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漢字表」である。これは1981年に内閣から示さ
れたもので，1,945字が示されているが，近年「こ
れでは足りない」という意見が多くなってきた。こ
の背景には，パソコンや携帯メールが普及したこ
とにより，難しい漢字でも簡単に打ち出すことがで
きるようになって，一部の「表外字（＝常用漢字
表に含まれていない漢字）」が日常生活でも広く
使われるようになってきたことが挙げられる。
国の文化審議会では，現行の常用漢字表を
見直すことにして，2010年春には新しい漢字表
を文部科学大臣あてに答申できるように準備を進
めている。2009年2月の時点での「試案」では，
現在の1,945字に対して，191字を追加し，5字
を削除することを示している2）。
この「191字追加・5字削除」案は，おもに，
文字データ（書籍を基本資料とし，教科書・新
聞・ウェブサイトを補助資料としたもの）の出現
頻度を資料として導き出されたものである3）。つま
り，現実に使われている漢字（＝実態）を，新た
に「目安」の中に取り込もうという立場による発
想である。日本人がそれらを実際にどの程度
「読めるのか」という観点は含まれていない。こ
れは，例えるなら，

  概要

本稿は，「新常用漢字表（仮称）」に追加され
る予定の191字のうち，比較的難しい字であると
思われる17字について，一般の日本人を対象に
調査した結果を報告するものである。この17字
からなる熟語について，テレビの字幕スーパーとし
ては「漢字表記」と「かな（交じり）表記」のど
ちらが好ましいかを尋ねたところ，「かな（交じり）
希望」の回答割合が「漢字希望」よりも多いもの
（＝「かな（交じり）希望優勢語」）が，全体とし
て11熟語あった。また，回答の傾向には「学歴」
による違いが大きく見られた。

  1　今回の調査の背景

漢字というものが全部でいくつあるのかというこ
とについては，一説には5万字とも，あるいはそ
れ以上とも言われている。ただし，日常の言語生
活で必要不可欠である漢字は，これらのうちの
一部である。そこで，日本人の一般的な言語生
活において，目安1）としてどの程度の漢字を使っ
たらよいのかという範囲を示しているのが，「常用

視聴者はどのくらい
“漢字表記”を求めているのか

～「放送における漢字表記についての調査」から～

メディア研究部（放送用語）  塩田雄大
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という考え方に近いものであろう（むろん，交通
法規は漢字の「目安」と違って，守らなかった
場合には罰せられるという違いはあるのだが）。
この文化審議会とは別の考え方として，これら
が現実に使われていることを踏まえたうえで，そ
の漢字（＝表外字）を日本人はどの程度読めて
いるのか，あるいは，漢字で書いたほうが望まし
いと思っている人はどのくらいいるのか，というこ
とをあらかじめ調べてから判断するという立場も
ありうる。さきほどと同じように例えてみると，

といったようになるだろう。
テレビは，お年寄りから子どもまで幅広い人
たちが視聴するメディアである。また，今後は
日本語を学習している外国人のことも視野に
入れて考える必要がある。こうしたことを考慮
すると，テレビでの漢字使用については，文字
データでの出現頻度を中心として導き出された
結果とは別の配慮が必要になってくる。視聴
者の「漢字表記ニーズ」を正確に把握してお
く必要があろう。
放送用語班ではこうしたことから総合的に判
断し，「漢字表記ニーズ」をとらえるための全国

調査を実施した。
なお今回の調査とは別に，放送用語班では
高校3年生（11,000人）を対象に漢字読み取
りの調査（本年5 ～ 6月実施）を企画・進行
している。今回の調査結果は，この高校生漢
字調査と両輪をなすものとして位置づけられる。

 2　調査漢字の選定

調査にあたって，追加される予定の191字す
べてについて調べるのが本来は望ましいが，さま
ざまな制約もあり，今回は試験的にいくつかの漢
字に限定して尋ねてみることにした。その選定
方法は，以下のとおりである。

