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平成23年7月15日（金），放送センターで第1346
回放送用語委員会が開催された。

今回の放送用語委員会は，3月11日におこった
「東日本大震災」後，初めての委員会である。「放
送のことば」の面から今回の震災報道を考えること
とした。

用語委員会では，まず２つの報告を行い，その
後，各委員から意見を聞いた。

また，委員会の後半では，『NHK日本語発音ア
クセント辞典』の改訂にあたって，ことばの読みを
変更，決定するものについて，審議を行った。「用
語の決定」については本号p.98を参照されたい。

報告①放送用語小委員会報告
6月21日に放送用語小委員会１）を開き，「災害報

道で悩んだことば，工夫したことば」について意見
を聞いた。これらの意見をまとめて報告した。
・ 「がれき」「被災者」「被災地」などのことばにつ
いて

（小委員会意見）
・ 「がれき」という表現を使わないなどの配慮をした。

被災した人たちの財産や思い出がつまったものを
指して「がれき」と言ってしまうと，邪魔者というニュ
アンスが出てしまうように思う。「壊れた建物」など，
具体的に言いかえた。

・ 「被災者」「被災地」「避難者」という言い方は，
被災した一人一人の人格を認めていないように感じ
られるのではないか。人や場所によって条件や被
害の状況が異なり，それをひとつの表現で伝えて
しまうことに違和感があるのではないか。

（放送用語としての考え方・まとめ）
行政が「がれきを撤去する」などの話題で，「がれ

き」としか言いようのない場合もある。しかし，実
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「東日本大震災」の報道で注意した表現

際に被災している方を前にしたり，思い出の品を集
めている方を前にしたりした場合には別の表現をす
るなど場面に応じて判断をする必要がある。
「がれき」など特定の語を使わないようにするので

はなく，場面に応じた表現を心がけることが必要で
ある。

・「風評被害」について
（小委員会意見）

・ 行政は比較的簡単に「風評被害」ということばを
使う。「価格の下落などの影響を受けた」と具体
的に言いかえられる場面であれば，「風評被害」
ということばを使わないようにしている。行政側が

「風評被害を防ごうと」などと言う場面であれば問
題はないが，「これは風評被害でした」などと実
際にあったことのように表現するのはなるべく避け
るようにしている。

（放送用語としての考え方・まとめ）
東日本大震災では，行政や生産者，政治家な

どのことばを中心にいろいろな場面で「風評被害」
ということばが使われている。この語は比較的新
しいことばと言われ，マスコミが使い始めた語で
ある。

たとえば，放送以外での「風評被害」の使い方を
見ると，放射性物質に汚染されていないもの，汚染
されているが基準値以下のもの，基準値を超えてい
るもの，すべてを「風評被害」で表現する場面が見
られる。行政によることばの定義も分野によって異
なり，はっきりせずあいまいな場合が多い。まだ結
論が出ていないような場合には，「風評被害」とは
せず，具体的にどういうことがおこっている「被害」
なのかを説明するなど，慎重に注意して使う場面を
考えなくてはいけない語である。
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・相手のことを考えた表現
（小委員会意見）

・ 被災した人たちへの配慮を心がけ，「せっかく」「逃
げる」などの表現を避けるようにした。また，行政
のことばをそのまま使うとわかりにくい場合はわか
りやすく直すこともあるが，たとえば「災害時要援
護者」をどう言いかえるかという問題がある。「い
わゆる災害弱者」とする場合もあるが「弱者」とし
てしまうことに反論もあり，難しい。

（放送用語としての考え方・まとめ）
もともとは差別的な意味やマイナスイメージがな

い語でも，場面，文脈によっては違和感をもたれる
場合がある。すべてを同じ言いかえにするというこ
とではなく，相手のことを考えて表現を工夫する必
要があるだろう。「○○弱者」については，相手の
存在を「弱い者」と決めつけてしまう表現で，抵抗
感がある。そうかと言って，「災害時要援護者」と
いう行政用語では，耳で聞いたときにわかりにくい。
放送では「災害のときにとくに助けが必要な人」と
言いかえるなど，わかりやすく伝える工夫が必要で
ある。

