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第1434回放送用語委員会（東京）2019年2月15日

用語の決定と意見交換
第1434回放送用語委員会（2019（平成31）年2

月15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：「中国料理」「中華料理」について
意見交換：気象情報における気温の言い方

①「○度○分」か「○.○度」か
②「氷点下○度○分」か
　　  　「マイナス○度○分」か

議題　「中国料理」「中華料理」について
次のとおり決定した。

放送で使うことばとして，「中国料理」に加えて
「中華料理」も採用する。

『NHKことばのハンドブック第2版』（p.132，以下
『ことばのハンドブック』）掲載の記述を以下のとお
りとする。

「中国料理・中華料理」
放送では，「中国料理」「中華料理」どちらの言

い方を使ってもよい。高級で本格的なものが「中国
料理」，庶民的で日本式にアレンジしたものが「中
華料理」という使い分けがなされる場合もあるが，
必ずしもこの傾向に従う必要はない。
（これまでの記述）

原則として「中国料理」とする。
ただし，「中華鍋」「中華そば」「中華まんじゅう」のよう
に名称として固定化したものは「中華～」を使ってもよい。

これまで，放送では原則として「中国料理」とい
う言い方を使ってきた。これに関して，ことばに関
する世論調査（全国1,200人回答）を行ったところ，
8割以上の人が「中華料理」という言い方をしている
と答えた。

こうした調査結果と，ことばの使用実態や国語
辞典の掲載状況などを検討した結果，放送で使う
ことばとしてこれまでの「中国料理」に加え「中華
料理」も採用することにした。

意見交換　気象情報における気温の言い方
①「○度○分」か「○．○度」か
②「氷点下○度○分」か「マイナス○度○分」か

用語班では，2019年3月に「ことばのゆれ」調査
を実施する予定である1）。今回の調査では，放送
の気象情報で使われる表現の中で，気温の言い方
についての意識を聞くことにしている。調査するの
は2つの言い方である。ひとつは気温を「○度○分」
と言うのか，「○．○度」と言うのか。もうひとつは，
0度より低い気温を言うのに「氷点下」を使うか，

「マイナス」を使うかである。調査の前に意見交換を
行い，問題点を整理した。

1. 気温の言い方
1-1　NHKの場合

現在，NHKの気象情報では気温の言い方を次の
ように決めている。
『ことばのハンドブック』
気温・体温の読み（p.56）
「○度○分」で読み，「○.○度〔○テン○ド〕」
とは読まない。

マイナス（p.189）
気温を表す場合に，「氷点下○度○分」を「マ
イナス○度○分」と言ってもよい。
ただし，「零下○度○分」は使わない。

『NHK気象・災害ハンドブック』（以下『気象ハン
ドブック』）にも同様の内容で掲載されている。

なお，『ことばのハンドブック』『気象ハンドブック』
には明記されていないが，現在，NHKの放送では，
テレビの画面表示に「5.6℃」と小数点を用い，そ
の表示を読む際には［ゴド・ロクブ］としている。

また，0度より低い気温を言う場合，『ことばのハ
ンドブック』では，「氷点下」「マイナス」のどちらを
使ってもかまわないことにしているが，NHKの気象
情報では，地上の気温に「氷点下」を使い，上空
の気温の場合は「マイナス」を使っている。画面表
示はどちらの場合も「－○」である。
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● 気象庁
気象庁では，気象用語を『天気予報等に用いる

用語』に次のようにまとめている。
氷点下：気温0度以下。

（用例）上空約1500メートルには氷点下9度の
寒気

（備考）気象情報では「氷点下」を使用し，「マイ
ナス9度」といった表現はしない。0度の
場合は，氷点下は付加しない。

なお，「○ド○ブ」か「○テン○ド」かについては
明記がないが，用語班が気象庁「天気相談所」に
問い合わせたところ，気象庁の発表文は「○.○℃

（度）」を使っているが，「○度○分」でも問題はな
いと考えている，という回答を得た。
● 新聞社・通信社

新聞社・通信社が発行しているハンドブックに，
「0度より低い温度」を言う場合のルールが示され
ている。

・共同通信，時事通信，毎日新聞，日本経済新聞，
産経新聞のハンドブック

⇒ 気象情報では「氷点下」，気象情報以外
では「零下」
なお，「気象情報以外」とは「物理・化学」
の分野のこと。

・朝日新聞，読売新聞のハンドブック
⇒ 記載なし

　実際の紙面では，朝日新聞は「零下」，読売新聞
は「氷点下」を使用。

一方で，「○ド○ブ」「○テン○ド」は，ハンドブッ
クに明記している社はない。実際の新聞紙面で見
ると，各新聞社ともに「○.○度」という表記を使っ
ている。

2. 問題点
ここまでまとめた内容から，気象情報における気

温の言い方に関連した問題点を整理する。今回の
放送用語委員会を前に，NHKの報道局災害気象
センターから，気温の言い方について，変更できな
いかという提案が寄せられた。その提案も含めて
問題点は次の2点である。

