東海から沖縄です。  週開けまでは雨の降りやすい日が多い見込みです。 その
後は高 に覆われて 空が がって行きそうです。この頃になりますと連日のように30°こえる 夏日が各地で きそうです。 東甲信地方は明日差が弱く、天 の方
もすっきりしない 態が きます。特に 東地方で日照不足が がかりなところなんですね。これが7月の中旬に入りましてから昨日までの日照時間の平年との日を見たもの
です。ご の 東しちょうしでは平年の33%、水 でも53%など大体5割から7割ぐらいしか日照時間がないという 況です。  どうしてかと言いますと天 図をご ください。
ご のように例年より高 の中心が北の方に偏って った空 がどんどん入りやすい形になっています。  そして、南の方には弱い熱 低 もあって、全体的に言いま
すとまだまだ 東附近では雲の 生が くということで、 これからしばらくも日照不足が心配されるところです。今日 象 の方では日照不足と低 に しまして情報をだ
して注意を呼びかけています。各地の情報に をつけてください。明日の予報です。新潟 は日中は晴間が出ますが、夕方からくずれそうです。長野 も日中は日がさす
でしょう。 東や山梨は雲が多く、速いところは すぎから、夜には各地でも雨になりそうです。時間まとめての天 です。 まず、 東です。明け方から夕方までは雲りで、 雨
は小康 態,午後6時以後、雨になりそうです。こうしんげつです。新潟は日中いっぱい晴れ、長野も日中は晴間が出ますが、多くはご のように雲り空の一日です。予想最
低 です。今朝と同じくらいでしょう。平年並のところが多いですが、新潟は25°、熱 夜の 相になっています。予想最高 です。 東の南部と伊島諸島では今日
より2∼3°低くなりますが、ほかは1∼3°高くなりそうです。新潟は30°越えて署く、外の地域もむし署くなりそうです。)

お伝えしてまいりましたように自民党の新しい 裁に小淵外務大臣が選ばれました。自民党の 裁選 は今日投票が行われ小淵外務大臣が有效投票の過半 を獲得
し第18代の自民党 裁に就任することが決まりました。 これを受けて小淵新 裁は党の役員人事などの 討に入ることになりました。 自民党の 裁選 は今日午後開
かれた 院議員 で党所 の衆 兩裁の 議員と都道府 での代表者による投票が行われました。今回の 裁選 は前官房長官のかじ山 六氏、 厚生大
臣の小泉じゅんいちろう氏、 外務大臣小淵けいそう氏の3人の いとなりました。 小淵氏が1回目の投票で有效投票の過半 を獲得し第18代の自民党 裁に就任する
ことが決まりました。この後自民党は役員 と 務 を開き党の役員人事を小淵新 裁に一任することを決めました。 これを受けて小淵新 裁は党の役員人事などの
討に入ることになりました。それでは今晩はこれで失礼いたします。

【7月27日】      

こんばんは。 7月27日月曜日夜7時です。 まず、 今夜のお伝えする主なニュ〡スです。
和歌山市 の自治 の夏祭りでカレ〡ライスに 酸加工物が混入され4人が死亡した事件でカレ〡が配られる直前のおとといの午後6時すぎに味見をした人たちが中毒症
を訴えていたことから警察ではこの時間 を中心に毒物混入の経緯について詳しく調べています。最後の 軍 川よしのぶ․幕末に撮影されたものと見られる貴重な

がいばらぎ 立れきしかんで新たに確認されました。 中には軍服や洋服姿など珍しい も含まれています。卵の賞味期限を表示する試みが今月から始まりました。 サルモネ
ラ菌による食中毒の防止が目的です。サッカ〡のイタリアの一部リ〡グセリエAのペル〡ジャに移籍した中田ひでとし選手は9月の開幕 に向けてチ〡ムとともにキャンプに入
っています。 世界最高峰と言われるセリエAで中田選手が力を 揮できるかどうかはこれから1カ月半近いキャンプの成果がかかっています。

まず、 最初は和歌山市 の自治 の夏祭りでカレ〡ライスに 酸加工物が混入され、 4人が死亡した事件についてです。この事件でカレ〡が配られる直前のおとといの午
後6時すぎに味見をした地元の人たちが 中毒症 を訴えていたことから和歌山 警察本部は、 この時間 を中心に毒物混入の経緯について詳しく調べています。
(この事件はおとといの夜和歌山市その辺の地元の自治 が開いた夏祭りでカレ〡ライスを食べた60人余りが吐き や痙攣などの症 を訴えたもので、 自治 長の谷中た
かとしさんと高校生のとりいみゆきさん、 小 校4年生の林ひろたか君、 それに自治 副 長のたなかたかあきさんの4人が死亡しました。 このうち2人は 酸加工物の中毒が
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原因で死亡したことが新たに確認されました。 現在も41人が入院して手あてを受けていますが症 は落着いているということです。 これまでの調べでカレ〡のなべ3つの中の1
つに毒物が混入されたと見られていますがカレ〡を配ばる直前の午後6時すぎに地元の人 人がこのなべのカレ〡の味見をした際、 吐き や痙攣などの中毒症 があった
ことがわかりました。 このなべは附近の住宅のガレ〡ジで作られたから 場まで配ばられるまでの間交替で地元の人がたちあっており簡 には毒物を混入させられない 況に
あったということで警察では 係者が味見をした時間 を中心に毒物混入の経緯について調べを進めています。)
カレ〡ライスにはいつ毒物が入れられ、 加者に出されたのでしょうか。 その経過をまとめました。
( 酸加工物が混入されたと見られるカレ〡ライスは夏祭の 場で出された3つのなべのカレ〡のうちの1つでした。 3つのカレ〡ライスのなべのうちの2つは祭 場のとなりの住
宅のガレ〡ジで作られそこから200メ〡トル離れた住宅でもう1つのなべのカレ〡が調理されました。 ガレ〡ジでは地元自治 の人達十 人がおとといの朝から にかけて2
つの圓筒形大きななべを使ってカレ〡ライスを作りました。 完成直後の正午すぎに味見をした時には異常はなかったということです。 その後2つのなべはふたをしてガレ〡ジに保
管され祭の始まる前の夕方4時、5時ごろに 場に運びこまれました。 別の住宅で作られたカレ〡も運びこまれ3つのなべは 場のテントの中のコンロの上などに並べられまし
た。 なべの近くにはつねに 係者がたちあっていたため簡 に毒物を混入できる 況ではありませんでした。 ところが午後6時すぎ一番右側におかれたなべのカレ〡を祭りの
加者に配ばったところ次々に中毒症 を訴えその場にたおれこむ人もいました。 このカレ〡はガレ〡ジで作られた2つのなべのうちの1つでした。 自治 の人達が最初に味

見してから6時間の間にどの段階でこのカレ〡に 酸加工物が混入されたのか警察では詳しい経緯について 査を進めています。)
それでは 査本部の置かれている和歌山東警察署の前からお伝えします。
(和歌山東警察署です。 警察の 査は主に2つの点を中心に進められています。 1つは 酸加工物がカレ〡ライスに混入された 況です。 問題のカレ〡のなべは終始大
勢の人が見ている場所に置いてあったということで警察ではいつどのようにして毒物が混入されたのか詳しい経緯を調べています。 2つ目はカレ〡に混入されていたと見られる
酸加工物を特定することです。 警察ではカレ〡の食べ しや死亡した被害者の胃の 容物から 出した 酸加工物の詳しい成分の分析を急いでいます。 警察では極
めて毒性の い物質で不特定多 の人を無差別にねらった 質な事件と見て現場週辺での聞き込み 査を けるなど毒物混入事件の解明を進めています。 以上中継
でお伝えしました。) 
今回の毒物混入事件を重く見た厚生省は保健医療局長ら、 幹部職員4人を急遽現地に派遣しました。 4人は現地で到着次第人院している人たちの症 など現在の 況
を把握し、 適切な医療が行われるよう地元の 係機 を指導して行く予定です。 また、 事件 生直後の医療現場の 応や連絡体制などについて地元の保健所などから
事情を聞くことにしています。 一方、 警察 もこうした得意な事件を担当する 査一過の特殊事件 査室長ら2人を現地に派遣しました。 ところで 酸加工物は猛毒のため
製造や販 などが法律で しく規制されていますが それにもかかわらず、 まれたり犯罪に使われたりするケ〡スがこれまでにも起きています。 酸加工物が今回の事件で
どのようなル〡トを通じて使われたのかという点の解明も 今後の 査の大きな焦点の一つになります。 ( 酸加工物は塩酸などの酸と反応すると猛毒の 酸ガスが 生する
外 大人の場合、 口に入れるとわずか0.15gほどで死亡すると言われています。 厚生省などによりますと、 このうち 酸カリウムは大 などの 究室で 品を分析する際の試
としてごく少ない量しか使われていません。 現在、 製造販 されている 酸加工物の大半は 酸ナトリウムだということで主に金 のメッキや合成樹脂などを製造する際の

原料として年間およそ2万5千トンが生産されていて産業用で使われる場合には 酸ソ〡ダと言われています。 これらの 酸加工物は毒物及げき物取りしまり法で毒物として
製造や販 、 管理などが しく規制されていて販 する場合購入者の住所、 氏名などの所定の用紙に記入させるよう義務づけられている外18才未 の少年などへの販
が禁止られています。 しかし、 平成5年の12月には埼玉 そうか市のメッキ工場の倉庫から 酸ソ〡ダ15kgが まれた外翌年の4月には(いばらき) そうわ町の電 器
具のメ〡カ〡の工場から 酸ソ〡ダ30kgが まれる事件も起きるなど 酸加工物の管理体制は万全とは言えない面があります。 酸加工物が今回の事件でどのような
ル〡トを通じて使われたのかという点の解明も今後の 査の大きな焦点の一つになります。

自民党の新しい三役に決った森幹事長、深谷 務 長、池田政務調査 長はそれぞれNHKのインタビュ〡に答えました。 このうち森幹事長は重要法案の成立にむけた野
党側への協力の呼びかけは、 まず 野党第一党の民主党を優先させたいという考えを示しました。 この中で森幹事長は自民党が三人で過半 に達していない中での
運 について次のように述べました。 森幹事長はこのように述べ重要法案の成立にむけた野党側への協力の呼びかけは、 野党第一党の民主党を優先させたいという考え
を示しました。また、 深谷 務 長は野党側がそうきに衆議院の解散 選 を行うよう求めていることについて今の経 情勢の中で一時の空白期間も置くべきではない。
衆議院は り2年の任期があるのだから腰を据えてじっくり 民の期待に答えるような経 政策を打出すことが大事だと述べ、衆議院の解散 選 は再 年の任期 了まで
行うべきではないという考えを示しました。また、 深谷 務 長は、経 が くなるともっとも大きな影響を受けるのは中少企業だ、政府金融機 からの融資杆の 大や所得
の見直しなど都市の中小企業者に配慮した政策に取り組んで行きたいと述べました。池田政調 長は所得 の課 最低限の問題について諸外 から見て非常に高いとこ
ろにあり、 長期的な 制のあり方を見直す際には 討果課になってくる。 しかし、とうめんは景 を回復させることが大切で 年の 制の改正の中でそこを見直すのは難しい
と述べました。 また、法人 について 際水準からみて高すぎるという認識は一致していると思う。 橋本 理大臣も3年以 に見直すとしていた方針を1年以 に前だおしてい
ると述べました。政府は今日開かれた衆 院の議員運 委員 の理事 で臨時 を今月30日に召集する方針を伝え、 臨時閣議で正式に決定しました。
今日開かれた衆 兩院の議員運 委員 の理事 でうらがわ官房長官は臨時 を今月30日に召集したいと述べ、各党もこれを領承し、召集日に 理大臣の指名選
を行うことになりました。 これを受けて、政府は臨時閣議を開き、臨時 を今月30日に召集することを 正式に決定しました。 また、衆議院の議院の運 委員 の理事
では、 月7日に新しい 理大臣の所信表明演 を行うことを決めました。しかし、臨時 の 期については自民党が10月7日までの70日間とするよう提案しましたが、合意
にはいたらず、 改めて協議することになりました。政府は臨時 に金融機 の抱える不良債券を 理するための 聯法案を提出し、継 し審議となっている旧 や 有
林野事業の責務を 理するための 聯法案などとどもに、できるだけ早い時期の成立を目指したいとしています。一方、 議院の閣外派は今日新しい 派とどけを事務局に
提出しました。 それによりますと、 派別の議員 は自民党が106人、民主党、新 風 が55人、公明が24人、共産党が23人、社民党14人、自由党が12人、二院クラブ、
自由連合が4人、さきがけが3人、改革クラブ3人、無所 が8人となっています。

週明けの今日の東京市場は日本経 の先行きに するけねんなどから先週末の海外市場で円安が進んだ流れを受継いで、株、円相場とも大きく値下がりしました。
(東京株式市場は午前中平均株式が280円余り値下がりし午後になっても円安が進むのにつれて下げ幅が 大しました。主要銘柄がらの平均株式は先週末より417円53
安い1万5、944円36 とおよそ1カ月ぶりに1万64円を割込みました。 市場 係者は次の政 が思いきった経 策をうちだすのはむずかしいという見方から日本経 の先行
きに するけれんが改ためて がり平均株値は大幅に値下がりしたと話しています。一方、東京外 替市場は先週末の海外市場で円が られた流れをうけついで先週よ
り1円以上円安の水準で取引きが始まり午後になって平均株値が1万64円を割込んだこともあって更に円安が進みました。午後5時時点の円相場は先週末より1円80 円安
ドル高の1ドル142円33 から36 と2週間ぶりに142円代まで値下がりました。

