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第1458回放送用語委員会（東京）2022年6月3日

語形・文法関連事項・各種表記について

第1458回放送用語委員会（2022年6月3日）で
は，下記の議題を取り上げた。

　 議題1 ：語形・文法関連事項について
　 議題 2 ：漢字「栗」の使用について
　 議題 3 ：四字熟語の表記について
　 議題4 ：干支（えと）の表記について

議題1では，これまでの放送用語委員会（第1446，
1447，1452，1453回，すべてリモート開催 ）で意
見交換をしてきた諸事項のうちの大部分について，
提案・決定をおこなった。議題 2・3・4では，放送
用語委員会（第1456回リモート開催）で意見交換
をした諸事項について，提案・決定をおこなった。

提案・決定をめぐる当日の概要について記す。

議題1　語形・文法関連事項について

語形にゆれのある15 項目について，決定の内容
と，その根拠になった諸データの一部を示す。

1　和語の語形
1.1　「ぬかる（ぬかった）／ 

      ぬかるむ（ぬかるんだ）」〈決定〉
〔ヌカルム〕を第一推奨形，〔ヌカル〕を第二推奨

形とする。

（1）ヌカルム　（2）ヌカル

〔これまで〕注1）　（1）ヌカル　（2）ヌカルム
これに伴い，たとえば「（1）「ぬかるんだ道」（2）

「ぬかった道」」のようになる。
⇒ NHK放送文化研究所編（2016）『NHK日本語

発音アクセント新辞典』（以降『アク辞』）p.1032，
NHK放 送 文 化 研 究 所 編（2011）『NHK漢 字
表記辞典』（以降『表記辞典』）p.430，および 
NHK放送文化研究所編（2005）『NHKことばの
ハンドブック 第2版』p.156を修正

背景：調査の結果，〔「ぬかるむ」を活用させた形で
ある〕「ぬかるんだ道」と言う（「ぬかった道」と
は言わない）と回答した人が，圧倒的に多かっ
た（全体の7割程度）※。なお「ぬかった道」とい
う言い方は，どちらかというと東日本に多い言い
方である。
※ 「「ぬかるんだ」と言う（「ぬかった」とは言わな

い）」71％〔2020.3調査〕

前回の意見交換時（第1446回，2020.7）に
出た意見の一部

 • 「ヌカル」と聞くと「抜かる」だと思ってしまう。「ぬ
かった道」と言われれば誤解することはないが，
今は「ぬかるんだ道」のほうが一般的である。
 • 「ぬかるむ」から派生した名詞形「ぬかるみ」は使
うが，「ぬかる」から派生した名詞形「ぬかり」は，
あまり使わない。

 ［第1446回（2020.7.3）意見交換実施，『放送研究と
調査』2020 年11月号参照］

1.2　「足りる（足りない）／
      足る（足らない）」〈決定〉

〔タリル〕を第一推奨形，〔タル〕を第二推奨形と
する。

（1）タリル　（2）タル

〔これまで〕　○タリル　○タル
これに伴い，たとえば「（1）「お金が足りない」（2）

「お金が足らない」」のようになる。また，「（信用す
るに）足る」のように「足る」で固定した言い回しも
ある。

⇒ 『アク辞』p.827，『表記辞典』p.345を修正
なお，下記についてはこれまでどおりとする。
 「もの足りない〜もの足らない」 ：○モノタリナイ注2）

 「飽き足りない〜飽き足らない」 ：○アキタリナイ
 「食い足りない〜食い足らない」 ：○クイタリナイ
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 • 「満ち干」を知らない視聴者は，耳で聞いたとき
に，「満ち干」と言っても「満ち引き」と聞こえて
いる可能性もあるのではないか。せっかく伝統
的な表現を使っても，それが受け取られていな
い実態も考えられるので，提案のように両方認
めてよいのではないか。

 ［第1453回（2021.10.8）意見交換実施，『放送研究
と調査』2022年1月号参照］

2　促音添加・非添加
2.1　「やや（っ）こしい」〈決定〉
〔ヤヤコシイ〕を第一推奨形，〔ヤヤッコシイ〕を

第二推奨形とする。

（1）ヤヤコシイ　（2）ヤヤッコシイ

〔これまで〕　○ヤヤコシイ　○ヤヤッコシイ
⇒ 『アク辞』p.1384を修正

背景：調査の結果，「ややこしい」と言う（「ややっ
こしい」とは言わない）という人が圧倒的であり

（7割程度）※，若い年代になるほどその傾向が強
い。なお，「ややっこしい」は関東で比較的よく
使われている語形である。
※ 「「ややこしい」と言う（「ややっこしい」とは言わ

ない）」72％〔2020.3調査〕
 なお，同様の語尾を持つ「まどろ（っ）こしい」につ

いては調査データがなく，これまでどおりとしておく。
 「まどろ（っ）こしい」：○マドロッコシイ
 ［第1446回（2020.7.3）意見交換実施，『放送研究と

調査』2020 年11月号参照］

2.2　【確認】「あつ（っ）くるしい」
     「ひとなつ（っ）こい」「しらば（っ）くれる」
下記のとおり，現行のままとしておく。

（1）アツクルシイ （2）アツックルシイ 【確認】
 ○ ヒトナツコイ  ○ ヒトナツッコイ 【確認】
 ○ シラバクレル  ○ シラバックレル 【確認】

背景：調査の結果，現行の規定に変更を加えるほ
どの状況にはなっていなかった※。
※ 「「あつくるしい」と言う（「あつっくるしい」とは

言わない）」78％
 「「あつっくるしい」と言う（「あつくるしい」とは

 「事足りる〜事足る」 ：○コトタリル
背景：調査の結果，（「足りる」を活用させた形であ

る）「足りない」と言う（「足らない」とは言わな
い）と回答した人が，主流派であった（全体の5 
割）※。なお，「足らない」はどちらかというと西日
本に多い言い方である。
※ 「「足りない」と言う（「足らない」とは言わない）」

50％〔2020.3調査〕

前回の意見交換時（第1446回，2020.7）に
出た意見の一部

 • 活用がある動詞は，活用形ごとに一方の形に偏
ることがある。「足りない（←足りる）〜足らない

（←足る）」については両形とも使われているが，
「足りれば（←足りる）」と「足れば（←足る）」だ
と後者はほとんど出てこない。
 • 「…足りない」のみとして挙げられた語のうち，
「飽き足りない」だけは「飽き足らない」も使って
いるような気がする。この語の規定を変更する
必要はないが，調査結果があれば知りたい。
⇒ 事務局：〔「もの足りない」の調査結果はあるが〕

「飽き足りない」は未調査
 ［第1446回（2020.7.3）意見交換実施，『放送研究と

調査』2020 年11月号参照］

1.3　「潮の満ち干／満ち引き」〈決定〉
〔ミチヒ〕〔ミチヒキ〕の両方を推奨形とする。

「満ち干」 ：○ミチヒ
「満ち引き」 ：○ミチヒキ

〔これまで〕　「ミチヒ（満ち干）」のみ立項
（『アク辞』『表記辞典』）

⇒ 将来『アク辞』『表記辞典』を改訂する際に，「満
ち引き」も立項する方向で検討

前回の意見交換時（第1453回，2021.10）に
出た意見の一部

 • 「満ち干」がもともとの言い方で，「満ち引き」が
わかりやすく言いかえた言い方で，そういう意味
では「満ち干」のほうが正統な言い方だという気
がするが，実際には夏目漱石などの過去の使用
例もあるので，どちらも使っていいのではない
か。特に区別して線引きをする必要はない。
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言わない）」4％
※ 「「ひとなつこい」と言う（「ひとなつっこい」とは

