
第1415回放送用語委員会に引き続き，放送用語
班が2015年以降に行った世論調査の中から調査
結果を報告した。今回は「動物を展示する」という
表現についてである。

また，現在，放送用語班では『NHK日本語発
音アクセント新辞典』（以下，『アクセント新辞典』）
に示されている各アクセント・発音の音声収録作業
を行っている。現在，作業途中ではあるが，どの
ような作業を行っているのかを報告した。

●「動物を展示する」はおかしいか？
①調査の概要と調査実施の理由

2015年3月に実施した調査の中から報告する。
調査の概要は次のとおり。

　

2017年5月，上野動物園では，パンダの「シンシ
ン」を一般に見せるのを取りやめたことを発表した。

東京都のウェブサイトには上野動物園の報道発
表として，次のように掲載された 1）。

5月25日からジャイアントパンダ「シンシン」の
展示中止及び近況について（5月23日現在）
（略）平成29年5月25日（木曜）から展示を中止

することとしましたのでお知らせいたします。
1.	展示を中止する動物

ジャイアントパンダ　シンシン（メス）
（2005年7月3日　中国・臥龍保護センター生まれ）
※オスの「リーリー」は通常どおり終日展示します。

（「展示」の強調は筆者注記）

このように，動物園で動物を見せることを，「動
物の展示」「動物を展示する」と表現することがあ
る。この表現について調査をした。

調　査　日：	 2015年3月6日～15日
調 査 対 象：	 全国満20歳以上の男女4,000人
抽 出 方 法：	 層化副次（三段）無作為抽出法
調査有効数（率）：1,192人（29.8%）

一般に，「展示」は美術品などの品物を見せるこ
とという意味で使われる。たとえば，『新明解国語
辞典第7版』（三省堂・2012）には次のように説明さ
れている。

展示：作品・資料・模型・商品などを一定の方針
に従って陳列し，一般の参考に供するこ
と。「～会・～品・～物」

　
「展示」を動物のような生き物に使うことがおかし

いと感じられるためか，放送現場からの問い合わ
せも増えている。この表現について実際には，どの
ように感じられているのかを調べる必要があると考
え，調査を行った。

② NHKでの扱い方
動物を一般に見せることを伝えるために，どうい

う表現を使うべきか，NHKで決めたことはない。
ニュースでは「公開」という表現を使うことが多

い。

2017.6.17 の NHK ニュース
動物園ではシンシンと赤ちゃんは産室と呼ばれる
部屋の中で過ごしていて，父親のリーリーだけが
公開されています。

また，その動物が初めて見られるようになる，と
いうことを伝える場合には，「お目見え」「お披露目」
などの表現が使われることもある。

2015.7.23 の NHK ニュース
またゾウは，繁殖に適した組み合わせとして，メ
ス3頭とオス1頭の合わせて4頭になる予定で，3
年後の秋ごろには◯◯動物園にゾウがお目見え
することになりました。

このほか，「飼育」「見学」などの表現が使われ
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ることもある。一方で，「展示」が使われることも
ある。各拠点局で行われる放送用語委員会の議題
として取り上げたニュースやリポートに，動物に「展
示」を使った表現が出てくることがある。

第1367回放送用語委員会（2013.2.8名古屋開
催）の席上では次のような指摘があった。

また，第1387回放送用語委員会（2015.1.30，
仙台開催）でも，同じような指摘があった。

新聞社・通信社のハンドブックでは，動物の展示
などの表現について注意したものは見当たらない。
実際の新聞などの記事では，NHKと同じように「公
開」を中心に，「展示」という表現も使われることが
ある。

③調査の結果
Q.テレビやラジオで動物の話題を伝える文につい

て，おかしいと思う表現はどれですか？	おかし
いと思うものをいくつでもお答えください。（M.A.）

○○動物園で生まれたジャイアントパンダの赤
ちゃんは，あしたから

展示されます	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73%
公開されます	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17
見ることができます	 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 15
おかしいと思う表現はこの中にはない	‥‥ 8
わからない	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1

調査では，「おかしいと思う」表現を聞いた。答え
は1つではなく，回答表におかしいと思う表現があ
れば，いくつでもいいので答えてもらう調査である。
「展示されます」が73%と多い。「公開されます」

「見ることができます」はそれぞれ20%以下である。
こうした結果は，年代別に見ても変わらない（図）。

前に述べたように，「展示」は，品物を見せるよう
な場合に使われることが多い。この調査の結果は，
動物，特にパンダのように親しみのある動物に「展
示」を使うことに違和感が持たれた結果だろうか。

