
42 　JUNE 2010

国がこの「常用漢字表」を見直すことを決めて
以降，NHKでは放送用語委員会で，新しい

「常用漢字表」（以下「新・漢字表」という）へ
の対応について審議してきた 6）。

これまでの用語委員会の審議で決められた
基本方針は以下のとおりである。

１－３． NHKで行った漢字関連調査 
放送で使う漢字を検討する参考資料とする

ため，NHKでは，「新・漢字表」に関連した調
査を行った。これまでに行った調査は「放送に
おける漢字表記について」「高校3年生漢字調
査」「NHK職員アンケート」の３つである。
①「放送における漢字表記について」の調査

（2 月・12 月の 2 回）

本稿は，12月に行った調査 （以下「12月調
査」）について報告する。

平成21年2月に行った（以下「2月調査」）8）

調査の結果は，本稿内容にもかかわるので，
特徴的な部分をまとめる。
・  調査語は 17 語（嫉妬，危惧，便箋，真摯，

  １．はじめに

国は，文化審議会の国語分科会で「常用漢
字表」の見直し作業をすすめている1）。この原
稿を書いている段階では平成22年4月23日に，

「改定常用漢字表答申案（素案）」が出されると
ころまですすんでいる。今後，文部科学大臣に
答申され，今年度（平成22年度）内に告示され
る予定である2）。現在，NHKでは，国の「常用
漢字表」見直しにどのように対応すべきか，検討
を続けている。まず，漢字表記に関してのNHK
の考え方を説明する。

１－１.  NHKの放送での表記
放送は，不特定多数の人が見ることが想定

されるため，多くの人に読みやすく，理解しや
すい表記を提供する必要がある 3）。こうした考
え方に従って，NHKの放送で使う漢字表記
は，国が定める「常用漢字表」をもとに，放
送文化研究所が編集した『NHK 新用字用語
辞典』（第3版）で決めている 4）。

１－２.  「常用漢字表」見直しへの対応
「常用漢字表」は「分かりやすく通じやすい

文章を書き表すための漢字使用の目安」5）とし
て昭和56 年に国が答申・告示したものである。

視聴者はどのくらい
“漢字表記”を求めているのか（2）

～「平成21年12月・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）  山下洋子

NHKは，国が定める「新・漢字表」を目
安に，放送などで使う漢字や文字について
自律的に検討し対応していく。

各種の調査を実施し，放送用語委員会お
よび小委員会で検討，審議のうえ，NHKの
放送で使う漢字・文字を決める7）。
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憂鬱，頬張る，顎，辛辣，剥製，補填，進捗，
精緻，恣意，陶冶，忌憚，隠蔽，招聘）。

・  調査語 17 語について，「かな（交じり）希望」
の回答が「漢字希望」の回答を上回るものの
ほうが多い。

・  男女差，年代差はあまり見られないが，学歴
による差（大卒・非大卒）が大きかった。大
卒のほうが「漢字希望」が多く，非大卒は「か
な（交じり）希望」が多い。

② 高校 3 年生漢字調査（以下，「高校生漢字調査」）

全国の高校3年生11,000人を対象に行った，
「新・漢字表」に含まれる予定の漢字などにつ
いての，読めるかどうかの調査である9）。
③ NHK 職員アンケート

NHKの職員を対象にNHKイントラネットを
使って行った調査である10）。

それぞれの調査結果は，すでに当誌で報告し
ている。文末の注8～10の文献を参照されたい。

  ２．12月調査の内容 

前記のとおり，本稿は，「放送における漢字
表記について」の調査のうち，12月調査の報告
である。

以下，出題語および本文の漢字の字体は，パ
ソコン，ワープロで出る字体に統一することとする。

２－１.  調査語
12月調査は，2月調査と同じ設問で，2月調

査とは別の19熟語について聞いた（質問文およ
び調査の概要は，文末p.49「単純集計」参照）。
出題語は，「新・漢字表」第2次試案で示され
た追加196字 11）の中から，高校生は読めてい
る（高校生漢字調査の正答率が高い）が，一般
には，ひらがな書きの慣用があると思われる語

や，高校生は読めていない（高校生漢字調査
の正答率が低い）が，放送で使われる場面が
多い語を19選び，調査した。

２－２.  2月調査と12月調査の違い
12月調査と2月調査は，調査した語の傾向

が異なっている。相違点は２つある。12月調査
は，2月調査よりも，やさしい漢字について聞
いたということ。また，音読みと訓読みをほぼ
均等に聞いたということである。