言わない）」27％
 「「ひとなつっこい」と言う（「ひとなつこい」とは

言わない）」49％
※ 「「しらばくれて」と言う（「しらばっくれて」とは

言わない）」18％
 「「しらばっくれて」と言う（「しらばくれて」とは

言わない）」59％
 〔いずれも2020.3調査〕

前回の意見交換時（第1446回，2020.7）に
出た意見の一部

 • 促音のありなしは，連濁などと同じく，一語一
語について考えてゆくしかない。
 • 促音を添加した表現は，より感情を込める，打
ち解けた相手との会話で使うことが多いように思
うので，「ややこしい」「暑苦しい」については提
案のとおり促音なしを優先するのがよい。ただし

「ひとなつこい〜ひとなつっこい」については，個
人的に「促音＝強調」とは違う語感の差があるよ
うに感じて使い分けており，なかなか難しい。
 • 俗に「ばっくれる」という言い方があるので，「し
らばっくれる」の使われる割合は，実際には調
査結果よりもさらに大きいのでは。

 ［第1446回（2020.7.3）意見交換実施，『放送研究と
調査』2020 年11月号参照］

3　連濁・非連濁
3.1　「立ちくらみ／立ちぐらみ」〈決定〉
〔タチクラミ〕のみを推奨形とする。

○タチクラミ

〔これまで〕注3）　（1）タチクラミ　（2）タチク ラ゚ミ
⇒ 『アク辞』p.813，『表記辞典』p.338を修正

背景：調査の結果，「立ちぐらみ」はほとんど使わ
れていなかった（「たちくらみ」と言う（「たちぐら
み」とは言わない）という回答が9割程度）※。
※ 「「たちくらみ」と言う（「たちぐらみ」とは言わな

い）」93％〔2020.3調査〕
 ［第1446回（2020.7.3）意見交換実施，『放送研究と

調査』2020 年11月号参照］

3.2　「片側」〈決定〉
〔カタカﾟワ〕のみを推奨形とする。

○カタカﾟワ

〔これまで〕注4）　○カタカワ　○カタカﾟワ
⇒ 『アク辞』p.254を修正

背景：調査の結果，連濁していない「かたかわ」は
ほとんど使われていなかった（「かたがわ」と言う

（「かたかわ」とは言わない）という回答が全体の
9割程度）※。
※ 「「かたがわ」と言う（「かたかわ」とは言わない）」

93％〔2020.3調査〕
 ［第1446回（2020.7.3）意見交換実施，『放送研究と

調査』2020 年11月号参照］

3.3　「渓流釣り」〈決定〉
〔ケーリューズリ〕のみを推奨形とする。

○ケーリューズリ

〔これまで〕　規定なし
背景：調査の結果，連濁させた「けいりゅうづり」

が主流派であり（「けいりゅうづり」と言う（「けい
りゅうつり」とは言わない）という回答が6割程
度）※，また連濁化の傾向注5）から考えても連濁さ
せた形のほうが自然である。
※ 「「けいりゅうづり」と言う（「けいりゅうつり」と

は言わない）」63％〔2020.3調査〕
 ［第1446回（2020.7.3）意見交換実施，『放送研究と

調査』2020 年11月号参照］

3.4　【確認】「飲み口」
下記のとおり，現行のままとしておく。

○ノミクチ　【確認】

背景：調査の結果，現行の規定に変更を加えるほ
どの状況にはなっていなかった（「のみくち」と言
うという回答が全体の7割程度）※。
※ 〔「この日本酒は「飲み口」がいい」「缶ジュースの

「飲み口」のふたを開ける」〕「両方とも「のみくち」
と言う」68％〔2020.3調査〕

 ［第1446回（2020.7.3）意見交換実施，『放送研究と
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調査』2020 年11月号参照］

3.5　【確認】「青しそ／ 青じそ」
下記のとおり，現行のままとしておく。

○アオジソ　【確認】

背景：調査の結果，現行の規定に変更を加えるほ
どの状況にはなっていなかった（「あおじそ」と
言う（「あおしそ」とは言わない）という回答が全
体の8割程度）※。
※ 「「あおじそ」と言う（「あおしそ」とは言わない）」

79％〔2020.3調査〕
 ［第1446回（2020.7.3）意見交換実施，『放送研究と

調査』2020 年11月号参照］

4　和語・漢語の語形
4.1　「ひとごと・たにんごと （他人事）」〈決定〉
〔ヒトコ ト゚〕のみを推奨形としつつ，運用上の注

記を付す。

○ヒトコ ト゚ ［ひと事］

 ・ 「ひと」ということばを「他人」と書き表すことは
放送では認められておらず，漢字表記は「ひと
事」とする。
 ・ ある原文（小説や手紙・メールなど）に「他人事」
と書いてある場合の放送での読み方について
は，このかぎりではない。

〔これまで〕注6）

 タニンコ ト゚ということばは誤読から発生したもの
で，原則として使わない。

 ○ヒトコ ト゚ ×タニンコ ト゚
⇒ 『ことばのハンドブック 第2版』p.172を修正

 • なお漢字表記については，今後も検討を続
ける。

背景：「たにんごと」という言い方に強い違和感を覚 
える人もいる一方で，90年代以降の4回の調査
の結果，ふだん「たにんごと」と言っているとい
う人は全体のかなりの部分を占めている実態が
ある（74％［1993.1調査］→77％［1999.11調査］
→ 63％［2014.1調査］→ 67％［2021.2調査］）。

