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た。なお，今回の調査結果については，井上
史雄（2005）でもふれられている。
表1は，その結果を示したものである。
まず全体の結果としては，「交ぜ書き派」が
37.2％ともっとも主流になっている（表中で
は，それぞれの層でもっとも主流な回答（最
頻回答）に網掛けを施してある）。これを，性
別・年齢別・最終学歴別・国語辞典の使用
不使用，NHKと民放のどちらをよく見るか，
といったことを基準にそれぞれ層別に分け
た結果について見てみると，どの層でもおお
むね「交ぜ書き派」がもっとも主流であるが，
いくつか例外的な層がある。1 つは 39歳以
下（20歳代および 30歳代）の層，1つは最終
学歴が大学卒業の層，そしてもう 1つは国語
辞典を「よく使う」と答えた回答者層である。
これ以外の層は，それぞれ様相に差はあるも
のの，「交ぜ書き派が主流」という点では共通
しているため，最初に「年齢差」「学歴差」「国
語辞典の使用」に着目して分析を試みる。
　1－ 1 年齢差

まず年齢差について考えてみると，表1の
数値から，細かな違いに目をつぶれば，次の
3つの層に分類することができそうである。
a. 20 ～ 39 歳 :「使い分け派」がかなり優勢
b. 40 ～ 59 歳 :「交ぜ書き派」がやや優勢
c. 60 歳以上 :「交ぜ書き派」がかなり優勢
また全体的な分布としては，年齢が低くな

はじめに
本稿では，第1部としてこのたび実施した

字幕スーパーの漢字に関する意識調査の結果
を報告し，また第2部として放送における漢
字使用の諸問題を検討する。第1部は塩田が，
第2部は柴田が執筆した。

  第 1部 字幕スーパーにおける
　　　　　漢字使用に関する意識
放送用語委員会では，このところ放送にお

ける漢字の使用に関する議論を継続しておこ
なってきた（『放送研究と調査』2003. 9，2003. 
12，2004. 3，2004. 9，2005. 3，2005. 5，2005. 
9 の用語委員会報告を参照）。また，この議論
の資料として，漢字に対する意識・実態調査
を実施した（塩田雄大（2005），坂本充（2005））。
しかし，議論を重ねてゆくなかで，いわゆる

「交ぜ書き」について一般の人々が現在どのよ
うに感じているのか，ということをきちんと把
握しておく必要がある，という考えにいたった。
そこで，NHK放送文化研究所では，全国

の満20歳以上の男女2000人を対象に，テレ
ビの字幕スーパーにおける漢字使用に関する
質問をおこなった。その結果，1,379人から
の回答を得ることができた 1）。あわせて，ふ
だん国語辞典を使うか，またNHKと民放の
どちらをよく見るか，といったことも尋ね，
漢字に対する意識との関連を探る材料とし

放送と漢字について
 ～「字幕スーパーの漢字に関する意識調査」および諸問題～
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るに従って，「使い分け派」が多くなり，「交
ぜ書き派」および「表外字使用派」がゆるやか
に少なくなっている，と言うことができる。
　1－ 2 学歴差

次に，学歴差について見る。時代によって
進学率が異なるため（以前に比べて大学進学
率は高くなっている），上述の年齢別3層ご
とに分けてみることにする。ここでは「大学
卒業者に『使い分け派』が多い」という結果が
出ているが，これが「大学卒業者にはそもそ

も若い人（=『使い分け派』が多い）が多く含
まれている」ことに起因するものなのかどう
かを判別するためである。
表2を見ると，「20～39歳」および「40～

59歳」のそれぞれの学歴別傾向は，全体の学
歴別傾向と同じく「中学校・高校卒業者では
『交ぜ書き派』が多く，大学卒業者では『使い
分け派』が多い」となっている。ところが「60
歳以上」の層では，「中学校・高校卒業者で
は『交ぜ書き派』が多い」という点は共通して

表1　字幕スーパーの漢字表記
Q テレビの字幕スーパーについてお聞きします。現在，テレビの字幕スー
パーに使う漢字は，基本的に学校の国語の授業で習う範囲のものを使
うことになっています。たとえば，次のように「肋骨」「膵臓」「肛門」
は学校で習わない漢字を含んでいるので，「ろっ骨」「すい臓」「こう門」
と書くことになっています。このことについて，あなたのお考えに最
も近いものを1つ選んでください。

ア .どんな番組であって
も，字幕スーパーで
はだれでも読めるよ
うに「ろっ骨」「す
い臓」「こう門」と
書くべきだ
「交ぜ書き派」

イ .どんな番組であって
も，字幕スーパーで
はもともとの漢字を
使って「肋骨」「膵臓」
「肛門」と書くべきだ

「表外字使用派」

ウ .ひらがなで書くか漢字
で書くかは，多くの人
が見る番組か，あるい
は専門的な内容の番組
か，といったことによっ
て違ってもかまわない
「使い分け派」

（わからない）

全体（1,379） 37.2 28.0 29.2 5.6 
男（659） 38.7 31.1 ＋ 25.8 － 4.4 
女（720） 35.8 25.1 － 32.4 ＋ 6.7 
20 歳代（119） 33.6 17.6 － 47.1 ＋ 1.7 
30 歳代（264） 36.7 21.2 － 38.3 ＋ 3.8 
40 歳代（220） 35.0 27.3 32.3 5.5 
50 歳代（301） 34.2 31.9 29.9 4.0 
60 歳台（270） 41.1 37.8 ＋ 16.3 － 4.8 
70 歳以上（205） 41.5 24.9 20.0 － 13.7 ＋
中学校卒業（236） 47.0 ＋ 20.8 － 19.5 － 12.7 ＋
高校卒業（693） 39.1 29.9 26.6 － 4.5 
大学卒業（436） 29.8 － 28.7 38.5 ＋ 3.0 －
国語辞典「よく使う」（219） 29.7 － 39.7 ＋ 30.1 0.5 －
「ときどき使う」（481） 37.8 29.7 30.1 2.3 －
「あまり使わない」（349） 34.4 25.8 33.0 6.9 
「まったく使わない」（280） 44.6 ＋ 20.7 － 23.6 － 11.1 ＋
「国語辞典はない」（45） 42.2 15.6 22.2 20.0 ＋
「NHKのほうをずっと多く見る」（165） 38.2 35.8 ＋ 21.8 － 4.2 
「どちらかといえば，NHKのほうを多く見る」（145） 35.9 32.4 26.9 4.8 
「NHK，民放，同じくらい見る」（303） 32.7 30.4 31.7 5.3 
「どちらかといえば，民放のほうを多く見る」（411） 38.7 27.3 30.4 3.6 －
「民放のほうをずっと多く見る」（338） 40.8  21.6 － 30.2 7.4 