① 191字すべてについて，NTTデータベース
『日本語の語彙特性』で示されている
「文字親密度」の数値を付与する

「文字親密度」とは，それぞれの文字に対し
てどの程度「なじみ」が感じられるのかを，実
験的手法で調べることによって導き出した数値
である。20歳代の日本人男女各12人，計24人
（平均年齢22.8歳）の被験者たちが，6,847の
文字（漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字など）
について，「なじみ」を感じる度合いを「低（1）」
から「高（7）」の7段階で回答した（1994.12
～ 1995.1実施，近藤公久・天野成昭（1999））。
各文字についての24人の平均値が「文字親
密度」である。

②「文字親密度」の低い漢字 17 字を選定する
191字のうち，都道府県名等を表記する目的

で追加される文字群と，「現行では表外字であ
るがNHKがすでに採用している48字」（小板
橋靖夫（2008）p.68）は，対象から外した。

ある道路について，これまでは制限速度を時
速 50kmと定めてきた。
しかし実態を調べてみたところ，それ以上の
速度で走る車も多かった。
そのため，法規と実態のズレを小さくする観点
から，制限速度を60kmに改める。

制限速度を60kmに改める前に，もしそのよ
うに変更したとするとどのようなことが起こりうる
のか，あるいは，公的に60kmに改めることを
望ましいと思っている人がどのくらいいるのか，
ということを調査しておく。
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そして，「文字親密度」が低いものとして，以下
の漢字（19字）が抽出された。

この19字のうち，やや主観的な判断ではある
が「彙」「璧」については，「語彙」「完璧」と
熟語になった場合には「漢字表記がふさわし
い」という回答が極めて高くなるものと予想され
た。対費用効果の観点からこの2字はあえて含
めないことにし，調査対象漢字を17字と設定し
た。また「欝」については，国語分科会の「試
案」で提示されている「鬱」を調査対象とした。

③質問の設定
「文字親密度」の調査では漢字1字ごとの
親密度について尋ねているが，今回は調査そ
のものの目的を考慮して，熟語として質問するこ
とにした。理由は，実際の放送では漢字は単
字としてではなく，熟語の一部として使用される
ものだからである。
この場合，どのような熟語を選ぶかによって結
果が大きく変わってくることが予想される。それ
ぞれの質問用の熟語選定にあたっては，国語
分科会が発表した「試案」に掲げられている
熟語の例のうち，放送で使うことが多いと予想さ
れるものを採用した。
質問文については，今回の調査の目的が

「テレビ視聴での漢字表記ニーズを把握する」
というところにあることから，次のような尋ね方で
統一した（詳しくは末尾の集計表参照）。

「ひらがなをまじえて書いたもの」に関して，
どの部分を「かな」にして示すか（例えば「真
し」とするか「しんし」とするか）は，基本的
にＮＨＫ放送文化研究所編（2004）『新用字
用語辞典　第3版』の例示に従った。ただし
「陶冶」は用字用語辞典に掲載がなく，「とう
や」として尋ねた。
字体については，「試案」で示されたものと同
一のものを回答者に提示した。すなわち，「剥・
捗・頬・蔽・填」ではなく，「剝・捗・頰・蔽・
塡」を用いた。ただし本稿の本文では，煩雑を
避けるためにそれぞれ「剥・捗・頬・蔽・填」
で表記する。

 3　結果の分析

今回の調査では，先述のとおり「テレビの
字幕スーパーでは」という条件での表記を尋
ねた。対象とした漢字群からなる熟語のうち，
多くのものでは，「難しい漢字のところはひらが
なで書いてあったほうがよい（以降「かな（交
じり）希望」）という回答が主流であった。こ
れに対して，「漢字で書けるところは漢字で書
いてあったほうがよい」（以降「漢字希望」）
という回答が主流であるものは，あまり多くな
かった。

摯（3.71）	 冶（3.67）	 恣（3.67）	 彙（3.58）	
箋（3.54）	 璧（3.50）	 顎（3.46）	 嫉（3.42）
剥（3.33）	 捗（3.29）	 頬（3.25）	 辣（3.25）
憚（3.08）	 蔽（3.00）	 惧（3.00）	 聘（2.83）
緻（2.79）	 填（2.67）	 欝（2.29）