 なお，「たにんごと」ということばも比較的古くか
ら使われていた可能性を指摘する意見もある（塩

田雄大（2022）「“この報告は，多くの方々が読んで
いただきたいです”〜 2021年「日本語のゆれに関す
る調査」から（1）〜」『放送研究と調査』72-1）。

4.1.1　調査結果

【1993.1調査】
それは，とても他人事とは思えない。〔どう言っていますか〕

わからない
その他
タニンゴト
ヒトゴト

わからない
その他
タニンゴト
ヒトゴト

わからない
たにんごと
どちらかといえば「たにんごと」
どちらかといえば「ひとごと」
ひとごと

わからない・そのほか
タニンゴト
ヒトゴト

特になんとも思わない
おかしくない
おかしい

31％

67

35％
63

17％

77

23％

74

33％

49

15

わからない

その他

タニンゴト

ヒトゴト

わからない

その他

タニンゴト

ヒトゴト

わからない

たにんごと

どちらかといえば「たにんごと」

どちらかといえば「ひとごと」

ひとごと

わからない・そのほか

タニンゴト

ヒトゴト

特になんとも思わない

おかしくない

おかしい

【1993.1調査】全国1,406人回答〔サンプル数 2,000，有効回答率70.3％〕
（大西ほか（1993），『放送研究と調査』1993年8月号参照）

【1999.11調査】
とても他人事とは思えない。〔どう読みますか〕

わからない
その他
タニンゴト
ヒトゴト

わからない
その他
タニンゴト
ヒトゴト

わからない
たにんごと
どちらかといえば「たにんごと」
どちらかといえば「ひとごと」
ひとごと

わからない・そのほか
タニンゴト
ヒトゴト

特になんとも思わない
おかしくない
おかしい

31％

67

35％
63

17％

77

23％

74

33％

49

15

わからない

その他

タニンゴト

ヒトゴト

わからない

その他

タニンゴト

ヒトゴト

わからない

たにんごと

どちらかといえば「たにんごと」

どちらかといえば「ひとごと」

ひとごと

わからない・そのほか

タニンゴト

ヒトゴト

特になんとも思わない

おかしくない

おかしい

【1999.11調査】全国1,363人回答〔サンプル数 2,000，有効回答率68.2％〕
（柴田ほか（2000），『放送研究と調査』2000 年2月号参照）

【2014.1調査】
とても他人事とは思えない。〔どう読みますか〕

わからない
その他
タニンゴト
ヒトゴト

わからない
その他
タニンゴト
ヒトゴト

わからない
たにんごと
どちらかといえば「たにんごと」
どちらかといえば「ひとごと」
ひとごと

わからない・そのほか
タニンゴト
ヒトゴト

特になんとも思わない
おかしくない
おかしい

31％

67

35％
63

17％

77

23％

74

33％

49

15

わからない

その他

タニンゴト

ヒトゴト

わからない

その他

タニンゴト

ヒトゴト

わからない

たにんごと

どちらかといえば「たにんごと」

どちらかといえば「ひとごと」

ひとごと

わからない・そのほか

タニンゴト

ヒトゴト

特になんとも思わない

おかしくない

おかしい

【2014.1調査】全国1,339人回答〔サンプル数 2,000，有効回答率 67.0％〕
（塩田ほか（2015），『放送研究と調査』2015年3月号参照）

【2021.2調査】
とても他人事とは思えない。〔どう読みますか〕

わからない
その他
タニンゴト
ヒトゴト

わからない
その他
タニンゴト
ヒトゴト

わからない
たにんごと
どちらかといえば「たにんごと」
どちらかといえば「ひとごと」
ひとごと

わからない・そのほか
タニンゴト
ヒトゴト

特になんとも思わない
おかしくない
おかしい

31％

67

35％
63

17％

77

23％

74

33％

49

15

わからない

その他

タニンゴト

ヒトゴト

わからない

その他

タニンゴト

ヒトゴト

わからない

たにんごと

どちらかといえば「たにんごと」

どちらかといえば「ひとごと」

ひとごと

わからない・そのほか

タニンゴト

ヒトゴト

特になんとも思わない

おかしくない

おかしい

【2021.2調査】全国1,208人回答〔サンプル数4,000，有効回答率 30.2％〕
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4.1.2　前回の意見交換時（第1452回，2021.7）
							に出た意見の一部
 • 「タニンゴト」は，認めてもよいのでは。その場
合，表記をどうするか，「他人事（タニンゴト）」「ひ
と事（ヒトゴト）」と，ことばが2つに分かれてし
まうかもしれない。
 • 放送で「タニンゴト」という言い方をして引っか
かってしまうと内容が頭に入ってこないので，「ヒ
トゴト」でよい。
 • 「タニンゴト」は，「他人事」という文字表記から
生まれた誤読であるという意識が働きやすいの
で，報道などでは使わないほうがよいのでは。
 • 「他人」と書いて「ひと」と読むのは常用漢字表
の範囲を超えるものであり，入試などで（「ひと
ごと」を正解とした）「他人事」の読み方を問うこ
とはできない。朗読などで「他人事」と出てきた
場合には，ヒトゴトと読むのかタニンゴトと読む
のか，執筆者に直接確認できればそれがいちば
んよいが，かなわない場合には執筆者の年代や
人柄などから推測するしかないだろう。
 • 「タニンゴト」に関しては，視聴者からの指摘が
多い。

 ［第1452回（2021.7.2）意見交換実施，『放送研究と
調査』2021年10月号参照］

4.1.3　今回の席上での意見から
 • 「タニンゴト」は「他人の事」ということで，「ヒト
ゴト」よりも意味がわかりやすく，そのために調
査結果でも「タニンゴト」が多くなっているのだろ
う。今後，「タニンゴト」という言い方がなくなっ
ていくということはまず考えられない。「ヒトゴト」
を伝統的な形として推奨し，「タニンゴト」は誤
用であると認めながらも，この「タニンゴト」に

「×」を付す必要はないと思う。また表記につい
ては，「ひと事」だと「ひとつの事」であるという
誤解の余地があり，個人的には「人ごと」のほう
がわかりやすく感じる。
 • 「×」が付いていると，番組収録のときにゲストが
「タニンゴト」と発言した場合，これを撮り直さな
ければならないのだろうかと判断に迷う。一方，
この形の使用をお勧めするという趣旨の示し方
になっていれば，このような迷いは生じない。〔番
組制作担当者〕

4.2　「いちだんらく・ひとだんらく（一段落）」
    〈決定〉

〔イチダンラク〕のみを推奨形としつつ，運用上
の注記を付す。

○イチダンラク
 ・ ［ヒトダンラク］は最近出てきた言い方であり，
誤っていると感じる人もいる。

〔これまで〕注7）　○イチダンラク　×ヒトダンラク
⇒ 『ことばのハンドブック 第2版』p.18を修正

背景：調査の結果，ふだん「ヒトダンラク」と言っ
ているという人が急速に増えているものの（17％

［1991.4調査］→ 20％［1993.12調査］→ 45％
［2014.1調査］→ 48％［2021.2調査］），現時点
ではこの言い方が主流を占めるというような状況
にまではなっていない。

 ［第1452回（2021.7.2）意見交換実施，『放送研究と
調査』2021年10月号参照］

4.2.1　前回の意見交換時（第1452回，2021.7）
　　　	に出た意見の一部

 • 「ヒトダンラク」は現時点ではそれほど多くなって
おらず，若者などが使うくだけた言い方であると
いう印象もあり，まだ認めなくてもよいのでは。
 • 「ひと休み」「ひと息」や「ひと仕事」「ひとまとまり」
などがあることが，「ひと段落」という言い方が
使われる素地になっているのであろう。
 • 「イチダンラク」という言い方には引っかからない
人が多いはずなので，放送では「イチダンラク」
に統一ということでよいのでは。
 • 「ヒトダンラク」に関しては，視聴者からの指摘
が多い。

【1989.2調査】
「ひとごと」ということばがありますが，これを「たにん
ごと」と言うのは？

わからない
その他
タニンゴト
ヒトゴト

わからない
その他
タニンゴト
ヒトゴト

わからない
たにんごと
どちらかといえば「たにんごと」
どちらかといえば「ひとごと」
ひとごと

わからない・そのほか
タニンゴト
ヒトゴト

特になんとも思わない
おかしくない
おかしい

31％

67

35％
63

17％

77

23％

74

33％

49

15

わからない

その他

タニンゴト

ヒトゴト

わからない

その他

タニンゴト

ヒトゴト

わからない

たにんごと

どちらかといえば「たにんごと」

どちらかといえば「ひとごと」

ひとごと

わからない・そのほか

タニンゴト

ヒトゴト

特になんとも思わない

おかしくない

おかしい

【1989.2調査】東京100キロ圏の16歳以上男女1,185人回答〔サンプル数
1,800，有効回答率 65.8％〕（石野ほか（1989），『放送研
究と調査』1989年8月号参照）
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 ［第1452回（2021.7.2）意見交換実施，『放送研究と
調査』2021年10月号参照］

5　漢語の語形
5.1　「惨敗」〈決定〉
〔ザンパイ〕のみを推奨形とする。

○ザンパイ

〔これまで〕注8）　（1）ザンパイ　（2）サンパイ
⇒ 『アク辞』p.547，『表記辞典』p.221を修正

背景：調査の結果，「さんぱい」はほとんど使われ
ていなかった（「ざんぱい」と言う（「さんぱい｣と
は言わない）という回答が全体の8割強）※。
※ 「「ざんぱい」と言う（「さんぱい」とは言わない）」

85％〔2020.3調査〕

前回の意見交換時（第1446回，2020.7）に出た
意見の一部

 • 「惨敗」の発音としてこれまで入っていた「2.サン
パイ」を削除し，「ザンパイ」だけにする提案は，
特に優先的に実施したほうがよい。他の項目は
語中音の問題であるが，これは語頭音の問題で
ある。語頭音の清濁の違いは，聞いたときの印
象が特に大きく違うからである。また，「サンパイ」
には「神社に参拝する」の「サンパイ」や「産業
廃棄物」の「サンパイ」などの同音異義語があり，
よく使われる同音異義語があまりない他の項目よ
り，聞いたときに誤解したり理解できなかったり
しやすいからである。

