第1437 回放送用語委員会（東京）2019 年 9月6日

用語の決定と意見交換

第 1437 回放 送用語 委員会（2019 年 9月6日）で
は，下記の議題を取り上げ，「用語の決定」と意見
交換を行った。
議題Ⅰ：気温・水温の言い方について
（［○ド○ブ］
［○テン○ド］について）
議題Ⅱ：
「障害」の表記について

議題Ⅰ

気温・水温の言い方について

次のとおり，決定した。
気温・水温の言い方
「○度○分」
（［○ド○ブ］
）
，
「○.○度」
（
［○テン○
ド］
）
，どちらの言い方も認める。
なお，体温の言い方については，これまでどおり
「○度○分」
（［〇ド〇ブ］
）とする。

決定理由
これまで，NHK の放送では気温・水温を［○ド
○ブ］で読み，
［○テン○ド］とは読まないことにし
ていた。しかし，一般では［〇ド〇ブ］
［○テン○
ド］，どちらも使われている。また，NHK で行った
調査の結果，［〇テン〇ド］の言い方のほうが多く
使われており，放送でもそのように読んだほうがよ
いと考える人が多いことがわかった。
こうしたことから，放送で使う気温・水温の言い
方として［〇ド〇ブ］のほか，
［〇テン〇ド］と言って
もよいことにする。
なお，委員会では，体温についても，気温・水
温と同様に［〇テン〇ド］の言い方を認めてはどう
かという意見が出た。しかし，今回，参考とした
調査では体温の言い方については聞いておらず，変
更の根拠となる資料もない。そこで体温の言い方に
ついては今後，引き続き調査・検討を行うこととし，
今回は従来どおりの［○ド○ブ］のみにとどめるこ
とにした。
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参考
・これまでの決まりと検討
「放送用語並びに発音改善委員会」
（現在の「放
送用語委員会」）が作られ，放送用語についての検
討を行うようになった 1934 年以来，NHK（当時は
社団法人日本放送協会）の気象情報で使う気温は
［〇ド〇ブ］を主に使用してきた。
なお，放送用語としての気温の言い方の変遷お
よび，第 1434 回放送用語委員会での意見交換の
内容は本誌 2019 年 6月号（pp.88 ～ 91）にまとめ
た。
・調査結果
NHK では，気温の言い方について，これまで 3
回の調査を行っている。それぞれの調査で「23ド 6
ブ」
「23 テン6ド」どちらの言い方をするのかを聞い
た。2000 年，2011年の調査では自分で言う場合，
2019 年の調査では自分で言う場合に加えて，放送
で使う言い方としてどちらの表現がいいと考えるか
を聞いた。
「自分で言う場合」
（以下，【自分】）の結果を3 つ
の調査で比較する（図 1）。

図 1 調査結果【自分】
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2000 年，2011年の調査では「23ド 6 ブ」が多い
という結果だったが，2019 年の調査で「23 テン 6
ド」が「23ド 6 ブ」を逆転する結果になった。
2019 年調査では，
「放送で使う場合」
（以下【放
送】）はどちらの言い方を使うとよいと考えるかを
聞いた。
【自分】とほとんど違いがない結果だった
（図 2）。
図 2 2019 年調査結果
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なお，このほか調査 結果の分析は，本誌 2019
年 11月号に掲載した。

意見
各委員からは異論はなく，提案どおり承認された。
しかし，今回の提案において「体温」の言い方
を除いていることについて，気温・水温と体温を
区別する理由があるのか疑問だという意見が出た。
気温に限らず，体温についても「36テン 5ド」が使
われているのではないかという意見である。
今回，決定の参考とした調査は，「気温」につい
て聞いたものである。また，同じ温度を言うことば
だとしても「気温」と「体温」とでは慣用が異なるこ
ともある。事務局としては，この調査をもって「体
温」も含めて［〇テン〇ド］とすることはできないと
考え，「体温」については今後も調査・検討してい
くことを説明し，承認された。
例えば，女性の基礎体温では，「36.59」など小
数点以下第 2 位まで示す。こうした体温の言い方も
合わせて今後，検討していく。

議題Ⅱ 「障害」の表記について
議題Ⅱでは，2020 年にパラリンピックの東京開
催を控え，
「障害」の表記（「障害」
「障がい」
「障碍」）
について改めて検討をした。
事務局側から以下の報告をした。

（2）障害表記をめぐる過去の検討経緯
2010 年に，文化庁で常用漢字表への「碍」の採
択が検討された。また，同時期，内閣府の「障が
い者制度改革推進会議」で，障害者団体や関係者
が多く出席して，障害表記について意見交換が行
われた。結果として，推進会議で統一表記は決定
されず，常用漢字表への「碍」の採択も見送られた。

