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第1445回放送用語委員会（東京）2020年2月21日

50cc以下の二輪車の呼称／
授受動詞「あげる」「やる」
議題1　50cc以下の二輪車の呼称について

1.1　提案
NHKでは50cc以下の二輪車のことを「ミニバイ

ク」などとしているが，一般的には「原付き（バイク）」
などと呼ばれている。このため，『NHKことばのハ
ンドブック第2版』（議題1では以下，「NHK」を省
き『ことばの…』とする）の記載を以下のように変更
することを提案した。

○現行の『ことばのハンドブック第2版』（p.163）

○【提案】（変更部分は下線）

【提案理由】
道路交通法では，総排気量50cc以下の二輪車を

「原動機付き自転車」と呼ぶが，NHKはニュースを
中心に「ミニバイク」を用いてきた。しかし，この語
は必ずしも定着せず，一方で大手のマスコミ各社は

「原付きバイク」という呼称に切り替えている。こと
ばのゆれ調査でも，「原付きバイク」が放送にふさわ
しいという意見が多いため，この語を用いることに
したい。なお，「ミニバイク」は，「ミニバイクレース」
など，小型二輪車を指す語として使われているため，
必要に応じて使うことができることにする。

1.2　NHKの用語の取り決めの変遷
NHKでのこの語の取り決めは以下のように変化

してきた。
【1961年】

排気量125cc以下…「モーターバイク」（原動機
付き自転車第1種，第2 種）

排気量250cc以下…「スクーター」（軽自動車）
排気量251cc以上…「オートバイ」（自動二輪車）

（第490回放送用語委員会…『文研月報』7月号
「放送用語の研究」より）

【1991年】
二輪車
①原動機付き自転車（総排気量50cc以下）

…「バイク」「ミニバイク」「原付き」
「モーターバイク」が含まれる

②自動二輪車（総排気量51cc以上）
…「オートバイ」が含まれる

（『放送のことば―地方用語委員会の質問集―
（昭和60年度〜平成2年度）』より）

【1992年】
（91年記載の）①に「スクーター」が加わる。「バ
イク」は①から②に移るが，ただし「①の意味で
も使われるので注意」と記載される。

（『ことばのハンドブック』1992年（1刷）より）
⇒50cc以下は「ミニバイク」「モーターバイク」「原

バイク
　道路交通法によると，「二輪車」は次の2つに
分類される。
　①原動機付き自転車（総排気量50cc以下）
　②自動二輪車（総排気量50ccを超えるもの）
　①には「ミニバイク」「原付き」などと呼ばれる
ものが入り，②には「オートバイ」「バイク」が含
まれる。
　ただし，「バイク」は，一般には①の意味でも使
われる。なお，放送では①を指して「スクーター」

「原付きバイク」という言い方はしない。「スクー
ター」は排気量に関係のない名称であり，「原付き
バイク」は造語的であると考えられるためである。

バイク
　道路交通法によると「二輪車」は次の2つに分
類される。
　①原動機付き自転車（総排気量50cc以下）
　②自動二輪車（総排気量50ccを超えるもの）
　①には，原則として「原付きバイク」を用いる。
②には「オートバイ」「バイク」が含まれる。ただ
し，「バイク」は，一般には①の意味でも使われ
る。なお，放送では①を指して「スクーター」と
いう言い方はしない。「スクーター」は排気量に
関係のない名称である。
　なお，「ミニバイク」は，小型の二輪車のレー
スのときなど，必要に応じて使うことができる。
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きバイク」だった。
②大手新聞（3 社）記事の近年の出現傾向

記事検索サービスで調査（G-Searchで「タイトル
と本文」で検索）したところ，朝日・毎日・読売各
紙は2008 〜 10年ごろに，「ミニバイク」を使用する
記事より，「原付きバイク」を使用する記事のほうが
多くなっていた。