次に、平成12年度から 施される介護保 制度ではおとしよりが必要とする介護の度合いに応じて介護サ〡ビスが提供されることになっています。 厚生省はこの要介護認定
の具体的な基準を今日示しました。 これは今日開かれた医療保 福祉審議 のぶかいで厚生省が初めて明らかにしたものです。 介護保 制度ではお年寄が必要とする
介護の度合いを6段階に分けそれぞれのランクに応じて介護サ〡ビスが提供されます。 今日、 厚生省が示した認定基準では、 まずもっとも介護を必要とする要介護5の
象になるのは一日に平均して170分以上の介護が必要とみなされるおとしよりで、 要介護4は一日に135分以上、 要介護1は一日に30分以上と決めています。 また、 身のま
わりの世話やリハビリなどで一日当り5分以上の手助けを必要するとみなされるお年寄は要支援の 象にしています。 このランク分けに応じて、 たとえばもっとも介護を必要とす
る要介護5と認定されたお年寄は、 在宅の場合には最高で週に13時間ホ〡ムヘルパ〡のサ〡ビスを受けられる外看護婦やリハビリの 門家の訪問サ〡ビスも受けられると
しています。 また、要支援と認定されたお年寄は特別養護人ホ〡ムなどの施設には入れないものの、 自宅で週に3時間程度ホ〡ムヘルパ〡のサ〡ビスなどを受けられるとし
ています。 厚生省はこの基準に基づいて年 にすべての市町村で試 的に認定を行ってもらい、その結果を 考にして 年最終的な認定基準を決めることにしています。

フィリピンのマニラで開かれていたアセアン地域フォ〡ラムは先ほど閉幕し、まもなく 表される議長 明で今年5月に核 を 行したインドとパキスタンに して を名指し
で非難するひょうげんがもりこまれるかどうかが焦点となっています。 アセアン9カ に加えて日本、 アメリカ、 中 などの20カ と、EU、ヨ〡ロッパ連合が 加して、アジア太平
洋地域の安全保障問題を協議していたアセアン地域フォ〡ラムは先ほど日本時間の午後6時すぎに 終了し、 まもなく議長 明が 表されることになっています。この議長
明では、 今年5月に核 を 行したインドとパキスタンに して核 をやめるよう改めて、 呼びかけると共にCTBT包括的核 禁し 約などへの早期証明を求める
見通しです。 しかし、 明の原案に盛り込まれていたインドとパキスタン を名指しで非難する表現をそのまま採用するかどうかをめぐってこのフォ〡ラムの 加 のインドが
激しく反 するなど 加 の意見が 立していたことから最終的にどのような表現で 明がまとめられたかが焦点になっています。
昨日投票が行われたカンボジアの 選 は投票率が90%を超える見通しで今朝から始った開票作業もこれまでのところ順調に進んでいます。 フンセン第2っしょうの自民党と
二つの野党による三つ党の いとなった 選 は 早ければ今夜にも体制が判明する見通しです。 プノンペンから中継でお伝えします。
(全 およそ1、500カ所の開票場で開票が始まりましておよそ10時間が立ちました。 開票は順調に行われています。 各市からプノンペンの 家選 管理委員 には開票結
果が順次報告されています。 選 管理委員 では日本時間の今夜9時から開票結果の中間 表を行う予定です。 市民の 心が高まっています。 今回の 選 の投
票率について 家選 管理委員 はプノンペンで90%、 最大の選 コンポンチャムで95%、 全体の投票率は90%を越える見通しだとしています。 これは前回の 選
より高い投票率で が終わった後カンボジアの 民が始めて自らの手で行った選 への 心の高さを示しています。 一方、 投票と開票の段階で不正や混 は報告
されていません。 これを受けまして 選 が自由で構成なものかどうか監視するために現地入りしていました 際監視団は日本時間の今夜10時前に 明を 表し選 はお
おむね肯定的だと評価する見通しです。 以上プノンペンからお伝えしました。
金融ビックバンを向えて競 が激しくなる中で証券業界では大手ばかりでなく、中堅、中小の間でも生き りをかけた再編の動きが出てきました。東海地方基盤に 業している
中堅の証券 社東海まるまん証券と次週 業を決めた山一証券系列のないがい証券が 年4月をめどに合 することで今日合意しました。 表によりますと、兩社は存
社を東海丸万証券として 年4月1日をめどに合 し、 合 比率は東海丸万証券が1に して、 外証券が0.75、 本店は名古屋市にある東海丸万証券の本店に置
き、資本金や 社名は今後決めるとしています。 東海丸万証券は東海地方を 業基盤の中心にしている 業員が1000人あまりで39の店鋪を持つ中堅の証券 社です。 
今年に入ってから経 が破綻した山一証券やさんよう証券の店鋪を積極的に買 し、東海地方や首都 で店鋪網の 大を進めていました。一方、 外証券は首都 と東
海地方を中心に17の店鋪を持っていますが、 山一証券とそのグル〡プ 社が株式を保有していて、経 の安定化をはかるため、 新な柱式の引受け先を探していました。 
今回の合 は金融ビックバンで競 がる激しくなる中で中堅中小の証券 社の生き り策の1つのありかたを示しました。東海丸万証券はもともと東海地方を中心に個人向
けの 業に力を入れてきました。 さらに今回同じ東海地方に 業基盤を持つ 外証券と合 することで東海地方と地域に密着したきめのこまかい販 も大きい築き 略で
す。金融ビックバンで激しくなっている競 に 業基盤という地域的な みを生かしていうというのが狙いです。 一方、山一証券の破綻で通手をおった 外証券にとっては規
模が小さいだけに新たに経 のめんどうをみてくれる証券 社をみつけなければ で生き るのは難しいという判 がありました。 証券業界では大手証券を中心に銀行や
海外の金融機 と提携による再編が進んでいますが、今後はこれまでその影にかくれていた中堅中小の証券 社の間でも再編の流れが加速しそうです。

川幕府最後の 軍を勤めた よしのぶの幕末のものと見られる軍服姿や洋服姿を撮影した5枚の が新に確認されました。 激動の時代を生きたよしのぶの人なりや当時
の思いをうかがい知る資料として注目されています。これらの はいば城 立 史館集書庫で保管されていたもので一つばし 川家からいば城 に寄贈されたきりのはこ
の中に められていました。 これはフランスのナポレオン3世から贈られたと言われる軍服を身にまとい、馬にまたがった です。 白 の の上に の具で色をつけた大変
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珍しいもので 軍時代に撮影されたものと見られます。この洋服とぼうし姿の は、 軍になる前一つばし 川家の当主の時代のものと見られます。 よしのぶは に す
る 心が高く、 晩年に自分で撮影したものも含めて 係する が300枚近く されていますが、幕末の本人の姿を撮影したものは極めて少ないと言うことです。
(ナポレオン3世から送られた軍服を身につけてうつっている肖像これなどはフランスとの連 を通じて幕府の再建にとりくむと彼自身が積極的にその外交を進めるんだという
い意志表示でありますし、 軍服を着ているという点はですね、 軍事面で近代化をはかってそして幕府をやはりたてなおすというそういうような彼の い意志によるメッセ〡ジです
ね。 こういうのが感じられます。)

では、次です。トラックなどの小用車部門で業務提携交 を進めていたニッサン自動車とニッサンディ-ゼル工業それにドイツのダイムラ〡ベンツは全世界で生産販 する小
形トラックを共同で開 することで合意しました。
(それによりますと3社が共同で開 するのは車 重量で3トンから9トンクラスの小型トラックです。共同開 は小型トラックの開 で 績を持つニッサンディ〡ゼルを 点に年
に始まる予定で西 2002年には生産を始め全世界で販 したいとしています。 ニッサン自動車などではこのクラスの小型トラックは今後アジアや中南米地域で販 台

が特にのびるひざしだと見ており共同開 によって一車あたりの開 費用を減らしてコストダウンを狙ったとしています。また、このクラスのトラックをほとんど生産していないベンツに
とっては全て自社で開 するよりも 績のある企業と提携すれば開 其間の短縮につながると判 したものと見られます。ニッサン自動車、ニッサンディ〡ゼル工業それにダイ
ムラ〡ベンツの3社は去年のくれから小用車部門で業務提携交 を進めてきましたが具体的な車種の共同開 で合意にたっしたのは今回が始めてです。)

中 政府は今日3年ぶりに 防白書を 表し、日米安保体制の 化に警戒感を示すと共に、 日米防衛協力の指針、 いわゆるガイドラインの適応範囲に台湾海 を含め
ないよう日米 を改めて牽制しました。 防白書は世界の安保じょうせいや 防政策など6項目について中 の見解を詳しくしょうかいしています。 この中で白書はまず、 冷
時代の考え方とその影響は今も っており軍事ブロックの 大や軍事同盟の 化は世界の安全保障にとって新たな不安定要因となっているとして日米安保体制の 化に

警戒感を表しています。 その上で 防白書は直接であれ間接であれ台湾海 を 家や軍事同盟の協力範囲に組み入れることは中 の主 に する侵害だとして名指し
はさけたものの日米 に し台湾海 をいわゆるガイドラインの適用範囲に含めないよう改めてけんせいしました。中 が 防白書の中で日米のガイドラインに 連した言
及をするのはこれが初めてのことです。 その背景には今年9月に予定されているコウタクミン 家主席の日本訪問を前にガイドラインの適用を範囲に台湾海 を含めることを
反 する立場を中 の 防政策として公式にいちづけるねらいがあるものと見られます。

大手電 メ〡カ〡の三洋電 とアメリカのコンピュ〡タ〡メ〡カ〡のIBMはパソコンとテレビが融合する次世代のデジタル家電時代に不可欠な半導体分野で開 から生産
、 販 までを含む包括的提携を進めて行くことになりました。 
(これは 者の代表が今日大阪で記者 見して明らかにしました。それによりますと 者はパソコンとテレビが融合する次世代のデジタル家電にかかせない半導体についてIB
Mが半導体の基本技術を提供する一方、三洋電 が家電などの応用技術を提供し共同で開 を進めることで基本合意しました。 また、 半導体の生産面についても相互
に委託生産を行う外販 面でも協力していくことにしています。今回の提携について三洋電 はIBMとの協力 係をデジタル情報家電の製品開 にも生かしていきたいとし
ているほかIBM側は三洋電 が持つ家電分野での技術力に期待しているとしています。急速な市場の 大が予想されるデジタル家電についてはすでに日本の電 メ〡か
〡とアメリカのソフト 社との間で提携の動きが活 化していますが、今回 の製品作りまでにらんで日米のメ〡カ〡同志が包括的提携にふみきることでデジタル家電をめ
ぐるメ〡カ〡各社の動きはいちだんと活 化しそうです。)

北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和 )で 昨日投票が行われた最高人民 議の代議員の選 の結果が今日 表されました。 カンソンサン首相らが代議員から外れるなど
ちかく予想される 党と政府幹部の人事との 連が注目されます。
(今回の選 の結果について北朝鮮の朝鮮中央通信は今日中央選 委員 の 表として前回と同じ687人の代議員が当選したと伝えました。 この中にはキムジョンイルそ
うせきのほか 日政策の責任者のキムヨンスン書記や4人の副主席も含まれています。しかし、病 療養中とされるカンソンサン首相や前副首相で経 改革派のキムダルヒョ
ン氏そして故キムイルソン首席の後妻でキムジョンイル 席の継母にあたるキムソンエ氏などの名前は含まれていません。北朝鮮は選 からおよそ1カ月後に最高人民 議が
召集されるのが前例となっていることからその前後に任命される党幹部や首相など閣僚からは今回再選されなかったカンソンサン首相らは外される見通しとなりました。

