
98 　AUGUST 2010

新用字用語辞典の概要まとまる（１）
～改定常用漢字表で変わる漢字表記～

メディア研究部（放送用語）  吉沢　信

 はじめに

　改定常用漢字表が 6月7日に文化審議会か
ら文部科学大臣に答申され，年内にも内閣告示
される見通しだ。常用漢字表は昭和56年（1981
年）以来 29 年ぶりに改定されることになる。
今回の改定で現行の1,945 字に 196 字を追加
する一方で 5 字が削除され，これによって改定
常用漢字表は 2,136 字になる。
　常用漢字表改定によって，使える漢字が大幅
に増え，放送の表記も大きく変わる。NHKの
放送の表記は，新用字用語辞典の表記を基準
にしている。現在の『NHK新用字用語辞典』は，
昭和56年，当用漢字表から常用漢字表に代わっ
たときに，前身の『NHK 用字用語辞典』を引
き継ぐ形で発行され現在第 3 版である。今回
の第 4 版への改訂では漢字が大幅に増えるこ
とによりおよそ1,400 項目の表記が変わる。
　8月号，9月号で，常用漢字表改定に伴って
『NHK 新用字用語辞典』の表記がどう変わる
か，その概要を報告する。また，改定常用漢
字表の特徴やNHKの漢字使用の推移，日本
新聞協会の検討の経緯についても触れたい。

 1．当用漢字表から常用漢字表，
     そして改定常用漢字表へ
        ～「書く」から「打つ」へ～

戦後，昭和21年に1,850字の当用漢字表が

作られた。当用漢字表は，国語をやさしくするた
めに日常使う漢字の使用範囲を定めた制限的な
漢字表である。その当用漢字表は35年後の昭
和56年に廃止され，95字多い1,945字の常用
漢字表に代わった。当用漢字表が範囲を「制限」
したのに対し，常用漢字表は，「目安」とされた。
今回の改定常用漢字表は，常用漢字表の考え
方を受け継ぎ，答申の「基本的な考え方」で「法
令，公用文書，新聞，雑誌，放送等，一般の
社会生活において，現代の国語を書き表す場
合の漢字使用の目安を示すものである」としてい
る。ただ，考え方は同じ「目安」であっても，漢
字の数は200字近く増える。常用漢字表が発表
された昭和56年当時は，パソコンで字を打ち
出すということを想定していなかった。この30
年間の情報化で，漢字は「書く」から「打つ」に
変わり，「目安」は大きく変わったことになる。
　平成 17年 3月の「情報化社会に対応する漢
字政策の在り方について」という文部科学大臣
の諮問を受けて，文化審議会国語分科会に設
置された漢字小委員会でおよそ 5 年間審議さ
れ，去年 1月に1回目の試案，10月にその修
正案が示されたのを経て，今年 6月7日に文化
審議会の答申となった。
　今回の常用漢字表改定では，196 字が追加
され 5 字が削除された。また 28 字 29 音訓が
追加されるなどの変更があった。次ページから
追加漢字，追加音訓の一覧を掲載する。
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「改定常用漢字表」に追加される字種（196 字）

＊ ･･･NHK が独自採用して，すでに使用している字種 (45 字 )
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＊委
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勺	 錘	 銑	 脹	 匁

現行常用漢字表から削除する字種（5 字）

音訓の変更 (1 字 )

音訓の削除

付表に追加される熟語

側	 かわ	 側	がわ	 「かわ」とも	 ･･･「かわ」を「がわ」に変更	 	
	

	 ソク	 	 ソク	 	
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･･･「せ」を削除

･･･「つからす」を削除

･･･「ホ」を削除

「改定常用漢字表」に追加される音訓

○○（読みに下線）･･･「改定常用漢字表」で新たに追加された音訓（28 字）・音訓変更（1 字）
＊ ･･･ 追加音訓（下線の読み）を NHK がすでに使用
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海士（あま）	 鍛冶（かじ）	 固唾（かたず）	 尻尾（しっぽ）	 老舗（しにせ）
真面目（まじめ）	 弥生（やよい）