［カッコ内は文字親密度］

Q　この「漢字で書いたもの」と「ひらがな
をまじえて書いたもの」の2つの書き表し方の
うち，テレビの字幕スーパーとしては，どちらの
ほうがよいと感じられるでしょうか。
（以下のように書かれた「紙」を提示）
a.	 真摯に受け止める
b.	しんしに受け止める
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また回答の傾向は，男女差や年齢差もさるこ
とながら，回答者の学歴の違いによって大きく
異なることがわかった。なお地域差については
ほとんど見られなかったため，これ以降「学歴
差・男女差・年齢差」の観点にしぼって考察
を進める。
これらを図にしたものが，図1である。「漢字
希望」の割合（全体）が高いものから順に上
から下に配置した。

3.1　全体の結果
調査対象の17の熟語は，おおむね次のよう

に2つに分けられる。これ以降，「漢字希望」
の回答が「かな（交じり）希望」の回答よりも
多い項目のことを，「漢字希望優勢語」と呼ぶ。
同様に，「かな（交じり）希望」のほうが多い項
目を「かな（交じり）希望優勢語」とする。

また以下の熟語には，「どう書き表すかという
問題とは別に，このようなことばは字幕スーパー
では使わないほうがよい」という回答が2割近く
見られた。

3.2　学歴差
大学（四年制・短大）卒業者（422人）は，
多くの字に対して「漢字希望」を回答した。いっ
ぽうそれ以外の人たち（892人）は，「かな（交
じり）希望」のほうを多く答えている。
まず，17熟語それぞれについて図1を見てみ
ると，「漢字希望」の占める割合は，すべての熟
語において［「大卒」＞「非大卒」］となってい
る。漢字表記の志向性に，学歴が強く作用して
いることが見て取れる4）。
「17熟語平均」では，「大卒」と「非大卒」
の違いは非常に大きい。「漢字希望」の回答は，
「大卒」が平均51％であるのに対して，「非大
卒」では37％である。
図1の数値をもとに，「漢字希望優勢語」と

「かな（交じり）希望優勢語」の実数を学歴別
に整理すると，図2のようになる。
つまり，次の8熟語に関しては，「大卒」と「非
大卒」とで，回答の様相がかなり異なるのである。

3.3　男女差
「17熟語平均」を見ると，「漢字希望」につい
ては男性（44％）のほうが女性（40％）に比べ
てやや多い5）。
個別には，「危惧　補填　進捗　精緻　恣
意　忌憚　隠蔽」などで男女による回答分布
の違いがやや見られる。
しかし，さきほどの学歴差に比べると，違いは
それほど大きくない。

漢字希望優勢語　（6 熟語）
嫉妬　危惧　便箋　真摯　憂鬱　頬張る

かな（交じり）希望優勢語　（11 熟語）
顎　辛辣　剥製　補填　進捗　精緻　
恣意　陶冶　忌憚　隠蔽　招聘

「大卒者」では「漢字希望優勢語」である
が，「非大卒者」では「かな（交じり）希望
優勢語」であるもの　（8 熟語）
憂鬱　頬張る　顎　辛辣　進捗　精緻
恣意　陶冶　

「このことばは使わないほうがよい」の回答が
比較的多いもの　（4 熟語）
精緻　恣意　陶冶　忌憚
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■嫉妬　□しっと

■危惧　□危ぐ

■便箋　□便せん

■真摯　□しんし

■憂鬱　□憂うつ

■頰張る　□ほおばる

■顎　□あご

■辛辣　□しんらつ

■剥製　□はく製

	 全体	 大卒	 非大卒	 男性	 女性	 49 歳以下	 50 歳以上
	 （1,320人）	 （422 人）	 （892 人）	 （596人）	 （724 人）	 （630人）	 （690人）

図1　テレビの字幕スーパーでは…

■＝漢字希望　	□＝かな（交じり）希望　	■＝このことばは使わないほうがよい
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■補填　□補てん