次は、 スポ〡ツです。
(はい、甲子えんを名指す夏の全 高校野球は今日七つの地 で決勝が行われ代表校が決りました。では、みやぎ、とっとり、ながさきの決勝です。39年ぶりに決勝に進出した
仙台高校、 1 1の同点でむかえた8回、 5番松田がかちこしのタイムリ〡ヒット。 さいさんのピンチを守りきった仙台高校。 2 1で東北高校をやぶりました。 仙台高校は初57
年目ではつのこうしえんです。2 1とリ〡ドされたサカイは6回ランナ〡1人をおいて5番の岩手カ〡ブをレフトスタンドにはこひ3 2と逆点します。まもってはエ〡スの岩手が米子
北のしゅうばんではんげきをおさえて境がにげきりました。1点リ〡ドした長岐日大は2回1番くめがタイムリ〡ツ〡。2 0とします。 長岐日大は4回にもタイムリ〡ヒットで1点を追加。 
こきざみに点を加えた長岐日大が諫早をつきはなし、 3年ぶりの甲子えん出場を決めました。 8のへいぜい同士の となった 森は八 工大一校、岩手は 大北上高校。 
佐賀はえんちょう14回の末、佐賀 園、伝統高同士の となった態本は九州 院が態本工業をやぶりました。 これで全 55の地 代表のうち22の代表が決まりました。 
次はプロ野球です。 今日はナイトゲ〡ム5試合。 西武ド〡ムの西武 日本ハムです。日本ハムは後半 のスタ〡トとなった昨日ぜっせんをせいし2位セイブとのゲ〡ム差を9
としました。 日本ハムの先 はオ〡ルスタ〡に出場したプロ4年目のかねむら。 しかし2回につかまります。セイブ1アウトの後5番すずきけん。2エンド2からの変化球をはこびます。 
すずきけんの13号ホ〡ムランでセイブが先制します。 さらに3回、 1アウトから9番からたかいひろいき。 2ベ〡スヒット、 く1番まつい。タイムリ〡2ベ〡スとなってセイブ2点目。 
今日はセイブが試合を優位に進めます。 大阪ド〡ムの近 、ダイエ〡近 が水口のタイムリ〡ヒットで逆点しています。グリ〡ンスタジアムこうべオリッス․ロッテ。 ロッテは4回
おおむらのタイムリ〡ヒットなど集中打で4点をうばいリ〡ドを げています。 J リ〡グです。 名古屋ド〡ム中日․巨人。中日がコメスの10号ホ〡ムランで先制しました。 先
の川上は3回までに3しん7つをうばっています。 じんぐう野球ヤクルト․ 島․3れんしょう中のヤクルトがそえじまのタイムリ〡3ベ〡スヒットでせんせいしています。 
サッカ〡のイタリアの一部リ〡グセリエ․Aのペル〡ジャに移籍した中田英 選手は9月の開幕 にむけてチ〡ムとともにキャンプに入っています。日本のトップリ〡グから世界
のトップリ〡グへ中田選手にもとめられているものは何か現地からのリポ〡トです。 中田選手が加入したペル〡ジャはイタリア中部のひとつノルチャでキャンプに入りました。セリ
エ․Aにしょうこくしたばかりのペル〡ジャは今シ〡ズンイベントスやインテルといったきょうごうチ〡ムとシ〡ズンを共にします。 カスタニエル監督がセリエ․Aで勝ちのこって行くた
めに立てた 略はゴラ〡ドの選手以外9人でかためたデイペンスから正確なパスと得点を狙うというかたちです。 その中で積極的な攻 のくみたて役として中田選手に期待を
かけています。世界最高峰と言われるセリエ․A。ペル〡ジャがこのセリエ․Aで生きのこれるかどうかは中田選手がほかの選手たちとともにすごす1カ月半のトレ〡ニングのあ
とにもとめられるこせいを 揮できるかどうかがかぎになっています。
おしまいにゴルフのニュ〡スです。全米シニア〡オ〡プンで 木巧選手は4位におわりまして、ひがんのメジャ〡のはっせいはをのがしました。最終ラウンド 木は首位から3ダ差
の2たいでスタ〡ト。ダ〡ディでたたみかけたい 木ですが、パットがさえません。 1番、 9番、16番をかさねる苦しいグル〡プとなりました。最終18番ミドルホ〡ル、 木のセカンド
ショット。 木はさいごにみせました。 ピンそば20cmによせるス〡パ〡ショット。 この日2つ目のバ〡ディをうばいましたが通算4オ〡バ〡デ4位。 ひがんのメジャ〡初せいはを
のがしまあしかたないと新たな目標へきもちをきりかえました。一方、アメリカ女子ツア〡で韓 の20のパクセリがまたきょうい的な さを見せました。パクは首位から3ダ差でスタ〡
トしましたがバ〡ディを次々にきめもうチャ〡ジ〡をかけます。 パクのいきおいをしょうちょうした最終18番 ロングホ〡ム。 ここでパクはツ〡オンシ〡バ〡ディ、大 記 の通算15
アンダをマ〡クして逆点でツア〡4勝目。 償金ランキングトップのざもうばいかえしました。 以上スポ〡ツをお伝えしました。)
  お伝えしましたように夏の高校野球のかくちくの代表校が次々に決まっています。その甲子えんに出場する選手をげきれいしょうと名古屋でえまを作り けている人がいます。
(こうこうきゅうじにえまを作っているのは名古屋に住む今年79才のえま製作者安田のりひとさんです。 安田さんは全 名地の神社のえまを作っていますが、 甲子えんの暑さの中
けんとうするきゅうじをげきれいしようと昭和61年からは甲子えんえまを作り出場高に送っています。 今年のえまはたて25cm、よこ15cmほどの大きさです。 安田さんは選手として甲
子えんに2回出場しぼこう とうほう高校の監督を7年つとめた経 もあります。 安田さんがこれまでに作った甲子えんえまはこの夏名古屋市 の喫茶店に展示されています。 そ
の年々の出 事がテ〡マになったこともあります。 今年のえまはランナ〡がホ〡ムベ〡スにかかんにつっこむ場面で安田さんは甲子えんに思いをよせながら出場高55校に送る
ことにしています。)

下痢や 熱を起こすサルモネラ菌による食中毒はたまごやその加工品が感染源の一つとして指摘されています。そのため卵の生産と流通に 係するとうの団体が今月から卵
に賞味期限を表示する試みを始めています。
(賞味期限を表示した卵を販 する店も現われました。このス〡パ〡では先週からこうした卵の販 を始めています。サルモネラ菌は にも感染します。そして、 から卵に感染
し食中毒を起こすこともあります。こうべ市環境危 衛生 究所の平成4年の調査ではサルモネラ菌に感染した卵は1万箇に2箇から3箇の割合で見つかったというデ〡タ〡も
あります。そこでサルモネラ菌による食中毒を防ぐため卵の生産と流通に 係するとうの団体が先月ガイドラインを作り今月から賞味期限の表示をするよう 係者に呼びかけて
います。卵の中のサルモネラ菌は一定其間たつと急激に 殖する恐れがあります。そこで賞味期限をもうけ冷 庫で保存することや期限をすぎた後に食べる場合は必ず加熱
理するなどの注意をかくようにしています。 また、 万一食中毒がおきた場合追跡調査ができるように出荷した場所も示すことになっています。卵をサルモネラ菌に感染させない

取組みも始まっています。 島 にある養 社では5月から卵を産む前の に予防ワクチンを接 しています。 このワクチンはアメリカから輸入したもので今年1月に農林水
産省承認を受けました。 ワクチンの有效其間はおよそ500日。 有效其間がすぎた の卵は販 しないことにしています。 岩手 にある養 社では4千万円を投資して去
年くれから新たな衛生管理方法を導入しました。ひなが産まれてから出荷するまですべての過程で や卵は感染しないようにするシステムです。 と接触する作業員や道ぐ類
は出入りをするたびに消毒がくりかえされます。また 日 と卵を調査し、感染していないことを確認します。このためには余計に費用がかかりますがそれを価額に添加しても充分
需要はあるとこの 社では見込んでいます。サルモネラ菌による食中毒は 月7月からの9月にかけて多くなります。現在カイドラインを作った団体でも賞味其限の表示がどの程
度行われているかは把握できていません。今後団体では加盟する 係者に表示を呼びかけて行く予定です。) 厚生省では今回の動きにあわせて賞味期限の表示を 月に
も法律で義務づけるみとおしです。 また 衛生 策についても農林水産省などと協議しながら徹底を呼びかけて行く方針です。

神奈川 はやま町のもりと川周辺でおとといから今日にかけて細かく裁 された一万円札が およそ200万円分見つかり、警察では誰が何の理由で捨てたのか調べています。
(細かく裁 された一万円札が見つかったのは神奈川 はやま町を流れるもりと川とこの川に流れ込む用水路です。おとといの午後2時ごろ細かく裁 された一万円札が用水
路で見つかったのを始め、おとといから今日にかけてこの用水路と用水路が流れ込むあたりのもり川で 回にわけて細かく裁 された大量の一万円札が見るかりました。 中に
は古い一万円札と千円札も1枚ずつ含まれていました。警察の調べによりますと見つかった一万円札は本物で2cm四方から半分までさまざまな大きさに裁 されていて全部合
せると200万円分にのぼるということです。警察ではこれらの一万円札を習得物として保管し誰がどのような理由で拾てたのか詳しく調べると共に外にも流されていないかどうか
調べています。)

それではニュ〡スセンタに入っている今日この外のニュ〡スです。
( 議員自民党は今日任期 了にともなう役人人事のかいせんを行い議員 長に井上ゆたか元文部大臣が就任しました。 議員自民党は今回の役人かいせんから議
員 長を議員による選 で選ぶことになり立候補を受けつけた結果井上もと文部大臣以外にととけでがなかったため井上氏の就任が決まったものです。これを受けて幹事長
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にはあおきみきお氏が指名され正式に領承されました。韓 最大の財閥現代グル〡プの 務者が北朝鮮朝鮮民主主義人民共和 の 光地コンゴウサン(金剛山)の
光開 を北朝鮮側と共同で進めるため今日北朝鮮にむけて出 しました。 韓 政府は北朝鮮のこうさくいんのしんにゅう事件の後、 公式な謝罪がないかぎり共同開 は難
しいとの立場をとってきましたが、 務協議まで政府が干 する考えはないとして今回の訪問をみとめました。インドネシアの野党民主党の支持者のちあんぶたいに するこうぎ
が暴動にはってんした事件からまる2年にあたる今日犠牲者の追悼集 がジャカルタで開かれました。前のとうしゅのメガワディ〡さんはこの2年かんわれわれはより多くの人の支
持をあつめてきた どんな困難があろうと私はこの政力をリ〡ドしていくと述べ、今後積極的にせんしゅ活動にとりくむ決意を示しました。今日午前9時半ごろ 森 八 市のパ
チンコオメガルイケ店の景品交換所にサングラスをかけた男がおしいりこうむのようなもので57才の女性 業員をなぐってけがをさせたうえ、交換所の中においてあった手さげバ
ッグをうばってにげました。バッグには景品交換用の現金およそ950万円が入っていたということで警察では 傷害のうたがいで車でにげた男の行方を追っています。土用の
牛の日を前にうなぎに似たまあなごの水あげが宮城 の 仙沼うお市場でさかんに行われています。まあなごはこの地方でははもともよばれはえなわなどでとりますが、 すしだね
やてんぷらに調理され、特に夏はうなぎのようにかばやきにしたものに人 があります。今朝はあさってが牛の日とあって1キロ1290円から600円と10日前より50パ〡セント高くとりひ
きされていました。)

替と株の動きです。今日の東京外 替市場は先週末の海外市場で円がうられた流れを受けついで先週より1円以上円安の水準で取引きが始り、午後になって平均株
価が1万6千円を割り込んだこともあって、さらに円安が進みました。午後5時時点の円相場先週末より1円80 円安ドル高の1ドル142円33 から36 でした。ロンドン市場では
現在142円35 から45 で取引きされています。 一方、 東京株式市場は午後になって円安すが進むのにつれて り注文が次第に え、下げ幅が 大しました。しおうめい
からの平均株価は先週末より417円53 安い、1万5,944円36 と、 先月30日以 およそ1カ月ぶりに1万6千円を割込んで1日の取引きを終えました。

いて 候情報の田口さんです。
(こんばんは。今日はさっぽろで今年初めての30度以上の 夏日になったほか特に日本海側を中心にきびしい暑さになりました。一方で西日本の太平洋側では大雨にみまわ
れました。おとといからのごうけい雨量をまずみてみましょう。特にきえ半とうや四 そして九州の一部で非常に大雨になりました。四 では降りはじめからの4カ間の雨量で500ミリ
前後をたっした所がありました。 この後のにわか雨による土砂さい害また川の水がかなり 水していますので充分な注意が必要です。さて、この方面の大雨になった理由ですけ
れども、上空のたい の流れに理由があります。西日本方面にはたい の流れが大きくだこうしていまして高 にブロックされるようなかたちで低 がていたいしつづけました。
この低 の東側で非常にしめった空 が流れこみやすくなって特にきりはんとうや四 などを中心に大雨になったわけです。さて、雲の動きをみてみますと今のたい の流れに
あったように特に西日本方面に次々に南からしめった空 が流れこんできて雲が 達しています。しかし、雲のほうですが今まで南のかいじょうまでつながっていたところが大ぶ
つながってきませんでした。雲の方も徐々に弱まってくるみこみです。このためきりはんとうや四 などの大雨のとうげはこえましたけれどもまだ 達した雲が っていまして東海地方
も中心に大雨の恐れがあります。 雨の 況です。 東海地方を中心に激しい雨になっています。またところどころで雷雨になっています。明日の予想天 図です。 明日も西日
本に低 が ります。そして前線が西日本や北海道方面にていたいするみこみです。前線に近いきんきや東海地方また北海道を中心に雨が降りやすいみこみです。また北
からはオホ〡ツク海高 が南下してきます。今日30度をこえたさっぽろですけれども徐々に の方がさがってくるみこみです。では全 の明日の予報です。明日は北海道
では1日雨になりそうです。東海から中 地方にかけてはくもりや雨のところが多いでしょう。そのほかは日中ははれますがところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。 明日の
朝の予想最低 です。東北の北部や北海道では今朝よりも低くなるでしょう。そのほかは今朝と同じぐらいで 東から西ではのきなみ熱 夜です。 そして最高 です。東
北の北部や北海道では が低くなります。東北の南部から西では30度以上の所が多いみこみです。むこう1週間の天 です。北海島から 東地方では北日本では、日本
海側でははれやすいですが、太平洋側中心にくもがおお目の天 で が徐々にさがってくるみこみです。東海から西の地方です。九州ではあさって以後晴れますがそのほ
かは31日ごろまでぐづつくみこみです。 東甲信越地方では しい暑さになりました。 特にフエン現象がかさなって新がた で が高くなって新がた のいつ市では38度
近くまで上がりました。この暑さですけれども明日も くみこみです。そしてたい の 態も不安定になっています。レ〡ダ〡で雨雲の 子をみてみましょう。 この時間はだいぶよわ
まってきましたけれどもまだ群馬 やとちぎ を中心にかみなり雲 っています。この方面この後 達することはほとんどありませんけれど いらいうにたいして注意が必要です。も
う1度雲の 子をみてみます。明日にかけて 東こうしん地方では晴れる所が多いですが南かいじょうから低 が近づいてくる影響で特に 東地方を中心に明日の夜から
雨のふりやすい天 にかわってくるみこみです。明日の各地の予報です。明日は全般に日中は晴れる所が多いでしょう。しかし、次第に天 がくずれてきます。 東の北部や甲
しん地方の山ぞいでは午後になってにわか雨やらいうがありそうです。また 東の南部では夜になって雨のふりだす所が多くなるでしょう。 3時間ごとの天 です。まず 東地方
です。 みとでは1日くもりぞらですがそのほかは日中は晴れる所が多いみこみです。しかし午後からはくずれてくるみこみです。つづいて甲信越地方です。この方面では日中は
晴れるところが多いでが長野や甲府では夕方以後にくもがおおくなってくるみこみです。明日のあさの予想最低 です。けさと同じか2、3度低い所がありますが東京と新がた
では熱 夜になりそうです。予想最高 です。今日と同じぐらいで 東ではかなりむし暑くなりそうです。 また新がたと長野では34度と明日もきびしい暑さが くみこみです。)