※付表は雪崩（なだれ）紅葉（もみじ）など，一字一字の音訓をあげられない当て字や熟字訓を語の形であげたもの。

◎	上記漢字表では，改定常用漢字表の字体に近い字体を使っているが，本文及び資料①〜③ではパソコン，ワープ
ロで出る字体にしている。
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 2．改定常用漢字表の特徴
       ～難読漢字，画数が多い漢字も採用～

改定常用漢字表は，現行1,945字に196字増
えて5字減り，あわせて2,136字と戦後初めて，
使える漢字が2,000字を超える。読み方が難し
い漢字や画数が多く手書きが難しい字が増え
た。これについて答申の「基本的な考え方」で，
「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，････配慮すべきこと
であろう」と必要に応じて振りがな（読みがな）
の活用を考えるべきだという考え方を打ち出し
ている。
また，同じく答申の「基本的な考え方」で「情
報機器の使用が一般化・日常化している現在
の文字生活の実態を踏まえるならば，漢字表
に掲げるすべての漢字を手書きできる必要はな
く，また，それを求めるものでもない」と述べ，
必ずしもすべての漢字について手書きができる
ことを求めないとしている。
その一方で，「習得時に当たる小学校・中学
校では，それぞれの年代を通じて書き取りの練
習を行うことが必要である。それは，書き取り
練習の中で繰り返し漢字を手書きすることで，
視覚，触覚，運動感覚など様々な感覚が複合
する形でかかわることになるためである」と手書
きの重要性も強調している。
使い分けが難しい同訓異字が増えたことも特
徴の1つだ。新しい漢字の採用で「斬る　切る」
「臭う　匂う」「湧く　沸く」「跡　痕」など多く
の使い分けの必要が出てきた。表現を豊かに
するというメリットがある反面，使い分けに迷う
場面も出てきそうだ。

 3．常用漢字表改定以前の
     新聞・放送での漢字使用緩和

放送で使える漢字が実際にどれだけ増える
かについて理解しやすいように，10年ほど前
の新聞・放送の漢字使用の緩和について記す。
日本新聞協会では，平成13年（2001年）11月
に常用漢字表にない表外漢字39字を常用漢字
並みに使うことを決めた。常用漢字表実施から
ちょうど20年の年だ。20年の間に社会生活で
使われる漢字と常用漢字表の間に出てきた隔た
りを埋めようと報道界で独自に漢字使用を緩和
したのである。

NHKは，この39字のうち先行して採用して
いた2字（腎・酎）を除く37字について，同年
12月の第1229回放送用語委員会で一括して採
用を決めた 1）。
NHKはこのほかに「鵜・梨・拉」の3字を独

自に使用する漢字としてきた。
また，それ以前に独自に使用を決めた漢字も
ある。当用漢字表から常用漢字表に移った昭和
56年（1981年）に日本新聞協会は以下の決定を
している。NHKもこれに足並みをそろえている。

新聞用語懇談会が 2001年に使用を認めた
表外字 39 字

磯　牙　瓦　鶴　釜　玩　臼　脇　錦
駒　詣　拳　鍵　虎　虹　柿　餌　腫
袖　尻　腎　須　腺　曽　誰　酎　賭
瞳　頓　丼　謎　鍋　汎　斑　枕　闇
妖　嵐　呂　

1．常用漢字表にあっても使わない字種（11字）
謁　虞　箇　且　遵　但　脹　朕　附
又　濫

2．常用漢字表以外で使用する字種（6 字）
亀　舷　痕　挫　哨　狙
（昭和 56 年 4月17日		日本新聞協会新聞用語懇談会臨時合同総会）
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39字が増えた平成13年（2001年）時点で
NHKが常用漢字表並みに扱う漢字は，6＋39
＋3＝48字となっている2）。NHKの使用漢字は，
常用漢字1,945字にNHKが独自に使う48字を
加え，新聞協会が「常用漢字だが使わない字」
とした11字を除く1,982字で運用するようになり
現在に至っている。
今回の常用漢字表では，NHKで先行して使っ