表 2　字幕スーパーの漢字表記（年代・学歴別）
「交ぜ書き派」 「表外字使用派」 「使い分け派」 （わからない）

全体（1,379） 37.2 28.0 29.2 5.6 
中学校・高校卒業（929）
大学卒業（436）
（不明　14）

41.1 ＋ 27.6 24.8 － 6.6 ＋
29.8 － 28.7 38.5 ＋ 3.0 －

中学校・高校卒業（195）
20 ～ 39 歳（383）　　大学卒業（181）

（不明　7）

39.0 21.5 － 35.4 ＋ 4.1
33.1 17.7 － 47.0 ＋ 2.2 －

中学校・高校卒業（329）
40 ～ 59 歳（521）　　大学卒業（188）

（不明　4）

38.0 29.8 27.4 4.9
29.3 － 29.8 37.2 ＋ 3.7

中学校・高校卒業（405）
60 歳以上（475）  　　大学卒業（67）

（不明　3）

44.7 ＋ 28.6 17.5 － 9.1 ＋
22.4 － 55.2 ＋ 19.4 3.0 

それぞれの層でもっとも主流な回答(最頻回答)に網掛けを施した　　＋（－）は全体結果に比べて有意に大きい（小さい） [統計的有意差95%以上] 2）

それぞれの層でもっとも主流な回答(最頻回答)に網掛けを施した　　＋（－）は全体結果に比べて有意に大きい（小さい） [統計的有意差95%以上] 2）



4 放送研究と調査　DECEMBER 2005

いるが，「大学卒業者では『表外字使用派』が
多い」という異なった傾向を見せている。
ここから，中学校・高校卒業者の層ではお

おむね「交ぜ書き派」が主流であること，ま
た大学卒業者の層では 59歳以下では「使い分
け派」が，60歳以上では「表外字使用派」が主
流であることがわかる。
つまり，年齢別3層に分けてみても，「学歴
差」が明確に確認される。字幕スーパーにおけ
る漢字使用への態度に関して，「年齢差」と「学
歴差」とは，ある程度独立の要因としてそれぞ
れ関与している，と言うことができるだろう。
　1－ 3 国語辞典の使用・不使用

では，国語辞典の使用に関する設問との関
連を見てみよう。表3を見ると，「40～59歳」
および「60歳以上」のそれぞれの傾向は，全
体の傾向と同じく「国語辞典を『よく使う』層
では『表外字使用派』が多く，『よく使う』以
外の層では『交ぜ書き派』が多い」となってい
る。ところが「20～39歳」の層では，「よく
使う」もそれ以外もともに「使い分け派」が多
い，という異なった傾向を見せている。
つまり，国語辞典の使用・不使用に関して

は，40歳以上の層においては「よく使う人に
は『表外字使用派』が多く，それ以外の層で
は『交ぜ書き派』が多い」ということが言える

が，39歳以下の層では「国語辞典の使用・不
使用にかかわらず『使い分け派』が多い」とい
うことになる。言いかえると，字幕スーパー
での漢字使用に関する意識として，国語辞典
をふだん使うかどうかということは，40歳
以上では要因として関与するが，39歳以下
ではさほど関係がない，となるだろう。
　1－ 4 男女差

次に，男女差について見る。表1では，男
女ともに「交ぜ書き派」が主流であったが，
これをさらに年齢別に見てみる。
図1abを見ると，男性については，「交ぜ

書き派」の回答がすべての年代において主流
である（20歳代では「使い分け派」と同数，60
歳代では「表外字使用派」と同数）。
いっぽう女性では，60歳代より上のグルー

プでは「交ぜ書き派」が主流であるが，それよ
り下の年代ではすべて「使い分け派」が主流
になっている。あわせて，男性よりも女性の
ほうが年齢差が大きいように見受けられる。
つまり，女性層においては，全体として「交

ぜ書き派」が主流になっているのは 60歳以上
における「交ぜ書き派」がかなり多いことに
よるのであって，59歳以下では「使い分け派」
が主流なのである。

表 3　字幕スーパーの漢字表記（年代・国語辞典使用不使用）
「交ぜ書き派」 「表外字使用派」 「使い分け派」 （わからない）

全体（1,379） 37.2 28.0 29.2 5.6 
国語辞典を「よく使う」（219）
「よく使う」以外（1,155）
（わからない　5）

29.7 － 39.7 30.1 0.5 －
38.6 ＋ 25.8 － 29.1 6.5 ＋

「よく使う」（43）
20 ～ 39 歳（383）　　「よく使う」以外（339）

（わからない　1）

27.9 14.0 － 55.8 ＋ 2.3
36.9 20.6 － 39.2 ＋ 3.2 －

「よく使う」（90）
40 ～ 59 歳（521）　　「よく使う」以外（430）

（わからない　1）

25.6 － 45.6 ＋ 28.9 0.0 －
36.5 26.7 31.2 5.6

「よく使う」（86）
60 歳以上（475）　  　「よく使う」以外（386）

（わからない　3）

34.9 46.5 ＋ 18.6 － 0.0 －
42.5 ＋ 29.3 17.9 － 10.4 ＋

それぞれの層でもっとも主流な回答(最頻回答)に網掛けを施した　　＋（－）は全体結果に比べて有意に大きい（小さい）[統計的有意差95%以上] 2）
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　1－ 5 テレビ視聴傾向との関連

最後に，テレビ視聴の傾向について見る。表
1では，NHKのほうを多く見る人たちでもそ
うでない人たちでも，おしなべて「交ぜ書き派」
が主流であったが，これをさらに年齢別に見て
みる。「NHKのほうをずっと多く見る」と「どち
らかといえば，NHKのほうを多く見る」とを統
合して「NHK派」とした（「民放派」も同様）。
図2abcを見ると，テレビ視聴の傾向にかか

わらず，20～39歳ではおおむね「使い分け派」が，
60歳以上ではいずれも「交ぜ書き派」が多い 3）。
それに対して 40～59歳の層ではやや複雑

で，「NHK派」では「表外字使用派」が，「同
じくらい」では「使い分け派」が，「民放派」で
は「交ぜ書き派」が主流となっている。
つまり，字幕スーパーにおける漢字使用へ