問題点①
「○ド○ブ」という気温の読み方について，視聴

者から，放送現場に「『20.5度』が正しい。小数点

1-2　民放の場合

民放のテレビ局では気温がどのように示されてい
るのかを調べた。

調べたのは民放の夕方および夜のニュースの気
象コーナーである。1月22日と23日は，民放の夕
方および夜のニュース（日本テレビ『news every.』

『news zero』，TBS『Nスタ』『NEWS23』，テレビ
朝日『スーパー Jチャンネル』『報道ステーション』，
フジテレビ『プライムニュースイブニング』『プライム
ニュースα』）を録画し視聴した。また，1月24日か
ら2月11日までの民放のニュースとワイドショーで
使われたもので，気づいた例を取り上げる。
● 「○度○分」「○.○度」について

視聴した中で「○ド○ブ」が聞かれたのはテレビ
朝日『ワイド！スクランブル』（2月5日放送）におい
てである。「この日はハチドヨンブまで下がりました」
というコメントが聞かれた。

この例以外は「○テン○ド」が使われていた。
● 0度より低い気温について

多くは「マイナス」を使っていたが，「氷点下」も
聞かれた。民放での「氷点下」の使用例は以下のと
おりである。

・TBS『Ｎスタ』（1月22日放送・2例）
「宇都宮氷点下5度です」
「最低気温，氷点下0.2度［レーテンニド］」

・TBS『情報7daysニュースキャスター』
（2月9日放送・2例）

「北海道ではマイナス，氷点下30度を下回った
ということです」

「アメリカでは氷点下48度を記録した」
（画面表示：体感温度は“マイナス50℃”）

・フジテレビ『とくダネ！』（2月8日放送・2例）
「氷点下11度」
「マイナス11度」

（画面表示：ともに「－11℃」）

1-3　放送以外の気温の示し方

学校教育および気象庁での言い方と，新聞社・
通信社ではどのように扱われているのかをまとめる。
● 学校教育

学校教育では，小学 4 年生の理科の教科書で「0
度より低い温度」の説明をしている。
『新しい理科』（東京書籍）では「0から下に数えて

「れい下5度」と読み，「－5℃」とかく」と説明がある。
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で表現できるのに，古い単位を使うのはいまどきお
かしい」という指摘が寄せられることがある。こう
した指摘は，民放の放送が「○テン○ド」という言
い方を中心にしており，その言い方に慣れているこ
とにも関係がありそうだ。また，「○ド○ブ」は体温
の場合に使われる慣用が強く，それを気温につい
て使うと違和感があるということもあるようだ 2）。

なお，報道局災害気象センターからは，NHKの
画面表示では，すでに「○.○℃」を使っており，
表示に合わせてNHKでも「○テン○ド」にしてはど
うか，という提案が寄せられている。

問題点②
0度より低い気温の言い方についても問題点①と

同様，報道局災害気象センターから「マイナス」を主
な表現に変更してはどうかという提案が寄せられて
いる。

用語班としては，「氷点下」も「マイナス」も放送
で使うことばとして認めており，「マイナス」を主な
表現に変更することに問題はないと考える。

一方で，過去の放送用語の資料には，後述の
とおり「「マイナス」を使わない」としたものもある。
これは「マイナス」が多義語であることに理由があ
りそうだ。すなわち，「マイナス」を使うと，0度よ
り低いことを言っているのか，前日の気温との差な
どを指しているのかがわかりにくいということであ
る。実際の放送では，当日の予想気温を「－1」と
し，その下に気温の前日比を「－5」と示す。その
うえでコメントでは「前の日よりも5度低い氷点下1
度」などと表現するようにしている。

3. 放送用語の決まり（変遷）
これまで，放送用語委員会で気温の言い方につ

いて決定したことはない。ただし，以下の①に示
した資料にあるように，放送では「○度○」ではな
く，「○度○分」とするという報告は行われている。
これは当時の中央気象台の担当者とNHKが話し
合った結果として示されている。また，②④に示し
た資料は「気象用語専門委員会」で話し合われ，ま
とめられたものである。

放送のことばとしては，「零下」を使わないことは
②～⑦の資料に共通している。

アナウンス部がまとめた資料（③）では，「マイナ
ス」は使わないことにしていた。気象庁も編集に関

わった資料（②④）のうち，当初（②）は「マイナ
ス」についての明記がないが，のちに改定された資
料（④）で「マイナス」を使ってもよいことに変更さ
れた。また，放送用語班が検討した資料（⑤⑥⑦）
でも「マイナス」は場合によって使ってもよいことに
しており，これが現在の原則につながる。
① 第6回放送用語委員会（1934.4.11）3）

「一度八」「二度七」等は「一度八分」「二度七分」
とすること。電報で「八」「七」と来ても放送局
で「分」をいれてよろしい。

②『放送気象用語集』（1954・放送文化研究所）4）

気温　氷点下－度－分（ブ）
「零下－度－分」とは使わない。
氷点下－分（ブ）
言いかえ　氷点下零度－分

－度－分（ブ）
「－・－度（－点－度）」とは使わない。

③『アナウンサー養成テキスト』
（1956・アナウンス部）5）

氷点下　（零下・マイナスは使わない）
④『気象用語集』（1964・放送文化研究所）6）

×零下－度－分〔ブ〕　
　→氷点下－度－分〔ブ〕
　場合によっては「マイナス～度～分」といって
　もよい。
×氷点下－分
　→氷点下0度－分〔ブ〕
×－・－度〔テン－ド〕
　→－度－分〔ブ〕