このほか，用語班から注意が必要な語としていく
つか考え方をまとめた。

・「義援金」「支援金」の使い分けについて
「東日本大震災」の復興支援として，「義援金」の

配分が問題になっている。専門家の間では「義援
金」とそうでないお金とは言い方を使い分けている
場合があるようだ。「義援金」は日本赤十字社など
に寄付を行い，配分委員会を経て，被災した人た
ちに現金で配られるもの。「支援金」はＮＰＯなど
個別に活動している人たちに寄付をし，団体の活動
資金，また団体が被災地に支援を行うための資金
になるもの。こうした使い分けが一部でされている。

（放送用語としての考え方・まとめ）
辞書の意味では「義援金」も「支援金」も，ある

ものを応援するためにする寄付という意味である。
放送では，どちらを使っても間違いではないが，専
門家の間では使い分けをすることもあり，使う場面
や対象者によって注意が必要である。

・「原発」という略称について
放送用語班では，これまで「原子力発電所」に

ついて，「原発」と略さないことが望ましいとしてい
る2）。正式名称があるものの場合，略したことばを
いきなり伝えるのは，乱暴な感じを与えたり，わか
りにくくしたりする場合があるためである。
（放送用語としての考え方・まとめ）
「東日本大震災」以降，福島の原子力発電所事故

によって，「原発」ということばが多く使われている。
「脱原発」「原発反対」などキーワードとして使われる
場面も多い。何回か「原子力発電所」が出てくるよう
な場合は，1回は省略せずに伝えたうえで，そのあ
とは「原発」と略してもかまわない。なお，テロップ
での略記は，ナレーションなどで正式名称を述べて
いれば，初出から「原発」と略記してもかまわない
だろう。

報告②「被災地取材者アンケート」中間報告
震災後，東北3県（宮城，岩手，福島）に入って

取材活動を行った記者・アナウンサー・ＰＤ・カメラ
マンを対象にしたアンケートを6月に実施した。「放
送上どのようなことばづかいに配慮したか」「他メディ
アの放送などを含めて，気になったことばはあるか」
などについて聞いたアンケートの内容を報告した。

小委員会でも問題として取り上げられた「がれき」
「被災者」などの表現を使わないようにしたなどの声
が聞かれた。また，被災して避難している人たちに
話を聞く際のことばづかいについては，敬語の使い
すぎなどを反省する声もあった。