の態度に関して，テレビ視聴傾向は，20～

39歳と 60歳以上の層についてはさほど関連
がないが，40～59歳の層については要因と
して寄与している可能性がある。
　1－ 6 暫定的まとめ

第1部で述べたことを総合して図化する
と，図3のようになる。
全体として，年層による意識の違いが目立

つ。現状として「若い層では『使い分け派』が

図1a　年代別結果（男）

交ぜ書き派 表外字使用派 使い分け派 わからない

20 歳代（60） 40.0% 18.3 40.0
1.7

2.8

6.4

3.4

4.1

7.5

30 歳代（106） 38.7 30.228.3

40 歳代（94） 39.4 28.725.5

32.4

42.1

50 歳代（148） 37.8 26.4

60 歳代（145） 42.1 11.7

70 歳以上（106） 34.0 29.229.2

図1b　年代別結果（女）

交ぜ書き派 表外字使用派 使い分け派 わからない

20 歳代（59） 27.1% 16.9 54.2
1.7

4.4

4.8

4.6

5.6

20.2

30 歳代（158） 35.4 43.716.5

40 歳代（126） 31.7 34.928.6

31.4

32.8

50 歳代（153） 30.7 33.3

60 歳代（125） 40.0 21.6

70 歳以上（99） 49.5 10.120.2

図 2a　テレビ視聴傾向別結果（20 ～ 39 歳）3）

交ぜ書き派 表外字使用派 使い分け派 わからない

〔NHK派＋同じくらい〕
（93）

民放派（286）

29.0% 22.6 46.2

2.2

38.5 19.6 38.8

3.1わからない（4）

図 2b　テレビ視聴傾向別結果（40 ～ 59 歳）

交ぜ書き派 表外字使用派 使い分け派 わからない

NHK派（92）

民放派（312）

同じくらい（109）

32.6% 39.1 26.1

2.2

40.1 26.3 28.8

4.8

22.0 33.0 41.3

3.7

わからない（8）

図 2c　テレビ視聴傾向別結果（60 歳以上）

交ぜ書き派 表外字使用派 使い分け派 わからない

NHK派（192）

民放派（151）
わからない（5）

同じくらい（127）

39.6% 34.4 19.8 6.3

41.1 31.1 17.2 10.6

44.9 30.7 16.5 7.9

図 3　字幕スーパーの漢字表記に対する最頻回答（類型化）4）

交ぜ書き派
辞使＝国語辞典を「よく使う」 非使＝「よく使う」以外

表外字使用派 使い分け派

20～39 歳

全体 女 男 大学 中高 辞使 非使 NHK 同じ 民放

60 歳以上

40～59 歳

分

交

交 外 分

交

交

交

交

分 分

分 分

外

外
外
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多い」ということがあるが，時が経ってこの
若い層が社会の中堅層になったときに，現在
の意識をそのまま継続してゆくのか，あるい
は加齢によって「交ぜ書き派」にくら替えし
てゆくのか，注視しておく必要がある。
今回の結果に基づいて筆者の見解を述べる

ならば，字幕スーパーでは，これまでどおり
「交ぜ書き」を基本としつつ，番組の内容に
よっては難しい漢字も用いることがあるとい
う「使い分け」を，あくまで限定的におこな
うのが穏当であるように考えるのだが，いか
がだろうか。　　　　　 （しおだ　たけひろ） 

注（第 1部）
1） 調査の概要と単純集計結果は以下のとおり。
調査時期：2005 年 3 月 10 日～ 13 日
調査相手：全国の満 20 歳以上の男女 2,000 人
抽出方法：層化副次（二段）無作為抽出法
調査方法：調査員による個別面接聴取法
調査有効数（率）：1,379 人（69.0%）
Q1 ふだん，国語辞典をお使いですか。この中
から 1つ選んでください。

（ア）よく使う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.9 %
（イ）ときどき使う ‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.9
（ウ）あまり使わない ‥‥‥‥‥‥‥ 25.3
（エ）まったく使わない ‥‥‥‥‥‥ 20.3
（オ）国語辞典はない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 3.3
（わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.4
Q2 テレビの字幕スーパーについてお聞きしま
す。現在，テレビの字幕スーパーに使う漢
字は，基本的に学校の国語の授業で習う範
囲のものを使うことになっています。たと
えば，次のように「肋骨」「膵臓」「肛門」
は学校で習わない漢字を含んでいるので，
「ろっ骨」「すい臓」「こう門」と書くことになっ
ています。このことについて，あなたのお
考えに最も近いものを1つ選んでください。

（ア）どんな番組であっても，字幕スーパーで
はだれでも読めるように「ろっ骨」「すい
臓」「こう門」と書くべきだ ‥‥ 37.2 %

（イ）どんな番組であっても，字幕スーパーで
はもともとの漢字を使って「肋骨」「膵臓」
「肛門」と書くべきだ ‥‥‥‥‥ 28.0

（ウ）ひらがなで書くか漢字で書くかは，多く
の人が見る番組か，あるいは専門的な内
容の番組か，といったことによって違っ
てもかまわない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.2
（わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.6

Q3 あなたは，NHKの番組と民放の番組のどちら
をよく見ますか。この中から1つ選んでください。

（ア）NHKのほうをずっと多く見る ‥ 12.0 %
（イ）どちらかといえば，NHKのほうを
　　  多く見る ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.5
（ウ）NHK，民放，同じくらい見る ‥‥ 22.0
（エ）どちらかといえば，民放のほうを
        多く見る ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.8
（オ）民放のほうをずっと多く見る ‥‥ 24.5
（わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2
2）ある層でのある回答比率が，全体での当該回答比
率に比べて有意（95%以上）に大きい/小さいか
を判定するにあたっては，本稿では「一部従属なパー
セントの差の検定」（杉山（1984）p.176）を用いた。

3）20 ～ 39 歳における「NHK 派」の実数（26）
がそれほど大きくないため，図化にあたっては
「同じくらい」（67）と統合して表示した。ただ
し，それぞれの内訳は
N H K 派 ： 9/ 4/ 13/ 0 
同じくらい ： 18/ 17/ 30/ 2 
民 放 派 ： 110/ 56/ 111/ 9  （人）

[ 順に，交ぜ書き派 /表外字使用派 /使い分け
派 /わからない ]
となっており，「NHK派」「同じくらい」「民放派」
すべて「使い分け派」がもっとも多い，という
ことが実数の上でひとまず言える。なお民放派
については下記 4）参照。

4）  3）に掲げたとおり，20～ 39歳における「民放派」
の「使い分け派」（111）は「交ぜ書き派」（110）
に比べてわずかに1人多いだけであり，誤差であ
る可能性も決して小さくない。そのため，図 3に
おける20～ 39歳の「民放派」の部分には，判断
を保留する意味で「斜線の網掛け」を施しておく。