 ［第1446回（2020.7.3）意見交換実施，『放送研究と
調査』2020 年11月号参照］

6　外来語の語形
6.1　「パタ（ー）ン」〈決定〉
〔パターン〕のみを推奨形とする。

○パターン

〔これまで〕注9）　（1）パターン　（2）パタン
⇒ 『アク辞』p.1083, 1086，『ことばのハンドブック 

第2版』p.278を修正
背景：調査の結果，「パタン」はほとんど使われて

いなかった（「パターン」と言う（「パタン」とは言

わない）という回答が全体の9割程度）※。
※ 「「パターン」と言う（「パタン」とは言わない）」

91％〔2020.3調査〕

6.2　今回の席上での意見から
 • 英語の“pattern”の発音は，「パタン」に近い。
しかし，日本語に入った外来語では，英語での
つづりが“-r”の場合には日本語では長音を入れ
るという習慣ができており，これに合わせてこれ
も「パターン」とすることでよいと思う。

7　文法関連事項
7.1　「～する前 ／ ～しない前」〈決定〉
「する前」のみを推奨形とする。

○する前

〔これまで〕注10）　※放送用語委員会での決定はなし。
 ただし，『NHKことばのハンドブック 第2版』に下

記の記述あり。
 古くから「〜する前」「〜しない前」の両様の言い

方がある。なお，「〜しない前」は「〜しないうち」
と言いかえることもできる。

（『NHKことばのハンドブック 第2版』p.112）
⇒ 『NHKことばのハンドブック 第2版』p.112を修正

背景：調査の結果，「古くなる前」と言う（「古くなら
ない前」とは言わない）と回答した人が，6割程
度であった※。この回答は，おおむね年代が若く
なるほど多くなっている。
※ 「「古くなる前」と言う（「古くならない前」とは言

わない）」60％〔2018.3調査〕

7.2　前回の意見交換時（2020.10）に出た意見の
    一部
 • 「〜しない前に」は個人的にもほとんど使わない
が，たとえば「腐らない前に食べてね」「うそが
ばれない前に白状しなさい」などの言い方であれ
ば自分でも使うと思う。この場合，「ネガティブ
なことを言いたくない，ぼやかしたい」といった
ような意味で使うように感じられる。こうした感
覚的な使い方と，今回の調査で見られた男女差
とは，関連があるのかもしれない。ただしこれ
は特記するほどのことでもないので，今回の案
に賛成。
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 • 「しない前に」は九州では使わない。東京での言
い方だと思う。
 • 「しない前に」は，東京でも比較的高年層で使 
われている形であるように感じている（それより
若い世代では「しないうちに」と言う）。また，「す
る前に」よりもやや強く響く印象がある。
 • 今回の事務局案は，「する前」にマルが付いてい
るということは，「しない前」とは言わないという
理解でよいか。
⇒ 事務局：「しない前」についてはバツということ 

ではなく，特定の位置づけをしないということで
考えている。

 ［第1447回（2020.10.16）意見交換実施，『放送研究
と調査』2021年2月号参照］

なお文法関連事項として，「〜しだい／〜ししだ
い」の扱いについても新しい提案を提起したが，こ
れについては今回は決定をおこなわず，さらに時間
をかけて検討することとした。

注1） これまでの用語委員会での決定は以下のとおり。
（以下同）

　【1967.9】
  標準的な言いかたは「ぬかる」である。「ぬかるむ」

は放送用語としてはとらない。
  （第644回放送用語委員会（1967.9.14），放送用語

速報 No.26掲載）
　【2000.2】
　〈決定〉1. ヌカル　2. ヌカルム
  （これまで　○ヌカル ×ヌカルム）
  伝統的には「ぬかってきた（いる），ぬかった道（グ

ラウンド）」だが，「ぬかるんで－，ぬかるんだ－」
も可。

  なお「抜かる（＝油断して失敗する）」は，これまで
どおり［ヌカル］のみとする。

  （第1207回放送用語委員会（2000.2.10），「放送用
語委員会（東京）用語の決定」『放送研究と調査』
50-4掲載）

注2）
　【1973.2-3】
　放送では「もの足らない」は使わない。
　〈理由〉「足らない」は「足りない」と「足らん」の混交

した表現で，標準的なものと認められない。

　〈参考〉「NHKアクセント辞典」に項目としてあるもの
  アキタリナイ，クイタリナイ，モノタリナイ，モノタ

ラヌ，モノタリナサ
　項目としてないもの
  アキタラナイ，クイタラナイ，モノタラナイ，モノタ

リヌ，モノタラナサ
  （第782・784回放送用語委員会（1973.2.22・3.15），

『文研月報』23-5 掲載）

注3）
　【2001.6】
　〈決定〉1.タチクラミ　2.タチク ラ゚ミ
  （これまで　○タチクラミ　○タチク ラ゚ミ）
  辞書調査の結果，「タチクラミ」を主見出しにして

いるものが多く，現在ではタチクラミの方が一般
的であると思われるため。

　〈参考〉アンケート調査の結果（100人アンケート
（1989.8）タチクラミ 91人　タチグラミ 7人）

  （第1222回放送用語委員会（2001.6.22），『放送研
究と調査』51-9掲載）

注4）
　【1965.10】
　〈決定〉○カタカワ　○カタカﾟワ
  （これまで　○カタカﾟワ ○カタッカワ）
　〈理由〉「カタカワ」も一般によく使われているので放送

のことばとして認める。しかし，「カタッカワ」は放
送のことばとしては採らない。

  （第590・592回放送用語委員会（1965.10.28・11.18）， 
『文研月報』16-1掲載）

　【2011.7】
　「〜側」という形をもつほかの語との体系性を重視し，
　再度検討する。今回は決定とはしない。
　〈当初の事務局案〉○カタカﾟワ
  （第1346回放送用語委員会（2011.7.15），『放送研

究と調査』61-10，61-11掲載）

注5）「連濁化の傾向」
 • 「〜を釣る」（目的語・対象物）という意味の場合に

は，連濁しない「〜つり」が多い
  現行アクセント辞典の例［下記はすべて「〜ツリ」

で掲載］
   あゆ釣り，いか釣り，魚釣り〔サカナツリ（ウオ

ツリ）〕，とんぼ釣り
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 • 「〜で釣る」（場所・手段・時間帯など）という意味
の場合には，連濁した「〜づり」が多い

  現行アクセント辞典の例［下記はすべて「〜ズリ」
で掲載］

   穴釣り，磯釣り，一本釣り，海釣り，おか釣り，
沖釣り，川釣り，さお釣り，手釣り，友釣り，
投げ釣り，初釣り，はね釣り，夜釣り

  （第1446回放送用語委員会（2020.7.3），『放送研
究と調査』70-11掲載）

注6）
　【2000年】
　〈決定〉タニンコ ト゚ということばは誤読から発生した

もので，原則として使わない。
  ○ヒトコ ト゚ ×タニンコ ト゚ （現行どおり）
　〈理由〉戦前の辞書では，「ひとごと」に「人事」「他人

事」という漢字をあてるものが多い。「人事」は「じ
んじ」と区別できないので，「他人事」という書き
方が次第に支持されるようになった。これを誤っ
て読んだものが，「たにんごと」である。このような
背景から考えると，いたずらに類義語を増やすも
のとしても，このことばの使用は勧められない。

  （第1207回放送用語委員会（2000.2.10），『放送研
究と調査』50-4掲載）

注7）
　【1995年】
　〈決定〉放送での「一段落」の読みは，現行どおり「イ

チダンラク」とする。
　〈理由〉
　 （1）調査結果からは，若い人のほうが「ヒトダンラク」

を使う傾向が強いと言えるが，全体としては，「イ
チダンラク」派が優勢である。

　 （2）国語辞書で「ヒトダンラク」を掲載しているもの
は，わずか一つしかない。

  （第1146回放送用語委員会（1995.2.9），『放送研
究と調査』45-4掲載）

注8）
　【1938.5】
  サンパイ（惨敗）［×ザンパイ］
  1938年5月（第71回放送用語委）
  （第1346回放送用語委員会（2011.7.15），『放送研