ている表外字48字のうち45字が採用された。
哨，磯，鵜の3つの漢字は今回も採用されな
かったが，NHKは継続使用する。
すでに使っている漢字を除くと，NHKが使

える漢字数は今回の常用漢字表の改定でお
よそ160字増える。これは後に述べる今回の
NHK独自採用漢字を含めた数字である。

 4．新聞協会の常用漢字表対応

日本新聞協会の新聞用語懇談会は，用語に
ついて新聞・通信社・放送各社が緩やかな基
準で合意点を探るために定例会を開いている。
NHKからは放送文化研究所・放送用語班か
ら委員として参加している。NHKでは現行の
常用漢字表について，新聞協会とできるだけ
足並みをそろえるよう対応してきた。広く目に
触れて社会に影響力がある新聞，放送各社の
表記と大きく異なるのは望ましくないと考える
からである。しかし，新聞と放送というメディ
アの特性の違いもあるので，NHK独自の判断
で表記を決めているものもある。今回の改定
でも，新聞用語懇談会の審議を尊重しながら
NHK独自の判断で表記を決めるというこれま
での方針を踏襲している。新聞用語懇談会関
東地区幹事会では，平成19年9月にNHKを
含む11社からなる「常用漢字検討部会」を設

置して新聞・放送での漢字使用，新聞用語集
改訂の議論を重ねてきた。新聞用語集は，加
盟各社の多くが合意できる表記を記した冊子
で，各社はこれを参考にしながら独自の判断
で用字用語集を作っている。会議ではNHKも
放送の立場から放送文化研究所の調査結果や
用語委員会，用語小委員会での議論を踏まえ
て発言してきた。
今回は難しい読みの漢字が大幅に増えること

もあり，当初は各社の意見の隔たりが大きかっ
た。しかし，これまでと比べて表記の選択の幅
をひろげることによって，議論は進展した。具
体的には難読の音には「読みがな」を付ける，
難読の訓は，「かな，漢字併記」とし，「読み
がな」の有無や「漢字」「かな」の選択などの運
用は各社ごとに決めるということがあげられる。
緩やかな合意点を探りながら討議を重ね，今
年6月3日の新聞用語懇談会総会で新聞用語
集改訂の暫定版の内容が決定した。なお，読
みがなを付ける語の基準については，後述する
NHKの高校生漢字調査のデータを参考にして
いる。

 5．NHKが実施した 3 種類の調査

5 － 1　調査結果の要点

今回新用字用語辞典を改訂するにあたって，
放送文化研究所では3種類の調査を行った。
▽全国の高校3年生1万1,000人を対象とした，
読めるかどうかの調査（以下「高校生漢字調
査」）3）	▽視聴者を対象とした字幕スーパーの漢
字表記についての調査（以下「視聴者調査」）4） 

▽NHK職員を対象とした漢字表記についての
アンケート（以下「NHK職員調査」）5） の3種類
である。それぞれの調査の詳しい内容について
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は，本誌の過去の報告を参照していただきた
い。なお，NHK職員調査は，視聴者調査の
調査語が，2回あわせて36語と限られていた
こともあり，それを補完する意味もあって行っ
た。
3つの調査を対照して検討した結果，新用字

用語辞典の改訂では，難読の漢語は「読みが
な」，難読の和語とかな書きの慣用がある和語
は「かな優先」という後述する考え方をとること
にした。

3種類の調査からは，次の2つのことがわ
かった。
（1）「音読みの漢語」については，漢字表記を

好む傾向がある。

漢語は本来漢字で書くものであり，意味がわ
かる，あるいは意味が推測される場合は読め
なくても漢字のほうがわかりやすいと視聴者も
NHK職員も考えていることがうかがえる。
（2）「訓読みの和語」については，かな表記を