引用文献（第 1部）
井上史雄（2005）「漢字の規制緩和」『日本語学』
第 24 巻第 8号（7月号）

坂本充（2005）「高校生は漢字をどのくらい読め
るか 高校生漢字認識度調査から」『放送研究と
調査』2005. 3

塩田雄大（2005）「漢字に関する現代人の意識
　「日本人と漢字に関する意識調査」から」
　『放送研究と調査』2005. 3
杉山明子（1984）『現代人の統計3 社会調査の基本』
朝倉書店
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小さくなると1つの漢字あたりでは少ないドッ
トで文字を表さなければならず，限界がある。
通常の 525放送では画面下方に 2～3行，

横に 13～19文字というスーパーインポーズ
（画面スーパー）が多く使用されている。走
査線1本を 1 ドットと考えるなら，1文字あ
たり 47～30 ドットとなる。
ドット表示による文字は，下図のように簡

略化して考えるとわかりやすいが，最大でも
縦ドット数の半分の数の横線でしか表示でき
ない。それ以上詰め込むと線ではなく面や太
線になり線としての機能を発揮できない。16
ドットの場合は 8本の横線しか弁別できず，
複雑な字画は省略やごまかしが生まれる。

また，ディスプレー画面の発光体の特性に
より「にじみ」があり，理論的な描画限界よ
りも実際の弁別限界は下がる。
総合的に考えた場合，テレビ画面の通常の

文字サイズでは 24 ドットくらいの細かさで
あると考えられる。字画が複雑な「驫・鸞・鬱」
などの字体は正確には弁別できないと考えて
よい。新聞や雑誌など紙質が悪くとも，虫眼
鏡などで拡大すれば，活字のかなり細部まで
観察できる媒体とは違う。
言いかえれば，テレビ媒体で使う文字は，

線の弁別がしやすい，画数が少ないものが有

  第 2 部 字幕スーパーの諸問題

テレビ放送が始まって 50年以上たち，「生
まれたときにはテレビがあった」世代が半数
を超えている。
メディアを巡る状況は大きく変わりはじ

め，メディア融合，細分化，情報の共通化な
どが起きている。
また，情報量も急激に増える中で，わかり

やすさや訴える力の視点から，メディアに載
る情報の基本的な性格をあらためて分析する
必要が出てきている。
人間が必要とする情報はいわゆる視覚・聴

覚・味覚・臭覚・触覚の五感がとらえられる
ものであり，そのうち現在のメディアに載る
ものは，視覚・聴覚である。映像と文字情報，
音声情報がこれに当たる。
本稿では文字情報のうち，漢字について日本

語の中で果たす役割とメディアでどのように使
用していくことが効果的であるかを考察する1）。
　テレビメディアの特性

日本のテレビ画面は，横に走る走査線525
本で構成される平面である。画面のサイズが
大きくても小さくてもこの本数は変わらな
い。ハイビジョンは走査線の数が倍以上の
1,125本で構成され高精細度となっている。
走査線が 525本の場合，画面に文字をうつ

す場合は文字をドット（光の点）で表すことと同
じで，このドット幅が縦に525しかとれないと
いう制約が生まれる。全画面をドットで構成す
ると考えた場合，525×（525×4÷3）で 367,500
ドット，ハイビジョンでは1125×（1125×16÷9）
で 2,250,000ドットとなる。ハイビジョンでは通
常放送の6.12倍の精細度があると言える。
この画面に文字をうつす場合，文字サイズが
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利であるということになる。
次に，テレビ画面1画面に表示できる文字数

には限りがある。『ことばのハンドブック』では，
横書きの場合，13字7行を限度としている。
おおよそ新聞の 7行と同じ分量である。
この長さで完結する文章が望ましいことに

なり，複雑で長大な文章はなじまない。
第3に，表示時間の問題がある。通常の紙媒
体の文字情報は読み手が何度でも読み返しもで
き，時間をかけて読むことも可能だが，テレビ
画面は，送り手側の演出や意図で表示できる時
間が変化し，それは受け手の自由にはならない。
受け手にとっては瞬間的な読み取りの能力

と，送り手側に合わせた理解力が必要になる。
　テレビにおける文字情報の変遷

ラジオの時代は「耳のことばの建設」を目指し
て日本語を考えてきたが，テレビ時代になり「目
を通してのことば」も考える必要が出てきた。
テレビ放送が始まった 1953年（昭和28年）

にはすでに制限色が強い「当用漢字表」「現
代かなづかい」が告示されていた。
NHKが『テレビの用字・用語と書き方』（部

内資料）を作ったのが 1958年（昭和33年）で
あり，放送開始からしばらくの間は検討・試
行錯誤の時期であったと見られる。
これは，「当用漢字表」のほか，「国語の書

き表し方の基準」（文部省編1950）「公用文
作成の要領」（国語審議会建議1951）を参考
として作ったものである。
また，1953年当時は新聞においても難しいこと
ばの言いかえや表外字の排除が盛んにおこなわ
れていた時期であることに注意する必要がある。
草創期から 30年ほどの間は，文字情報の

あり方がさまざまに考えられ，試行錯誤の状
態でいろいろなことが試行された。

もともと，文字を画面に登場させることは
技術的に手間がかかり，文字を事前に準備す
る必要があったために，文字情報は「従」の
地位にあった。
映画の中で使われる文字と同じように「補

助情報」という位置づけであった。登場人物
の肩書と氏名，映像の場所を示す地名，ニュー
スでは項目の「見出し（タイトル）」，などの
情報が主であり，新聞のような「報道文章」
が文字化されているのとは違っていた。
しかし，この段階ですでに実施されていた

ことは，
1. 同じ音のほかの漢字で代用する
月蝕→月食，香奠→香典，綜合→総合 など
2. 同じ意味を表すほかの漢語と言いかえる
安 →安心，騒擾→騒乱，肢体→身体 など
3. 一部をかな書きにすると誤解されるおそれ
があるものは，全体をかな書きにする
澱粉→でんぷん，賄賂→わいろ など
4. 全部をかな書きにすると誤解されるおそ
れがあるものは表外字だけをかな書きにす
る。ただし，この方法はなるべく避ける（交
ぜ書きの採用）
円錐→円すい，挿絵→さし絵 など
5. やむをえず，表外字を使うときはふりがな
をつける
以上の 5点である。
これらの考えをまとめて例示したものとし

て，1965年（昭和40年）に出版された『NHK
用字用語辞典』がある。
また，長い間ラジオ報道文章が培ってきたよ

うに，テレビも「耳のことば」による音声表現を
中心とした。このために，新聞報道文章とは異
なった道をたどり，ラジオテレビの報道文章が，
難しい熟語，同音異義熟語を避ける傾向にあっ
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たという素地は見逃すことができない。
それでも，「当用漢字」に含まれない難