今夜お伝えした主なニュ〡スです。和歌山市の夏祭りでカレ〡ライスに 酸加工物が混入され4人が死亡した事件でカレ〡がくばられる直前のおとといの午後6時すぎに味見
をした人達が中毒症 を訴えていたことから警察ではこの時間 を中心に毒物混入の経緯について詳しく調べています。 
政府は今日開かれた衆 兩員の議員運 委員 の理事 で臨時 を今月30日に召集する方針を伝え臨時閣議で正式に決定しました。 
介護保 制度について厚生省は1日平均 で170分以上の介護が必要とみなされるおとしよりを要介護5の 象するなど要介護認定の具体的な基準を示しました。
昨日投票が行われたカンボジアの 選 は今朝から始まった開票もおおむね順ちょうに進んでいます。 家選 管理委員 で各地から集まった開票結果をもとに日本時間
の今夜 9時から開票速報をだす予定で市民の 心が集まっています。
アセアン地域フォ〡ラムは今夜閉幕しさきほど議長 名が 表されました。 この議長 名では今年5月に核 を相次いで 行したインドとパキスタンにたいし南アシアでの
最近の核 に いいかんの意を表わすとして名指しはさけながらも核 をやめるよう改ためて求めました。 それでは今晩はこれで失礼いたします。

【8月3日】    

こんばんは。8月3日月曜日夜7時です。まず今夜お伝えする主なニュ〡スです。和歌山市で起きた毒物混入事件でカレ〡が調査された三つのなべから猛ヒ素が新たに 出
されました。警察では毒物は 場に運ばれてから混入された疑いが いとして 査しています。イタリアのプロサッカ〡リ〡グセリAのペリ〡ジャに移籍した中田ひびとし選手が
地元グラブチ〡ムとの試合に初出場1得点2アシストの活躍を見せました。東 を代表する祭りの一つさんさん踊りが森岡市で行われています。 3日間で延べ3万6千人余りの
人達がやいこやぶえをならして町をねり きます。

初めて和歌山市で夏祭りに出されたカレ〡に毒物が混入され4人が死亡した事件でひ素がカレ〡が調理された3つのなべからも新たに 出されました。カレ〡は別々の場所
で作られた後、夏祭りが開かれる予定の空地のテントの中に運ばれていまして和歌山 警察本部は毒物はテントに運ばれてから混入された疑いが いとして 査しています。
(この事件ではなべ しのカレ〡や犠牲者が吐き出したものなどから昨日新たにひ素が 出されました。和歌山 警察本部では毒物の種類や量を調べるため警察 の科
究所に鑑定を依 していますがこれまでの分析で新たにカレ〡を調理した三つのなべからひ素が 出されました。 査本部の調べによりますと三つのなべのうち二つは空地
のとなりのカレ〡で、またもう一つは近所の住宅で作られ当日の午後4時ごろまでに空地の中のテントの中に運ばれたということです。 査本部では二つのなべがテントの中に
運ばれてから毒物が混入された疑いが いと見て 査しています。一方、 査本部のこれまでの調べで 出されたひ素その量は生産加工物の量と少なくとも同じかそれよりも
多いものと見られています。このため 査本部では生産加工物の原料に不純物としてごくわずかに含まれることがあるひ素ではないと判 しています。 査本部では二つの種
類の毒物が別々に混入された疑いがあると見て工場や 品 社などの聞き込み 査をすすめて入取経路の特定も急ぐことにしています。事件の犠牲になった小 4年生の
童が通っていた小 校では、今日全校集合が開かれ亡くなった 童の冥福を祝りました。また和歌山市ではひ素の 門家を招いて患者の治療にあたっている治療 係者
との意見交換 が開かれました。今度の事件で犠牲になった小 校4年生の林ひろたか君が通っていたいさお小 校では今日全校集合が開かれひろたか君の冥福を祝りま
した。夏休みに入って初めての登校日の今日、 童が次々に登校し午前9時前から450人余りの 童が体育館に集まって全校集合が開かれました。)
正面ではひろたか君の位牌が飾され、まず全員が黙 してひろたか君の冥福を祈りました。 
(生産化合物に加えて新たにひ素が 出されたことを受けて和歌山市保健所では東京からひ素に詳しい 門家を招いて今日夕方から病院 係者などの意見交換 を開き
ました。意見交換 には事件直後に治療した12の病院から医師など15人が 加し、今後の治療方法などについて 門家に意見を求めました。ひ素はおおむね4日程度で体
外に排出されるため現時点ではひ素による中毒症 を訴える 門家は出ていないということですが、和歌山市では念のため入院患者全員の尿を今日東京の大 病院に送
りひ素による影響が っていないか 査してもらうことにしています。)
それでは今後の 査の焦点などについて 査本部が置かれている和歌山東警察署からお伝えします。
(和歌山東警察署です。なべに っていたカレ〡から猛毒のひ素が見つかりました。なべに っていたカレ〡から猛毒物が 出されたのは、これが初めてです。ひ素はカレ〡が
入っていた三つのすべてのなべから見つかっています。しかし、生産加工物は食べ しのカレ〡や犠牲者が吐き出した物からは見つかっているものの、なべのカレ〡からまだ
出されていません。住民が口にして中毒症 を訴えたのは三つのうちのなべのカレ〡です。二つの毒物がいつどのようにして混入されたのか科 警察 究所ではさらに詳しい
鑑定を急いでいます。以上和歌山市で起きた毒物混入事件についてお伝えました。)

次に週明けの今日の東京市場は円も株も値下がりしました。日本経 の先行きに する見方を背景に円相場が日米の協調加入が行われる直前の今年6月中旬ごろ水準
に近い1ドル145円代後半まで値下がりし平均株価も200円余り値下がりしました。東京株式市場の平均株価も値下がりしています。東京株式市場は円安が再びアジア経
を混 させるという懸念が がりアジアに多く融資をしている銀行株を中心に り注文が集まりました。しゅうおうぬがらの平均株価のわりでは、先週末より213円89 安い1万6、
165円8 となりました。市場 係者はホンコンなどアジア株式市場ものきなみに値下がりしたことから午後になって平均株価の下げ幅が 大したと話しました。東京市場で145
円代後半まで値下がりした円相場ですが、日本時間の夕方から取引が始まったロンドン市場ではご のように現在1ドル145円65 から75 の間で取引されています。

小淵 理大臣は今日景 の回復を最優先させるよう大 省に支持しました。これを受けて大 省は 年度予算の 算要求では財政構造改革こうの上限を上まわる予算
項目をみとめる方向でおそくとも來週までに基準を決めることになりました。
(これは今日小淵 理大臣が官邸に大 省のたなみ事務次官らを呼んで支持したものでこの中で小淵 理大臣は財政構造改革法案を凍結する方針に基づいて 算要
求にむけた基準づくりでは景 の回復を最優先するようもとめました。財政構造改革法では社 保障 係費を除く主な項目に予算の上限が定められてこれに基づいて 所
長が 算要求を行うことになっていました。大 省は小淵 理大臣の支持を受けて公共事業 係費や中小企業を支援するための中小企業 係費などについて予算の上
限を上まわる要求を認める方向で新たな基準づくりの本格的な 討に入りました。大 省は來週の中頃までに來年度の 算要求基準を決めてかくぎにはかることにしており各
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省はこの新たな基準に基づいて今月末までに來年度予算の 算要求を行うことになっています。)
自民党の森幹事長は今日の記者 見で今後の 制改革の進め方に 聯して中堅所得層の 負担が重くなっているとして、まずこの層に する減 策を 討する必要が
あるという考えを示しました。この中で森幹事長は今後の 制改革について減 の 施にあたっては所得 や住民の 率を 際的な基準にして行くことが大切だとした上で
次のように述べました。

NHKが小淵 閣 足後初めて行った世論調査によりますと、小淵 閣を支持すると答えた人は37%、支持しないと答えた人は47%でした。NHKは先月31日から3日間全
の20 以上の男女1、800人を 象に電話による世論調査を行い59.4%にあたる1、069人から回答を得ました。それによりますと 足したばかりの小淵 閣の支持率は支持す
るが37%、支持しないが47%で、支持しないが支持するを上まわりました。支持する理由は、他の 閣より良さそうだからが32%、人柄が信 できるからが17%、支持する政党
の 閣だからが16%などの順となっています。支持しない理由は、政策に期待が持てないからが44%、 行力がないからが22%、支持する政党の 閣ではないからが10%で
した。また小淵 閣の顔ぶれについてたずねたところ派閥にとらわれているが54%、派閥にとらわれていないが4%でした。一方望ましい政 のあり方については野党による非自
民連立政 が28%、自民党に社民党とさきがけが協力する政 が20%、自民党の 政 が13%、自民党に自由党が協力する政 が10%、自民党に旧公明党グル〡
プが協力する政 が4%でした。さらに衆議員選 の時期についてはできるだけ早くが32%、今年の末までにが16%、 年春の統一地方選 のごろが22%、再 年の任期
了の選 が14%でした。各政党の支持率を先月の調査と比べて見ますと自民党は24.3%で2.1ポイント上がりました。民主党は0.4ポイント上がって15.7%、自由党は0.3ポイ
ント上がって3%、新党平和は前回と同じ0.1%、共産党は0.9ポイント下がって3.3%、社民党は1.5ポイント下がって2.6%、改革クラブは前回と同じ0.1%、さきがけは0.1ポイント
上がって3.3%、公明は0.5ポイント下がって3.4%、特に支持する政党はないは0.7ポイント下がって42.2%でした。

山一証券経 破綻に伴ってこれまでに販 された抵当証券の元とりそくが十分にかえってこない恐れがあることから、抵当証券を購入したおよそ200人が山一証券に いもど
しに応じるようと求める訴えを今日東京地方裁判所におこしました。
(山一証券の破綻に伴って山一証券や系列のノンバング山一ファイナンスが した抵当証券は元本とりそくの いもどしを十分受けられない恐れが出ています。 このため
抵当証券を購入した193人が山一証券は購入した人に元本とりそくを いもどす責任があると主張して購入した額の一部として一人あたり10万円あわせて1,930万円の支
いを求める訴えを今日東京地方裁判所におこしました。 行された抵当証券の 額は320億円にのぼっているということで、原告側はこんでも抵当証券を購入した人に呼びか
けて同じような裁判をおこして行くことにしています。)
今日の訴えについて山一証券は、抵当証券に しては証券業界などで作る財団法人に業務がうつっているまだ訴狀もとどいていないのでコメントをさい控えたいという談話を
出しました。

イランで改革派のハタミ大統領が赴任してから三日で1年が経ちました。ハタミ大統領は改革路線を進める一方で 化する経 の再建という難題をかかえています。テヘラン
からの報告です。ハタミ大統領は先月末 立神社を訪れ報道の自由を重視する考えを 調しました。ハタミ政 足から一年、保守派の抵抗にもかかわらず報道や言論の
自由は少しずつ がっています。新聞や 誌も相次いで出版が許可され、この一年間でおよそ20% えました。新たに創刊されたのはほとんどが改革派のものです。しかし経

況は 化する一方です。早朝テヘランの市 大通りには日雇いの仕事を待つ若者達の姿がこれまでより目立つようになりました。失業率は全体的には10%を越えると言
われています。失業は のある中流層にも及んでいます。モステンさんは大 での 攻を生かしてコンピュ〡タ〡ソフト 社に努め、月給は700ドル以上を가かせいでいました
。しかし二年前に 社が倒産し失業して以 これまでの生活水準を維持できる定職はみつかっていません。職業案 所はなく、就職活動は新聞の求人欄がたよりです。経
化の直接の原因は、去年からの石油化 の急落です。だいか 入が大幅に減少した結果、財政が苦しくなり 業の経 難が民間にも影響を及ぼしています。経 の

立て直しについてハタミ大統領は二日、就任一週年を記念するテレビ演 を行い外 資本の導入と共に石油への依存からの 去を訴えました。しかしこうした政策が具体的
にみをむすぶかどうかはっきりした見通しはありません。保守派の抵抗を受けるハタミ大統領にとって改革路線への 民の支持を再び固めるためにも経 の立て直しは政 二
年目の大きな課題となります。

では次です。先月 で販 された新車の台 はトラックの販 不振が影響して去年の同じ時期より8%余り減り、16カ月 けて前の年の 積を下まわりました。
(日本自動車販 協 聯合 のまとめによりますと先月一カ月間に で販 された 自動車を除く新車の台 は43万台で去年の同じ時期より8.4%減り16カ月 けて前
の年の 積を下まわりました。この中 用車の販 台 はメ〡カ〡各社が相次いで新しいモデルを したこともあっておよそ32万44台と去年並まで回復していますが長引く
不況と公共投資の抑制でトラック販 台 が10万74台余りと11年前の水準にまで落ち込んだことが大きく影響しました。今日都 で 見したトヨタ自動車の田碩社長は新
車販 の見通しについてこの秋以後メ〡カ〡各社が新しいモデル車を市場に投入することや販 促進にさらに力を入れることが予想され夏休み明けからは新車の販 に明
るい兆しが出はじめるのではないかと述べました。)