1.5　『現代日本語書き言葉均衡コーパス
    （BCCWJ）』での調査
BCCWJで，小型の二輪車に関する語について

調査をした（具体的には，「原付（き）」が付くことば，
「ミニバイク」「原動機付（き）自転車」を調査）。そ
の結果，合計462件の用例が得られ，このうち「原
付（き）」が最も多く（212件），次いで「原動機付

（き）自転車」（112件），「原付（き）バイク」（28件），
「ミニバイク」（18件）などとなった（表2）。

最も多い「原付（き）」は，主にYahoo!知恵袋で
の使用であるため，特に規則によらない一般の人々
のあいだでは「原付（き）」という略称が一般的だと
みられる。「原動機付（き）自転車」は，主に白書
や広報誌で見られ，公用文では正式な表現が使わ
れている。「原付（き）バイク」「ミニバイク」は，一定
数の使用はあるが，頻度は高くない。「ミニバイク」
のうち，5件は「ミニバイクレース」に関する使用。

1.6　ことばのゆれ調査
小型の二輪車について，世論調査形式の「こと

ばのゆれ調査」で2回尋ねた。①なじみのある呼
称は「原付き」が多くなったが，②ニュースでは「原
付きバイク」がふさわしいという回答が多くなった

付き」「スクーター」となる。
【1999年】

（92年記載の）①から「スクーター」と「モーター
バイク」が削除される。

（『ことばのハンドブック』1999年（9刷）より）
⇒50cc以下は「ミニバイク」「原付き」となる。

【2005年】
『ことばのハンドブック』が「第2版」になるが，
変更なし。

【2008年】
「法律上の名称は『原動機付き自転車』である。
このため，『原付きバイク』という言い方は，造語
ともとれるので，放送では使わない。（中略）以
上の理由から，①の『原動機付き自転車』を指
す放送用語としては，『バイク』のうち小さいクラ
スのもの，という意味で，『ミニバイク』を使って
いる。」

（第1308回放送用語委員会（関東甲信越）での
放送用語に関する質問）

【2011年】
『ことばのハンドブック第2版』（7刷）で現行の
書き方になる。

1.3　NHKアーカイブス（ニュース）の調査
NHKアーカイブスのニュース原稿で，小型の二

輪車の呼称の語の出現傾向を，時期に分けて調べ
たところ，表1のとおり「ミニバイク」が多くなった。

1.4　マスコミ各社の呼称の調査
①各社の状況（2020年1月）

大手新聞・通信社や，在京キー局の放送局に使
用状況を聞いたところ，通信社は「ミニバイク」だ
が，それ以外は新聞社・テレビ局ともすべて「原付

表 1　NHKアーカイブスの出現（原稿件数）

表 2　BCCWJ での小型のバイクの呼称（件数）

1985〜
89 年

1990〜
99

2000〜
09

2010〜
19 合計

ミニバイク 19 148 316 212 695

スクーター 5 37 65 45 152

小型バイク 0 1 19 40 60

原付バイク 0 11 15 19 45

原付きバイク 0 1 4 35 40

原付き 0 1 4 36 41

原付（き） 212
原動機付（き）自転車 112
原付（き）○○ 73
原付（き）バイク 28
ミニバイク 18
原付自転車 8
原付スクーター 7
原付車 2
原付二輪 1
原付二輪車 1

注）「原付（き）○○」は，「原付（き）」が付いた複合語（後
部要素がバイク関連のことばでないもの）を示す。例
えば「原付免許」「原付二種」「原付講習」など。
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（図1・2）。
①質問：「エンジンが付いていて，オートバイよりも

小さい二輪車」の呼び名についてうかがいます。
この中で，なじみのある言い方をいくつでもお答
えください。

 

②質問：「エンジンが付いていて，オートバイよりも
小さい二輪車」の呼び名について，テレビやラジ
オのニュースで次のように伝えるとき，どれがふさ
わしいと思いますか。この中からいくつでもお答
えください。
「きょう，××市の道路で〔　　〕が電柱に衝突
し，運転していた男性が大けがをしました。」

