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第1422回放送用語委員会（東京）2018年2月16日

放送における美化語の使い方について
～調査報告と意見交換～

「花」のことを「お花」，「褒美」のことを「ご褒美」
のように，主に「名詞」に敬語接頭辞の「お」や「ご」
を付けて「ものごとを美化して述べることば」を「美
化語」という。文部科学省文化審議会答申（2007
年2月）の「敬語の指針」では，敬語の5分類（「尊
敬語」「謙譲語Ⅰ」「謙譲語Ⅱ」「丁寧語」「美化語」）
の1つに位置づけられている。

これまで，NHKの放送，特にニュースでは，美
化語はなるべく使わないよう努めてきた。一方，世
の中の美化語の「お」「ご」は年々増加傾向にあり，
その傾向を反映し，最近では料理番組やゲストを
交えた情報番組などを中心にさまざまな美化語が
頻繁に使われるようになっている。しかし，放送で
美化語をどの程度使うかの判断は，それぞれの放
送現場に任されており，現場には戸惑いも多い。そ
こで用語班では，放送における美化語の運用の方
向性を見極めようと2017年夏，放送で使われてい
る美化語に関して，アナウンサーと視聴者双方の意
識を探るインタビュー調査を行った。

今回の放送用語委員会では，その調査報告を行
うとともに，放送における美化語の運用に関して，
用語委員から意見を聞くことにした。

議題　放送における美化語の使い方について
① 美化語に関するNHKの基準

NHKの放 送におけることばの使い方を示す
『NHKことばのハンドブック第2版』には，美化語
の「お」について，以下のような記述がある。

これまでNHKの放送，特にニュースの現場で
は，この考え方に基づき，美化語の「お」（「ご」）
はなるべく付けない，平明・簡素な放送を目指して
きた。

② 放送の中の美化語の変遷
戦前は，NHKの放送においても美化語が頻繁

に使われていたが，戦後の民主化の中，昭和27年
に「これからの敬語」（文部省）が示されたのとほ
ぼ同時期に，NHKも数回にわたって「お」の放送
の基準作りを検討した。昭和26 年の最終案では，

「物事をていねいに言うためにつける『お』は，放
送では省きうるものは，すべて省く」という原則が
掲げられ，180 項目について具体的な基準が示さ
れた（菅野謙・竹田スエ（1974））。しかしその後，
テレビの時代になると，敬語場面が複雑化し，基
準が実情に合わない面も出てきた。1 語 1 語決める
弊害も指摘され，現在は，前述の緩やかな基準を
踏まえて各現場で判断している。

③ 「放送の中の美化語」に関する先行研究
用語班による放送の中の美化語に関する調査

としては，これまで主に量的なアンケート調査に
よって，個別の美化語についての視聴者の意識や
ニュースの中の使用などについて傾向を探ってきた

（田中浩史・山下洋子（2009），塩田雄大・滝島雅
子（2013），塩田雄大・井上裕之・滝島雅子（2015）
など）。その結果，視聴者はアナウンサーが話すこ
とばとして，自分のふだんのことばづかいよりも，
美化語の「お」を使うことを期待していることや，
NHKのニュースにおいては，極めて抑制的に使わ
れていることなどが明らかになっている。

④ 今回の調査 1）

【調査の概要】
今回の調査では，ニュース以外の，伝え手にとっ

て比較的表現の自由度が高い番組での美化語の使
用を観察し，具体的な文脈や場面での美化語につ
いて，実際に美化語を発話するアナウンサーと，そ
れを受け止める視聴者双方の意識をインタビュー調
査で質的に探ることで，日本語のコミュニケーショ
ンにおける美化語の役割や放送メディアにおける
美化語の使用の方向性を探った。

物事を丁寧に言うために付ける「お」は，でき
るだけ省いたほうが，すっきりした表現になる。

（p.28）
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る美化語の使い方について意見を聞いた。
井上史雄委員からは以下の意見があった。「表

現の選択肢がいろいろあるが，（調査結果から）放
送では，視聴者にわかりやすく最終的には親しみ
やすいようなことばを選んでいるのではないかと感
じた。きょうの結果を見て，こうすべきであるという
ような結論は出せない。その場の選択に任せても
いいのではないか」。