今日ひるまえ山梨 大月市のキャンプ場で親子3人が川で水遊びをしていて流され子供2人は救助されて無事でしたが父親は屍体で見つかりました。
(今日午前11時すぎ大月市柳川町のかつら川キャンプ場で東京 せ市の 社員かじまさひろさん41才が次女のゆうきさん10才と長男のなおやくん8才と一 にすぐ前のかわ
らで水遊びをしていたところ3人とも川に流されました。2人の子供はまもなく救助され無事でしたがかじさんはおよそ3時間後の午後2時前に3キロほど下流で見つかりました。
大月警察署の調べによりますと、かじさんは家族5人で遊びに ていてキャンプ場に着くとすぐに2人の子供をわきかかえて川に入って水遊びを始めたところ流されたということで
す。現場のかつら川は幅がおよそ10メ〡トルで事故当時水深はおよそ3メ〡トルと先週の雨でふだんよりやや 水していたということです。警察ではかじさんは急流に足をとらわ
れたのではないかとみています。)

インドネシアのスハルト政 家で反体制派の活動家等が相次いで行方不明になった事件でインドネシアの 軍はスハルト前大統領の娘息子で前の陸軍侵略予備軍司令
官の 与を追求して行くことになりました。
(これはインドネシアのウィラント 防相兼 軍司令官が今日記者 見をして明らかにしたものです。この事件は今年3月の大統領選 の際にスハルト政 を公然と非難して
いた活動家や 生などが相次いで行方不明になったものです。 見の中でウィラント 防相はこの一連の事件について陸軍の幹部のうち当時の侵略予備軍司令官でスハ
ルト大統領の娘息子のプラボウォ中 など3人が誘拐や拷問に係わった疑いがあることを明らかにしました。そして軍 部に設けた特別調査委員 に3人を召喚して事件への
与を追求していく方針を示しました。 この事件ではすでに身炳を拘束されている陸軍特殊部隊の捷報ら10人が軍事法延で裁かれる予定でプラボウォ中 は事件の中心

人物と見られてきました。)
年 の合流を予定している旧公明党係の新党平和と公明は今日兩党の幹部による定期協議の初 合を開きました。 そして政府が今の臨時 に提出する不良債券の
理のための 聯法案は 容が不十分だとして合同で 案をまとめて行くことになりました。

( 合には新党平和の新崎代表や公明の四律代表など兩党の幹部が出席し政府が提出を予定している金融機 が破綻した場合に借り手を保護するいわゆるフリッジバン
ク法案などへの 応を協議しました。 その結果伝えられている政府案では情報の 社経 責任の明確化が十分保障されていないなどして兩党合同のプロジェクトチ〡ムを
設け 案をまとめて行くことを確認しました。同じ旧公明党の新党平和と公明は先に先 をめどに合流することを確認しています。今の臨時 の最大の焦点になっている不
良債券の 理のため 連法案への 応で足並みをそろえることで合流の新たな党の基本政策作りなどにも みをつけたい考えです。

次は中継です。 梅雨明けが れている東北地方ですが各地で夏祭りの季節を迎えています。このうち森岡市 で行われているさんさ踊りの 子をご いただきましょう。
(森岡さんさ踊りは全 一のたこパレ〡ドです。三日間で延べ1万2千個太鼓がわり きます。今日が二日目です。東北ではまだ梅雨が明けていませんが日中 空も見えて
は30度を越えました。太鼓は男性の物で重さ6キロ、踊りながら打ちならすのが特 です。笛も踊り手も加わって、森岡中心部のおよそ1キロをねり きます。さんさ踊りは江 時

代にはすでに踊られていたと言います。 い鬼を鬼 った時に喜んでさんささんさと言って踊り始めたのが始まりと言われています。森岡とその周辺の各地で踊りつがれてきました
。大きなパレ〡ドが行われるようになったのは20年前から、 加者は年々 えて今年は延べ3万6千人です。職場や 校、町 などのグル〡プごとに揃いの浴衣で 加して
いくつもの輪になって踊ります。みじかいいまでの夏を色どる森岡さんさ祭りは明日まで行われます。)
ベルギ〡ではたこあげフェスティバルが開かれ、色とりどりのたこが大空を華麗いに舞いました。フェスティバルには世界中から100人余りのたこあげ自慢が 加しました。みごとに
あがったれんだこ長さ1,000メ〡トル、 重さが13キロもあります。制作に2年かかったそうです。イギリスからきたグル〡プの妙技をご 下さい。7つのたこがひとつにつながったような
華麗な舞いを披露しました。 客たちはヨ〡ロッパの短い夏の一時を 喫していました。 
こちらはコロンビア。バスにのろうとしているのはアマチュアの詩人です。 反政府ゲリラのテロ活動で傷ついた市民をなごませたいとバスの中で詩の朗 を始めました。歌うのは
自分で作った詩ですが好まれるのは愛を歌った作品だそうです。コロンビアでは12年ぶりの政 交替をきり、 政府とゲリラとの 話が始まっています。

次はスポ〡ツです。
(お伝えします。セリAのペル〡ジャに移籍した中田英 選手が2日地元のクラブチ〡ムとの練習試合に初出場しました。ペル〡ジャのキャンプ地イタリア中部の町ノルチャで
行われたこの試合。試合前から 場は中田ゴ〡ルにつつまれました。中田にとってこれが移籍で始めての でしたが、問題はまったくありませんでした。まず積極的にゴ〡ル
を連 アシスト。パスタニエル監督も思っていた以上に秀れた選手と中田の活躍に 足していました。中田はさらに自らペナルティキックを決めます。練習試合とはいえはやくもチ
〡ムの中心選手として存在感を示したデビュ〡 でした。次にアメリカの女子プロゴルフツア〡の今シ〡ズンのXジャ〡最後 ティモリエ〡ルクラシッの最終ラウンド。小林ひろ
み選手は9位に終りました。  12アンダ〡6位でスタ〡トの小林。2つスコアを延して迎えた9番 ロングホ〡ルの第3打。ピンそばにつけます。小林は前半3スコアを延して首位に1
打にまでくじょうします。優勝のチャンスだと思ったという小林ですが後半はショット、パットともに精細をかきます。結局ひとつスコアを落し通算11アンダ〡で9位に終りました。優勝し
たのはフランディバ〡トン。女子のXジャ〡大 最小スコアの通算18アンダ〡でこの大 5年ぶりで2回目の優勝を果しました。2位はアニカ․ソレンスタム選手。平 田美選
手は34位。Xジャ〡3連覇をねらった韓 のパクセリは41位に終りました。アメリカのプロゴルフシニア〡ツア〡のプランクリンクェスト選手 最終ラウンド 木功選手は通算12ア
ンダ〡で2位に入りました。プププロ野球の阪神と巨人は昨今甲子園球場でデットボ〡ルをめぐって選手がグラウンドでもめあい巨人のたけがみコ〡チと阪神の大くまコ〡チ
が退場となったことについて今日ファンへの謝罪文を 表しました。 この中で兩球団は今回の事態を野球ファンへの期待をうらぎり失望させるものだとしたうえで、深い反省をし
今後は なプレ-でファンの期待にこたえるようチ〡ム の指導を徹底していきたいと聯盟で謝罪しています。一方、Jリ〡グは退場となった2人のコ〡チを明日から3試合出
場停止にしました。昨日までの阪神․巨人の3連 では3日前の試合でも巨人のガルベス選手が審判員にむかってボ〡ルを投げつけ今シ〡ズン無期限出場停止になって
いました。四 4 で開かれている全 高校 体は今日が三日目です。 島 では相撲の個人決勝ト〡ナメントが行われました。高知の明 技塾高校2年のドルゴトスレ
ンダシベトリ選手。モンゴル相撲の個人 に出場、予 を勝ち き32人の選手で う決勝ト〡ナメントに進みました。 ダシバトル選手はモンゴル相撲で身につけたまわしをとっ
ての投げ技を武器にベストまで勝ち進みます。モンブル出身力士のきょくちゅうざんに憧れて去年の9月に 日し持前の足腰のばねの さを生かして力をつけてきました。準決
勝では惜くもやぶれましたが四 勢ではただ一人3位に入賞を果しました。今週の木曜日に開幕する夏の全 高校野球は80回の記念大 を迎えます。そこで かしい名場
面をおりまぜながら最近の高校野球の事情を今日と明日の2日間ピッチャ〡とバッタ〡に分けてお伝えします。今日はぶんぎょうかのすすむピッチャ〡です。 夏の甲子園の主
役はピッチャ〡です。背番号1をつけたエ〡スの連投は大くの感動を与えてきました。三 高校の太田投手は1回 から1人でマウンドを守りつづけました。決勝 でも延長18
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回を投げぬき翌日の再試合でやぶれましたが太田投手の連投には全 から大きな 援が送られました。甲子園のマウンドを一人で守るエ〡スは勝ち進めば進むほど連投を
余儀なくされ、その肩やひじには大きな負担がかかります。故障をしてえん天下で投げ けることは投手としての 命を縮めることにもなりかねません。 7年前の大 。冲縄すいさ
んのエ〡スおおの投手の力投に注目が集まりました。チ〡ムは準決勝したがおおの投手は連投の影響で前からいためていた右ひじがさらに 化。このあと2度とマウンドに上が
ることはありませんでした。日本高野高校野球連盟もピッチャ〡の故障に目を配り始めました。4年前から肩とひじの 査や医師の診察を義務づけています。今年の冲縄すいさ
んはあらかち投手とみやざと投手の2人の完投能力のあるピッチャ〡を揃えて冲縄大 を勝ちぬきました。和歌山大 では球場に医 治療奉仕が常駐し選手の故障に 座
に 応できる体制作りが始まりました。かつて園天下の中で を喰いしばって連投に耐えた高校野球のイメ〡ジはほとんどありません。この夏も 多くの高校チ〡ムが複 のピ
ッチャ〡を用意して地方大 を勝ち進み代表になりました。昨年の甲子園をかかせるピッチャ〡の姿は少しずつ変わり始めています。以上スポ〡ツをお伝えました。)

東京の田町 で いているコンビニエンスストアをねらった 事件で別の事件で逮捕された28才の男が一連の事件に 与したことを認める行 を始め警視 で裏付けて
査を進めています。この事件は今年6月からちょうふしゃふちゅう市など東京の田町 で深夜から末明にかけてコンビニエンスストアをねらった 事件が末隧も含めてこれま
でに8件起きているものです。警視 では先月31日12別の事件で逮捕したちょうふ市 の28才の無職の男の 用車の中から一連の事件で防犯カメラに映っていたものと同じ
特 のヘルメットや上着が見つがったことから 連について調べていました。その結果この男が一連の 事件に 与したことを認める行 を始めたため警視 では裏付け
査を進めていて容疑が固り次第 の擬いで逮捕する方針です。一方 森 では先月27日にハ 市のパチンコ店の景品交換所で女性 業員をなぐってけがをさせ現

金970万円余りを奪って逃ていた男が 傷害の疑いで逮捕されました。逮捕されたのはハ 市の 社員藤田等容疑者です。警察では女性 業員が えていた犯人の車
のナンバ〡の一部などから 査を進め藤田容疑者に任意で事情を聞いたところ犯行を認めたため 傷害の疑いで逮捕しました。お伝えしたようにコンビニエンスストアやパ
チンコの景品交換所を狙った 事件が今年に入って適法最 のペ〡スで え けています。 コンビニエンスストアなどの側でも最新の技術を生かした防犯設備を取り入
れることで犯罪の被害を防ごうという動きがひろまっています。 
(コンビニエンスストアの防犯カメラがとらえた 事件の映像です。この防犯カメラを最新の技術を取り入れたものにきりかえる店が えています。 新型の防犯カメラにはテレビ
の地震報道などに使われているのと同じ技術が使われています。 犯人が店から逃げた時から非常ボタンを押してもカメラには が逃げ出す前の映像が記 される仕
組みです。映像もこれまでの防犯カメラより鮮明で犯人の特 や服 などが詳しく分かります。さらに映像は自動的に警備 社にオンラインで送られます。これまでのカメラが現
場でテ〡プを きもどして再生しなければならなかったのに比べて犯人の情報がいち早く警察に伝えられ 査に役立つと期待されています。先月東京はむら市にあるパチンコ
の景品交換所が拳銃をうちましたが、この交換所には防 ガラスが使われていたため店員に傷はなく被害もありませんでした。ehdehd東京にある交換所の中すでに半分近い
交換所でこれまでの普通のガラスから防 ガラスに取り変えられています。宝石店やデパ〡トでもショ-ウィンド-を防犯ガラスに取り変えるところが えています。ぶ厚い にお
おわれた 甲車のような現金輸送車も登場しました。台800万円と普通の現金輸送車の2培しますが警備 社などが相次いで購入し、金融機 からの問合せも えていると
いうことです。凶 な犯罪が え ける中で新しい防犯設備を取り入れようという動きはますます がりそうです。) 