1.7　「原付き…」の送りがなについて
NHKでは『漢字表記辞典』の原則に基づき「原

付き」（例：原動機付き自転車，原付きバイク）と表
記する。『漢字表記辞典』では，「活用語を含む複
合名詞は，原則としてその活用語の送りがなを付け
る」ことにしている。この原則にしたがい「原付き」

「原動機付き自転車」「原付きバイク」となる。

1.8　道交法と道路運送車両法との
     違いへの対応

「原付きバイク」は，通常，道路交通法上の50cc
以下のものに使い，50ccを超えるものは「オートバ
イ」と呼ぶことになる。道路運送車両法に基づいた
区分けで説明する場合は，法律名を挙げたり，排
気量を添えたりして説明するのが望ましい。
　（参考）法律と二輪車の排気量の関係

道路交通法 
 0 〜 50cc 原動機付自転車
 50 〜 125cc 普通自動二輪車
道路運送車両法
 0 〜 50cc 第一種原動機付自転車
 50 〜 125cc 第二種原動機付自転車

1.9　席上の意見
出席した放送用語委員は，全員「妥当」「提案の

とおりでよい」といった意見で，提案は承認された。
また，外部委員からは，「自分自身も日常的には『ミ
ニバイク』は使ったことがない」「『原動機付き自転
車』とすると，電動アシスト自転車と間違える人も
出てくるだろう」「大きなオートバイにも原動機は付
いているが，（50cc以下の）小さい排気量のものは
このことばで定着している」「送りがなの『き』は，
入れたほうが『げんふ』などと読み間違える人が出
なくてすむ」などのコメントが出された。また，「原

（げん）チャリ」という語にも言及があり，一般の人々
の語の使用実態については，この語も含めて調査
するとよいだろうという助言があった。

内部委員からは，「スクーター」という語の使用に
ついて次のような意見が出された。「例えば，50cc
のスクーターに女子高校生が2人乗りをして交通事
故を起こした，などという場合は，『原付きバイク』
より『スクーター』と言うほうが，足をそろえて乗る
バイクで，乗ってはいけない乗り方をしていること
がよく伝わるので，使いたい表現だ」。これに対し

図 1　オートバイより小さい二輪車の呼称
（なじみの呼び名）

図 2　オートバイより小さい二輪車の呼称
（ニュースでふさわしい呼び方）

実施期間 ： 2019年6月7日〜 6月16日
抽出方法 ： 層化副次（三段）無作為抽出法
調査方法 ： 調査員による個別面接聴取法
調査対象 ： 全国の満20歳以上の男女4,000人
回収数（率） ： 1,203（30.1％）

実施期間 ： 2019年11月1日〜 11月11日
抽出方法 ： 層化副次（三段）無作為抽出法
調査方法 ： 調査員による個別面接聴取法
調査対象 ： 全国の満20歳以上の男女4,000人
回収数（率） ： 1,214（30.4％）
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て事務局側からは，　「『スクーター』は，両足をそ
ろえて乗るタイプのバイクを指すので，その形をし
ていれば50ccを超えるものも含まれることになる。
つまり，『スクーター』は必ずしも50cc以下のものを
表すわけではない，という意味で，『スクーターとい
う言い方をしない』と示している。逆に言えば，『ス
クーター』という語をまったく使ってはいけないと考
えているわけではない。例えば，足をそろえて乗る
バイクが映像に映っていた場合，総排気量がわか
らないようなときもあるが，それを『スクーター』と
呼んでも問題ないだろう。それがふさわしい場合に
は『スクーター』を使っても構わない」と答えた。

議題2　授受動詞「あげる」「やる」について
（意見交換）

「あげる」と「やる」に関して，現行の『NHKこ
とばのハンドブック』（2005 年）に次のような記述が
ある1）。

この「あげる」「やる」の放送での使い方につい
て，意見交換をおこなった。

2.1　『ことばのハンドブック』での記述の変遷
こうした「あげる」の新しい用い方〔＝非謙譲用

法〕に関して，『ことばのハンドブック』では，改
訂を経るごとに「厳しい」記述になっているようで
ある。

【1987年】
「今のところ，ことばの意向調査などをみても，

こういう言い方〔引用者注 「動物にえさをあげる」とい
う言い方〕に抵抗感を持つ人も多いので，「あげる」
の使い方には気をつけたほうがよい。」
（『NHK放送のことばハンドブック』（1987年））