12月調査の調査語と，2月調査の調査語を
高校生漢字調査の正答率で比較してみると，表

1，表2のとおりである。12月調査の調査語の
ほうが，2月調査の調査語よりも，高校生の正
答率が高い。このことから，12月調査が2月調
査よりもやさしい漢字について聞いたということ
がわかる。

出題語（19 語）
咽喉，山麓，椅子，怨恨，宛先，挨拶，払拭，
閉塞，膝，裾野，遡上，肘掛け，蓋，肥沃，籠城，
塞ぐ，貪る，蔑む，剥がす

表１　高校生漢字調査正答率（2月調査調査語 17 語）

表２　高校生漢字調査正答率（12月調査調査語 19 語）

出題語 正答率 出題語 正答率
嫉妬 98% 真摯 29
頬張る＊ 97 辛辣 22
便箋＊ 88 恣意 20
憂鬱 87 補填 16
顎 82 忌憚 6
危惧 79 招聘 4
隠蔽 67 進捗 2
剥製＊ 62 陶冶 1
精緻＊ 46 平均正答率 47%

挨拶 99% 貪る 33
椅子 99 咽喉 32
宛先 99 払拭 29
剥がす 96 閉塞 25
蓋 96 蔑む 22
膝 94 肥沃 19
塞ぐ 91 山麓 13
肘掛け 76 怨恨 13
裾野 38 遡上 12
籠城 35 平均正答率 54%

＊2 月調査と高校生漢字調査の出題語が異なるもの（左：2 月調査調査語／右：高校生調査調査語）
　頬張る→頬　　便箋→処方箋　　剥製→剥奪　　精緻→緻密
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また，漢字の読み方は，2月調査の調査語
は漢語を中心にした音読みがほとんど（17語中
15語が音読み）だったが，12月調査は，音読
みする語を10語，訓読みする語を9語とほぼ均
等に聞いた。

  ３．調査結果

３－１．12 月調査の特徴的な点
① 漢字希望優勢語よりも
　　　かな（交じり）希望優勢語が多い

それぞれの回答で，「漢字表記」が好ましい
と答える人が，「かな（交じり）表記」が好まし
いと答える人よりも少しでも多かった語を「漢
字希望優勢語」，「かな（交じり）表記」が好ま
しいと答える人が，「漢字表記」が好ましいと答
える人よりも少しでも多かった語を「かな（交じ
り）希望優勢語」として分けて考える。

「漢字希望優勢語」よりも「かな（交じり）希
望優勢語」が多い結果になった。

次に，調査語「19 語平均」を見てみると，
図1のとおりである。

12月調査の19語についていえば，テレビの
字幕として書く場合には，ひらがなもしくは交
ぜ書きで書いてほしいと考える人が多い。

② 学歴による差は小さい

調査対象者を学歴によって，短大卒業者を含
む「大卒」と，それ以外の「非大卒」に分けて，

19語の平均を出した。図2のとおり，大卒のほ
うが，非大卒よりも漢字希望がやや多い程度で
あった。大卒，非大卒ともにかな（交じり）希望
が多く，学歴による差はあまり大きくなかった。 

2月調査の学歴差と比較するために，2月と
12月の調査語それぞれを「漢字希望優勢語」と

「かな（交じり）希望優勢語」に分けて，その漢

漢字希望優勢語（5 語）
咽喉，山麓，椅子，怨恨，宛先

かな（交じり）希望優勢語（14 語）
挨拶，払拭，閉塞，膝，裾野，遡上，肘掛け，
蓋，肥沃，籠城，塞ぐ，貪る，蔑む，剥がす

図１　19 語平均

図 3　「 漢字希望優勢語」と　　　　　　　　
　　　　　　「かな（交じり）希望優勢語」の実数

①　2 月調査（17 語）

②　12 月調査（19 語）

図 2　大卒と非大卒，学歴による違い（19 語平均）
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字の数をグラフ化した（図3）。①が2月調査の
17語であり，②が12月調査の19語である。2
月調査では，大卒と非大卒で回答傾向が異な
る語が8語（陶冶，恣意，顎，進捗，頬張る，
辛辣，精緻，憂鬱）あったが，12月調査では