清水義範委員からは以下の指摘があった。「「お」
の付けすぎはよくないのだろうが，原則は付けない
ようにということになっていても，実際には，話題
の軽さだとか視聴者に対する親しみやすさだとか，
男性か女性か，子ども向け番組か，などによって出
てきてしまうというのが現状だろう。原則は付けな
いのがいいが，やさしくしゃべろう，耳にあたりが
いいようにしゃべろうとするときに付いてしまうもの
は，いちいちとがめだてすることはできない」。

町田健委員は，美化語の地域差に触れ，「方言
では，美化語で「お」を付けるものはそんなにない。
京都と東京以外はあまり「お」を付けない。「肉」を

「お肉」と「お」を付けて言うことは，私自身，一生
のうちでないと思う。「お」は都会風だと思う」と指
摘したうえで，以下のように述べた。「「お」はなるべ
く付けないという，これまでのルールどおりがいい
のではないか。何らかの丁寧な，美しい表現を使お
うと思っている場合，特に女性は敬語を使うし，「～
させていただきます」「～したいと思います」などの日
本語が今は増える時代にあり，そのように長く言っ
て丁寧にする，美しくするというのを好む傾向にあ
るので，出演者が「お」を付けるのはかまわない。
しかしアナウンサーはなるべく付けてほしくない」。

荻野綱男委員からは，放送における敬語の難し
さを踏まえ，以下のような指摘があった。「基本的
に敬語とは，話し手から聞き手，あるいは話題の人
物に対してどう待遇するかというのを表現する手段
であり，「人」対「人」の関係である。話しことばで
は，目の前にいる人によく敬語を使う。書きことば
の場合は，例えば手紙では誰に向かって書くのか
がはっきりしているのでわかりやすいが，（放送のよ
うに）不特定多数に向かっている場では，敬語など
の待遇表現をどうするのかとても悩ましい。ニュー
スの場合であれば，アナウンサーから視聴者に向
かってのものになる。一方，今回のテーマの『あさ
イチ』のような番組では必ずしもそうではなく，アナ

調査は，情報番組『あさイチ』（NHK総合テレビ
（月～金）午前8時15分～ 9時54分放送）を対象
とし，まず，どのような美化語がどのような場面で
使われているのかを調べた。続いて，視聴した番
組の中から，美化語が使用されている場面を選び，
出演アナウンサー（7名）を対象に，美化語の使用
意識についてインタビューを行った（2017年6 ～ 7
月）。さらに視聴者側の印象についても，性別・年
齢別の6グループ（合計36名）へのグループインタ
ビューを行った（同年8月）。

【調査結果】
◆『あさイチ』の美化語の使用傾向

◆アナウンサーと視聴者へのインタビュー調査の結果

⑤ 意見交換
用語班から，上記の美化語に関する調査報告を

したうえで，まず外部の用語委員から，放送におけ

・1回の放送で平均44.1語，18.4種類の美化語
を使用している。「約2分に1語」の頻度（美
化語の平均語数／『あさイチ』放送時間1時
間39分）。

・「お」「ご」を付けるかどうかについて，場面
差・個人差・男女差があると思われる美化語
が多い。

例）お墓／墓，お皿／皿，お食事／食事など
・生活に関する場面（特に飲食関連）で多用さ

れている。
例）お味，お米，お刺身，お弁当など

・スタジオや中継先での会話場面に多い。

・アナウンサーは，番組の場面ごとに待遇意識
や美化意識，聞き取りやすさや「お」の付け
すぎへの配慮などさまざまな意識から，美化
語を使用したり控えたりしている。

・アナウンサーは待遇意識から美化語を使う傾
向が強く，視聴者は美化意識として受け止め
る傾向が強い。

・視聴者は，アナウンサーに「放送のことば」
として美化語を期待する一方，話し手の性質
や語によっては，「お」の付けすぎや「お」を
付けないことへの違和感を持つことがあり，
その意識は性別と強く結びついている。