しい漢字については使用頻度が高く，新聞
の 1.7% に対しテレビは 2.5% に上っている
（NHK調査1976年）2）。
これは，固有名詞の表記が多いことと，専

門用語，慣用句や特殊なことばの表記が多い
ためであると考えられ，新聞の説明・叙述的
な文章の中に現れる表外字の割合とは異なっ
ても当然である。
「表外字」の扱いは，「常用漢字」の時代になっ

ても尾を引く。日常的に使うことばの中に登場
する表外字問題として解決はついていない。
ニュースについてはテロップや写真などが

多く使われた 1975年以前（ビデオ取材以前の
時代）はいわば静的な画面表記であった時代
といえるが，その後，動画取材（ビデオ取材）
に移行し，スタジオ演出も変化したために，
タイトルが短くなり，説明的な記述から，極
度に省略した「単語タイトル」へと変化し（「白
昼 名古屋の繁華街でビル火災」などから「ビ
ル火災」という文字と煙が上がっているビル
の映像だけになる例）動画報道の色彩が強ま
るとともに，文字情報の減少も見られた。
ニュースについての傾向は 2000年以降も

あまり変化していないが，一般番組について
は 2000年以降は，特に民放テレビが先行す
る形で，画面登場人物の発言をそのまま文字
化してスーパーする演出技法が多用されるよ
うになった。
それまでは，わかりにくい発音，方言など

の音声を文字化することはあったが，言いよ
どみや誤った発音までも文字化することは行
われていなかった。
1970年代以降の劇画のはんらんや，青年層

以後の世代にもコミック文化が広がった影響で
あろうか，静かなさまを表す「シ～ン」，驚きを
表す「あ ゙ 」，カラスの鳴き声「カァ，カァ」など
の非言語表示も画面に現れるようになった。
登場人物の発言をそのまま文字化する手法

は，聴覚障害者団体などからは歓迎され，一
部の「音声を消して画面だけを見る」視聴者
からも歓迎されている。
この傾向は，視聴者の受容により加速する動

きと，反対に，「映像表現を殺しかねない」とい
う映像制作者の考えにより抑制する動きもある。
映像に文字情報を付加することは視聴者に

とっては「情報の二重付与」で強い印象を与
えることができる利点がある。そのため多用
されるのだが，生放送では表記情報を付加し
にくく，本来，テレビメディアの優位な特性
である「即時性」を持つ生放送の画面のほう
が文字情報がないために印象が薄くなるとい
う矛盾を生んでいる。
文字表記の特性が変化してきたことにも注

意したい。それまでは，「話しことば」のコメン
トや，原稿は「音声情報」であり，文字情報は「話
しことば」の要約や省略を「書きことば」にいっ
たん置き換えて表記していたのだが，「話した
ことば」そのものを表記するという，出版界や
新聞も経験したことのない「話しことばの表記
の時代」に入ったと考える必要がある。
「話しことばには難しい漢語表現は少な

い」と考えられていたが，実際にはかなり使
用されていることがテレビ画面の表記から見
て取れる。成句や四文字熟語，専門語などが
日常語彙に含まれていることを再確認しなけ
ればならない。これらの語彙は，頻度は少な
いが確実に登場するものである。使われる漢
字を見ると，ほかの熟語にはなりにくかった
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り，訓の使用はほとんどなかったりするもの
が含まれる。これらの漢字を常用漢字に含め
なかったことは，「一般の社会生活で用いる
場合の，効率的で共通性の高い漢字」（常用
漢字表前文）という考え方からも疑問が残る。
　音声情報と文字情報の関係

テレビの音声情報は基本的にスタート時期
と変わらず「耳のことば」（話しことば）が基
本である。
「話しことば」といっても，初期のテレビ

は「公の場での口語文」の色合いが強く，ア
ナウンサーも「話しことばの手本」を期待さ
れ，彼らもその自覚を強く持って仕事をして
いた。「訓練された」あるいは「公の場を自覚
した」人々だけが放送の送り手となっていた
時代から，中継が簡単に行えるようになって
カメラが町に飛び出す時代に移行する。
そして，徐々に市井の人々の登場が多くな

り，テレビの音声情報は日常会話の色彩が強
くなってきた。
これら音声情報の内容が文字化されて「補

助情報」として画面表記に現れる。
そのため，書きことば特有の表現や語彙は

現れにくいのが特徴である。
テレビ制作者の一部には，「音声情報とい

ういわばふりがなつきで放送しているのと同
じだから，表外字でも使って構わない」とい
う考えを述べる人がいる。
音声と画面を一体にしなければ文字を理解

できないというのは視聴者を画面にくぎづけ
にすることにほかならず，受け手に無理を強
いるのではないだろうか。
音声情報は，時間とともにすぎてゆく一方

向性の，しかも消えていく情報である。紙に
書いてある文字情報は，読者の任意なときに

任意なだけ繰り返し目にすることができる。
わからない文字があれば，わかるまで目を止
めることができる。放送は，音声はもちろん，
文字も制作者の判断や演出で消えてしまう。
テレビの文字情報はそういう意味では一過

性でほぼ瞬時に消えるという，特殊な状況に
ある文字情報である。
類似した状況にあるのが電光ニュース，ラ

ジオの文字情報映像「パパラビジョン」，映
画の翻訳字幕などである。
　テレビ視聴者の特性

テレビ視聴者の置かれている状況も時代と
ともに変化しているので，漢字使用を考える
上でも注意が必要になる。
先に述べたように，テレビの基本的な受容

態度は，受動的なものであった。これは，テレ
ビ画面が，カメラが映し出す場面をお茶の間
に届ける「のぞき穴」，または現場やスタジオ
の「第4の壁」として存在していたこととつな
がりが深い。テレビや映画の食事場面を思い
起こしてみよう。登場人物は三方に座り，残り
の一方（第4の壁）に座る俳優は背中しか見え
ないことを防いでいる「計算された不自然さ」
があることを理解することができるだろう。視
聴者は「第4の壁」からスタジオなり現場を見
ることになり，落ち着いて鑑賞できるのである。
テレビはどちらかというと映像優先であ

り，それにふさわしい言語情報が会話あるい
はナレーションとして提供される。視聴者は
テレビが提供する音声・映像を「傍観者」と
して視聴する場合が多かった。
しかし画面を熱心に見つめる場合は，積極的
な受動視聴とでも言う状況であり，言語情報に
ついては「耳が主，目が従」と言うことができる。
このような状況で多量の文字情報が提供さ
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れることは，日常の会話をしているさなかに
「これを読んでください」と文書を提示される
ようなものであり，文書に目を通している間
は会話が成立しがたくなるのと類似している。
いわば「目が主，耳が従」と逆転する状態