「払拭」と「閉塞」の2語だけであった。
12月調査では学歴による差は，2月調査ほど

はっきり出なかった。

③ 年代差はあまりないが，
　　　女性は男性よりもひらがな書き希望

12月調査の調査対象者を5歳ごとに区切っ
て，結果を示したものが図4である。年齢によ
る差はあまり見られない。

筆者は，調査を行う前，若い年代ほど，ひ
らがな書きを好み，年代があがると漢字を好む
ようになるのではないかと類推していた。しか
し，そういうわけでもない結果になった。

性別による差を見てみると，図5のとおり，
男女ともに，漢字表記よりもかな（交じり）表記
を希望する人が多い。

次に年齢を20歳～ 49歳と50歳以上の2つの
グループに分けた。性別の2つのグループ（男・
女）と比較しやすくするためである。年代は2つ
のグループでも結果にほぼ差がなかった12）のに
対し，性別は，図5のとおり，統計的に意味のあ

る差が見られ，男性は女性よりも，漢字を選ぶ人
がやや多く，女性は男性よりもひらがなを選ぶ人
がやや多かった。

④ 音読みする語は漢字，訓読みする語はひらがな

19の語を音読みと訓読みに分けて考える。

音読みと訓読み，それぞれの回答の平均は，
図6のとおりである。

音読みする語も，訓読みする語もいずれも
「かな（交じり）表記」を希望する人が多いこと
から，ほとんどの人は，読めない漢字について
は音読み（=漢語），訓読み（=和語）に関係な
く，ひらがなで書いてほしいと望んでいること
がわかる。

図 4　5 歳刻みの年齢による違い（19 語平均）

図 5　男性と女性の違い（19 語平均）

図 6　音読みする語と訓読みする語の違い

音読みする語（10 語）
咽喉，山麓，椅子，怨恨，挨拶，払拭，閉塞，
遡上，肥沃，籠城
訓読みする語（9 語）
宛先，膝，裾野，肘掛け，蓋，塞ぐ，貪る，蔑む，
剥がす
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しかし，図6を詳しく見ると，音読みは，漢
字希望とかな（交じり）希望がほぼ同じぐらいで
あるが，訓読みは，かな（交じり）希望が多い。

12月調査の19語を音読み，訓読みに分け，
それぞれの高校生漢字調査の正答率平均を出
してみた。音読み10語の正答率平均は40%で，
訓読み9語の正答率平均は72%になった。12
月調査語19語については，音読みよりも訓読み
のほうが高校生に読めたということである。一
方，同じ19語を字幕スーパーで書き表す場合
の希望としては，音読み（漢語）は訓読み（和語）
よりも漢字希望が多く，訓読み（和語）は音読
み（漢語）よりもかな（交じり）希望が多かった。

12月調査の結果と高校生漢字調査の結果を
あわせて考えると，字幕にどのような表記をし
てほしいかは，その字を読めるかどうか以外の
判断も働くと言えそうだ。たとえば，その語が
音読み（漢語）か，訓読み（和語）かが重要な
判断材料になるということだろう。

⑤ 音読みと訓読みによって
　　　　　　書き分ける傾向は大卒で顕著

次に，音読みする語と訓読みする語を，もう
少し詳しく見るために，大卒，非大卒に分けた。
図7のとおり，音読みについては，大卒と非大
卒の差がはっきり出ているが，訓読みは，大卒，
非大卒ともに同じような結果である。

大卒は，音読み（漢語）は，漢字希望が多く，
訓読み（和語）では，かな（交じり）希望が多い。
音読み（漢語）か，訓読み（和語）かで書き方
をかえることを求めているようだ。一方，非大卒
は，音読み・訓読みともにかな（交じり）希望が
多く，特に書き分けを求めていないようだ。2月
調査が12月調査よりも学歴差がはっきり出たの
は，2月調査が音読み（漢語）を中心としており，

大卒と非大卒の考え方の違いをもっともよく表す
グループに入る漢語について聞いたためだろう。

３－２．まとめ
12月調査で調べた19語についての結果をま

とめると以下のことが言える。

・  字幕スーパーに書かれる表記の場合，総じて，
漢字よりもひらがな，もしくは交ぜ書きが望
まれている。

・  より詳細に見ると，音読み（漢語）は漢字，
訓読み（和語）はひらがな（交じり）で書い
てほしいと考えられている。こうした傾向は，
特に大卒者ではっきりしている。

  ４．問題点と今後の考え方

「新・漢字表」に関連して，NHK職員へのア
ンケート13）を行った。これは，放送の「送り手
側」の意識を聞いた調査である。調査の回答
者が NHK全職員の13%であったため，NHK
職員全員の考え方とは言えないが，この調査で