・視聴者は美化語について，発話と画面表記は
分けて考える傾向がある。
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ウンサー同士で話している場合は，Aアナウンサー
からBアナウンサーに対して敬語を「使う／使わな
い」という話になり，それを視聴者は脇から見てい
ることになる。ナレーションでは，リポーターが視
聴者に向かって伝えているような形になる。それぞ
れ人間関係が違い，VTR部分とスタジオ部分でも
伝える対象が異なるので，それぞれで使うことばが
異なるのは当然だ。1対1のときに敬語をどう使う
かは意識できるところだが，放送の場合は視聴者
が不特定多数で，お年寄りから子どもまでいろいろ
な人がいる。どういう視聴者像を描くかはひとこと
では言えない。「お」を「付ける／付けない」の問題
も，本来は誰が相手かによってどうするのか，その
場に誰がいるのかなども関係するだろう。そういう
ルールを切り離して，テレビの中で使いましょうか，
使わないようにしましょうかというのでは，条件が足
りない。もっといろいろ考慮しないと使い方を決め
られないという問題だと思う」。

笹原宏之委員からは以下の指摘があった。「「肉」
と言うよりも「お肉」のほうがおいしく感じる，とい
う感覚も選択のための因子となって，「お肉」が選ば
れる。一方で女性の体型のことを言う場面では「下
半身に肉が」ではなく「お肉が」とすると，たちまち
皮肉になってしまう。もともと「お」を付けるか付け
ないかは，さまざまな因子が複合して決まっていく
ものだが，単語ごと，場面ごと，相手ごとに入り組
んでいることがわかる。調査の結果，視聴者の受
け止め方にも個人差があることがわかった。1つの
テクニックとしては，「お」や「ご」が付きやすい語
が並ぶ場合には，例えば3つ連続で出てくるような
場合には，おかしくない程度に適宜はずしていくな
ど，そういうことが臨機応変に行われると，伝えた
い情報を違和感なく伝えるということが実現するの
ではないか」。また，「腹部」を「腹」と言うか「おな
か」と言うかについては，以下のように述べた。「前
から放送を見るたびに気になっていたことだが，「は
ら」は現代においてはややぞんざいに感じられるの
ではないか。中立の語感をこえぶっきらぼうに響く
ことがある。ニュースでさえも，「女性が腹を刺さ
れ」と言われると少し気になる。ただ「腹部を刺さ
れ」ではなく「おなかを刺され」と言われたら，それ
もしっくりくるわけではない。「花に水をやる」が「あ
げる」に変わってきたことと似ている」。

青木奈緒委員からは，「「お弁当」ということば1

つとっても「コンビニでどれぐらいの弁当が廃棄され
ているか」などの話題であれば，「お」を付けたら変
だろう。幼稚園の子どもの「お弁当」であれば，「お」
を付けるだろう。話す人によっても違う。基準は作
れないだろう。考えてみると，昔は「お」をいくつも
付けた。「おみおつけ」や「おみおび」などのことば
もあったが，今は使う人はほぼいない。そう考え
ると，抜けるものは抜けていく。どちらかというと
今は，余分なものに余計に付ける流れなのだろう。
NHKとしては必要以上に付けなくても，聞いてい
て丁寧に受け取れる表現を選ぶようにしていただき
たい」という意見が出された。

また，美化語の画面上の表記については笹原委
員から，「音声では「お」や「ご」が付いていても，
字幕にするときにはそれを省くことはあってもよい。
それがむしろ情報を伝えやすくすることがある。「お」
や「ご」が付いていない単語がそのまま目に飛び込
んでくるほうが，意味は伝わりやすいことがある。
一般には手紙のように書きことばのほうが丁寧にな
る。字幕の場合は限られた字数で，視聴者に瞬時
に理解してもらうために，適宜「お」や「ご」を省略
するのは効果的な表現ではないか」という意見も
出された。

続いて，現場の声として，部内委員から意見を
聞いた。まず，アナウンスの委員からは，「マジョリ
ティー（世の中の多数派）にどう受け止められるの
かということを意識して教えたり，後輩に伝えたり
している。しかし，そういったものが時代によって
も違ってくるので悩ましい。日々格闘していくしかな
いのかなと思いながらやっている」と，伝え手として
の日々の苦労が語られた。