【1992年】
「現在ではまだ，「あげる」を目下や動植物に

対して用いることには抵抗を感じる人がかなりい
る。放送ではできれば使わないほうがよい語法
の1つだと言えよう。」

（『NHKことばのハンドブック』（1992 年））
【2005年】

「現在ではまだ，「あげる」を目下や動植物に対
して用いることには抵抗を感じる人がかなりいる。
放送ではなるべく使わないほうがよいことばの一
つだと言えよう。」

（『NHKことばのハンドブック』（2005年））
〔下線は引用者による〕

2.2　これまでの調査結果
「あげる」の用い方について尋ねたこれまでの調査

（NHK放送文化研究所実施）の結果を紹介する。
全体的な傾向として，非謙譲用法を支持する人の
割合が，年を経るごとに大きくなっている。

図3  【1976年】アンケート

 
 

「あげる」は元来，目下が目上に対して何かを与え
ることを意味する謙譲語であり，目上が目下に与
えることを意味する「やる」に対立することばであ
る。しかし，最近では，自分の子どもや犬，猫
などの動物，あるいは植木などの植物のように，
明らかに敬意を必要としない対象に対して「あげ
る」を使う例が多く聞かれるようになった。例文：

「犬にえさをあげる」
　…〔中略〕…現在ではまだ，「あげる」を目下や
動植物に対して用いることには抵抗を感じる人が
かなりいる。放送ではなるべく使わないほうがよ
いことばの一つだと言えよう。    　　　   （p.12）

（稲垣・竹田・石野（1976）「視聴者からみたアナウンサー
の敬語（1）」『文研月報』26-10）

〔教員（男57人・女179人）・女子大卒（女 92人）・
大学生（男55人・女66人）〕

「小鳥には，毎日，先生ご自身でエサを…」

「私も親として，自分の子どもにはなんでも
不自由なく買って…」

どちらとも言えない，あるいはもっとほかに言い方がありそうだ
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「やっていらっしゃるんですね」 「あげていらっしゃるんですね」

大学生女子大卒教員

どちらとも言えない，
あるいはもっとほかに
言い方がありそうだ

どちらも適当でない

どちらも適当だ

「やっていらっしゃるんですね」

「あげていらっしゃるんですね」

大学生女子大卒教員

どちらとも言えない，
あるいはもっとほかに
言い方がありそうだ

どちらも適当でない

どちらも適当だ

（女性アナウンサーの発語として）
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（女性アナウンサーの発語として）
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図4  【1987年】世論調査形式（東京・大阪）

 
 

図5  【1989年】世論調査形式（東京100キロ圏）
 

図6  【1996年3月】世論調査形式（全国）

図7  【2002年11月】世論調査形式（全国）
 

図8  【2014年1月】世論調査形式（全国）
 

〔1987年2月28日〜3月6日実施，16歳以上の国民（東京
区部1,200人，大阪区部 800人），個人面接法，有効数（率）
東京799（66.6%）・大阪485（60.6%）〕