になるのだ。
目と耳に混乱が起きがちな実例は，株式市
況を伝える番組に見られる。値動きや市場の解
説を加えるスタジオ映像と音声と同時に，画面
下に各銘柄の値動きを示すロール（右から左へ
帯状に流れる文字情報）がうつされる。自分が
興味を持つ銘柄についてはロールを見るが，そ
のときにはスタジオ音声情報は理解しにくい。
NHKでも災害時などには画面を逆 L字型

に区切り，画面上部と右側に交通情報や被害
状況を文字情報として出すことがある。動画
映像，音声情報は通常番組であったり，災害
報道であったりするが，スクロールの速度を
遅くしたり，静止文字を多くしたりと理解促
進のためにくふうを加えている。
テレビの送り手側の新たな映像手法開発に

より，さまざまな文字情報が登場している
が，受け手側もある程度はその手法に追従し
理解する努力をしているように思える。特に
テレビ画面と似ているコンピューターディス
プレーの文字情報については，文字の新たな
受容態度を考えなければならないだろう。

テレビ視聴者の文字情報の理解は，送り手
側の一方的な情報送信速度と視聴者側の受容
限界，さらに受容に対する能動性，言語情報
を視覚と聴覚のどちらに重点を置くかなどに
より変化すると考えられる。
　テレビ画面の表記の調査

国立国語研究所は 1989年4～6月のテレビ
放送を対象に語彙

い

調査を行った。その結果の
うち画面に登場する文字情報を記録したもの
は 7,970語（重複なし）である。
在京6社7 チャンネル分の記録であるが，

すべての時間帯ではないので，採集標本数が
少ない。しかし，全体の傾向は見て取れる。
この調査は，1989年に行われており，当

時の画面表記の主たる役割は，音声情報の補
助であり，数値の提示や，固有名詞の紹介が
多い時代であることに注意する必要がある。
画面に登場した文字を単語単位で記録して

いるが，これを文字単位に分離して集計し直
すと 1,885文字あり，頻度を見ると図1のよ
うになる。総文字数は頻度をかけた数字で，
延べ約6万文字である。
使用頻度は急激な下降線をたどり，低頻度

のものが数多く出現することがわかる。
登場文字数の 95% までを数えると，重複

なしの文字数で 873文字（記号を含む），98%
で 1,198文字である。

図1　テレビ画像の使用文字頻度（国研）
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上位を見ると「0，1，2，ー，る，3，ん，5，
す，4，8，い，6，9，7，と，・，日，く，（，），
-，り，O，A，し，う，た，S，ら，あ，れ，て，
さ，な，I，N，ッ，の，こ，大，ま，●，T，
お，か，田，子，E，き，本，ど，東，時，!，ろ，
び，M，R，み，.，に，K，」（頻度200以上）
のように，英数字，かな，記号が多く，常用
漢字の易しいものも現れている。
常用漢字以外のものを頻度順に並べると表

1になる。使用例が空白のものは地名人名に
使用されているものである。241字，延べ回
数で 1,085回（全数60,964回）の頻度がある。
もともと放送は常用漢字表にのっとって用

字用語を決めており，原則として固有名詞以

外に表外字は使用しないのであるから頻度が
低いのは当然の結果である。
この調査時点のように画面表記が補助的な
役割を果たす場合は，常用漢字のうち71%の
1,382字しか使用されていない。学習漢字は946
文字が使われ，60文字は使われていなかった。
漢字使用の役割が違う場合には，使用される

漢字の種類が異なるであろうことが示唆される。
　技術革新と文字情報

現在，放送と通信の融合が始まっており，
日本語にとって時代の大きな節目にさしか
かっている。
放送では，画面の高精細度化が実用段階に

達し，ハイビジョンの画質の良さにより医

            図 2　表外字の頻度    n=60,964 表1　表外字の頻度

漢字 数 使用例
藤 89
岡 66
伊 53
奈 36
之 34
阪 28
埼 23
桂 22
茨 20
智 19
栃 19
弘 18
裳 17 「衣装」
彦 16
龍 15
宏 15
也 13
浩 13
鹿 12 （地名）
旭 11
菱 11 「三菱」
昌 11
幌 11
曽 10
乃 9 （四股名）
那 9
竿 9
阿 9
熊 9

漢字 数 使用例
冨 9
柏 8
紘 8
腿 7 （身体部位）
嶋 7
祐 7
輔 7
淳 7
疽 7 （病名）
潰 7 （病名）
趾 7
瘍 7
栗 6
函 6
郁 6
頃 6 「○年ごろ」
梢 6
聡 6
翔 6
柴 5
俺 5
韓 5 「韓国」
菅 5
槙 5
雀 5
釧 5
巳 5
幡 5
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療や芸術の分野で画像の利用が進んできた。
1,125本の走査線を超える 4,000本ハイビジョ
ンも実験が進んでいる。
一方で，電子器機の携帯化も進み画面の縮

小化も積極的に進められている。
画面の大きさだけで言えば，拡大と縮小の二
極に広がっている。
画面上の文字の読みやすさは画面に対する
相対的な大きさではなく，絶対的な大きさと精
細度，文字の移動速度で決まる。
この読み取り能力には個人差が大きいが，

放送以外のメディアでは，読み取る時間を受
け手側で制御できる場合が多い。
PDAなどの携帯器機で小説が読めるシス

テムもあるが，読みやすさや文字デザインな
どの問題で普遍的な装置とはなっていない。
また，技術革新により登場するほとんどの

文字表記が技術的な理由から横書きを主とし
ているが，読みやすさ，認識のまちがいの
なさなどの面から，読み手にとって日本語の
横書きが適しているかはわかっていない。ま
た，改行後の 1字下げや改行の頻度などはイ
ンターネットなどの電子的な文字ではこれま
での慣用と異なる書式が定着し始めている。
漢字使用についても，かな漢字変換ソフト

の介在なしには考えられない。
かな漢字ソフトは，それぞれの開発者によ

りクセがあり，制限的に漢字を使用するか，
漢字で書けるものはすべて漢字に変換する
か，かなり幅のある表現が可能になる。
また，1字1字を手書きする必要がないた

めに，「手で書けない文字でも表記できる」
ということになった。
電子化された文字表記では「読める漢字」

が重要で「手で書けるかどうか」は問題では

ないという考え方もある。
送り手側にとっては，漢字は読めれば良い

という考えの方が便利だからあまり議論をし
たくないのかもしれないが，「読める漢字」と「書
ける漢字」，「漢字の覚え方（教育）」は電子時代
を迎えた漢字を考える上で重要な問題である。
　標準表記の必要性