■進捗　□進ちょく

■精緻　□精ち

■恣意　□し意

■陶冶　□とうや

■忌憚　□きたん

■隠蔽　□隠ぺい

■招聘　□招へい

17 熟語平均

	 全体	 大卒	 非大卒	 男性	 女性	 49 歳以下	 50 歳以上
	 （1,320人）	 （422 人）	 （892 人）	 （596人）	 （724 人）	 （630人）	 （690人）
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非大卒（892人）大卒（422人）

12

4

13

1
4

（憂うつ　ほおばる
あご　しんらつ　はく製
補てん　進ちょく
精ち　し意　とうや
きたん　隠ぺい
招へい）

（はく製　補てん
隠ぺい　招へい）

（←忌憚～きたん）

■ 漢字
　 希望優勢語
■ （同数のもの）
■ かな（交じり）
　 希望優勢語

3.4　年齢差
年齢差を見るのにあたって，回答者集団を二
分して両者の数が均等に近くなるように，「49歳
以下」（630人）と「50歳以上」（690人）という
ように分けた。第一段階として全体の傾向を見
るためである。
「17熟語平均」では，「漢字希望」に関して，
49歳以下（43％）のほうが50歳以上（40％）よ
りもわずかに多い6）。
ここから，年齢差についても，学歴差に比べる

とそれほど大きな違いは存在しないことがわかる。

個別に見ると，「嫉妬	危惧	
憂鬱」は49歳以下で「漢字
希望」が多く，一方「陶冶」
は50歳以上で「漢字希望」
が多い。
次に，年齢差をさらに細かく

見るために，5歳刻みで「17
熟語平均」の数値を整理して
みた（図3）。しかし，一見し
てわかるとおり，それほど顕著

な傾向は観察されなかった。少なくとも今回の調
査対象語に関する限り，戦中・戦前の学校教育
を受けたことのある世代（70歳以上）や，おもに
当用漢字による教育を受けた世代（40歳以上），
およびおもに常用漢字表による教育を受けた世代
（39歳以下）とで，漢字表記の志向性にそれほ
ど大きな違いはないと言える。また34歳以下の
世代は，パソコン・ワープロや携帯電話のメール
に若いころからなじんできたと考えられるが，今回
の数値上では「ほかの世代に比べて漢字表記
を非常に好む」という結果にはならなかった。

図 2　「漢字希望優勢語」と「かな（交じり）希望優勢語」の実数

図 3　　17 熟語平均　年齢別（５歳刻み）

（わからない）このことばは使わないほうがよいかな（交じり）希望漢字希望

80歳 -
（66 人）
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 4　むすびにかえて

ここまで，次のようなことを論じてきた。

今回の調査結果で特筆すべき点があるとすれ
ば，「学歴」による文字表記志向の異なりである。
人間は，自分以外の人がどのような言語的志向
を持っているのかを冷静に想像することが，思い
のほか苦手なのではないだろうか。「このぐらい
の漢字はだれでも読めるだろう」「漢字で書いて
あったほうがだれにとっても理解しやすいだろう」
と思ったとしても，その判断が客観的である保証
は，実はなかなか得がたいのである7）。自分の
言語的志向は，あくまで「ワンノブゼム」にすぎ
ないことを常に意識しておく必要があるだろう。
最後に，過去の世論調査の結果（2004年実施，

1,373人回答）をご紹介したい（塩田雄大（2005））。

上記の調査結果で見る限り，現代のテレビ・
新聞においては漢字が「どちらかといえば少な
い」という意見が主流である。もう少し増やして
もかまわないと考える人が多いと言えるだろう。ま
た，「常用漢字表」は国が定めるものだという考
えが過半数を占めている。以上のことからも，現
在「常用漢字表」の改定を国が進めていること
は，日本人の多数派の意見と合致する。
ただし，「文字データにおいて実際に漢字で表
記されている度合い」と，「多くの人が漢字表記
を希望する度合い」とは，おそらく大部分は重な
るものの，完全には一致しないはずである。音声
情報を基盤とし，お年寄りから子どもにまで広く情
報を伝える使命のある「放送」の立場を考えて
みるとき，「一般の人々が漢字表記をどのくらい望