（石野・稲垣（1987）「第一回言語環境調査から」『放送研究
と調査』37-7）

〔1996年3月7日〜17日実施，全国20歳以上の男女1,800
人，個人面接法，有効数（率）1,251（69.5%）〕

（加治木美奈子（1996）「“日本語の乱れ”意識は止まらない」
『放送研究と調査』46-9）

〔2002年11月8日〜11日実施，全国満20歳以 上の男女
2,000人，個人面接法，有効数（率）1,369（68.5%）〕

（塩田雄大（2003）「「新興台頭表現」の属性差とメディア」『放
送研究と調査』53-4）

〔2014年1月10日〜26日実施，全国満20歳以 上の男女
2,000人，個人面接法，有効数（率）1,339（67.0%）〕

（塩田・井上・滝島（2015）「“お赤飯”“ひと段落”“ロケット
が打ち上がる”はおかしいですか」『放送研究と調査』65-3）

〔1989年2月18日〜26日実施，東京100キロ圏に住む16
歳以上の男女1,800人，個人面接法，有効数（率）1,185

（65.8%）〕
（石野・丸田・土屋（1989）「第三回言語環境調査から」『放
送研究と調査』39-8）

「うちの子どもには毎月決まったお小遣いをあげています」 （親が子に）「花に水をあげなさい」

（親が子に）「花に水をあげておいて」

（親が子に）「花に水をあげておいて」

「毎朝，植木に水をあげています」

「植木に水をあげなさい」
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図9  【2019年3月】世論調査形式（全国）
 
 

2.3　「あげる」の非謙譲用法は，
     いつごろから問題視されたのか
授受動詞「あげる」が謙譲的ではない用いられ方

をした実例は，ある程度古くから見られる。1950
年代には，こうした非謙譲用法を問題視する記述
が見られる。そして1960年代には，放送用語委員
会で言及されたことがある2）。
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「〔1952（昭和27）年2月号「目」〕
「餌をあげないでください」これは動物園の立
札。池には鵜が泳いでいる。動物愛護じゃなく
て動物尊重? だが「さしあげる」とはちがうんだ
ね。　「目」『言語生活』」

（斎賀秀夫（1997）「美化語「あげる」の軌跡」『大
妻国文』28から再引用）

【1958年】
「〔1958（昭和33）年9月号「耳」〕
「あんまり消化のいいものばかりあげていたもん
ですから。」発言者は，たいへん可愛らしいお母
さんでありました。（小児科医院で）　「耳」『言
語生活』」

（斎賀秀夫（1997）［前出］から再引用）
【1967年】放送用語委員会での指摘

「なお，別の問題（引用者注）として，最近は母親が自
分の子どもに対して「絵本を読んであげる」の例
のように「〜してあげる」という言いかたをする傾
向が強いが，放送のことばとしては，どの範囲ま
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を集めて検討する必要があるという意見があっ
た。」

（西谷博信（1967）「「早起き鳥」（ラジオ）の用語
と文章表現―第625回放送用語委員会の記録か
ら―」『文研月報』17-2）
〔引用者注　この委員会の席上では，番組内で女性
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いこどもさんたちの相手をしてあげてほしいもので
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さい」「できるだけよく遊ぶようにくふうしてやりましょ
う」などと言ったことに関して，「あげる」と「やる」
の不統一を避け「あげる」にそろえたほうがよいとい
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アナウンサー本人の子ども」ではない〕
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ごろお世話になった本をですね，最後までみとど
けてあげたいということだと思うんですが……。」
⑪「あげたい」を，単なるていねい語とみて，この

ような使いかたも認められるという意見もある
が，「あげる」は本来，いわゆる謙譲語である
から，この使い方は認めたくないという意見の
人もかなりあるようである。」

（稲垣文男・西谷博信（1969）「「スタジオ102」の
文章と用語」『文研月報』19-2）

【1969年】
「「あげる」を次のように使う場合は親愛語である。

坊や，お待ちどうさま〔原文ママ〕。ミルクをあ
げましょうね。

　しかし，医者に向かって「ミルクをあげてもす
ぐに吐いてしまうんです」というのはおかしい。同
じく「犬にご飯あげたかしら」というのも変であ
る。「やる」でないといけない。最近，女性は，
犬や猫に餌を「与える」ことを「あげる」と言うよ
うであるが，これは「やる」が現在では通常語で
はなく，ぞんざいなことばと意識されるようになっ
たため，「やる」を避けるために「あげる」を使っ
ていると考えられる。したがって，このような「あ
げる」を美化語として扱うことは可能である。し
かし，やはり抵抗はある。それで，誤用だとする
人もいる。医者に向かって自分の子供に「ミルク
をあげる」というのも，今のところ，誤用と考え
るべきである。「あげる」を謙譲語以外に問題な
く使えるのは「あげる」相手（赤ん坊や犬）に向
かって言う時ぐらいである。」（pp.98-99，松井利
彦執筆担当）