さて，電子的な集積としての文字情報が，
生活や仕事に密着すると，標準表記が効率の
上で重要な意味を持つようになる。わかりや
すい例ではデータベースや索引がある。二つ
の文字情報が同一であるかどうかは，表記が
同じかどうか（コードの順番が同じに記述さ
れているかどうか）を調べることが多い。「滝
山」さんと「瀧山」さんは別人であり，「漠然」
と「ばくぜん」は別の表現であるとすることも
できるし，類語辞典的な検索（あいまい検索）
を行い，二つが同じだとすることもできる。
技術革新が行われたメディアでは表記に対

してどのような操作が行われているかを知る
ことが大切であり，どのような基準に基づい
た表記法がとられているかを知る必要がある。
いわば，現代的な「テキストクリティーク」（原
典考証）を考える必要がある。出版社や作者に
よって異なる表記法が，人間の頭脳では同じに
見えても，機械にとっては違うという点が効率や
経済の面から無視できない要素になるのである。
「標準表記」や「統一」はこれまでは議論の

積み重ねと，実態運用の中で淘汰されて，出
来あがっていた。いわば明示された法律の枠
内で運用されているようなものであった。
しかし，今後は，ブラックボックス化され

た「与えられたもの」としての表記が，デファ
クトスタンダード（事実上の標準）になるお
それが強い。
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漢字使用についても同様であるので，電子
化された文章の「標準表記」を考えることが
今後の日本語表記の重要な指針となろう。
通常のテレビ（地上波）は文字を画像とし

て送信しているが，文字放送やインターネッ
トは文字をコードとして送信し受信側でデ
コード（復元）して表示している。
漢字を含む日本語記述に用いる文字のコー

ド問題も重要な国際問題になる。異体字や俗
字，国字の存在をどのように位置づけ国際的
な理解を得るかは文化摩擦，国益にも通じる
大きな問題である。
　テレビの漢字情報と他メディアの漢字情報

現在の状況を推し進める形で他メディアと
の違いを述べる。
テレビは映像と音声を併せ持った強力なメ

ディアであり，情報の伝達がその第一の目的
であることが変わらないとすれば，現在の文
字の提示に関するさまざまな技法を考えるこ
とで，今後の漢字や，表記の問題についての
いくつかの考察ができる。
テレビの表記は「制作者側が与える」要素

が強い表記法である。
たとえば，文字の大きさや文字の色により

伝える内容を修飾することができる。ちらし
広告などの紙媒体でもおこなわれている技法
であるが，テレビの場合はそれに「時間」と
いう要素が制御可能な形で制作者側に与えら
れている。受け手の印象をある程度予測しな
がら作ることが可能になっている。
また，提示する画面上の場所，タイミング，

順番，背景の画像との関連，提示する文字の
表出のしかたや消去の具合，画面上ほかの文
字情報をどの程度提示するかなどさまざまな
技法がある。テレビ以外のメディアでは「読

まれる文字面は受動的」であり「読む側の能
動性に左右される」ことが多かった。それが，
読まれる文字面がある程度の「能動性」を獲
得したのである。
テレビだけではなく，インターネットやそ
の他の電子媒体でも同様のことが起きている。
電子画面の場合，紙などの平面媒体とは違

い，常に一定の大きさ，精細度の制限がある。
現在は横書きが主流であるが，縦書き横書き
の問題もある。受け手が，画面に慣れることは
あっても，これらの制限は超えがたく，携帯電
話のような小画面のものはそれなりの情報量の
制限がかかり，長い文章やデータを読み取るに
は，画面をスクロールさせるなど受け手側のコ
ントロールが必要になり，送り手側の情報速度
と合わなくなるおそれもある。受け手側の能動
性の度合いによって異なるとも言えるだろう。
さらに，今日，劇画や新聞に普通に見られ

るルビ（ふりがな）の問題がある。
テレビではルビを標準的な補助手段として使
いにくい。ふりがな部分が小さすぎて読み取れ
なかったり弁別しにくかったりするからである。
テレビではこれらの補助手段をどのように
するかはメディアとして検討する必要がある。
以上はハードウエアあるいは仕組みの問題で

あるが，ソフトウエアあるいは運用の問題もある。
　常用漢字制限をどのように考えているか

放送現場では上記のように草創期とは表記
の位置づけが変わってきており，一般の会話
に現れる表外字表記について制限緩和を望む
声が大きくなっている。これは制作者側に都
合のよい要望で，一般に読めるかどうかは厳
密に考慮されていない。
放送は新聞や雑誌などの有料刊行物とは違

い，視聴者層が広く，学齢期から高齢者まで
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の教育段階もさまざまな集団を対象にしてい
る。その集団にすべて理解される表記は非常
に制限の強いものになる。その制限では，複
雑な思考を伝達することは難しいので，「社
会的に認められる」限度をどのように考える
かが重要なポイントになる。
放送でも，緊急災害時など，視聴者自身が

パニックに襲われるような状況では，思考力，
判断力が低下し，日本語による直接的でより
わかりやすい表現が必要になるが，この点に
ついてはここでは省略する。
また，放送に登場する固有名詞の問題も常

用漢字表では触れられていない問題の一つで
ある。国立国語研究所などの調査でわかる
ように固有名詞の比率が大きく，固有名詞に
使われる漢字は無制限に使っても良いのかと
いう問題がある。実際は難しい読みの漢字に
はルビを振ったり，かっこ内にひらがなで示
したりするが，人名の「氏名権」ともからみ，
各社一律の考えはない。
固有名詞である人名地名はそれぞれに歴史

や由緒があるので統一は難しいが，一方では
そのような固有名詞も日本語の中の「共通財」
であるという側面では，読みやすくわかりや
すく，しかも弁別性に富んでいる必要がある。
固有名詞に使われる漢字についても，共通
理解の範囲を知る必要があり，県名，市町村
名などに一般的に使われている漢字について
は常用漢字並みに扱いたいという考えもある。
国土地理院の 2万5千分の一地図にある地

名を『地図で見る「日本地名索引」』（アボッ
ク社1998年 CD 版）から拾うと 381,000件あ
まりある。使用されている文字は 1,183,520
文字で，漢字は3,266種類ある。表外字が1,695
字，JIS 第1, 第2水準に含まれない「外字」は

そのうち 158字あった。使用される漢字の頻
度は全般的に低く，500回以上使われる漢字
は 330種あり，表外字はそのうち 33字含ま
れている。（「岡，之，峯，藤，伊，須，鹿，尻，
熊，舘，幡，阿，栗，曾，鶴，渕，笹，旭，庄，
俣，笠，菅，脇，亀，幌，釜，柏，窪，駒，奈，
辻，呂，萩」である）
常用漢字で 1回も使われていない漢字は