図 7　音読みする語と訓読みする語の学歴による違い（平均）
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は，字幕スーパーで出す場合に，かな（交じり）
表記よりも漢字表記で出したいと考える職員が
多いということが，特徴的に見られた。

2月調査および12月調査，高校生漢字調査
は，放送を見る視聴者に対しての調査であり

「受け手側」の調査である。
NHK職員へのアンケートと2月，12月調査を

とおして，「送り手側」と「受け手側」で字幕スー
パーで書き表す表記について，意識の差がある
ことがわかってきた。

つまり，番組を作り，ニュースを放送する「送
り手側」は，字幕スーパーを漢字で表記したい
と考えているが，番組やニュースを見ている「受
け手側」は（漢語か和語か，語の難しさによって
異なるとしても），必ずしも漢字表記を求めてお
らず，かな（交じり）表記を希望する場合が多い。

では，こうした差を埋めるには，どのように
すればよいのだろうか。

12月調査では，19の熟語について漢字希望
かかな（交じり）希望かを聞く以外に，難しい
漢字（常用漢字表以外の漢字=表外字）を字
幕スーパーで書く場合に，どのような表記をす
ればよいかについても聞いた。

結果は，図8のとおりである。「読みがなを

つけて漢字表記をするのがよい」という回答が
50%と多かった。また，「番組によって表記が
違ってもよい」が14%であった。

これまで，NHKでは，難しい漢字に読みがな
を使って表記することを積極的にすすめてきては
いない。常用漢字表を目安にし，表外字はできる
だけひらがなで書くことを前提としているためであ
る。また，表記を１つだけに決めるのではなく，番
組の内容によって，漢字であったり，ひらがなで
あったりしてもよい，という考え方も推奨してはい
ない。同じNHKの番組でさまざまな表記が放送
されてしまうと，視聴者に違和感をもたれるので
はないか，と考えるためである。しかし，「新・漢
字表」では，難しい漢字が多く採用される予定で
あり，高校生漢字調査の結果，実際に正答率が
かなり低い漢字があることがわかった。また，2月，
12月調査の結果，字によっては，字幕で書く場合，
かな（交じり）表記で書いてほしいと感じられてい
る漢字があることもわかった。これらの調査の結
果から，「新・漢字表」の表内字であっても，視聴
者への伝わり方を考えると無条件に漢字で書くわ
けにはいかない現状が浮かび上がってきた。

常用漢字表の「答申前文」および改定訂常用
漢字表答申案の「基本的な考え方」でも読みが
なの利用に含みをもたせている14）。
　今後，「新・漢字表」に即した，NHK の「用
字用語」を考える際には，
・  表内字であっても難しいと判断される語は読

みがなをつけて使うこともある
・  「①ひらがな②漢字」など，表記を複数例示し，

図 8　字幕スーパーで表外字を出す場合の表記のしかた

0 20 40 60 80 100

かな交じり表記 漢字表記 読みがな 番組による わからない

22 12 50 14 2

Ｑ． 「肋骨」「膵臓」「肛門」など，学校で習
わない漢字を字幕スーパーで書き表す場
合に，どのように表記すればよいですか。

Ａ．１． 「ろっ骨」「すい臓」「こう門」と書く（か
な交じり表記）

　　２． 「肋骨」「膵臓」「肛門」と書く（漢
字表記）

　　３． 「肋骨（ろっこつ）」「膵臓（すいぞう）」
「肛門（こうもん）」と書く（読みが
なをつけて漢字表記）

　　４． 多くの人が見る番組か，専門的な
内容の番組かで，表記が違っても
かまわない
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番組の内容で判断することもある
などの表記のくふうをすることも考えられる。こ
のような表記のくふうをすることで，「送り手」と

「受け手」の意識の差が少しでも埋まるのでは
ないだろうか。ただし，読みがなの使用には，
心配な点もある。「新・漢字表」の表外字につ
いても，読みがなさえつければ，使っても問題
はないと制作現場が考えてしまわないかという
心配である。「新・漢字表」の答申案にも，こ
の心配を裏付けるような文言がある 15）。

読みがなをつける語をある程度限定し，読み
がなをつける理由をはっきりさせるなどの対応
が必要になるだろう。

（やました ようこ）

注：
1）第 1 次試案：平成 21 年 3 月16 日から意見募集開

始。「常用漢字表」1945 字に追加 191 字，削除 5
字。第 2 次試案：11 月25 日から意見募集開始。
第 1 次試案にさらに追加 9 字，追加とりやめ 4
字で追加計 196 字。
http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_
saiyou/2009/pdf/kaitei_kanjihyoshian.pdf
答申案・素案：平成 22 年 4 月 23 日に示された。