このように動物に「展示」を使うことに違和感を
持つ人が多い中で，では，なぜ，「展示」が動物に
使われることがあるのだろうか。動物園の設置基
準が示されている「公立博物館の設置及び運営に
関する基準」には，動物園に必要な施設や設備の
説明の中に，「動物飼育展示施設」とある。なお，
同じ基準には動物園の説明として「自然系博物館
のうち，生きた動物を扱う博物館で，その飼育す
る動物が65種以上のものをいう」とあり，ここで
は「動物を展示する」などの表現は使われていない

（原文の数字は漢数字）。

「108種類の動物を飼育，展示している◯◯動物園
は，雪が降る季節は，屋外での展示が難しくなる
ため，閉園になります。」

「冬でも観察できる動物を展示する…」

　「展示」は普通，作品・資料・模型・商品などモ
ノを見せるときに使うことばだが，動物園や水族館
の専門用語として，最近では生き物を見せる場合も
使われるようになった。ただ，こうした「展示」の
使い方はまだ新しく，視聴者の中には違和感を持つ
人もいる。「展示」を使わざるを得ない場面以外は，
なるべくなじみのあることば（「公開」など）に言いか
える工夫をするとよい。

（滝島雅子2015）

「きょうの午後，展示施設から（サルが）逃げ出し
ました。」

　「展示施設」ということばは，動物園の用語とし
て最近よく使われるようになりました。ただ，「展示」
ということばは，品物や作品など無生物に使われる
ことが多いため，放送で，動物に使うと違和感を持
つ人も少なくありません。ここでは，「サル山から逃
げ出しました」「サルのおりから逃げ出しました」な
どの言いかえもできそうです。
　なお，委員からは，「施設」だけでは通じにくく，「展
示」を使わざるを得ない場合もある，という意見も
ありました。

（放送用語委員会速報・部内資料）

図　「展示」「公開」「見ることができる」
　　おかしい表現（年代別）
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このほか，「動物の愛護及び管理に関する法律」
には，いわゆる猫カフェなどの営業についての規
定があるが，その文言に「特定成猫の展示を行う
場合にあっては，営業時間及び第8条第4号に規
定する特定成猫の展示時間」といった表現が見ら
れる。また，この法律では「展示」を「動物との触
れ合いの機会の提供を含む」と説明している（原文
の数字は漢数字）。

このように法律のことばとしては，動物園あるい
は動物と，「展示」が結びついて使われることがあ
る。また，動物園をはじめとする博物館の専門用
語として「静止展示」「動態展示」あるいは「形態
展示」「行動展示」などといったことばが使われる
ことがある。北海道の旭山動物園は，動物の動き
に合わせた新たな施設を作り，人気を呼んだ。旭
山動物園については，番組にも取り上げられてい
る。こうしたことで「動物」と「展示」の結びつき
が一般化し，ニュースなどでも使われるようになっ
たということも考えられそうだ。

なお，ニュースで使われることの多い「公開」を
おかしいと考える人は，17%である。「展示」に比
べると少ないが，「公開」がおかしいと思う人も一定
数いる。放送で表現を選ぶ場合には，同じことば
ばかりを使うのではなく，いくつかの表現を用意し
て使うことも必要だということだろう。また，こと
ばを選ぶ場合には漢語ではなく，和語に言いかえ
るなどの工夫をしてもいいだろう。

④ 意見
第1415回の放送用語委員会で話し合った「（動

物が）死亡する／亡くなる」では，動物の死を表現
する語彙がない，つまり「日本語の語彙体系のあ
き間」が指摘された。今回も第1415回放送用語委
員会同様，動物園で動物を見せる場合に使う適切
な語がないという点が問題である，という指摘が
各委員からあった。
「展示」「展示する」という語の使用については，

この表現には違和感があるとしつつ，ほかに言い
方がなく，使わざるを得ないのではないかという意
見が多く聞かれた。具体的には，動物園の専門用
語であるとはいえ，一般語としても使われる語であ
り，なにより言いかえる語が見当たらない。「展示
する」は「展示」という名詞があり，「展示施設」な
どの複合名詞も作ることができる。しかし，「見せ

る」では，それができない。新たなことばを作るか，
動物園で専門語としても使われ，一般語としても使
われる「展示」「展示する」を使うしかないのでは
ないかという意見である。
「公開」については，「初めて見せる」というニュ