究と調査』61-11掲載）

　【1940-41】
  サンパイ（惨敗）［ザン〜にあらず］
  1940〜41年『放送用語備要集成第二部』（第1346

回放送用語委員会（2011.7.15），『放送研究と調査』
61-11掲載）

　【2001.2】
　〈決定〉1. ザンパイ　2. サンパイ
  （これまで ○ザンパイ ○サンパイ）
　〈理由〉現在ではザンパイの方が一般的であると思わ

れるため。サンパイでは，「三敗」「参拝」「産廃」
とまぎれるおそれもある。

　〈参考〉「惨」を含む漢語の読み
  （現行『アクセント辞典』から）
  ▽サンとザンの両方を認めるもの：
  　惨劇（1. サン〜　2. ザン〜）
  　惨敗（○サン〜　○ザン〜）
  ▽サンのみを認めるもの：
  　陰惨，惨禍，惨害，惨事，惨状，惨憺

たん

，凄
せい

惨，
  　大惨事，悲惨
  ▽ザンのみを認めるもの：
  　惨殺，惨死
  　（無残（放送では「無惨」は使わない））
  （第1219回放送用語委員会（2001.2.15），『放送研

究と調査』51-4掲載）
　【2011.7】
  「惨敗」の読み〈確認〉
  これまでどおりの規定とする。
  　1. ザンパイ　2. サンパイ
  なお，以下の語も現行の規定のままとする。
   •「サン〜」（漢音）のみ　惨禍，惨害，惨事，惨状，
  　　　　　　　　　　  惨憺，大惨事
   •「〜サン」のみ　陰惨，凄惨，悲惨
   •「ザン〜」（慣用音）のみ　惨殺，惨死
   •「1. サン〜　2. ザン〜」　惨劇
  （第1346回放送用語委員会（2011.7.15），『放送研

究と調査』61-10，61-11掲載）

注9）
	【1959.2】
 〈決定〉○パタン　×パターン

  （第419･421回放送用語委員会（1959.2.12･2.26），
『文研月報』9-3掲載）
	【1993.1】
 〈決定〉1. パターン　2. パタン
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　〈理由〉
　 （1）一般の表記の慣用は，「パターン」のほうが強い。
　 （2）「パタン」は，原語（pattern）の発音に近い表記

であり，現在でも，一部で使われている。
  （第1120回放送用語委員会（1993.1.21），『放送研

究と調査』43-3掲載）
　【2015年】
　〈決定〉ワンパターン
  （これまで　ワンパタン）
 • 提案理由
  インターネットやコーパスの検索結果から，「ワンパ

ターン」と発音・表記することが一般的と考え，放
送のことばとしては「ワンパターン」とすることを提
案する。

 • 参考資料
  「ワンパターン」は和製英語で，「業界用語」として

使われていたものが一般化した語。昭和60年前
後から一般の国語辞典にも立項されるようになっ
た。「ワンパターン」の形が主である。また，放送
の実際の音声でも，「ワンパターン」とはっきりのば
す音で発音している。「パターン／パタン」は，実
際の音声で「パタン」と聞こえる場合もあるが，表
記は「パターン」の形が一般的。

 • 原音の発音　pattern［pǽtərn］［pǽtən］
 • 辞書調査（12冊調査）
  ※2008年以降改訂の新しい辞典類
  　パタン　　　　　パターン
  　　7冊（2冊）　　   11冊（9冊）
  　ワンパタン　　　ワンパターン
  　　4冊（1冊）　　   11冊（9冊）
  ※数値はなんらかの形で掲載のあるもの，カッコ

内はそのうち主見出しで立項しているもの
  （第 1381･1388 回放送用語委員会（2014.6.27，

2015.2.20），『放送研究と調査』64-10，65-5掲載）

注10）これまでの用語委員会での例示・質疑応答など
から

　【1948.8】
　 〔シナイマエニ〕しない前に
  「……しない前に……する。」という形は放送では使

わないこと。「……しないうちに……する。」と言う
のが普通である。（23.8.24）

  『放送用語参考辞典（昭和31年）』

　【1966.10】
　「〇〇する前」「〇〇しない前」という表現について
　（盛岡局）
　〈問題点〉「〇〇しない前」という表現がよく使われる

が，「〇〇しない前」という表現は誤りで，「〇〇す
る前」という表現が正しいのではないか。

　〈答え〉古くから「〇〇する前」「〇〇しない前」という
両様の言い方があり，「〇〇しない前」という言い
方が誤りとは言えない。それぞれの場合に応じて
適宜使いわける。

  なお，「〇〇しない前」は「〇〇しないうち」とも言
いかえられる。（そのほうが適切な場合が多い）

  （第621回放送用語委員会（1966.10.27）「放送用
語速報 NO.9（昭41.11.10）」）

　【1969.3】
　するまえ　する前《為》　
  古くから「…する前」「…しない前」の両様の言い方

があり，「…しない前」という言い方が誤りとは言え
ない。それぞれの場合に応じて適宜使い分ける。
☞「しない前」

　しないまえ　しない前　
  「…しない前」「…する前」は，古くから両様の言い

方があり，「…しない前」という言い方が誤りとは
言えない。なお，「…しない前」は「…しないうち」
とも言いかえられる。

  （日本放送協会（1969）『NHK放送用語ハンドブッ
ク』）

　【1983.3】
　する前・しない前
  古くから「…する前」「…しない前」の両様の言い方

があり，それぞれの場合に応じて適宜使いわける。
なお，「…しない前」は「しないうち」とも言いかえ
られる。〈速 41.11〉

　しない前
  「…しない前」「…する前」は，同じ意味で使われて

いる。☞「する前」
  （NHK総合放送文化研究所（1983）『NHK放送用

語集』）
　【1983.12】
　「こうなる前」と「こうならない前」
  「する前」について次の決めがあり，それに従う。
  古くから「…する前」「…しない前」の両様の言い方

があり，「…しない前」という言い方が誤りとは言え
ない。それぞれの場合に応じて適宜使い分ける。
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なお，「…しない前」は「しないうち」とも言いかえ
られる。（『放送用語集』p.72）

  （関瞭二郎・石野博史（1983）「第959回放送用語
委員会（松山）」『文研月報』33-3，p.72）

議題2　漢字「栗」の使用について

1　「栗」〈決定〉

「栗（くり）」のうち，木の実の「くり」などについて 
は，漢字で「栗」と書けるものとする。ひらがな，
カタカナでの表記も引き続き可能とする。

NHKでは，これまで「くり」については，国の 
常用漢字表に含まれていないため，ひらがな，また
はカタカナを使用していたが，日本新聞協会の新聞 
用語懇談会がルビなど「読みがな」を付けずに 

「栗」を使用することを『新聞用語集 2022年版 』に
盛り込んだことなどを受け，漢字の「栗」の使用に
ついて検討した。

その結果，過去（2004 年），高校3年生を対象
におこなった漢字の読み方を聞く調査で，「くり」の
正答率が高かったこと，20歳以上の男女を対象に
2021年に実施した世論調査形式の調査でも，ひら
がなやカタカナに比べて「栗 」を支持する人が多
かったこと，料理番組など放送現場からも「栗」の
漢字を使用したいという要望があったことを踏まえ，

「栗」の漢字（読みは「くり」）を使用することにした。
なお，栗の関連語として「かたくりこ」について 

は，栗が原料ではないものの日常生活において「片
栗粉」という表記が一般的となっていると判断し，

「①かたくり粉，②片栗粉」とした。
また，当初は「いがぐり」については「いが栗」

とする一方で，「いがぐりあたま」についてはかな書
きの慣用があるとして「いがぐり頭 」とすることを
提案していたが，放送用語委員会当日の議論を踏
まえて，「いがぐりあたま」についても「いが栗頭 」
と漢字にすることにした。なお，「いが栗頭 」は漢
字で書けることを示したものであり，番組の判断で

「いがぐり頭」とすることを否定するものではない。

2　今回の席上での意見から
放送用語委員（外部識者）から以下のような意見

があった。
 • 「いがぐりあたま」は，「いが栗」ということばが
あったからできたことばであり，語源的にはつな
がっている。『NHK漢字表記辞典』の表記とし
ては，「いが栗」「いが栗頭」としたほうがわかり
やすいのではないか。