251種ある。
人名とは異なるが，相撲の「しこ名」は，2005
年3月現在，日本相撲協会に属している700人
のしこ名を調べると，使われている文字のうち
14.2%が表外字である（全1,864字中265字）。
放送では，「瞬時に読み取れ理解される」必

要があるので，一般社会人を対象にした番組
ではどのくらいの漢字が使えるか，どのよう
な表外字が読めるのかを知る必要が出てきた。
　今後の課題

常用漢字が制定されて 20年以上たち，
2005年に文化審議会国語分科会は常用漢字
の見直しに動くという答申を出し，社会全体
の様子を見ているように思える。
常用漢字の全面的な見直しには，綿密な実

態調査が必要なことを述べている。
漢字についての調査はさまざま行われてい

るが，利用しやすい形で公刊されているもの，
網羅的な調査という点で見ると数は限られる。
NTT 調査 3）: 調査漢字が多いために被験者

が少なく，全体の傾向はうかがえるが，個別
の漢字の特性についての数値としてはさらに
充実が望まれる。われわれが調査した漢字を
取り出し比較しても，正解率グラフと類似の
パターンにはならず，親密度などの項目が必
ずしも理解度とリンクしないうらみがある。
また，全体が直線的なグラフになり，高位の
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漢字と低位の漢字の分布が分別しにくい。漢
字を含んだ単語の親密度も調査しているが，
出現頻度との関連付けがしにくく，扱いにつ
いては今後も検討する必要がある。
悉皆的な貴重な調査として今後同じような

大規模調査が早期に望まれる。
文化庁調査 4）: 漢字の出現頻度として出版物，
新聞を網羅し綿密に行われているが，出現頻
度にばらつきがあるように見られる。限定した
出版物の調査であり，その範囲では正確である
が，一般的な感覚とは違うと指摘する人が多い。
これは，指摘する人が考えているような出版物
が取り込まれておらず，法律や医学など専門的
な分野に調査範囲を広げたために，その部分
がややクローズアップされていることによる。
また，常用漢字の検討などに必要な，「グ

レーゾーン」の部分の漢字については出現頻
度が低い部分が含まれ，同率漢字が多くなる
などの問題点がある。
必要な部分のデータを差を持って提示でき

るほどの巨大な母数の調査が必要だと思われ
るが，実現の可能性と経費を考えると国レベ
ルでの取り組みに期待したい。
また，電子化した情報の提供を要請したい。
NHK 調査 5）: 高校3年生を対象に行い，精

度は高いが，調査漢字が少なく，グループご
との比較検討はできるが，知りたい漢字につ
いての調査がない場合があり，常用漢字全体
の見直しなどには不足がある。
このほか最近はインターネット上に掲載された
文章を対象に調査することが可能になってきた。
インターネットへの書き込みはサイトごと

に調査することが可能である。「検索」を使え
ば瞬時に何件使われているかが表示される。
ただしこれは，正規表記かどうか，固有名

詞か一般名詞かはこの段階ではわからず，大
まかな目安にしかならない。
また，インターネットなど電子文書への記

述は「かな漢字変換ソフト」の使用が前提と
なり，変換候補の順番，使用者の意識的な変
換登録，誤変換など，手書き文字とは異なっ
た要素や前提が含まれることが問題になる。
文化庁の出現頻度と，インターネットの出
現頻度の相関をとるとおよそ0.47程度になり，
インターネットでの漢字出現率は文化庁調査
とは隔たりが大きいと言わざるを得ない。単
漢字の成績順と文化庁の頻度の順位相関は
0.51，単漢字の成績順とインターネット使用
頻度の順位相関は 0.70 でありインターネット
使用頻度のほうがよい相関を見せている。
日本語情報の蓄積という意味では，インター
ネット上の情報量はますます増え，これまでの
日本人の歴史的な書き文字情報も搭載が増え
ているので，日本文化の表記という面でも考
えていかなければならない問題となっている。
電子的な表記法としての漢字と，手書き文

字の漢字との関係も今後の調査の重要なポイ
ントになるだろう。
いずれにしろ，これらの調査にはインター

ネットの大手プロバイダー，かな漢字ソフト
制作会社などとの連携や協力がなければ進め
にくい。これらの組織の情報公開や積極的な
参入を求めたい。
　放送で使う漢字の変化

放送のように影響力が大きいメディアが使
うことばの変更は思ったより緩やかである。
しかし，放送のことばが「情報を伝える」

という強いモチーフを持っているために，そ
の表記の改革は徐々に進行して行かざるを得
ない。正確に，不足なく，迅速に伝えるため



17放送研究と調査　DECEMBER 2005

の方策はとらなければならないからだ。
高校生調査をふまえると，放送では常用漢

字のすべてを安心して使えるわけではないこ
と，常用漢字表に含まれていなくても学習漢
字並みに読める漢字が存在することがわかっ
た。この結果から，放送で常用漢字のうち理
解度が低い漢字を使わないことも考えられる
が，逆に，生活する上で使用頻度がかえって
下がり，常用漢字の存在価値を下げかねない。
このため，常用漢字の制限ではなく，むしろ
読める漢字の使用拡大を図り，表記の充実を
目指そうと考えているのである。
調査結果からは，放送で使用頻度と重要度

が高い固有名詞や動植物名については，常用
漢字表外の漢字もよく読めているものがある。
ただし，字画が複雑ではなく，ほかの漢字と
紛れることの少ないもの，単語としての頻度
が比較的高い漢字に限られる傾向があり，動
植物の単語に現れる漢字では，同じ魚偏であ
れば鯛

たい

も鮃
ひらめ

も鮪
まぐろ

も理解されるとは言えない。
また，固有名詞も頻度が高い漢字は読めて

いるが，頻度が下がると急速に理解率が落ち
ることが予想され，使用の「線引き」が難しく，
固有名詞の頻度が 3，4年の幅で変動するこ
とが予想される（芸能人の名前に使われる漢
字の盛衰や，外来語の理解率の変遷からの類
推による）。このため，固有名詞に含まれる
漢字の理解率も変動すると考えられる。
漢字の学習・習得には，かなり長い時間が

かかり，小刻みな年限で使用限界を変更する
ことには無理があるため，基本的な枠組みの
変更には慎重であるべきだが，特定の分野や，
ある種の番組に限っては流動的な考えを導入
することも，補助的な理解促進の方策をとっ
た上で，テストケースとしておこなってよい

かもしれない。
さまざまな電子機器による情報流通，集積，

公開が日本語活動の中心に移行する時代であ
るので，電子画面という新たな表記領域の一
つであるテレビの表記は新たな時代の土台に
なるものと考えている。

（しばた　みのる）
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