また，その他の現場の委員からは「視聴者から
100%支持を得られなくても，マジョリティーに対し
て違和感のない表現を考えていけばいいのではな
いか」（考査），「現場としてはきちんとメッセージが
伝わることがいちばんだ。視聴者に違和感を持た
れると，番組のメッセージも伝わらなくなってしまう
ので，気をつけなければいけない」（制作），「一方
的にカメラに語りかける場合と，掛け合いでやりと
りしている場合とで，また違ってくる。視聴者に不
快感，違和感を与えてはいけないというのが大前提
で，そこでどうすべきなのかということを考えること
が大事だ」（編成），「音声表現だけで伝えるラジオ
の場合，ことばの選び方に違和感があるとすぐに
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問い合わせが来る。ケースバイケースで，ニュース
リードやディスクジョッキー，アンカーなど，その場
その場で違和感のない適切な表現を選んでいくこと
になるのだろう」（ラジオセンター）など，視聴者に
違和感を与えない表現を工夫することの重要性が指
摘された。しかし「腹を刺される」という表現に関
しては，「それに代わるよい表現が見つからない」と
いう問題も指摘された。

さらに「番組のコメントだと美化語は使わない。
一方で，中継の場合やトークの場合は，話しこと
ばに代えてやわらかく表現するので美化語も使う。
ケースバイケースで，いろいろな場面がある」（広
報），「スタジオトークや中継などでは「お」「ご」を付
けてもおかしく感じられないが，ナレーションのと
きは「お」や「ご」を使うのは，使い方が違うように
感じる」（知財センター），「ニュースの現場では美化
語は基本的に使わないが，ニュースでも情報番組で
も，伝える内容やシチュエーションが違うと視聴者
の受け止め方も変わってくる。制作者としては，視
聴者に違和感なく，かつ情報が正しく伝わるという
ことを念頭に置きながら，その場その場で判断して
いくしかないと思う」（首都圏）など，それぞれの放
送場面にふさわしい使い方を考える必要性について
の意見も目立った。一方で，「付けすぎないようにす
ることをいちばんに心がけるべきだ」「美化語はあま
り使わないほうがいい」など，「お」の付けすぎに留
意すべきという意見もあった。
「男女差」の問題については，視聴者部から，「男

女差の違和感に関する調査結果が気になった。あ
まりここに引きずられるのは，これから東京オリン
ピックを控える中で，よくないのではないか。一般
の出演者が個人のチョイスで「お」や「ご」を付けた
り付けなかったりということはあると思うが，アナウ
ンサーなどの職員の立場の人が放送で話す場合は，
基本的に付けないスタンダードなスタイルを保つの
が望ましいのではないか。視聴者からのご意見は
承ったうえで，NHKとしてのスタンダードをこれから
もしっかり持っておくほうが，理解が得られるので
はないか」という意見が出されたほか，「番組では
美化語を必要以上には使わないが，自分が女性で
あることを意識してことばを選ぶこともある」「男女
差を細かく厳密につきつめていくと，制作者も視聴
者も違和感を抱いてしまうことになるのではないか」

「ジェンダーフリーの立場から，保守的な考えに合わ

せることに抵抗感を覚える世代もいる」などの意見
も出された。

最後に「美化語の画面上の表記」については，
「画面で文字を追うのは難しいので，（「お」を付け
ずに）コンパクトに伝える必要がある」「画面表記で
は，文字数を極力少なくしようとしている。コメント
と文字がずれても当然のこと。聞きやすさと画面表
記が違うこともある。「およそ」と言っているものを，
画面では「約」を使う。このようなダブルスタンダー
ドがあってもいいし，あったほうがわかりやすい」
などの意見が出され，画面上は美化語の「お」「ご」
はなくてもよいという意見が大半を占めた。

今回は，放送における美化語の運用に関して，
専門的な立場と放送現場の双方から幅広く意見を聞
くことができた。美化語の問題は複雑で，基準を単
純に決めることはできないが，美化語に関するさま
ざまな問題や考え方を放送現場で共有していくこと
が，違和感のない，場面に即した美化語の運用に
つながると考える。用語班としては引き続き，個別
の語について使用傾向をつかむとともに，男女差の
問題などについては今後も議論を重ねていきたい。

　　滝島雅子（たきしま まさこ）

注：
 1） 本調査の詳細は，滝島雅子（2018）「放送におけ

る美化語の意識調査～視聴者とアナウンサーの
双方へのインタビュー調査から～」（『放送研究
と調査』68-1）を参照のこと。　
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