なお，『NHK漢字表記辞典』『NHK日本語発音
アクセント新辞典 』に掲載されている「栗（くり）」
に関連する語は次のとおり変更する予定である。

（「栗」については，第1456回放送用語委員会でも意見
交換を実施。『放送研究と調査』2022年5月号参照）

読み 現状の表記 変更後の表記

あまぐり 甘ぐり 甘栗
いがぐり いがぐり いが栗
いがぐりあたま いがぐり頭 いが栗頭
おちぐり 落ちぐり 落ち栗
かたくり かたくり（の花） かたくり（の花）

かたくりこ かたくり粉 ①かたくり粉
②片栗粉

かちぐり かちぐり かち栗
くり くり 栗
くりあん くりあん 栗あん
くりいも くり芋 栗芋
くりいろ くり色 栗色
くりきんとん くりきんとん 栗きんとん
くりげ くり毛 栗毛
くりねずみ くりねずみ（色） 栗ねずみ（色）
くりのき くりの木 栗の木
くりまんじゅう くりまんじゅう 栗まんじゅう
くりめし くり飯 栗飯
くりようかん くりようかん 栗ようかん
しばぐり しばぐり しば栗
たんばぐり 丹波ぐり 丹波栗
どんぐり どんぐり どんぐり
どんぐりまなこ どんぐり眼 どんぐり眼
なまぐり 生ぐり 生栗

みずときかたくりこ 水溶きかたくり粉 ①水溶きかたくり粉
②水溶き片栗粉

やきぐり 焼きぐり 焼き栗
ゆでぐり ゆでぐり ゆで栗
わりぐり 割りぐり 割り栗
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議題3　四字熟語の表記について

1　「四字熟語の表記」〈決定〉

難しい四字熟語として使うのであれば，常用漢字
表に含まれない漢字であっても，一部をひらがなに
するよりは，ルビなど「読みがな」を付けて漢字を
使ったほうがわかりやすいと考えた。

なお，難しい漢字を含む四字熟語の使用を積極
的にすすめているわけではなく，ほかのことばへの
言いかえができる場面では，言いかえを検討する。

また，「読みがな」は読みやすさから漢字2字，
または四字熟語全体に付けるとしているが，ウェブ
ニュースなどメディアが多様化する中，どういう「読
みがな」の付け方が読みやすいかについては，状
況に応じて，そのつど判断する。

2　（参考）新聞・通信社の表記
「表外字」「表外音訓」を含む四字熟語について，

新聞や通信社の用語集では，漢字にルビなどの「読
みがな」を付ける形で載せているものが多い。しか
し，「常套手段 」については「常とう手段 」，「天真
爛漫 」については「天真らんまん」と，一部をひら
がなにしている社が多い。

3　調査方法
四字熟語の表記について，2021年11月に続い

て，2022年3月に改めて調査をおこなった。今回
の調査では，回答の選択肢として，一部をひらが
なとする交ぜ書きで書いたもの，漢字に「読みがな」
を付けたものに加えて，漢字のみで書いたものを含
めた3つの書き表し方を示した。

［質問］

テレビの「字幕スーパー」について，おうかがいし
ます。これから，四字熟語について，ひらがなをま
じえて書いたもの，漢字に「読みがな」をつけて書
いたもの，漢字のみで書いたものをお見せします。
テレビの字幕スーパーで表示されるものとしてお考
えください。カッコで示した「読みがな」は表示さ
れますが，ことばの読み方を表す「音声」は，テレ
ビからは流れてこないものとします。これらの書き
表し方のうち，テレビの字幕スーパーとしては，ど
れがもっともよいと思いますか。お答えになるとき
には，「その漢字の正しい読み方が，あなたご自身
だけでなく，多くの人にきちんとわかるか」といっ
たことや，全体としての「見やすさ」などもお考え
に入れてお答えください。

4　調査
4.1　「虎視眈々」

［質問］

ａ. 「虎視たんたん」
ｂ. 「虎視眈 （々こしたんたん）」
ｃ. 「虎視眈 」々

［回答］
	1	字幕スーパーでは，読み方や書き方が難しい漢
字がある場合，aのように，ひらがなを交えて書
いてあったほうがよい  ……………………… 14％

国の『常用漢字表』に含まれていない漢字（表外
字）や読み（表外音訓）を含む四字熟語について，

『NHK漢字表記辞典』ではこれまで該当部分をひ
らがなとしていたが，今後は，原則として，漢字に

「読みがな」を付けて用いる。
「読みがな」は，漢字2字，または四字熟語全体
に付ける。

例）ちょ突猛進　
　→ 猪

ち ょ と つ

突猛進・猪突（ちょとつ）猛進
豪華けんらん
　→ 豪華絢

け ん ら ん

爛・豪華絢爛（けんらん）
画りょう点せい
　→ 画

が

竜
りょう

点
て ん

睛
せ い

・画竜点睛（がりょうてんせい）
一れんたくしょう
　→ 一

い ち

蓮
れ ん

托
た く

生
しょう

・一蓮托生（いちれんたくしょう）
切さたく磨
　→ 切

せ っ

磋
さ

琢
た く

磨
ま

・切磋琢磨（せっさたくま）

なお，常套手段の「じょうとう」部分，天真爛漫の
「らんまん」部分など，四字熟語以外にも使われる
語（常とう句・春らんまん）があるものなどについ
ては，必要に応じて交ぜ書きのままとする。

例）常とう手段
　→ 常とう手段・常

じょう

套
と う

手段・常套（じょうとう）手段
天真らんまん
　→ 天真らんまん・天真爛

ら ん ま ん

漫・天真爛漫（らんまん）
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	2	字幕スーパーでは，読み方や書き方が難しい漢
字がある場合，bのように，漢字に「読みがな」
がつけてあったほうがよい  ……………… 68％
	3	字幕スーパーでは，読み方や書き方が難しい漢
字がある場合でも，cのように漢字だけで書いて
あればじゅうぶんである  …………………… 14％
	4	読み方や書き方が難しい漢字がある場合，それ
はわかりにくいことばなので，放送では使わない
ほうがよい  …………………………………… 3％
	5	このことばを知らない  ……………………… 1％
	6	わからない  …………………………………… 1％