好む傾向がある。

漢語のために作られた漢字を和語に当てるこ
との不自然さのほか，1字あたりの音節の数が
多い，短い語なのに画数が多いなどの理由もあ
るだろう。
次に，漢語と和語それぞれについて，「高校
生漢字調査正答率と視聴者調査」および「高
校生漢字調査正答率とNHK職員調査」の関
連を見ていく。

5 － 2　漢語は漢字表記が好まれる傾向

□ 視聴者調査と高校生漢字調査（漢語）

視聴者調査では，以下のように高校生漢字
調査で正答率が低い難読の語でも放送のテ
ロップでの漢字表記を好む語がいくつかあっ

た。上段は高校生漢字調査正答率，下段は視
聴者に放送での表記は漢字とかな（交ぜ書き）
どちらがよいか聞いた数字である。
	 怨恨（正答率 13％）　
	 	 怨恨 53％＞えん恨 44％
	 山麓（正答率 13％）　
	 	 山麓 58％＞山ろく39％
	 真摯（正答率 29％）　
	 	 真摯 52％＞しんし 38％
怨恨，山麓，真摯は，難読の漢字なのに
視聴者は漢字で表記したほうがよいと答えてい
る。

逆に比較的読めているのに，視聴者が交ぜ
書きがよいと答えた語もある。
	 隠蔽（正答率 67％）　
	 	 隠ぺい 68％＞隠蔽 25％
	 剥製（正答率 62％）　
	 	 はく製 57％＞剥製 38％
	 精緻（正答率 46％）　
	 	 精ち 43％＞精緻 34％
以上の3語では，比較的読めている語でも視
聴者は漢字より交ぜ書きを求めている。つまり
読める漢字かどうかは，必ずしも視聴者が放送
での漢字表記を求めているかどうかと一致しな
いということになる。
ここでは，読めない熟語でも視聴者が漢字
表記がよいと答えたことに注目したい。読めな
い語を放送でそのまま使うのは望ましくないの
で，使うとすれば「読みがなを付ける」「かなで
書く」のいずれかを選ぶことになる。
読める語なのにかな（交ぜ書き）がよいと答

えた語については特に問題にしなかった。読め
るなら漢字表記でよいという考え方もあるし必
要ならひらがなで書いてもよいからだ。
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□ NHK 職員調査と高校生漢字調査（漢語）

NHK職員調査では，視聴者調査と比べて音
読みは漢字表記を好み，かなや交ぜ書きの表
記を嫌う傾向が顕著だった。
上段が高校生漢字調査の正答率，下段が
NHK職員調査である。
	 間隙（正答率 9％）　
	 間隙 59％　間げき27％　
	 	 どちらも使いたい14％
	 古刹（正答率 12％）
	 古刹 80％　古さつ12％　
	 	 どちらも使いたい 9％
	 肥沃（正答率 19％）
	 肥沃 59％　肥よく25％　
	 	 どちらも使いたい16％
	 辛辣（正答率 22％）
	 辛辣 53％　辛らつ27％　
	 	 どちらも使いたい21％
3種類の調査の結果と「改定常用漢字表に採

用された漢字は原則として使えるようにする」と
いう方針から難しい音読みについては，かな（交
ぜ書き）ではなく漢字に読みがなを付けること
を決めた。

5 － 3　和語はかな表記が好まれる傾向

□ 視聴者調査と高校生漢字調査（和語）

訓読みは，読めても読めなくてもかな書きを
好む傾向があることがわかった。
・正答率が高い語
	 剥がす（正答率 96％）　
	 	 はがす 79％＞剥がす18％
	 蓋（正答率 96％）　　　
	 	 ふた 65％＞蓋 32％
	 膝（正答率 94％）　　　
	 	 ひざ 52％＞膝 45％