2）小板橋靖夫（2008.9）「『常用漢字表』見直しの
動き」『放送研究と調査』第 58 巻 9 号

3）NHK 部内資料（1981）『表記の手引き』
4）山下洋子（2009.3）「『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
3 号

5）「常用漢字表」答申・前文
6）・ 山下洋子（2009.3）「『常用漢字表』見直しに

対する NHK の対応（第 1316 回放送用語委員
会）」『放送研究と調査』第 59 巻 3 号

・ 小板橋靖夫（2009.4）「NHK の漢字使用（第
1318 回放送用語委員会）」『放送研究と調査』
第 59 巻 4 号

・ 山下洋子（2009.9）「NHK の漢字・文字使用
についての基本方針（第 1321 回放送用語委員
会）」『放送研究と調査』第 59 巻 9 号

・ 山下洋子（2009.11）「NHK の漢字・文字使用
について（第 1323 回放送用語委員会）」『放送
研究と調査』第 59 巻 11 号

・ 山下洋子（2010.2）「放送で使う漢字の音訓に
ついてのアンケート（第 1327 回放送用語委員

会）」『放送研究と調査』第 60 巻 2 号
7）山下洋子（2009.9）「NHKの漢字・文字使用につい

ての基本方針」『放送研究と調査』第 59 巻 9 号
8）塩田雄大（2009.7）「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」『放送研究と
調査』第 59 巻 7 号

9）・ 小板橋靖夫（2009.10）「高校 3 年生は，『新・
常用漢字』をどのくらい読めるか（1）」『放
送研究と調査』第 59 巻 10 号

・ 小板橋靖夫・柴田実（2009.11）「高校 3 年生は，
『新・常用漢字』をどのくらい読めるか（2）」『放
送研究と調査』第 59 巻 11 号

10）山下洋子（2010.5）「NHK 職員へのアンケー
ト『放送で使う漢字表記』についての意識（第
1330 回放送用語委員会）」『放送研究と調査』
第 60 巻 5 号

11）追加 196 字一覧は，下記の URL で見ることが
できる。
http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_
saiyou/2009/pdf/kaitei_kanjihyoshian.pdf

12）年齢を 20 歳～ 49 歳（642 人）と，50 歳以上（720
人）に分ける。これは，回答者数がほぼ同数に
なる切れ目として便宜上分けたものである。それ
ぞれの「19 語平均」は，20 歳～ 49 歳で，漢字
希望：40%，かな（交じり）希望：57%，使わな
いほうがよい：3%，わからない：1%。50 歳以上で，
漢字希望：40%，かな（交じり）希望：56%，使
わないほうがよい：2%，わからない：2% である。

13）10）に同じ
14）「改定常用漢字表答申案」の「基本的な考え方」

については，第 2 次試案に対するパブリックコ
メント（意見公募）を経て，以下のコメントが
加筆された。以下は，そこからの引用である。

「改定常用漢字表は一般の社会生活における漢
字使用の目安となることを目指すものであるか
ら，表に掲げられた漢字だけを用いて文章を書
かなければならないという制限的なものでな
く，必要に応じ，振り仮名等を用いて読み方を
示すような配慮を加えるなどした上で，表に掲
げられていない漢字を使用することもできるも
のである。文脈や読み手の状況に応じて，振り
仮名等を活用することについては，表に掲げら
れている漢字であるか否かにかかわらず，配慮
すべきことであろう。」（引用終わり）
　ここで「振り仮名」とされているのは，本文
中の「読みがな」と同様である。

15）14）に示した答申案の中で，「必要に応じ，振り
仮名等を用いて読み方を示すような配慮を加え
るなどした上で，表に掲げられていない漢字を
使用することもできるものである」とあり，い
わゆる表外字も読みがな（振り仮名）で読みを
示せば使って何ら問題ないと読み取れる。



テレビの「字幕スーパー」について，おうかがいします。
Ｑ１ 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。下線のついたことば
について 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）まず，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 46.7 ％
 2. （イ） 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. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3 
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6 

（2）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 55.1 ％
 2. （イ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.5 
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.5

（3）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア）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 ‥‥ 51.9 ％

 2. （イ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.0
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.5
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.5

（4）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 18.4 ％
 2. （イ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78.6
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.4