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

わからない

このことばを知らない

使わないほうがよい

虎視眈々

虎視眈々（こしたんたん）

虎視たんたん

非大卒（645 人）

大卒（505 人）

60歳以上（519 人）

50代（190 人）

40代（187 人）

30代（145 人）

20代（111 人）

全体（1,152 人）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

わからない

このことばを知らない

使わないほうがよい

絢爛豪華

絢爛豪華（けんらんごうか）

けんらん豪華

非大卒（645 人）

大卒（505 人）

60歳以上（519 人）

50代（190 人）

40代（187 人）

30代（145 人）

20代（111 人）

全体（1,152 人）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

わからない

このことばを知らない

使わないほうがよい

天真爛漫

天真爛漫（てんしんらんまん）

天真らんまん

非大卒（645 人）

大卒（505 人）

60歳以上（519 人）

50代（190 人）

40代（187 人）

30代（145 人）

20代（111 人）

全体（1,152 人）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

わからない

このことばを知らない

使わないほうがよい

常套手段

常套手段（じょうとうしゅだん）

常とう手段

非大卒（645 人）

大卒（505 人）

60歳以上（519 人）

50代（190 人）

40代（187 人）

30代（145 人）

20代（111 人）

全体（1,152 人）

非大卒
（645人）

大卒
（505人）

60歳以上
（519人）

50代
（190人）

40代
（187人）

30代
（145人）

20代
（111人）

全体
（1,152人）

非大卒
（645人）

大卒
（505人）

60歳以上
（519人）

50代
（190人）

40代
（187人）

30代
（145人）

20代
（111人）

全体
（1,152人）

非大卒
（645人）

大卒
（505人）

60歳以上
（519人）

50代
（190人）

40代
（187人）

30代
（145人）

20代
（111人）

全体
（1,152人）

非大卒
（645人）

大卒
（505人）

60歳以上
（519人）

50代
（190人）

40代
（187人）

30代
（145人）

20代
（111人）

全体
（1,152人）

わからないこのことばを
知らない

使わない
ほうがよい

虎視眈々虎視眈々
（こしたんたん）

虎視たんたん

わからないこのことばを
知らない

使わない
ほうがよい

絢爛豪華絢爛豪華
（けんらんごうか）

けんらん豪華

わからないこのことばを
知らない

使わない
ほうがよい

天真爛漫天真爛漫
（てんしんらんまん）

天真らんまん

わからないこのことばを
知らない

使わない
ほうがよい

常套手段常套手段
（じょうとうしゅだん）

常とう手段

14％ 68 14 3 1 1

10 71 14 3 1 1

9 73 14 3 1 0

9 81 7 2 1 1

12 74 12 2 0 0

19 58 17 3 2 2

70 16 2 0 012

15 66 13 3 2 2

13％ 67 16 2 1 1

9 69 15 3 3 1

9 72 15 2 1 0

10 77 11
1
2 0

9 78 11
1
0 0

17 58 21 2 1 1

9 71 17 2 1 0

16 65 16 2 1 1

15％ 65 17 2 0 1

10 68 19 2 1 1

7 73 17 3 0 0

9 79 11
1
0 1

12 72 15
1
0 0

21 54 21 2 1 2

12 68 19 2 0 0

17 62 16 2 1 2

18％ 62 16 2 1 1

21 58 17 4 0 1

15 62 18 3 2 0

17 71 10
1
1 0

17 67 14 2 0 0

20 57 18 2 2 1

17 63 18 2 0 0

20 61 14 2 2 1

（大卒か非大卒かは不明　2人）

調査時期 ：2022年3月4 〜 14日
調査対象 ：全国　満20歳以上の男女4,000人
調査方法 ：調査員による個別面接聴取法
回 収 率 ：28.8％（1,152人が回答）

4.2　「絢爛豪華」
［質問］

ａ. 「けんらん豪華」
ｂ. 「絢爛豪華（けんらんごうか）」
ｃ. 「絢爛豪華」

［回答］
	1	字幕スーパーでは，読み方や書き方が難しい漢
字がある場合，aのように，ひらがなを交えて書
いてあったほうがよい  ……………………… 13％
	2	字幕スーパーでは，読み方や書き方が難しい漢
字がある場合，bのように，漢字に「読みがな」
がつけてあったほうがよい  ……………… 67％
	3	字幕スーパーでは，読み方や書き方が難しい漢
字がある場合でも，cのように漢字だけで書いて
あればじゅうぶんである …………………… 16％
	4	読み方や書き方が難しい漢字がある場合，それ
はわかりにくいことばなので，放送では使わない
ほうがよい  …………………………………… 2％
	5	このことばを知らない  ……………………… 1％
	6	わからない  …………………………………… 1％

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

わからない

このことばを知らない

使わないほうがよい

虎視眈々

虎視眈々（こしたんたん）

虎視たんたん

非大卒（645 人）

大卒（505 人）

60歳以上（519 人）

50代（190 人）

40代（187 人）

30代（145 人）

20代（111 人）

全体（1,152 人）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

わからない

このことばを知らない

使わないほうがよい

絢爛豪華

絢爛豪華（けんらんごうか）

けんらん豪華

非大卒（645 人）

大卒（505 人）

60歳以上（519 人）

50代（190 人）

40代（187 人）

30代（145 人）

20代（111 人）

全体（1,152 人）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

わからない

このことばを知らない

使わないほうがよい

天真爛漫

天真爛漫（てんしんらんまん）

天真らんまん

非大卒（645 人）

大卒（505 人）

60歳以上（519 人）

50代（190 人）

40代（187 人）

30代（145 人）

20代（111 人）

全体（1,152 人）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

わからない

このことばを知らない

使わないほうがよい

常套手段

常套手段（じょうとうしゅだん）

常とう手段

非大卒（645 人）

大卒（505 人）

60歳以上（519 人）

50代（190 人）

40代（187 人）

30代（145 人）

20代（111 人）

全体（1,152 人）

非大卒
（645人）

大卒
（505人）

60歳以上
（519人）

50代
（190人）

40代
（187人）

30代
（145人）

20代
（111人）

全体
（1,152人）

非大卒
（645人）

大卒
（505人）

60歳以上
（519人）

50代
（190人）

40代
（187人）

30代
（145人）

20代
（111人）

全体
（1,152人）

非大卒
（645人）

大卒
（505人）

60歳以上
（519人）

50代
（190人）

40代
（187人）

30代
（145人）

20代
（111人）

全体
（1,152人）

非大卒
（645人）

大卒
（505人）

60歳以上
（519人）

50代
（190人）

40代
（187人）

30代
（145人）

20代
（111人）

全体
（1,152人）

わからないこのことばを
知らない

使わない
ほうがよい

虎視眈々虎視眈々
（こしたんたん）

虎視たんたん

わからないこのことばを
知らない

使わない
ほうがよい

絢爛豪華絢爛豪華
（けんらんごうか）

けんらん豪華

わからないこのことばを
知らない

使わない
ほうがよい

天真爛漫天真爛漫
（てんしんらんまん）

天真らんまん

わからないこのことばを
知らない

使わない
ほうがよい

常套手段常套手段
（じょうとうしゅだん）

常とう手段

14％ 68 14 3 1 1

10 71 14 3 1 1

9 73 14 3 1 0

9 81 7 2 1 1

12 74 12 2 0 0

19 58 17 3 2 2

70 16 2 0 012

15 66 13 3 2 2

13％ 67 16 2 1 1

9 69 15 3 3 1

9 72 15 2 1 0

10 77 11
1
2 0

9 78 11
1
0 0

17 58 21 2 1 1

9 71 17 2 1 0

16 65 16 2 1 1

15％ 65 17 2 0 1

10 68 19 2 1 1

7 73 17 3 0 0

9 79 11
1
0 1

12 72 15
1
0 0

21 54 21 2 1 2

12 68 19 2 0 0

17 62 16 2 1 2

18％ 62 16 2 1 1

21 58 17 4 0 1

15 62 18 3 2 0

17 71 10
1
1 0

17 67 14 2 0 0

20 57 18 2 2 1

17 63 18 2 0 0

20 61 14 2 2 1

（大卒か非大卒かは不明　2人）

4.3　「天真爛漫」
［質問］

ａ. 「天真らんまん」
ｂ. 「天真爛漫（てんしんらんまん）」
ｃ. 「天真爛漫」

［回答］
	1	字幕スーパーでは，読み方や書き方が難しい漢
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字がある場合，aのように，ひらがなを交えて書
いてあったほうがよい  ……………………… 15％
	2	字幕スーパーでは，読み方や書き方が難しい漢
字がある場合，bのように，漢字に「読みがな」
がつけてあったほうがよい  ……………… 65％
	3	字幕スーパーでは，読み方や書き方が難しい漢
字がある場合でも，cのように漢字だけで書いて
あればじゅうぶんである …………………… 17％
	4	読み方や書き方が難しい漢字がある場合，それ
はわかりにくいことばなので，放送では使わない
ほうがよい  …………………………………… 2％
	5	このことばを知らない  ……………………… 0％
	6	わからない  …………………………………… 1％
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60歳以上（519 人）

50代（190 人）

40代（187 人）

30代（145 人）

20代（111 人）

全体（1,152 人）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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非大卒（645 人）

大卒（505 人）
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全体（1,152 人）
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使わないほうがよい

天真爛漫

天真爛漫（てんしんらんまん）

天真らんまん

非大卒（645 人）

大卒（505 人）

60歳以上（519 人）

50代（190 人）

40代（187 人）
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（111人）
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（1,152人）
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（505人）
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（519人）