⑤『放送用語速報No.12』（1967・放送用語研究部）7）

×零下～度～分（ブ）→氷点下～度～分（ブ）
　場合によって「マイナス～度～分」といっても
　よい。
×氷点下～分→氷点下0度～分
×～・～度（～テン～ド）→～度～分

⑥『NHK放送用語ハンドブック』
（1969・放送文化研究所）

氷点下「氷点下･･･分」→氷点下0度…分〔ブ〕
×零下 →氷点下。
　場合によっては「マイナス…度…分」と言っ
　てもよい。

⑦『NHK放送用語集』（1983・放送文化研究所）
気温の読み
　「～度～分」で表し，「～・～度［テン・ド］」
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第 1434 回放送用語委員会（東京）
【開催日】 2019 年 2 月 15 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

とは読まない。
零下○度○分　
　「零下」は使わない。「氷点下○度○分」とする。
場合によっては「マイナス○度○分」と言っても
よい。

4. 議論
これらのことばについて，検討を始めることと調

査を行うことに関しては，各委員ともに賛成意見を
述べた。気象情報での気温の言い方などの変更に
ついては，「NHKで使っている「○ド○ブ」や「氷
点下」というのが，必ずしもふだんの自分の気温の
言い方ではなくても，これまで放送を見ていて，気
になったり，違和感を覚えたりしたことはなかった。
そうしたことを考えると，このままでも問題はない
のではないか」という意見も聞かれた。

また，「○ド○ブ」「○テン○ド」については，気
温の場合と体温の場合とで，慣用が異なることにつ
いて，体温は「○分」の部分に大きな意味が感じら
れるが，気温の場合は「○度」で十分暑さを伝える
ことができ，「○分」にそれほどの意味がないとい
うこともあるのではないか，という指摘があった。

NHKでは「○テン○ド」を使わないことにしてい
る点について，この言い方も認める方向がいいので
はないかという意見があった。

0度より低い気温の言い方については，場面に
よって使いたい表現が異なる場合があることが指
摘された。すなわち「氷点下」のほうが，寒さや凍
結などの情報が伝わりやすく，どちらかに統一す
るのではなく，場面によって使い分けていけばよ
いのではないかという意見である。「マイナス」をも
う少し推奨してもよいのではないか，という意見も
あり，「マイナス」が多義になることについては，「マ
イナス」とはせず「前日よりも○度低い」と言うこと
が多く，混乱はないだろうという指摘があった。

このほか，画面表示では「○．○℃」「－○℃」と
しながら，発音では「○ド○ブ」「氷点下○ド」とし
ていることについては，わかりにくさを指摘する声
があった。

（メディア研究部　放送用語・表現）

注：
 1） 用語班では，年に 1 ～ 2 回「ことばのゆれ」調

査を実施している。一般に 2 つ以上の語形や表
現が使われている語について，放送で使う場合，
どちらの言い方のほうに違和感がないのか，な
どのことばの意識を聞く調査である。

 2） 稲垣（1973）には，放送の気象情報の用語につ
いての疑問とその答えがまとめられている。「「～
度～分」という言い方は体温の場合などで気温
の場合は「～テン～度

（ママ）
」と言うべきだという意

見があるがどうか」という疑問が示されている。
これに対して，いずれも同じ温度を指すもので
あり，区別する必要はないと答えられている。
このように，以前から体温と気温の言い方を分
けて考えるべきだという指摘があったことがわ
かる。

 3） 1934 年当時の放送での気温の言い方は，菅野
（1978）によれば下記のとおり。

今朝の最低気温は氷点下一度一分で，平年
より約二分高目

（ママ）
でありました。

今朝の最低気温は氷点下一度八で，平年よ
り零度四の高さでした。

 4） 『放送気象用語集』は，用語班，報道局，アナウ
ンス部と，気象庁のメンバーが委員として参加した

「気象用語委員会」で検討されまとめられた。
 5） 後年に『アナウンス・セミナー』や『アナウン

ス読本』がアナウンス部によって編集されてい
る。このうち，『NHK アナウンス・セミナー』

（1989）の付録に，「数字の発音」が掲載されて
おり，温度について，以下のようにある。
温度　36 度 5 分（略表記は「36.5℃」）〔サンジュー

ロクド・ゴブ〕。気温の場合は〔サンジュー
ロクテン・ゴド〕とは言わない。

 6） ②の『放送気象用語集』の改訂版として編集さ
れたもの。②と同様，用語班，報道局，アナウ
ンス部と，気象庁のメンバーが検討した。

 7） 1967年1月10日に部内資料として示された速
報。〈時のことば〉としてまとめられたもので，
用語委員会決定ではない。

引用論文：
・稲垣文男（1973）「気象用語と放送」『年報』No.18
・菅野謙（1978）「天気はよろしゅうございますが～

昭和初期の放送用語～」『文研月報』28-2