意見交換
荻野綱男委員：今回の問題は，安易に結論を出す
必要はないだろう。ケースバイケースということが
多い。報道する側が問題意識をもって「がれき」と
いうのはおかしいかな，どうかな，と考えることが
大切である。実際には言いかえることができなくて
も，適切に言い分けることができるだろう。ことば
について，考えて伝えようとしている人たちが NHK
の中にいるということで安心感を覚えた。こういう
意識をもって報道にあたれば，変なことにはならな
いだろうと思う。それぞれのことばには「立場」が
反映してしまう。「がれき」ということばで考える
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と，これは，被災者の観点ではなく，片づける側
からのことばだろう。一語一語についてこうした「立
場」が反映してきてしまう。そこが難しい。しかし，
NHK のニュースではその点では違和感のある語は
なく，うまくいっているのではないかと思う。
清水義範委員：「がれき」「被災者」などについて
NHK が自発的に考えていることに感銘を受けた。
考えながら行動していることに感心した。考えた結
果，間違ってしまうこともあるのだろうが，こうし
た姿勢に感心する。気になったことでは，NHK の
アナウンサーは次の情報が入るまで同じことを繰り
かえす。少し表現を変える工夫はないのかなと思う。
今「東日本大震災」の報道について冷静に話し合っ
ているが，3 月の時点では，われわれ東京に住む
者も被災者だった。あの地震は日本の歴史の大き
な曲がり角だったと思う。そうした大きな災害を伝
えるニュースがああいう形でよかったのかも論じる
べきではないだろうか。
井上史雄委員：被災地に取材に入った人たちの声
を集めたことは評価する。NHK の放送を聞いてい
て，特にある言い方が気になったということはなかっ
た。心遣いがあったのだと思う。ただ，取材者へ
のアンケートでは「自分がどう言ったか」について聞
いているが「何を言えなかったか」「何を言わなかっ
たか」は聞いていない。放送で「伝えなかった」こ
ともあるはず。NHK では放射能汚染について何を
伝えるべきだったかを考えてほしかったと思う。初
期の段階で危険を知らせる報道はできなかったの
だろうか。「ただちに人体に影響はない」というの
は「長期的には気をつけたほうがよい」ということ
なのかどうかがわかる報道が少しでもあればよかっ
たのではないか。そのほか，現場からは画像や音
では表せないことを伝えるべきだったと思う。民放
では「におい」はどうですか，と聞いているのを見
た。強烈な「におい」があるはず。そういうことに
ついて，言わなかったのか，言わないようにしたの
か。また，アンケートの回答の多くは人の「気持ち」
を気にしている。「知」と「情」に分けると，「情」
的なことは言っているが，「知」的なことは言ってい
ない。「知」的なこととしては，今回の報道で情報
をわかりやすく伝えようとしただろうかということで
ある。たとえば「ミリシーベルト」と「ベクレル」な

ど単位がわかりにくかった。数値を言われてもそれ
が高いのか低いのかがわかりにくいことがあった。
視聴者としては，政府の基準とする数値よりも高い
か低いかとともに，世界的基準よりも高いか低いか
まで言ってほしかった。政府が発表したこと以外
のことは調べなかったのか，わかっていても流そう
としなかったのか。個々の用語よりももう少し大きな
問題があるのではないかと思った。
野村雅昭委員：「がれき」ということばの使い方に
ついて考えたい。今出版されている国語辞典の大
部分で「がれき」の意味は「①瓦と小石」「②つま
らないもの」となっている。小委員会では「がれき」
には「価値のないもの」という意味があり，「本人
にとってはきわめて大事なものも入っているかもし
れないのに，それをがれきということばで片づけら
れてしまうと違和感がある」と心配している。しか
し，この②の意味は文学的な比喩表現である。こ
こでは「木」なども含めて「がれき」と言っている
ことについて考えたい。1990 年頃から大型の辞典
の中に，①②に加えて「崩壊した建物の破片」と
いう記述が加わった。小型の辞典では最近改訂さ
れた辞典にしか，この意味は入っていないようだ。

「崩壊した建物の破片」はまさに今回の震災で使わ
れている意味である。今「がれき」の意味で許さ
れるのは「壊れた建物の破片」までだろう。ところ
がニュースを聞いていると，「海岸に打ち寄せられ
たがれき」「やむをえずがれきに火をつける」「今年
中に太平洋上のがれきがハワイに流れつく」という
表現があった。自分の語感では「がれき」は流れ
るものではない。阪神・淡路大震災のときにも拡張
した意味で使われかけて気になったが，目だつ程
ではなかった。神戸の場合は，確かに壊れたコン
クリート造りの建物の破片が多かっただろう。しか
し，今回は大量の木造住宅が壊れており，「がれき」
と呼ばれるものに「木」も含まれている。この点が
気になる。神戸の震災のときにすでに「がれき等の
災害廃棄物」という表現が見られる。今回，環境
省などの官庁のＨＰで「災害廃棄物（がれき）の処
理に関わる…」と書いている。ここで，「災害廃棄物」
すなわち「がれき」という意味拡張の図式ができ
あがったわけである。もとをたどると，昭和 45 年
に「廃棄物の処理および清掃に関する法律」が制
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第 1346 回放送用語委員会（東京）
【開催日】 平成 23 年 7 月 15 日（金）
【出席者】 天野祐吉 氏，井上史雄 氏，荻野綱男 氏，
 清水義範 氏，野村雅昭 氏
 森本和憲 NHK 放送文化研究所長 ほか