	 顎（正答率 82％）　　　
	 	 あご 53％＞顎 42％
	 肘（正答率 76％）　　　
	 	 ひじ掛け 64％＞肘掛け 34％
・正答率が低い語
	 貪る（正答率 33％）　　
	 	 むさぼる73％＞貪る23％
	 蔑む（正答率 22％）　　
	 	 さげすむ76％＞蔑む19％

□ NHK 職員調査と高校生漢字調査（和語）

NHK職員調査では視聴者調査と同様に訓読
みは，かな書きを好む傾向が出ている。
・正答率が高い語
	 「立て籠もる」（正答率 98％）
	 立てこもる68％＞立て籠もる18％
	 	 どちらも使いたい14％
・正答率が低い語
	 「綻びる」（正答率 33％）　
	 ほころびる57％＞綻びる24％　
	 	 どちらも使いたい19％　
	 「貪る」（正答率 33％）　　
	 むさぼる42％＞貪る32％　　
	 	 どちらも使いたい26％
以上のように訓読みの和語については，視聴
者もNHK職員も放送でかな書き表記を好む傾
向が出ているので，かな書き優先という方針を
決めた。

5 － 4　漢字，かなどちらも使いたいという語

NHK職員調査では，①かな②漢字③「ど
ちらも使いたい」という3つの選択肢を設けた。
「どちらも使いたい」が目立った語をあげる。
	 「どちらも使いたい」が 40％超
	 	 …煎餅 45％　挨拶 41％　椅子 40％
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	 「どちらも使いたい」が 30％超
	 	 …喉 39％　籠 38％　顎 35％　頬 34％
	 	 車椅子33％　麓 31％　肘 30％
改定常用漢字表には，顎，肘，膝，喉，頬

など体の部位を表す漢字が多く採用されたが，
視聴者調査，NHK職員調査で，これらの漢字
についてかなを好む傾向が出ているのも特徴の
1つである。
視聴者と比べるとNHK職員は漢字を好む傾

向が強い。そのNHK職員の調査でも「かな書
き」や「かな，漢字両方使いたい」が多い語は，
かな書きの慣用があるとみることができる。

 6．新用字用語辞典の改訂の概要

基本原則

改定常用漢字表では，読み方が難しい漢字
が多く採用された。このため改定常用漢字表の
試案が出された当初は，難しい漢字は使わな
いという方向も含めて用語委員会などで検討し
た。しかし，国の案が固まってくると，「現代の
国語を書き表す場合の漢字使用の新しい目安」
となる漢字表について，NHK独自の判断で放
送に使う漢字を大幅に制限した場合，公共放送
として社会の納得が得られるだろうかという疑
問が出された。検討の結果，常用漢字表に採
用された漢字や音訓は原則として使うこととし，
その上でNHKとして，一部例外として使わな

い漢字や音訓，独自で使う漢字や音訓を決め，
難しい漢字などについては，別途対応を考える
ことにした。
　ただ，今回は漢字が大幅に増えたということ
もあり，「漢字で書けるものは，ひらがなでも書
ける」ということを改めて前文で強調することに
した。新しい用字用語辞典で「漢字で書かなく
てもよい」ことをわかりやすい場所に明記する
ことにしている。

6 － 1　「難読語」及び「ひらがな書き」の
　　　　慣用がある語への対応

5で述べた3種類の調査結果を踏まえ，以下
のような原則を決めた。音と訓で対応を分けた。
□  読み方が難しい「音読みの語」は，「読みが

な」をつけることが望ましい。（資料①）

□  読み方が難しい「訓読みの語」は「ひらが

な優先」とする。（資料②）

（1）「読みがな」
　難読の音読みの語は，できるだけ「読みがな」
を付ける。高校生漢字調査の正答率 30％以下
の語を目安とする。
陶冶（とうや）（1%）　進捗（しんちょく）（2%）
　怨恨（えんこん）（13%）　補填（ほてん）（16%）
　真摯（しんし）（29％）　など　50 語程度　
　　
	（2）「ひらがな優先」
･･･「①ひらがな②漢字」と表記。
難読の訓読みの語は「ひらがな優先」とする。