（堀川直義・林四郎編著（1969）『敬語〔用例中心〕
ガイド』明治書院）

2.4　席上での意見
当日の席上では，次のような趣旨の意見があった。

•「犬にドッグフードを……」などはどう言った
らいいのか，自分の中でもゆれており非常に難
しい。

•「やる」から「あげる」への移行は，一種の言語
変化としてとらえることができる。

•「子どもの勉強を見て〔やる／あげる〕」の場合，
自分の子どもが対象であれば「やる」だが，ほ
かの人の子どもであれば「あげる」を用いるよ
うな使い分けがあるように思う。

•具体的な物のやりとりがなされる「授受動詞」
の場合と，「教えてあげる」のように前に別の動
詞が伴う「補助動詞」の場合とでは，状況がや
や異なるのではないか。

•非謙譲用法に対する感じ方には男女差がある
（女性のほうが「あげる」の支持率が高い）が，
そうしたことを超えて放送での使用をどのよう
に中立的に規定したらよいのか，なかなか難し
い。

•方言差の問題もある。九州では基本的に「やる」
しか使わず，東京の人が言う「花に水をあげる」
には違和感を覚えていた。

• 話しているアナウンサーの年齢によっても，視
聴者の感じ方に差があるかもしれない。

•外国人向けの日本語教育では，物を与えるとい
う意味での「やる」は昔に比べてあまり積極的
には教えない方向になってきている。現行の

『ことばのハンドブック』の記述は，やや厳しす
ぎるように感じる。

•放送にあたっては，こういう場合には実務的に
「やる」で統一するようにしている。ただ，「や
る」だとぞんざいな印象を与えかねない場面で
は，例えば「与える」「提供する」などの言いか
えをおこなっている。（放送現場からの意見の
一つ）

　「あげる」「やる」に関しては，今回の意見交換
の内容をふまえ，今後とも検討を進めてゆくこと
とした。

井上裕之（いのうえ ひろゆき）
塩田雄大（しおだ たけひろ）
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注：
 1） 『ことばのハンドブック』には，放送用語委員会で

の審議・決定を経た事項と，そうでない事項の両
方が掲載されている。「あげる」と「やる」に関する
この記載は，後者である。

 2） このほか，「あげる」「やる」の用法に関して，放送
文化研究所編集の雑誌・書籍での言及が確認され
た例は，以下のとおり。

 ・  菅野謙（1972）「放送で使う敬語の性格」『文研
月報』22-12
 ・  竹田スエ・菅野謙（1975）「放送での敬語」『放
送用語論』
 ・  稲垣文男・竹田スエ（1975）「アナウンサーと敬語」

『文研月報』25-10
 ・  岩淵悦太郎（1976）「日本語の問題点」『文研月
報』26-5
 ・  大石初太郎（1977）「わたしの望むこれからの放
送敬語」『文研月報』27-6
 ・  稲垣文男（1977）「これからの放送敬語」『NHK
放送文化研究年報』22
 ・  井上鎮雄（1985）「放送のことば　ことばに関す
る相談から」『放送研究と調査』35-6
 ・  西谷博信（1987）「ことば・言葉・コトバ　上品
過多」『放送研究と調査』37-8
 ・  土屋健（1990）「この言葉づかいはおかしいです
か　日本新聞協会・新聞用語懇談会の審議か
ら」『放送研究と調査』40-7
 ・  石野博史・安平美奈子（1991）「日本人のことば
意識とこれからの日本語」『NHK放送文化調査
研究年報』36
 ・  金田一春彦（1994）「講演「放送用語委員会と
私」」『放送研究と調査』44-4

第 1445 回　放送用語委員会（東京）
【開催日】 2020 年 2 月 21 日（金）
【出席者】 青木奈緒 氏，井上史雄 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 放送文化研究所長  ほか