次は小淵政 新閣僚へのインタビュ〡です。 今日は中州農林水産大臣です。
A: 閣が開けて経 再生に取組む中州農林水産省の役割はなんだとお考えでしょうか。
B:小淵 理からも経 再生が最重点ということで農林水産省も経 の官 として特に日本の 土で占めると8割、 9割の面積を担当している役所ですからこの地域の経
の活性化、 これが日本全体にですね、 非常に大きく貢 できるというふうに思っています。
A:昭和36年以 の新しい農業基本法につきまして 閣 理大臣の諮問機 の議論が大づめになっておりますけれども先進 の中で最低の29%という食料自給率につきま
して具体的な 字の目標を設定して高めて行くのがいいのではないかという議論もあるということですけれども。
B:まあ、29%といわゆる穀物自給率そしてすべてのカロリ〡べ〡スといっても40%ちょっといずれも世界の主な 最低でありますから日本人の日本の人たちの食生活をですね、 
大半を海外に依存しているというのはちょっと心配な部分がありますんで まあそういう意味で基本法の中でですね、あるべき1つの目標 値みたいなものをですね 民的なコン
センサスの中で大きな基本をですね作っていくことは必要ではないかというふうに思っています。
A:3兆8千億円の 有林野事業の累積債務これを 理するための法案を今の で通すことを目指しているということですけれども。
B:3兆8千億円という尨大な債務をですねこれから特に1兆円分もじっと自らの努力で自員削減も含めてですね、あるいは業務依託も徹底的にやってこれからリストラをして行く
わけですからこれはやはり 有林野事業はですねやっぱり にとって必要な事業と思いますんで、 民のみなさんのご理解がいただけるぎりぎりの努力をこれからまさに始めよ
うとすることそのスタ〡トが臨時 での法律の審議成立だと思っています。
A:新しい日韓の漁業協定の締結交 ですけれども週末の金大中大統領の訪日までに 行に釘付けたいということですけれど、この問題にどのような立場で望まれますか。
B:お互いの間にきちっとした漁業のル〡ル。特に資源管理を含めてですね。それで大事だということは とも認識していると思っております。 そういう中で今年の1月にですね。
協定の終了通告をしてこのまま放っておくと 年の4月で無協定 態に事 上なりますので、なんとかしてこれをやっていかないと日韓相での漁業者にとってもまた日韓の間に
存在する管理漁業という大切な資源の管理にもですね大きな影響を及ぼしますから大づめにきているんだと思いますんでこの原案自体をなんとかしても解決できるように努力し
ていきたいと思っています。
A:農業の中の公共事業の位置付けはどういうふうにお考えでしょうか。
B:まだまだやるべき仕事、いわゆる農業と餌料という部分がまだ必要な部分が一杯あるわけです。ダムにしても用水にしても農地そのものもそうですけれどもそういう意味でもちろ
ん今行革とか財政が しいとかいろいろ 件がありますから、なんでもかんでもやればいいということはないですけれどもぴしっと事業を一つ一つ 算してまたまたきちっとした結果
の上がりそうのないのはこれは思いきって事業を中止したいそういうこともしながら大切なお金ですから、それを有效に使ってそして最終的に 民の食料としてお役に立って行くこ
ういう流れでこの公共事業というものを大切に有效に使って行くということでやって行きたいというふうに思っています。

それではニュ〡スセンタ〡に入っている今日のニュ〡スです。政府は今日不良債券の 理問題をめぐる 係省 の連絡 議を開き金融機 が破綻した際借り手を保護す
るためのブリッジバンク制度を導入する法案と不動産の誘導化に向けて担保不動産の 利 係を整理する委員 を設置するための法案を了承しました。 そしてこれらの法
案についてあさって臨時閣議を開いて正式に決定し提出する方針を決めました。小淵 理大臣は新 閣が 足して初めての事務次官 議に出席し日本政府の経 運
には 外から注目が集まっておりできるだけ早く日本経 を回復軌道に せて幅 い視野に立って 応してほしいと述べ、省 の範囲を越えて経 の再生に取り組むよう救
めました。 また 議では高額な給与をもらっている特殊法人の役人の給与を引き下げることなどを申しあげました。長野 の産婦人科の医師が のガイドラインに反して夫
婦以外の精子、卵子を使って体外受精を行っていた問題に して日本医師 は医師の倫理が問われる問題が相次いでいるとして医師の倫理に する 討委員 を 足
させました。 討委員 は新しい医療技術が登場している背景なども踏え医師が守るべき義務や責任について議論を進めることにしています。
東北電力が 森 ひが市通り村に建設を計劃している東通り原子力 電所1号基について原子力安全委員 は安全性に問題はないとする意見をまとめ通産大臣に答申
しました。これを受けて通産省は今月中にも原子 の設置 化を出す見通しです。原 の新たな立地が全 的に難行する中で 設ではなく新たな場所に原 の建設が認
められるのは10年ぶりのことです。中 共産党の機 紙人民日報はインドネシアで今年5月に起きた報道の際に多 の中 係住民が暴行を受けたことについてインドネシア
政府に し再 防止を求める異 の論 を 載しました。 この中で事件を否定したり 視したりする人がいるため今なお同 の事態が起きているとして再 防止ができなけ
れば 際的な信用や外 からの投資に影響すると警告しました。

替と株の動きです。先ほどもお伝えしましたように週明けの今日の東京外 の 替市場は日本経 の先行きに する しい見方を背景に新ためて円を る動きが まり午
後5時時点の相場は先週末より1円86 円安ドル高の1ドル145円63 でした。円相場が1ドル145円代まで値下がりしたのはおよそ1カ月半ぶりのことです。一方東京株式市
場は外 替市場で円が一段と値下がりしたことなどから銀行株を中心に り注文が え平均株価は値下がりしました。正銘からの平均株価の終りでは先週末より213円8
9 安い1万6千165円8 でした。

今夜お伝えした主なニュ〡スです。
4人が死亡した和歌山市の毒物混入事件でカレ〡が調理されたなべからも毒物が新たに 出されました。カレ〡は別々の場所で作られた後、空地のテントの中に運ばれてい
て警察では毒物はテントに運ばれてから混入された疑いが いとして 査しています。
小淵 理大臣が景 の回復を最優先させるよう支持したことを受けて大 省は 年度予算の 算要求では財政構造改革法の上限を上回る予算項目を認める方向で
くとも來週を決めることになりました。
自民党の森幹事長は今日の記者 見で今後の 制改革の進め方に 連して 負担が重くなっている中堅所得層に する減 策を 討する必要があるという考えを示し
ました。今日の東京市場は円․株ともに値下がりしました。日本経 の先行きに する しい見方から円相場は今年6月日米協調 況が行われる直前の水準に近い1ドル1
45円代後半まで値下がりしました。日本自動車販 協 連合 のまとめによりますと、先月 で販 された新車の台 はトラックの販 不振が影響して去年の同じ時期よ
り8%余り減り16カ月間 けて前の年の 積を下回りました。最後にもう1度森岡のさんさ踊りの 子をご いただきましょう。東北を代表する祭りの一つさんさ踊り。3万6千人の住
民がグル〡プごとに揃いの浴衣で 加しています。このさんさ踊りはあすも行われます。それでは今晩はこれで失礼いたします。

【11月9일】

こんばんは。 11月9日月曜日夜7時です。 まず、今日の主なニュ〡スです。9日間の飛行を終えた向井さんら7人の飛行士たちは出迎えた市民たちの 迎を受けました。銃を
使った犯罪を無くすためにハイテク技術を使った新しい銃がアメリカで開 されています。スマ〡トガンと呼ばれるこの銃,犯罪防止の切りふだとなるのか銃社 アメリカで熱い
議論を き起こしています。大相九州場所二日目。 三場所連 の優勝を狙うよこずな貴花に早くも土がつきました。 

社厚生法のてきをうけた 岡 ぬまず市に本社がある中堅ス〡パ〡やおはんジャパンの商法違反事件で 岡 警察本部は今日元の社長等3人を違法配当の疑いで
逮捕しました。 警察ではおよそ9億円の容疑事 の外にも5億円近くの違法の配当を行っていたものと見て詳しく調べることにしています。
(逮捕されたのはヤオハンジャパンの元社長和田晃昌容疑者67 と元取しまり役財務部長のつかもとあきひこ容疑者55 、それにすでに倒産している小 社の元社長のお
かだきょういち容疑者49 のあわせて3人です。 岡 警察本部の調べによりますと、和田元社長は5年前からヤオハンジャパンの決算を粉飾し、おととし3月の期末決算で配
当できる 況ではなかったのにおよそ9億円の違法の配当を行っていた疑いがもたれています。また、つかもと元財務部長ら2人は和田元社長のもとで決算の粉飾に 与した疑
いで警察では今日3人を商法の違法配当の容疑で逮捕しました。調べに して3人は容疑をおおむね認めているということです。粉飾された額はおよそ130億円のぼると見られ 
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和田元社長は 化した 社の業積をかくして株価を維持するために違法な配当を行ったと見られていますが、ヤオハンジャパンでは半年後のおととし9月の中間決算でもおよ
そ4億9千万円の配当を行っています。 ヤオハンジャパンはその後去年3月の期末決算で359億円の損失を計上して経 の破綻が表面化しており警察ではおととしの中間決
算での配当も違法だったものと見て詳しく調べることにしています。)
今回の違法配当容疑の 査の中でヤオハンジャパンのはなばなしい海外進出のイメ〡ジとはかけはなれたずさんな経理の 態が次第に明らかになってきました。
( 岡 熱海市の小さな八百屋からスタ〡トしたヤオハンジャパンは高度成長期に本格的なス〡パ〡の店鋪 回を始め、あっという間にアジアを中心とする 際流通グル〡
プの中核企業に成長しました。平成6年には中 の上海に進出、当時アジアでは最大規模と言われたス〡パ〡マ〡ケットを開店するなどその急成長ぶりが注目を集めました 
しかしこうしたはでさてはうらはらに和田元社長らはこのごろすでに赤字を すなどの粉飾決算に手を染めていた疑いがもたれています。むしろ、こうした急激な海外 回に必要
な多額の資金を調達するためには業績がいいように見せかけて高い株価を維持する必要があったと指摘されており、そうしたヤオハンジャパンの経 体質そのものが事件の背
景になったと見られます。和田元社長と共に逮捕された2人は 財務に精通していたと言われており、 その不正経理の手口は臣額の赤字を経 体のない別の 社に帳簿
じょうをうつして すなど巧妙なものでした。警察ではこうした不正経理を和田元社長が他の2人に直接指示をしていたものと見ており、 はなばなしい海外進出の裏で行われて
いたなんみゃく経理のぜんいの解明を急ぐことにしています。)

政政府は大規模なハリケイン害災に見回れた中央アメリカのホンジュラスに害災援助や復求作業のため自衛隊を派遣する方向で外務省や防衛 の職人等による調査団
が今夜現地に出 します。野中官房長官は記者 見でホンジュラス政府から日本側に自衛隊による緊急援助活動の余勢があったとした上で、 次のように述べました。
野中官房長官はこのように述べ政府として 際緊急援助たいほうにもとづいて自衛隊を派遣する方向で準備を進めていることを明らかにしました。 政府は調査団の報告を聞
いた上で自衛隊を派遣するかどうか最終的に決めたいとしています。ホンジュラスへの自衛隊の派遣に備えて現地の 況を調べる調査団はまもなく成田空港から現地に向け
て出 します。 調査団は陸上幕僚幹部の自衛官13人の外、 外務省とざいか 際協力事業人の職人のあわせて16人で民間機でホンジュラスに向けて出 します。 
調査団は明日の夜にホンジュラスの首都のテグシガルハに入り空港が使用できるかどうかや被害の 況などを2、3日かけて調査し、 自衛隊の派遣が可能かどうかを判 す
ることにしています。 陸上自衛隊では派遣が正式に決まると、 名古屋の第10師団の医師の資格を持つ隊員を中心に70人から80人からなる部隊を編成することにしており、 
航空自衛隊もすい130輸送機で物質の輸送にあたる部隊を編成することにしています。自衛隊はPKO活動でカンボジアなど7カ に派遣されていますが、 際援助大法によ
海外への派遣は 施されれば始めてで、 派遣部隊は武器を持って行かないことになっています。

宇宙飛行士の向井千秋さんは日本時間の昨日ぶじ9カ間の宇宙飛行を終えてケネディ宇宙センタ〡に 還しました。向井さんは にくわえて宇宙で作った短歌の下の句を
ぼしゅうするなど忙しい宇宙生活を送りました。 向井さんや最年長77 のジョングレンさんがシャトル で語ったことばを中心に宇宙生活9カ間をふりかえってみました。 向井さん
はしばらくの間ジュンソン宇宙センタ〡で宇宙で行った睡眠 と同じ を けてデ〡タ〡を取ったり宇宙で行った の 子を担当の 究者に伝えたりするということです。

次は環境ホルモンについてです。 体の中に入るとホルモンの働きをみだすとされる、いわゆる環境ホルモンについて厚生省の 討 は今日中間報告の案をまとめました。 健康
への影響などお早急に 究する必要があるとしていますが、 校給食の食器や食品の容器などに含まれる一部の科 物質については健康に重大な影響があるという証
は得られていないとする限界を示めしました。
(いわゆる環境ホルモンについては環境 の 究班がおよそ70種類の科 物質をあげて環境ホルモンとして影響を及ぼす可能性があると指摘しています。このため厚生省の
討 では 外の 究報告などをもとに環境ホルモンの人体への影響について 討し今日中間報告の案としてまとめました。 それによりますと環境ホルモンについてダイオキ
シンやPCB、 DDTなどホルモンの働きをかくらんするとされる物質が多く人の健康への影響などを早速に調査 究する必要があるといちづけています。 しかし環境ホルモンの
疑いがあるとされる物質のうち 校給食の食器や食品の容器などに含まれるビスフェノ〡ルAやスチレントリマ〡、フタルサンエスキルなど5種類の科 物質については一部の
食器や容器などから食品中にどげだしているとする 究デ〡タ〡はあるものの人の健康に重大な影響があるという科 的な証 は得られていないとする限界を示めしました。)