50代
（190人）

40代
（187人）

30代
（145人）

20代
（111人）

全体
（1,152人）

非大卒
（645人）

大卒
（505人）
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（519人）

50代
（190人）

40代
（187人）

30代
（145人）

20代
（111人）

全体
（1,152人）

わからないこのことばを
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使わない
ほうがよい
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虎視たんたん

わからないこのことばを
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使わない
ほうがよい
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わからないこのことばを
知らない
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ほうがよい

常套手段常套手段
（じょうとうしゅだん）

常とう手段

14％ 68 14 3 1 1

10 71 14 3 1 1

9 73 14 3 1 0

9 81 7 2 1 1

12 74 12 2 0 0

19 58 17 3 2 2

70 16 2 0 012

15 66 13 3 2 2

13％ 67 16 2 1 1

9 69 15 3 3 1

9 72 15 2 1 0

10 77 11
1
2 0

9 78 11
1
0 0

17 58 21 2 1 1

9 71 17 2 1 0

16 65 16 2 1 1

15％ 65 17 2 0 1

10 68 19 2 1 1

7 73 17 3 0 0

9 79 11
1
0 1

12 72 15
1
0 0

21 54 21 2 1 2

12 68 19 2 0 0

17 62 16 2 1 2

18％ 62 16 2 1 1

21 58 17 4 0 1

15 62 18 3 2 0

17 71 10
1
1 0

17 67 14 2 0 0

20 57 18 2 2 1

17 63 18 2 0 0

20 61 14 2 2 1

（大卒か非大卒かは不明　2人）

4.4　「常套手段」
［質問］

ａ. 「常とう手段」
ｂ. 「常套手段（じょうとうしゅだん）」
ｃ. 「常套手段」

［回答］
	1	字幕スーパーでは，読み方や書き方が難しい漢
字がある場合，aのように，ひらがなを交えて書
いてあったほうがよい  ……………………… 18％

	2	字幕スーパーでは，読み方や書き方が難しい漢
字がある場合，bのように，漢字に「読みがな」
がつけてあったほうがよい  ……………… 62％
	3	字幕スーパーでは，読み方や書き方が難しい漢
字がある場合でも，cのように漢字だけで書いて
あればじゅうぶんである …………………… 16％
	4	読み方や書き方が難しい漢字がある場合，それ
はわかりにくいことばなので，放送では使わない
ほうがよい  …………………………………… 2％
	5	このことばを知らない  ……………………… 1％
	6	わからない  …………………………………… 1％
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30代
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（111人）
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（1,152人）
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（645人）

大卒
（505人）

60歳以上
（519人）

50代
（190人）

40代
（187人）

30代
（145人）

20代
（111人）

全体
（1,152人）

わからないこのことばを
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ほうがよい
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ほうがよい

常套手段常套手段
（じょうとうしゅだん）

常とう手段

14％ 68 14 3 1 1

10 71 14 3 1 1

9 73 14 3 1 0

9 81 7 2 1 1

12 74 12 2 0 0

19 58 17 3 2 2

70 16 2 0 012

15 66 13 3 2 2
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9 69 15 3 3 1

9 72 15 2 1 0
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1
2 0

9 78 11
1
0 0

17 58 21 2 1 1

9 71 17 2 1 0

16 65 16 2 1 1

15％ 65 17 2 0 1

10 68 19 2 1 1

7 73 17 3 0 0

9 79 11
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17 62 16 2 1 2
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20 57 18 2 2 1

17 63 18 2 0 0

20 61 14 2 2 1

（大卒か非大卒かは不明　2人）

5　調査結果
「虎視眈 」々「絢爛豪華」では，いずれも7割近い

人が，漢字に「読みがな」を付けた形を支持した。
これに漢字のみを支持した人を加えると8割を超え
る結果となった。年代別に見ると，60歳以上の人
では，ひらがなを支持した人が2割近くとほかの世
代よりもやや高かった。

また，「天真爛漫」「常套手段」は，「春らんまん」
「常とう句」など四字熟語以外でも使われ，新聞各
社では交ぜ書きとしていることが多いが，調査の結
果，6割以上の人が漢字に「読みがな」を付けた形
を支持した。漢字のみを支持した人を加えると，「天
真爛漫 」では8割以上，「常套手段」では8割近く



91SEPTEMBER 2022

が支持したという結果となった。
調査結果からは，「天真爛漫 」「常套手段」につ

いても「読みがな」付きで漢字を使用しても問題は
ないと考えるが，交ぜ書きの慣用もあることから，

「必要に応じて交ぜ書きのままとする」とした。

6　今回の席上での意見から
放送用語委員（外部識者）からは以下のような意

見があった。
 • 「読みがな」を付けながら，多少難しめの漢字で
あっても画面に提示するというのは，時代にあっ
ている。心配する点としては，カッコの中に「読
みがな」ではなく，注釈的なことが入ることもあ
り，迷ってしまうこともある。また，ルビでも読
みにくい場合もある。どういう形ならルビとして
読み取りやすいか，放送技術の面からも検討し
ていくとよいだろう。
 • ルビを振った漢字を使うことで，漢字の意味と
読み方を同時に伝えることができる。非常に美
しいと自分は思っており，ルビを工夫して使って
いってほしい。
 • 四字熟語以外にも使われる語に関しては必要に
応じて交ぜ書きのままにするとしたのは，差があ
るところをきちんと分けていてよい。
 • 漢字があると意味がわかりやすいし，「読みが
な」がカッコの中にあると読み方がわかり，両方
あれば一番わかりやすい。しかし，四字熟語の
場合，カッコに「読みがな」を入れると，文字数
が多くなる。番組制作上短く示したいという要求
もあるのではないだろうか。

また，放送現場の声として，NHKの部内の委員
からは以下のような意見があった。

 • テレビのニュースやウェブニュースのタイトルには
文字数の制限がある。また，システムによっては
ルビを振れないこともある。本文中でルビを振
り，タイトルはルビを振らないなど，状況に応じ
た弾力的な運用が望ましい。

（四字熟語については，第1456回放送用語委員会でも
意見交換を実施。『放送研究と調査』2022年5月号参
照）

議題4　干支（えと）の表記について

1　「干支（えと）の表記」〈決定〉

干支（えと）を書き表す場合はひらがな，または「読
みがな」を付けたうえで漢字を用いる。

例）とら年　
　→ とら年・寅

と ら

年・寅（とら）年
うしの日　
　→ うしの日・丑

う し

の日・丑（うし）の日

十二支の訓読み（ね ・うし・とら……）は，放送
でもよく使われることばであるが，「ことしのえとの
とらにちなんで」など，あまりにもひらがなが続くと
文章が読みづらくなることがある。このため，必要
に応じて漢字を使うことにした。なお，漢字を使う
場合は「読みがな」を付ける。

また，「ひのえうま」「きのとみ」など十干と十二
支の訓読みを組み合わせて使う場合も，ひらがな，
または「読みがな」を付けたうえで漢字を用いる。
「干支（えと）」ということばについても，伝統的

な行事，習俗に関連する語として，「読みがな」を
付けたうえで必要に応じて漢字を用いることにした。

2　今回の席上での意見から
放送用語委員（外部識者）からは以下のような意

見があった。
 • 干支（えと）は，カレンダーで漢字の見覚えもある 
ので，たとえば「うしの日」と書くよりは，「丑の日」
と書いてルビを振ったほうが親切かなと思う。

（「干支（えと）」の表記については，第1456回放送用語
委員会でも意見交換を実施。『放送研究と調査』2022
年5月号参照）

塩田雄大（しおだ たけひろ）/
中島沙織（なかじま さおり）

第 1458 回　放送用語委員会（東京）
【開催日】 2022 年 6 月 3 日（金）
【出席者】 青木奈緖 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，
 大里智之 放送文化研究所長  ほか