各方面の表記の現況
（1）障害者団体の意見
「障害」の表記について，障害の種別の異なる障
害者団体を中心に聞き取りを実施した（計 8 団体。
国の委員会のメンバーであるなど，一定の代表性
を有していることや，傘下に団体を多く持つ上部団
体であること，あるいはさまざまな意見が反映され
るようにすることなどを考慮して選んだ）。その結
果，
「害」の積極的使用，消極的使用，あるいは，
ひらがなと漢字で熟語を表記する交ぜ書きの否定，
「碍」の使用を国へ要望，など，意見や対応は多様
であった。
【8 団体（a ～ h）の意見】
「障害」を積極的に使用している団体（2 団体）
a 障害は社会のバリアで生じるもの（＝後述の
「社会モデル」の考え方）なので，
「障害」のま
まで変える必要はない。
b「障害」を見直す必要はない。ひらがなの「が
い」も，漢字の「障」や「碍」も，マイナスイメー
ジがある。表記だけの見直しは障害者の課題
が見えなくなるおそれがある。
統一見解は出していないが，ふだんは「障害」を
使用している団体（4 団体）
c 答えが出ない問題で，統一はしていないが，
ふだんは「障害」を使用している。国全体の
▼

【自分】

43%

（1）障害表記に関する最近の動き
2018 年，パラリンピックを前に衆参両院の委員
会で，「障害」の「害」の表記について，“（政府は）
障害者の意向を踏まえて，「碍」の字の常用漢字表
への追加の可否を含め，所要の検討を行うべき”
という決議がなされた。また，これを受けて，文
化庁文化審議会国語分科会では，国語課題小委
員会において常用漢字表への「碍」の字の追加の
可否に関する検討を開始した。

▼

【放送】

問題の経緯
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▼

考え方が出ればそれに従うだろう。
d 議論はしていない。ふだんは「害」を使用。文
字が見えないので漢字表記の違いがわかりに
くい。表記より中身を重視。
e 国にならって「障害」を使用している。
「害」に
積極的な賛成はないが，
「碍」はわかりにくい
ので，それよりは「害」がよい。
f 通常は「害」を使用している。ただ，傘下の団
体に対して統一はしていない。
ふだんは「障害」を使用しているが，
「碍」の使用
などを国へ要望している団体（2 団体）
g 会としては「害」を使用しているが，
「碍」の常
用漢字表採用と使用を国に要望。
「精神分裂
病」は「統合失調症」に変更されてイメージが
改善しており，名称変更は重視している。精神
障害者は「自傷他害（自殺するなど自分を傷つ
けたり，他人に危害を与えたりすること）のお
それ」という差別・偏見と闘っており，
「害」の
イメージを払拭したい。
h 会としては「害」を使用しているが，
「碍」を使
える環境を作るため，
「碍」の常用漢字表採用
を国に要望。
「害」を不快に思う人に配慮でき，
障害者権利条約の「社会モデル」の理解に役
に立つというメリットがある。

※上記のほか，複数の団体から出された主な意見
○「当事者の意見を重視してほしい」… 障害者
権 利条 約（日本は 2007 年に署名）の考え方
“Nothing About Us Without Us（私たちのこ
とを，私たち抜きに決めないで）”を反映。
○「医学モデル」から「社会モデル」への移行を
重視。
・医学モデル…障害は病気や外傷等から生じ
る個人の問題であり，医療を必要とするもの
であるという，従来の捉え方。
・社会モデル…障害は主に社会によって作ら
れた障害者の社会への統合の問題であると
いう捉え方で，障害者権利条約にも反映さ
れている。
○「国が表記を決めない限り意見はまとまらない」
（2）マスコミ各社の状況
○大手新聞社・通信社はみな「障害」を使用（た
だし固有名は別扱い）。
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○テレビ局は「障害」を使う社と，
「障害」を基本
としつつ福祉に関する一部の番組では「障がい」
を使う社がある。
○スポーツ紙の中には「障がい」を使う社がある。
（3）自治体その他の状況
○「障害」を「障がい」に改めている都道府県お
よび政令指定都市（内閣府調査 2014 年現在）
…67の都道府県・政令指定都市のうち，23 自治
体が行政文書の表記を「障がい」に変更
○宝塚市が「碍」を使用（2019 年 4月1日から）
市の公文書 「障がい者」→「障碍（がい）者」
「障がいのある方」→「障碍（がい）のある方」
○東京都 「障害」を使用（2019 年 8月現在）
○日本障がい者スポーツ協会
2014 年に「日本障害者スポーツ協会」から上記
のように（「障がい」に）表記を変更

意見
報告のあと，出席した放送用語委員（外部識者）
から表記に関する意見が出された。
○「障碍」は仏教語では「しょうげ」と読み，
「修
行の妨げになるもの」という意味があるため，本
当にふさわしいのか心配。交ぜ書きの「障がい」
は，一般に交ぜ書きは読み取りにくいという問
題がある。また，障害という語は意味の範囲が
広いので，例えば「自分の胃腸に障害がある」な
どというときにも「障がい」と表記すべきなのか，
といったような，適用範囲の問題が常に懸念材
料になる。
「障害」
「障がい」
「障碍」の 3 つの表
記のいずれも，一定の割合で違和感を持つ人が
いるので，放送では現状を変えるのは早いので
はないか。よく変化の状況などを踏まえる段階
にあるだろう。
○「障がい」は，漢字のあとにひらがなが 2 つ来て，
見にくいし美しくない。
「害」を，ひらがなで書こ
うが漢字で書こうが，悪い意味であることに変わ
りはなく，
「悪い意味のことばを使うな」となれ
ば言語は成立しなくなる。
「障碍」は，
「碍」の字
が少々難しい。結論として，今の「障害」でよい
のではないか。
○ 表 記に関 する世 論 調 査をNHK で す でに 2 回
やっているが，そこからは，歳をとってからでも
新しい表記を採用する人がいる，つまり，交ぜ