厚生省では今後引き き調査 究を進め新たに影響などが分れば報告の見直しを行いたいとしています。NHKが行った与論調査によりますとオブチ 閣を支持すると答えた
人は20%、 支持しないと答えた人は62%で 支持すると答えた人は先月の調査とかわらず支持しないは3ポイント えました。
(NHKは今月6日から3日間全 の20 以上の男女1800人を 象に電話による世論調査を行い、61.3%にあたる1、104人から回答を得ました。それによりますとおぶち 閣の
支持率は支持すると答えた人は20%で先月の調査と変わりませんでした。 逆に、 支持しないと答えた人は62%で先月より3ポイント えました。このうち支持すると答えた人にそ
の理由を聞いたどころ、支持する政党の 閣だからが30%、他の 閣より良さそうだからも30%、 人炳が信 できるからが20%などとなっています。逆に、支持しない理由は政
策に期待が持てないからが41%、 行力がないからが36%、他の 閣の方が良さそうだからが7%などとなっています。 また おぶち 閣にもっとも期待することは何かたずねた
ところ、 景 策が60%でもっとも多く、 ついで福祉政策が12%、 制改革と財政改革がそれぞれ7%などの順になっています。 更に、 衆議院選 の時期についてはでき
るだけ早くが34%、 年春の統一地方選 のころが26%、再 年の任期 了の選 とすべきたが16%、 年春の統一地方選 の後しばらくたってからが10%でした。 各
政党の支持率を先月の調査と比べてみますと、 自民党は20.3%で0.6%ポイントさがりました。 民主党は4.5ポイント下がって9.1%、 おととい 足した公明党は3.8%で前回の
新党平和と公明を合わせた支持率より0.1ポイント上がりました。自由党は0.4ポイント上がって3.1%、共産党は0.3%ポイント下がって3.8%、社民党は1.1%ポイント下がって2.1
%、 特に支持している政党はないは5.9ポイント上がって54.8%でした。)

宇宙開 事業団が 注する事業をめぐってNECが代金を水 ししていた問題でNECは水 しが5年間で23億円余りにのぼることを事業団に認めました。宇宙開 事業団
は更に調査をしたうえで水 しした額の返還をNECに求めることにしています。
(この問題は防衛 の消費品の調達をめぐる背任事件で元役員らが逮捕された。NECが宇宙開 事業団からうけおった事業をめぐって代金を水 ししていたものです。これ
について宇宙開 事業団の石井敏弘理事は今日記者 見し、NECからこの5年間に23億2.200万円の代金の水 そをしていたと報告があったことを明らかにしました。それ
によりますと水 しは日本が他の とともに開 を進めている宇宙ステ〡ション事業の通信 係のシステムなどNECが5年間にうけおった71の事業のうち33の事業で行われた
ということです。 水 しの方法は 業員の や時間などをごまかして経費を過大にみつもっていたということですが、 いつから水 しが始まったのかについてNEC側はわからな
いと 明したということです。宇宙開 事業団は他にも水 しがなかったかどうか更に調査を進め、 水 し額が確定した時点でNECに返還を求めることにしています。)

中 留孤 の人達の肉親探しは北九州市で行われた 面調査であらたに女性1人の身元がわかり去年中 から永主 していた母親と再 しました。デンケイウンさん
は今日午後福岡 の北九州市役所で行われた 面調査で北九州市のモトカネキヌさんの娘と確認されました。母親のキヌさんは昭和20年に中 でうまれたデンさんを籍を入
れないまま養父にあずけ、その後養父の弟と再婚し、 の親子であることはふせたまま おばとめいとして暮らしてきたということです。キヌさん去年7月に日本に永住 していまし
たが今回の訪日調査でデンさんが來日したことから の母として名のり出たということです。今回の訪日調査で身元が判明したのはデンさんが2人目です。 

政府自民党は今日の連らく 議で野党側との連携問題について自由党や公明党など野党各党に して個別の政策協儀などを通じて協力を求めて行くことを確認しおぶち
理大臣がロシア訪問から する來週にも頭首 談を開くよう野党側によびかけることになりました。

(この 議で自民党の古賀 策委員長はきびしい 合日程のはざまの臨時 で補正予算案などの審議をするため野党の協力を求める現場としてはけれんけいの具
体的な方向性がはっきりした方がこうしょうしやすいと述べました。これに 連して野中官房長官も政策面での協議に池田せい務調査 長の協力もお願いしたいと述べ、 自
由党や公明党など野党各党に して個別の政策協議などを通じて協力を求めていくことを確認しました。そして森幹事長がおぶち 理大臣がロシア訪問から する來週
にもロシア訪問の報告をかねて頭首 談を開くよう野党側に呼びかけてはどうかと提案し領承されました。そしてオブチ 理大臣のロシア訪問中に森幹事長らが野党側と日程
などをつめることになりました。)
これに 連して野中官房長官は記者 見で今日の政府と自民党の連絡 議で森幹事長から臨時 へ向けて野党側と政策協議を行うにあたっては森幹事長かいだん
や頭首 談も考えねばならないという 言がありおおかたの出席者も同意したと考えていると述べました。 そして野中官房長官は現在個別の政策デ〡マで協議している自由
党や公明党とは今後更に積極的な協議を行っていかなければならない、頭首 談では臨時 の政党のわくぐみの問題も含めて話しあうのがどうかも考え日程調整をして行
きたいと述べなした。一方、民主党の管代表はなは市で行った記者 見でさきほど 理から本 なら野党党首と党首 談をしてからロシアにむかうべきだが今回は って て
から機 を持ちたいという電話があったと述べした。その上で管代表はこれを正式な頭首 談の申入れだとは受けとめていないが 理が 後に野党党首との 談を望むと
いうことであれば、 受け入れるのはやぶさかではない。当然日․ロ間の原案施行がどのようなしんてんを見せたのかが話題になるだろうと述べました。また、自由党の野田幹事
長は経 だけでなく社 保障や 制、安全保障など基本政策の骨格について意見交換をしょうという呼びかけがあればきょひせずに党々と議論したといと述べ、自民党から
幅 い政策課題で協議の呼びかけがあれば前向きに応じる考えを示しました。その上で野田幹事長は自民党との今後の 係についてはこうした協議で合意ができるかどう
かで判 したいという考えを示しました。
厚生大臣の資問機 である医療保 福祉審議 の制度企劃部 は高 者の医療費について10%程度の本人負担を求めるなどとする意見書をまとめ宮下厚生大臣に
手渡しました。
(意見書では今の老人保 制度について高 者の医療費が高く、 若い世代の負担が重くなっているとして制度の見直しをていげんしています。 そして高 者のための医療
保 を今の医療保 制度から切りはなして 立した制度を創設するまたは退職した後もそれまで加入していた組合健康保 などにけい して加入できるようにするという二つ
の改革案をていじしています。一方、高 者の医療費の本人負担については、一日あたり外 で500円、入院の場合1100円を負担する今の定額負担を見直し、 患者の負
担を医療費の10%程度の定率負担とするなどとしています。厚生省は今後具体案の 討を進めることにしていますが、 立した高 者医療保 制度を設置するかどうかにつ
いては、審議 の 部で委員の意見が大きくわかれたままで今後の調整は難こうすることが予想されます。)

銃を使った犯罪が後を絶たないアメリカでスマ〡トガンと呼ばれる新しい銃の開 が進んでいます。ハイテク技術を使って銃の所有者を認識し所有者以外は使えないようにしよ
うというものです。 銃による犯罪防止の切り札になるのがどうかスマ〡トガン開 をめぐる議論についてアメリカからの報告です。
(これがそのスマ〡トガンです。うでや指につける 信 置から出るラジオ信号によって所有者を認識し、 信 置を持たない人ガ手にしても使えない仕組になっています。スマ
〡トガンの開 を進めているのはコネチカット州にある全米第4位の銃の製造メイカ〡です。 もともと警察官が犯罪者にうばわれた自らの銃でししょうするケ〡スが後を絶たな
かったため政府の助せいをうけて開 にのりだしました。 すでに二つの試作品を開 し早ければ 年にも警察官を 象に 用品が製造される見通しです。 少年による銃の
射事件が起きるだびにひはんのやおもてにたたされてきた銃メ〡カ〡にとってもこうした銃の開 は必要に迫められてのものでした。 スマ〡トガンが 用化される3年先を見こ
んで東部のニュ〡ジ〡州では州 でスマ〡トガン以外の銃の販 の禁止を求める法案が州議 に提出されました。現在委員 で激しい議論がくりひろげられていますが法
案が成立すればアメリカで始めてとなるだけに全米の感心が集まっています。 成派はこの法安は銃の安全性を高めるのが狙らいで銃をなくすべきだという の銃器性とは
違うと主張しています。これに しNRA全米ライフル協 を中心とする反 派はスマ〡トガンはまだ市場にも出回っていないうえ技術も100%ではないと訴えて議 で活 なロ
〡ビ〡活動を けています。 スマ〡トガンの開 にのりだすしているのは銃メ〡カ〡だけではありません。コンピュ〡タ〡チップの製造 社では銃にうめこまれたチップがあらか
じめ登ろくしたしもんをよみとり銃の所有者を認識するシステムを開 し銃メ〡カ〡にうりこみを始めています。アメリカの医療機 がこのほど行った調査によりますとアメリカ 民の
80%以上が新たに製造される銃はスマ〡トガンとするようぎむづけるべきだと答えています。スマ〡トガンが銃の不正に反 する人々を納得させ、銃社 アメリカの主流となる
かどうかそれは銃を使った犯罪防止の切り札となるかどうかにかかっています。)

次に全日空がけいきなどが故障した旅客機を社 のせいびきていに違反して相次いで運行させていた問題で運輸省の 野まさひこ事務次官は今日の記者 見で立ち入り
査の結果によっては一部の便の運行を取りやめさせることも含め全日空への 分を 討したいと述べました。

(この中で 野事務次官は違反が相次いで明みにでたことについて航空機の整備、運行 係を中心に來週ぐらいまでかけて立ち入り 査する予定だがどういう整備体制が
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とられているのかなどを調べどこに問題があったのかを明らかにし再 防止をはかりたいあとしたうえで次のように述べました。 野事務次官はこのように述べた上で 査結果に
よっては一部の便の運行を取りやめさせることを含め 分を 討する考えをしめしました。また, 査結果次第では他の航空 社にも一 点 を指示することがあると述べました。)

岡山大 附 病院で行われた で初めての生体肺移植で肺の一部を提供した患者の母親と妹が退院しました。
(この生体肺移植は先月28日岡山大 附 病院で重い肺の病 の長野 の24 の女性に母親と妹の肺の一部を移植したものです。 病療チ〡ムによりますと肺の一部
を提供した母親と妹は医師や看護婦とお世話になりましたなどとあいさつをかわした後、父親につきそわれ笑顔で いて病室を後にしたということです。二人の肺活量は手術前
に比べるとそれぞれ20%近く減る見こみですが手術の傷が完全になおれば特に運動などの制限はないということです。今日退院した二人はコメンと 表しこの の48 の母
親は娘はこれからも病 との いが きますが家族みんなと一日一日大切に暮らしていきたいとしるしています。また、移植を受けた患者はおおむね順調に回復しほとんど一日
中人口呼吸器をはずして自立で呼吸できるようになりました。また、今日は5分ほどベッドの に足を下ろして座わることができたということです。)

半世紀に渡って日本の消費者をリ〡ドしてきた主婦連合 の新しい 館が東京四谷に完成しました。昭和23年に物価の値下げ運動などをきっかけに結成された主婦連合
はその後日本の消費者運動をリ〡ドし け今年で50周年を迎えます。 今日は新しい 館でひろうパ〡ティ〡が行われました。新しい主婦 館は地上9階、地下2階だてで
す。創立者で去年亡ったおくむめおさんやはたらく女性を支える運動を けてきた 史を招介するパネルコ〡ナ〡や同時通 による 際 議ができるホ〡ルなども備えていま
す。一方、地球にやさしい建物作りをテ〡マにして建材の一部にはリサイクルされたビ〡ル なども使われています。また、夕方からはオブチ 理大臣を始め多 の政界 係
者が出席して主婦連合 の創立50周年を祝う祝賀 が開かれました。 暖化防止 際 議が今アルゼンチンで開かれています。 議では先進 が二酸化炭素の削減
目標を達成できない場合に排出する 利を他の から買いとることができる制度についてル〡ル作りが進められています。しかし、無制限のとりひきを認めると の 策をお
ろそかにする が出てくる恐れがあることからNGOひ非政府機 は 門のスタッフをおくりこんで政府間のこうしょうを監視するとともに自らの意見を反影させようと活 な活動を
くりひろげています。
( 暖化防止 議の 場です。 議のあいまにNGOのメンバ〡が各 の政府代表団と個別に接触する姿があっちこちで見られます。ペル〡の政府 係者と議論している
のはドイツ人のウテコリア〡さんです。大 で環境せい策を えていましたが今年4月に世界最大の環境団体であるWWF世界自然保護ききんにスタッフとしてひきぬかれまし
た。WWFのチ〡ムは 場の中に設けた 用の部屋で 朝作 議を開いています。今回の 議では二酸化炭素の排出額をばいばいする排出けんとりひきについての交
をかんしして各 の政府に二酸化炭素を削減する努力をおろそかにしないようにはたらきかけるのが目標です。WWFはコリア〡さんの 問の知識に加えて政府間の交 の
容をすばやく分析する能力にきたいしています。これまでは政府間の 務レベルの非公式協議はひこうかいになっていましたが今回の 議からNGOもぼうちょうできるようにな