○	「新常用漢字表」の一部として追加され
る予定の191 字のうち，比較的難しい漢字
であると思われる17 字を抽出して，それら
からなる熟語を調査語として設定した。

○	それぞれの熟語について，テレビの字幕スー
パーとしては「漢字表記」と「かな（交じり）
表記」のどちらが望ましいかを尋ねてみた。

○	ここで選んだ 17 熟語に関しては，「かな
（交じり）希望」の回答が「漢字希望」
の回答を上回るもの（＝「かな（交じり）
希望優勢語」）のほうが，多かった（11
熟語）。

○	回答の傾向に関して，男女差および年齢
差には，あまり大きな違いはなかった。

○	ただし学歴差は非常に大きく，17 熟語のう
ち8熟語に関して，「大卒」と「非大卒」
とで主流の回答（「漢字希望」あるいは「か
な（交じり）希望」）が異なっていた。傾
向として，「大卒」は漢字表記を特に好み，
「非大卒」はかな（交じり）表記を好むと
いった様相になっている。

Q　テレビの画面や新聞では漢字が多く使
われていると思いますか。それほど多くは
ないと思いますか。
多い	 4.3	％
どちらかといえば多い	 27.6
どちらかといえば少ない	 45.4
少ない	 5.7
（わからない）	 17.0

Ｑ　国が「常用漢字表」を定めることにつ
いて，どう思いますか。
漢字の正しい使い方を決めるのは，
国として当然のことだ	 53.0	％
漢字の使い方にはなんらかの基準は
必要だが，国が決めるのは好ましくない
	 23.5
漢字の使い方は個人の自由に任せて
おけばよく，国が介入するのはよくない
	 9.0
基準を決めてもどうせ守らないのだから，
定めても意味がない	 6.1
（わからない）	 8.4
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んでいるのか」という視点の重要性が，再確認さ
れるのである。

新たに作成される漢字表を，放送としてはどの
ように適用してどう運用してゆくべきなのか。視聴
者の「漢字ニーズ」を的確にとらえた上での判
断が，ほかの何よりも大切になってくるはずである。
今後，われわれの見識と力量が問われる。

（しおだ たけひろ）

注：
1）この「目安」という概念の解釈は，以下に掲げたと
おり，「新常用漢字表（仮称）」においても踏襲され
る見込みである。
「なお，「漢字使用の目安」における「目安」につ
いても，現行の常用漢字表と同趣旨のものである。
具体的には，「①法令・公用文書・新聞・雑誌・
放送等，一般の社会生活において，この表を無視し
てほしいままに漢字を使用してもよいというのではなく，
この表を努力目標として尊重することが期待されるも
のであること。」，「②法令・公用文書・新聞 ･雑誌・
放送等，一般の社会生活において，この表を基に，
実情に応じて独自の漢字使用の取決めをそれぞれ
作成するなど，分野によってこの表の扱い方に差を
生ずることを妨げないものであること。」（「常用漢字
表」答申前文）という意味の語として用いているも
のである。」（文化審議会国語分科会（2009）『「新
常用漢字表（仮称）」に関する試案』p.（6））
つまり，「新常用漢字表」の存在を尊重する限りに
おいて，視聴者向けサービスとしてもっともふさわしい
微調整を施すことは，何ら問題がない。

2）この案がまとめられる前段階として「188 字追加・
5 字削除」という素案があり，そこまでの過程が小
板橋靖夫（2008）においてまとめられている。また，
「191 字追加・5 字削除」以降の流れとNHKで
の考え方については，山下洋子（2009）参照。

3）「新常用漢字表（仮称）における字種としては，基
本的に，一般社会においてよく使われている漢字（＝
出現頻度数の高い漢字）を選定することとし，具体
的には，最初に常用漢字を含む3,500 字程度の漢
字集合を特定し，そこから，必要な漢字を絞り込むこ
ととした。この選定過程では，以下の①を基本として，
②以下の項目についても配慮しながら，単に漢字の
出現頻度数だけでなく，様 な々要素を総合的に勘案
して選定していくことを基本方針とした。