書きも認める人が多くなっていることがわかる。
また，障害の表記に対する障害者団体の意見の
温度差は，さまざまな障害の程度の認知のされ
方に関係があるように思う。
○「害」は，確かに悪い意味もあるが，
「障害」は最
も普通に使われ，多くの団体でも使われているの
で，原則は「障害」でよいだろう。
「碍」は認知度
が低くて読めない人がいる。ただし，障害がある
人たちが，差別的な「害」という字が当てはめら
れたことで不快な思いをするかもしれない，
という
ことを鑑み，確かに見にくいが，
「障がい」と表記
する方法がありうる。それは，
「障がい者」とか，
「障がいのある人」など，特に人を表す場合にの
み使ってもよいというルールにしておくのがふさわ
しいのではないか。そうしたルールにしておくと，
みなが気を遣って，交ぜ書きのケースが増えると
想像がつくが，それはそれでもよいだろう。
○ことばは，社会の中で使われているうちに意味
が変わってくる。使われる文脈も変わるが，それ
に伴って意味も変わってくる。
「障害」も，今，社
会でどう使われ，どう意識されているのか，実態
を把握する必要がある。NHKの過去の調査は
たいへん貴重。別にその実態のとおりにしろとい
う意味ではなく，根拠の一つは社会での使われ
方，意識のされ方にあると思うので，調査をする
ことで，どうすべきかがある程度うかがえてくるだ
ろう。こうした問題は，一般の言語変化などより
も少し速いペースで動くと思うので，5 年，10 年
すると，意識が変わることはあるのではないか。
○メディアの人たちは，この問題が何年も前からよ
く取り上げられていて，大きなテーマだと知って
いるが，一般の国民にはあまり知られていないの
ではないか。そんな中で使い方を変えるとすれ
ば，よほどの利点があるケースだと思うが，資料
や調査からは，どの使い方にも不安点がある。
これまでの，ほかのことば・表現を変えるときと
同じように，一般の使い方が熟すのを待つほうが
よいと思う。
○ 大 前 提として，障 害者 権 利 条 約の“ Nothing
About Us Without Us”があり，それ抜きにはこ
のことばは考えられない。しかし，障害者団体に
聞くと，そこでの意見はまとまっていない。消極
的かもしれないが，現状の維持，変えないことの
メリットをとるのがよいのではないか。すなわち，

「障害」は，ベストな答えではないけれど，現状で，
それ以外の「障がい」や「障碍」の表記の可能性
をふさいでしまっているわけではない。これほど
大きく揺れていることばなのだから，ここはじっく
り待って，世の中の世論から半歩遅れた動きを，
用語委員会はとるという原則に従うのが一番よい
のではないか。少しゆっくりでも，対外的に機が
熟してから変えることを考えたほうがよい。そのと
きに向けて世論調査もし続けることになるのでは。
○今の表記を変える必要は，今の時点ではない。
一番大きな理由は，障害者の意見を尊重してほ
しいということ。これが一番大事だと思うが，そ
こでの意見がまとまっていない。むしろ，消極的
であっても「害」を使っているところが多く，わざ
わざ変える必要は今の時点ではないだろう。ま
た，表記について NHK が率先するのは，一般
に見た場合，ちょっと変ではないか。NHKに対
しては，多くの人は，アクセントや発音などの話
しことばをどう使っているのかを見ると思う。し
かし表記については，一般には NHK がどうして
いるかより，新聞社などが基準になると思う。新
聞社の多くが「害」を使っているのであれば，今
の時点で変更する必要はないのではないか。
このほか，部内の委員からは「長年，福祉の現
場を取材している者に聞くと『社会モデルをとるべ
きだ』とお答えになる方が多いとのこと」
「この問題
は，パラリンピックという契機で大きな変化を迎え
るかもしれないので，当事者がどう受け止めている
のか，根拠となる最新のデータを調査しておくこと
が重要」などの意見が出された。
上記の意見を踏まえ，事務局からは，次回の委
員会に向けて改めて表記に関する世論調査を実施
したうえで，再度，議論したいという旨を伝えた。
（メディア研究部 放送用語・表現）

第 1437 回放送用語委員会（東京）
【開催日】2019 年 9 月 6 日（金）
【出席者】青木奈緒 氏，井上史雄 氏，井上由美子 氏，
荻野綱男 氏，笹原宏之 氏，清水義範 氏，
野田尚史 氏，町田 健 氏，
小川純子 NHK 放送文化研究所長 ほか
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