ったからです。 際 約の交 を行う 議ではいれいのことです。各 の理害が複 にからみ本根がぶつかりあう非公式協議をぼうちょうして交 の行えをみきわめます。午
後からはEUヨ〡ロッパ連合の代表団が聞いたNGOとのミ〡テイングに出席しました。代表団から交 の進みぐあいを聞く一方で自らの意見を直接ぶつけて政府の方針に反
影させるきちょうなきかいです。EUはNGOのためのこうした 合を 議の其間中に 回開いています。今度は人脈を生かしてイギリス環境省のスタッフをつかまえました。アメリカ
や日本のグル〡プが提案した排出けんとりひきのル〡ルについてEU側の反応をさぐるのがねらいです。この日NGOは合同で記者 見を開いて排出けん取引をめぐるアメリカ
などの提案を非判しました。 今回の 議にはおよそ2、000人のNGOのメンバ〡がきています。 NGOは 際交 の舞台でむしできない存在になってきています。)

次はスポ〡ツです。
(はい、 まず大相撲です。九州場所二日目、三場所連 21回目の優勝を狙うよこづな貴ノ花に早くも土がつきました。では貴ノ花がかいおうにやぶれた一番です。先場所に
いてかいおうにやぶれた貴ノ花。見てのとおりでしょう。何も言うことはないとふぜんとした表情でした。では中入後の勝敗です。サッカ〡のイタリアのいちぶチ〡ムペル〡ジャの

中田英 選手は8日のビチェンシャとの試合に出場し全得点にからむ活躍でチ〡ムに3勝目をもたらしました。日本代表の試合で一時 するなど 行日程が き先週のゲ
〡ムをけつ場した中田でしたが前 26分先制点につながるみごとなパスを見せます。最後はラパイチが決めてペル〡ジャがせんせいします。先週けつ場したことが結果的に
はよかったという中田、 けいかいな動きで積極的にシュ〡トもはなちます。同点においつかれたペル〡ジャは後半ペナルティキックのチャンス。 これを中田が落ちついてきめます。 
お試合ぶり通算4得点目はかちこしゴ〡ルになりました。更に後半30分中田がスピ〡ドをいかしてシュ〡トまでもちこみこぼれたボ〡ルをメッピがだめおしのゴ〡ル。中田の活躍
で快勝したペル〡ジャは通算成績を3勝3敗2ひきわけのごぶにもどしました。アマチユア野球のナンバ〡ワンピッッチャ〡大阪体育大 の上原浩治投手が巨人は日本のメジ
ャ〡な球団だと述べて巨人を逆指名することを今日正式に表明しました。巨人は今月20日のドラフト 議で上原投手を一位で指名する予定です。プロ野球よこはまの優勝を
ねがって地元に設けられたハマの大ま神社のさい 1、000万円余りが今日よこはま市のふくしだんたいに寄附されました。 この神社はよこはまの38年ぶりの優勝をねがって今
年9月よこはま の東口に地元の商店街がもうけました。しゅごしんささきかずひろ投手の右うでのぞうをかざっていてその名もハマの大ま神社。 多くのファンがおとずれゆうしょうき
ねんパレ〡ドが行われた今月3日までにあつまったさいせんは1、000万円余りにのぼりました。 そこで商店街ではこのさいせんをふくし団体にきふすることにしたもので今日たかひ
でひでのぶ市長にもくろくをてわたしました。 ハマの大ま神社のかいせつはよこはまが日本一になるまでの予定でしたがファンなどのようぼうもあって 年1月まで されることにな
りました。 スポ〡ツは以上です。)

ではニュ〡スセンタ〡に入っている今日この他のニュ〡スです。深刻な財政難に っている大阪府はあさってにもよこはま知事が今年度の赤子への 落はさけられなくなったこ
とを宣言する方針をかためました。大阪府は先月時点で今年度のぜいしゅうのみこみがとうしょより1、800億円余りも下回り、最大限の努力をしても400億円余りについてはざいげ
んの手あてがつかないとしています。全 の都道府 で赤子 落を宣言するのは大阪府が始めてです。
毒物などの混入事件が相次ぐ中で全 の警察本部長 議が開かれ警察 の 口長官は 民の不安をふっしょくするために事件のかい決に全力をあげるよう指示しました。 
また、 口長官は再 防止のため毒物のかんりなどについてとりあつかい業者などへのてきせつなしどうを行うとともにあらたなじけんにそなえて十分なそうさたいせいをととのえ毒
物のかんていやいりょきかんとのれんけいなどをてきかくに進めるようしじしました。
トンガの 王が女性とうでを組んでいる合成 がかってに作られて 光用のこうこくに使われ 王のしょうぞうけんが侵害されたとするトンガ政府の申したてについて大阪地
方裁判所は大阪のこうこく代理店に して証 をほぜんする手 きをとりましたが のねがなどは、 すでにはきされていました。 かんこうだいじんは 王はおきさきとでさえ人前
でうでを組むようなことはありえないのに合成 を作られトン家の文化が傷つけられたと話しています。
新党平和と公明が合流しておととい結成された公明党のかんざき代表やはまよつ代表だいこうらは各党のかんぶをたずね新党の結成に伴う新しい 行部のじんようなどを 明
しました。 このうち自民党の森幹事長とのかいだんではあらたな景 策について不況のしんこくな打 をうけている中小企業にたいするじゅうぶんな 策をもりこむべきだという
認識で一致しました。 かんざき代表らは自由党や社民党、共産党も訪問しました。
おととしオウムしんり の信者がけいし の警察官に暴行を加えたとしてこうむしっこうぼうがいの疑いでたいほされふきそになったことをめぐる裁判で東京地方裁判所は120万円
余りの損害ばいしょうを東京都に命じるはんけつをいいわたしました。 はんけつの中でおにざわ裁判長は警察官はしょくむ質問の際に信者を路じょうに押し倒りたうえ暴行をうけた
事 がないのにたいほしたもので違法だと述べました。

替と株の動きです。週明けの今日の東京外 かわせ市場はアメリカ経 の先行きに する樂 的な見方からドルが買われ円相場は値下がりしています。 午後5時時点
では先週末より1円36 円安ドル高の1ドル119円35 から38 でした。市場 係者はドル買いの動きは活 だが急げきに円安ドル高が進む 況ではないと話しています。 
ロンドン市場は現在119円51 から56 でとりひきされています。一方、東京株式市場はあらたについかされる景 策や企業の中間決算の 容などみぎわめたいとして積極
的な極り的いがてびかえられ 買平均株価は小幅な値動きでした。主要銘柄の平均株価今日のわりねは先週末のわりねより72円57 高い1万4、194円54 でした。

いて 象情報田口さんです。
(こんばんは。今日は全 的に かなよう になり東京の都心では最高 が25度の夏日になりました。しかし、これから冷たい空 が南下してきて明日はいってんして寒りょう
になりそうです。現在の雨の 況を見てみますと、ちょうど東北地方から山陰地方にかけての日本海側で雨の降っている所が多くなっています。これは寒冷前線に伴う雨で、 
この北側には冷たい空 が南下中です。午後3時の天 図です。今日は低 前線に向かって南から かな空 が入ってきて全 的に があがりました。この後の天
図の変化です。 この後東北地方にある低 は 達しながら東海上へと進みます。明日はせいこうとうていの冬方の はいちに変わってくる見込みです。そしてこの低
は 達する見込みでして全 的に北せいの風が まってくる見込みです。上空の寒 団の動きを見てみますと、ちょうど寒冷前線の北側に寒 がひかえています。前線が南
下するに って寒 の方も除々に南下する見込みです。今夜から明日の朝にかけては上空1、500メ〡トル附近で0度以下の寒 が北日本や東日本一体に がってきます。 
一部西日本にもかかってくる見込みです。特にマイナス6度以下のかかる北日本では雪のふる所が多くなりそうです。予想される天 分布です。今夜は日本海側を中心に雨
の所が多い見込みです。 明日の朝になりますと東北の北部から北の日本海側を中心に雪のふる所が多くなりそうです。そして明日の日中にかけても北海道の日本海側では
雪のふる所が多くなりそうです。しかし、日本海側の天 は明日の午後には天 は回復けい向にむかうでしょう。全 の明日の予報です。明日は東北地方の北部から北の日
本海側では雪でふぶく所がありそうです。東北地方の南部から山陰地方にかけての日本海側では午前中雨の降る所がありますが、午後から回復けい向です。太平洋側や
沖縄では晴れる所が多いでしょう。明日の朝の予想最低 です。北日本や日本海側では今朝より低い見込みです。その他は今朝と同じぐらいでしょう。最高 です。全
的に今日よりも低く、秋田と新がたでは今日よりも10度以上低くなる見込みです。全 的に北せいの風が まってくるでしょう。むこう一週間の天 です。北海道から 東地

方では今週は日本海側でしぐれる日が多くなりそうです。特に北海道や東北地方の北部では雪のふる日がありそうです。東海から西の地方です。各地とも晴れる日が多いで
すが明日からあさってにかけて の低い傾向が きそうです。 東こうしんえつ地方では今日は かなよう になりました。しかしこの時間は寒冷前線が新がた にまで南下
してきましてこの後ゆっり南下傾向です。そして、今夜から明日の朝にかけて冷たい空 が流れこんできて明日はいってんして寒くなってきそうです。 雨雲のようすを見てみますと
ちょうど新がた を中心に活 な雨雲がかかり始めています。新がた や長野 の北部ではかみなりを伴う雨の降るところがありそうです。しかし、この雨雲ですが 東の平野
部には影響はない見込みです。この後冷たい空 が流れこんできます。明日しょうごの予想される の分布ですが、じょうしんえつの山ぞいでは0度から5度の非常に冷めた
い濃いブル〡の所があります。そして 東地方でも20度を越える所はなくて明日は15度から20度の間の 色のくいきが がります。今日よりも5度以上 の低くなる所が多く
なりそうです。明日の最低 の予想からです。明日は今朝と同じか今朝よりも低い所が多いでしょう。そして日中の予想最高 です。今日よりも低くなります。東京や銚子で
は今日よりも8度低い でしょう。新がたでは今日よりも10度低い になる見込みです。各地の明日の天 です。明日は 東地方やこうしん地方の南部地方では晴れる
所が多いですが、 東地方の南部では夕方からくもり空にかわるでしょう。伊豆諸島の北部では一時雨が降りそうです。新がた では午前中は雨ですが次第に天 は回復
してくる見込みです。3時間ごとの天 です。 東地方の各都市では日中は晴れますが南部の地方では夕方からくもり空に変わります。しかし、天 のくずれはないでしょう。こう
しんえつの各地です。長野ではひるごろまでくもり空ですがその他日中は晴れそうです。

今夜お伝えした主なニュ〡スです。 社厚生法のてきをうけた中堅ス〡パ〡やオハンジァパンの商法違反事件で 岡 警察本部は元の社長ら3人を違法配当の疑いで逮
捕しました。 警察ではおよそ9億円の容疑事 の他にも5億円近くの違法配当を行っていたものとみて調べることにしています。政府は大規模なハリケイン災害にみまわれた中
央アメリカのホンンジュラスに災害援助やふっきゅう作業の自衛隊を派遣する方向で、外務省やぼうえい の職 らによる調査団が今夜現地に出 しました。中 溜孤
の人達の肉親探しは北九州市で行われた 面調査で新たに女性一人の身元がわかり去年中 から永主 していた母親と再 しました。今回の訪日調査で身元が判
明したのはあわせて二人となりました。いわゆる環境ホルモンについて厚生省の 討 はさっきゅうに 究する必要があるとする中間報告の案をまとめました。しかし、 校給食の
食器などに含まれる一部の物質については健康に重大な影響があるという証 は得られていないとする見解を示めしました。宇宙開 事業団がはっちゅうする事業をめぐって
代金を水 ししていたNECは水 しが5年間で23億円余りにのぼることを認めました。宇宙開 事業団はNECに水 しした額の返かんを求めることにしています。それでは
今晩これで失礼いたします。


	표제면
	<국문초록>
	Ⅰ. 序論
	Ⅱ. 放送語彙의 性格
	2.1 放送(Broadcasting)과 放送言語
	2.2 뉴스의 定義및 性格
	Ⅲ. 資料의 選定과 sampling
	3.1 資料의 選定
	3.2 sampling


	Ⅳ. 뉴스 語彙의 特徵
	4.1 日常語彙와의 比較
	4.2 雜誌語彙와의 比較
	4.2.1 品詞分類에 의한 比較
	4.2.2 上位頻度語에 의한 比較


	Ⅴ. KBS와 NHK뉴스 語彙의 比較考察
	5.1 品詞分類에 의한 比較
	5.1.1 名詞
	5.1.2 動詞
	5.1.3 形容詞
	5.1.4 副詞
	5.1.5 代名詞
	5.1.6 數詞
	5.1.7 接詞
	5.1.8 冠形詞〔連.詞〕
	5.1.9 感歎詞〔感動詞〕
	5.1.10 品詞別分布

	5.2 語數에 의한 比較
	5.3 語種에 의한 比較
	5.3.1 固有語
	5.3.2 漢字語
	5.3.3 外語
	5.3.4 混種語
	5.3.5 語種別分布


	Ⅵ. 結論
	參考文獻
	Abstract
	附錄