アンスになってしまい，適さない場合があるという
指摘があった。

動物園は動物を見せることをテーマにした施設で
あり，動物を見せ物にしているという後ろめたさが，
ことば選びにも影響しているのではないかという指
摘もあった。「動物を展示する」には違和感がある
が，一方で，これが「熱帯魚を展示する」であれば，
さほど違和感がない。対象になる動物によってこと
ばを選んでおり，親しみのある動物ほど，なまなま
しい表現を使いたくないということだろう。動物園
の役割を考えれば，「展示」であり，この表現を避
けることはできないのではないかという意味である。

また，調査の結果については，「公開」がおかし
いという人も17%と，抵抗感を持つ人がまったくい
ないわけではない。摩擦の少ないことばで伝えるの
がニュースだと考えれば，いろいろな表現をちりば
めて，全体として状況を理解してもらうというのが，
考えられる選択なのではないかという意見もあった。

●『アクセント新辞典』音声収録
現在，放送用語班で行っている『アクセント新

辞典』の音声収録について報告をした。
以下に，報告内容を簡単にまとめる。
現在，放送用語班では，『アクセント新辞典』本

編pp.1～ 1484に掲載されている発音・アクセント
の音声収録を行っている。

録音している項目・アクセント型は次のとおりで
ある。

収録対象項目数・アクセント型数

『アクセント新辞典』本編の語数（項目数）
→約7万 5,000項目

全アクセント型数→10万 5,497 型

見出し語のアクセント 8万8,826型

活用形（動詞・形容詞）のアクセント 8,368型

助詞つきアクセント 8,214型
用例や補助情報として示されている
アクセント 89型
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こうした項目・アクセント型の中には，同音・同
アクセントの語がある。今回の録音では，同じ語
を何回も録音することはせず，1つだけを録音し，
同音・同アクセントの語の音声としても使うことに
した。

例：「カ＼イ」は「貝，下位，会，回，戒，階，
歌意，怪」などの同音の立項があるが，録音
は「貝」に代表させて行う。その録音を「貝」
以外の「カ＼イ」のアクセントを持つ単語の
音声とする。

また，『アクセント新辞典』では形容詞について，
2とおりのアクセントが考えられる語に★マークをつ
けて注意喚起をしている。

こうした語については，2とおりの発音を収録し
ている。

例：
うまい《×上手，旨，甘》ウマ＼イ

★	ウマ＼イ，ウ＼マカッタ，ウ＼マク，
　	 ウ＼マクテ，ウ＼マケレバ

ここに示したアクセント以外に，次のアクセント
も録音する。

ウマ＼カッタ，ウマ＼ク，ウマ＼クテ 2），
ウマ＼ケレバ

このほか，各アクセント型に助詞がついた形も収
録している。

1拍，2拍の語は，すべての語に助詞つきの発音
を収録し，3拍以上の語については，尾高型のアク
セントを持つ語に助詞つきの発音を収録している。
つける助詞は「を」とした（地名の場合は「に」）。

例：	間　マ￣	 間を　マオ￣
	 前　マ＼エ	 前を　マ＼エオ
	 あいこ	 アイコ￣	 あいこを	 アイコオ￣
	 	 アイコ＼	 	 アイコ＼オ
	 伊豆［地名］　イズ￣	 伊豆に　イズニ￣

今回の収録は，NHK放送技術研究所（以下，
技研）ヒューマンインターフェース研究部の協力のも
と，技研の地下スタジオを使い，行っている。

音声は，NHKアナウンサー（OBも含む）である
伊藤健三氏，梅津正樹氏，大沼ひろみ氏，末田正
雄氏（五十音順）が担当している。行ごとに担当ア
ナウンサーを決めて収録をすすめている。

「ラ行」が残っており，担当は決まっていない。
なお，録音した音声を人工的に加工して，声の

高さや速さなどを調整するということは行わない。
2017年度内で本編の収録を終え，続けて，付

録部分の数詞・助数詞の発音・アクセントも収録
する予定である。

収録した音声は，NHK局内で使っているデータ
ベースで活用することを目標としている。

一般公開については，スマートフォン向けアプリ
や電子辞書などが考えられるが，いつ，どのよう
な形で公開できるかは今のところ未定である。

							山下洋子（やました ようこ）

注：
	 1）	東京都 2017 年（平成 29 年）5 月 23 日報道発表

資料「恩賜上野動物園情報」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/
press/2017/05/23/03.html

	 2）	「ク」とあるのは「ク」の母音が無声化すること
を示している。くわしくは『アクセント新辞典』

「この辞典の決まり」p.（16）参照のこと。
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伊藤健三氏 マ行

大沼ひろみ氏 ア行，ヤ行（予定）

梅津正樹氏 タ行，ナ行，ハ行

末田正雄氏 カ行，サ行
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