	 ①教育等の様々な要素はいったん外して，日常生
活でよく使われている漢字を出現頻度数調査の結
果によって機械的に選ぶ。

	 ②固有名詞専用字ということで，これまで外されてき
た「阪」や「岡」等についても，出現頻度数が高
ければ，最初から排除はしない。（これについては
最終的に上記 2の（1）3のように扱うこととした。）
［塩田注　2の（1）3：（新常用漢字表は）固有名詞を対象とす
るものではない。ただし，固有名詞の中でも特に公共性の高い都
道府県名に用いる漢字及びそれに準じる漢字は例外として扱う。］
③出現頻度数が低くても，文化の継承という観点等

から，一般の社会生活に必要と思われる漢字につ
いては取り上げていくことを考える。
④漢字の習得の観点から，漢字の構成要素等を
知るための基本となる漢字を選定することも考える。」
（文化審議会国語分科会（2009）『「新常用漢
字表（仮称）」に関する試案』p.（7））

4）漢字表記の志向性の面で，この調査結果は過去
のものと符合する。以前に，字幕スーパーにおいて
「表外字表記（肋骨・膵臓・肛門）」と「交ぜ
書き表記」（ろっ骨・すい臓・こう門）」のどちらが
好ましいかということについて尋ねた（柴田実・塩
田雄大（2005））。その調査結果では，「大卒者」
の 60 歳以上では「表外字表記（肋骨・膵臓・
肛門）」が多く，59 歳以下では「番組によって使
い分けるのがよい」という回答が多かった。いっぽ
う「非大卒者」では，すべての年代で「交ぜ書
き表記（ろっ骨・すい臓・こう門）」が最も多かった。

5）この「漢字希望」をさらに学歴別に見ると，
	男性　大卒［214人］54％：非大卒［378人］39％	
	女性　大卒［208人］49％	：	非大卒［514人］36％
となっている。相対的にわずかな数値ではあるが，学
歴差とは独立に男女差も存在していることがわかる。

6）5）と同じく，さらに学歴別に見ると，
	49 歳以下　
　大卒［269 人］50％：非大卒［358 人］39％
	50 歳以上　
　大卒［153 人］55％：非大卒［534 人］36％
となっている。ここから，50 歳以上の層では，学
歴差が要因としてさらに強く働いていることが見て
取れる。本文で述べたとおり50歳以上の層全体と
しては「漢字希望」が相対的に少なくなっている
が，この帰結は大多数を占める「非大卒」［534
人］が牽引しているのである。大卒者だけで見ると，
全体の傾向とは逆に，50 歳以上では 49 歳以下よ
りも「漢字希望」が多くなっている。

7）「客観的判断」の必要性に関連して，かつて柴田
武氏は次のように語った。
「最近，新聞社が，新聞で使う漢字を増やした
［塩田注　2001（平成 13）年に新聞用語懇談会（放送局も
加盟）として使える漢字を増やしたことを指す］。国語研究
所の調査資料みたいなものを用意してではなくて，
そばにいる大学生や新しい記者に聞いたら，この
字を知っていた。そういう根拠で増やす。そんなこ
となら国語審議会も国立国語研究所も要らないと
思うんです。」（p.31，「＜座談会＞戦後国語施策
の出発－昭和二十年代を振り返る－」『国語施策
百年の歩み』文化庁・2003 年）

引用文献
・	小板橋靖夫（2008）「「常用漢字表」見直しの動き」『放
送研究と調査』第 58 巻第 9 号

・	近藤公久・天野成昭（1999）NTTデータベースシリー
ズ『日本語の語彙特性』第 5巻　文字特性
・	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』第 55 巻第 3 号

・	柴田実・塩田雄大（2005）「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～」
『放送研究と調査』第 55 巻第 12 号
・	山下洋子（2009）「放送用語委員会（東京）「常用
漢字表」見直しに対するＮＨＫの対応」『放送研究と
調査』第 59 巻第 3 号