（5）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 32.2 ％
 2. （イ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64.7
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.6
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.5

（6）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 45.4 ％
 2. （イ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51.7
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.5
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.5

（7）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 22.8 ％
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「平成 21 年度・放送における漢字表記についての調査」
単純集計結果

1. 調査時期 平成 21（2009）年 12 月 1 日～ 14 日
2. 調査方法 調査員による個別面接聴取法
3. 抽出方法 層化副次（二段）無作為抽出法
4. 調査対象 満 20 歳以上の男女（全国）2,000 人
5. 調査有効数（率） 1,362 人 （68.1％）

a.「先生に挨拶する」
b.「先生にあいさつする」

a.「椅子を並べる」
b.「いすを並べる」

a.「宛先を書く」
b.「あて先を書く」

a.「電柱のビラを剥がす」
b.「電柱のビラをはがす」

a.「びんの蓋をあける」
b.「びんのふたをあける」

a.「膝をくずしてすわる」
b.「ひざをくずしてすわる」

a.「耳を塞ぎたくなる事実」
b.「耳をふさぎたくなる事実」



 2. （イ） 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  ‥‥‥‥‥‥‥‥ 73.4
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   2.3
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.5

（8）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 33.7 ％
 2. （イ） 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  ‥‥‥‥‥‥‥‥ 63.7
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.2
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.5

（9）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 38.5 ％
 2. （イ） 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  ‥‥‥‥‥‥‥‥ 58.1
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.9
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   1.5

（10）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 27.8 ％
 2. （イ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68.6
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.9
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.7

（11）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 22.8 ％

 2. （イ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 73.2
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5
 4.  わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5

（12）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 74.2 ％
 2. （イ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.4
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.0
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.4

（13）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 47.3 ％
 2. （イ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.9
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  3.0
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.8

（14）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 47.3 ％
 2. （イ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48.2
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  3.0
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.5

（15）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 19.2 ％
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a.「肘掛けがついたソファー」
b.「ひじ掛けがついたソファー」

a.「耳鼻咽喉科の医師」
b.「耳鼻いんこう科の医師」

a.「閉塞した時代に生きる」
b.「閉そくした時代に生きる」

a.「ひきょうな行為だと蔑む」
b.「ひきょうな行為だとさげすむ」

a.「疑惑を払拭する」
b.「疑惑をふっしょくする」

a.「富士山の裾野」
b.「富士山のすそ野」

a.「人質をとって籠城する」
b.「人質をとってろう城する」

a.「暴利を貪る悪徳業者」
b.「暴利をむさぼる悪徳業者」



全体
性　別 年　　層

男性 女性 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳以上
1,362 人 634 728 172 259 211 246 474
100.0％ 46.5 53.5 12.6 19.0 15.5 18.1 34.8

全体
男 女

20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳以上 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳以上
1,362 人 79 126 86 105 238 93 133 125 141 236
100.0％ 5.8 9.3 6.3 7.7 17.5 6.8 9.8 9.2 10.4 17.3

 2. （イ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 75.8
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  3.4
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.5

（16）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 28.3 ％
 2. （イ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67.3
 3. （ウ） 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―では
   使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  2.9
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.4

（17）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 58.4 ％
 2. （イ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.9
 3. （ウ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.4
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.3

（18）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥‥ 52.6 ％

 2. （イ） 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43.5
 3. （ウ） 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―では
   使わないほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  2.3
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1.6

（19）では，次のような字幕スーパーの下線部については，
どうでしょうか。

 1. （ア） 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 ‥ 　36.6 ％
 2. （イ） 字幕スーパーでは，b のように，読み方や
   書き方が難しいところはひらがなで
   書いてあったほうがよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58.1
 3. （ウ） 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
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5

Ｑ 2 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。

 １. （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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.3 ％
 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 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.0
 ３. （ウ） どんな番組であっても，字幕スーパーでは
   もともとの漢字にふりがなを付けて
   「肋

ろっこつ

骨」「膵
すいぞう

臓」「肛
こうもん

門」と書くべきだ ‥‥‥ 49.9
 ４. （エ） 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  ‥ 14.1
 ５. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7
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サンプル構成

a.「肥沃な土地を耕す」
b.「肥よくな土地を耕す」

a.「サケが川を遡上する」
b.「サケが川をそ上する」

a.「怨恨による殺人事件」
b.「えん恨による殺人事件」

a.「山麓に草原が広がる」
b.「山ろくに草原が広がる」