定された。ここに「一般廃棄物」と「産業廃棄物」
という区別ができた。「がれき」は「一般廃棄物」
に区分されているが，その具体的な規定はない。
それについては各都道府県の「環境廃棄物税」な
ど税に関する通達に具体的な例があがっている。
ここでは「がれき」と「木くず」を分けており，「が
れき類」は建物の除去にともなって生じたコンクリー
トの破片となっている。県によっては「れんがの破
片」「アスファルトの破片」などを含めることもある
が「木くず」とは分けている。これらを考え合わせ
ると，震災によって生じた廃棄物をすべて「がれき」
にしてしまうのは，問題があるのではないだろうか。
それらの総称として適当な語がないので，それを

「がれき」とすることはやむをえないが，具体的な
場面では個々のケースに対応した表現を考えること
が必要だろう。

もう一点，災害に際して，政府の要人や担当者が
話した内容を「間接話法」で伝えているのか，「直
接話法」で伝えているのかが気になった。災害時に
限ったことではないかもしれないが，発言を伝える
ニュースの文体のあり方を考えた。
天野祐吉委員：日本の近代ジャーナリズムは「書き
ことばのジャーナリズム」である。新聞を中心に文
字であらわすジャーナリズムで，これらの中にも明
治期には話しことば的文章が存在していた。つまり
書きことばにも声があった。この声をどんどん消し
ていくというプロセスを歩んだ。こうして新聞ジャー
ナリズムは無個性になっていった。正確だが，肉声
が聞こえてこない。しかし，テレビやラジオは「話
しことばのジャーナリズム」である。「書きことばの
ジャーナリズム」の法則にのっとってはいけない。
声をなくしてしまったジャーナリズムに声を取り戻す
のが，「話しことばのジャーナリズム」の仕事で，そ
こが放送のおもしろいところだろう。NHKのニュー
スは新聞の原稿を読んでいるように聞こえるものが
多い。正確なのかもしれないが，声が聞こえてこな
い。伝えている人が本当はどう思っているのかが聞
こえてこない。伝えている人がどう思っていようと，
事実を伝えていればいいのかもしれないが，無個
性で本当の感情が伝わってこない。放送ジャーナリ
ズムの場合，報道する人の数だけ原稿があってもい
いと思う。放送ジャーナリズムには個性があってよ

いのではないか。人によっては「がれき」と言って
いいが，別の人はだめということがあってもいいだ
ろう。その人らしいことばで，その人らしい声で伝
えることが大切だと思う。災害報道ではきっちりし
ており，感心する。苦労している様子もわかるが，
考えすぎてしまって，肉声を殺してしまっているとい
うマイナス面もある。
事務局：今回，放送用語委員会では，「放送のこと
ば」という点で意見交換を行い，問題点を整理し
た。文研としては，「東日本大震災」の報道について，
今後も調査研究を進める予定でいる。まずは全体
像を客観的に把握し，そのうえで，さまざまな角度
から災害報道をとらえていきたいと考えている。

このほか，アナウンス室からは，地震発生から
津波までの20 分間に，どのように呼びかけを行え
ば，避難が誘導できたかなど，災害初動時の視聴
者への呼びかけなどについての勉強会を始めてい
る，との報告があった。

注：
1）「放送用語小委員会」は，番組制作や報道に直接

かかわる「放送現場」の意見を聞く場として，放
送用語委員会（通称「大委員会」）の前に開かれる。
NHK の本部および主な関連団体の現場 CP クラ
スおよそ 40 人で構成されている。

2）第 796 回放送用語委員会（昭和 49 年 10 月 25 日）
決定。

「原子力発電所」は省略しないで表記することが
望ましい。ただし，やむをえず略表記する場合は

「原発」とする。
（例）原発反対，原発公聴会，福島原発（福島原
子力発電所）など

山下洋子（やました ようこ）