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，ある同じ表現について，「漢字で書いたもの」と，

「ひらがなをまじえて書いたもの」の 2 種類をお見せしま
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。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。この 2 つの書き表し方のう
ち，テレビの字幕スーパーとしては，どちらのほうがよい
と感じられるでしょうか。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
にもきちんとわかるか」といったことや，全体としての「見
やすさ」なども，お考えに入れてください。

（1） a．「真摯に受け止める」
 b．「しんしに受け止める」
 1． 字幕スーパーでは，a のように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 52.4 ％
 2． 字幕スーパーでは，b のように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 38.3 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.0 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3

（2） ａ．「人格を陶冶する」
 ｂ．「人格をとうやする」
 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 32.8 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，読み方や書き方が
  難しい漢字のところはひらがなで
  書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44.9 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，このような
  ことばは字幕スーパーでは使わないほうがよい 17.9 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.4 

（3） ａ．「恣意的な判断」
 ｂ．「し意的な判断」
 1． 字幕スーパーでは，a のように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 33.5 ％
 2． 字幕スーパーでは，b のように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 43.2 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.6 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.8 

（4） ａ．「便箋」
 ｂ．「便せん」
 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 54.0 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 42.0 

 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6 

（5） ａ．「顎の骨」
 ｂ．「あごの骨」
 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 41.7 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 53.0 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.7 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5 

（6） ａ．「友人に嫉妬する」
 ｂ．「友人にしっとする」

 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 77.0 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 19.6 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  2.2 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2 

（7） ａ．「剝製が並んでいる」
 ｂ．「はく製が並んでいる」
 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 38.3 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 57.1 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.9 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7 

（8） ａ．「進捗の度合い」
 ｂ．「進ちょくの度合い」
 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 36.1 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 48.1 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.8 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0 

（9） ａ．「おにぎりを頰張る」
 ｂ．「おにぎりをほおばる」
 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 48.4 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 46.4 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.8 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4 
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「放送における漢字表記についての調査」
単純集計結果

【調査の概要】
調査時期 2009 年 2 月 6 日～ 15 日
調査方法 個人面接法
調査対象 全国の 20 歳以上の男女 4,000 人
 エリア・サンプリング（層化 3 段無作為抽出法）
調査有効数（率） 1,320 人（33.0％）



（10） ａ．「辛辣な意見」
 ｂ．「しんらつな意見」
 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 40.7 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 45.5 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.5 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3 

（11） ａ．「忌憚なく話す」
 ｂ．「きたんなく話す」
 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 30.7 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 49.3 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.3 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.7 

（12） ａ．「隠蔽する」
 ｂ．「隠ぺいする」
 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 24.9 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 68.4 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.5 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1 

（13） ａ．「危惧する」
 ｂ．「危ぐする」
 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 59.0 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 34.1 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.0 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9 

（14） ａ．「招聘する」
 ｂ．「招へいする」
 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 21.4 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 63.4 

 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.7 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5 

（15） ａ．「精緻な技術」
 ｂ．「精ちな技術」
 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 34.2 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 43.4 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.2 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2 

（16） ａ．「補塡する」
 ｂ．「補てんする」
 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 37.0 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 57.2 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.9 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8 

（17） ａ．「憂鬱だ」
 ｂ．「憂うつだ」
 1． 字幕スーパーでは，ａのように，漢字で書ける
  ところは漢字で書いてあったほうがよい ‥‥‥ 48.6 ％
 2． 字幕スーパーでは，ｂのように，
  読み方や書き方が難しい漢字のところは
  ひらがなで書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥ 47.6 
 3． どう書き表すかという問題とは別に，
  このようなことばは字幕スーパーでは
  使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6 
  （わからない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3 

【回答者に提示したイラスト】（例）

全体
性　別 年　　層 学　歴

男性 女性 20 代 30 代 40 代 50 代 60 歳以上 大卒 非大卒 （不明）
1,320人 596 724 146 251 233 230 460 422 892 6
100.0％ 45.2 54.8 11.1 19.0 17.7 17.4 34.8 32.0 67.6 0.5
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ａ .「恣意的な判断」 ｂ．「し意的な判断」