高校生漢字調査の正答率50％以下の語を目安
とする。
蔑む（22%）　嘲る（25%）　貪る（33%）　裾野
（38%）　弄ぶ（46%）など　20 語程度。「ひら
がな優先」は，かな書き（交ぜ書き）が望ま

・	漢字は原則として「改定常用漢字表」にあ
る漢字，および NHKが独自に使うことを
決めた漢字を，決められた音訓の範囲内
で使う。
・	「改定常用漢字表」にある漢字や，NHK
が独自に使うことを決めた漢字は，場合に
よってひらがなで書いてもよい。
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しいが，必要に応じて漢字で書いてもよい語で
ある。
□  高校生漢字調査で正答率が高い語でも以

下の語は，「ひらがな優先（①ひらがな②漢

字）」とする（資料②参照）

▽NHK職員調査で「かな希望」が多かった
語，「かな，漢字両方使いたい」が多かった語と，
この結果から類推できる関連語。
	 ①あいさつ	 ②挨拶　　　
	 ①いす	 ②椅子
	 ①ひじ掛け	 ②肘掛け　
	 ①立てこもる	 ②立て籠もる	
	 ①飲みつぶれる	 ②飲み潰れる
　　　　　　　　　　　　　　　　　など
□  かな書きの慣用が強い語や誤読のおそれが

ある語など

	 ①たぐい	 ②類い
	 ①ほか	 ②外
	 ①ほか	 ②他
	 ①つま先	 ②爪先
　　　　　　　　　　　　　　　　　など
※「読みがな」導入で考慮すべきこと

NHKでは，これまで常用漢字表の表内表外
にかかわらず「読みがな」を付けるという考え方
は，例外的な使い方を除いてとっていなかった。
今回，「読みがな」の運用で一歩踏み出したこ
とになる。
『新用字用語辞典』（第3版）では，固有名
詞，特定の分野の語について表外字・表外音
訓を使ってよいことになっていて，その場合，
なじみのないもの，読みにくいと思われるもの
については，「読みがな」を付けることになって
いる 6）。以下のような語である。
八
はちまん

幡平
たい

，南
みなかたくまぐす

方熊楠，弥
み

勒
ろく

菩
ぼ

薩
さつ

像
ぞう

これは，例外であり，一般の用語に「読みがな」
を付けるのは今回が初めての措置である。ただ
難しいことばは，できるかぎり，ほかのやさし
いことばに言いかえるという放送の原則は変わ
らない。コメントは耳で聞き取りやすい和語に
するのが望ましい。テロップ表記は，漢語のほ
うが瞬間的に意味をとりやすい場合もあるが，
その場合でもよりやさしくなじみのある漢語に
言いかえる努力が求められる。
特に強調したいのは，「表外字に読みがなを
付けて安易に使うことは，これまで同様に，例
外的な使い方を除いて避けるべきだ」というこ
とである。そうしなければ目安としての漢字表
に意味がなくなる。

6 － 2　代用字（代用表記）の扱い

「代用字」（代用表記）は常用漢字表にない
漢字を同音の別の常用漢字に書き換えたもの
である。国語審議会が決めた代用字と日本新
聞協会が新聞・放送で使うことを決めた新聞
代用字がある。改定常用漢字表では，本来使
われていた漢字が追加されたことにより「臆説」
「毀損」など代用字を使わずに書ける熟語が増
えた。
代用字については，改定常用漢字表の答申

と新聞協会の方針が一致しているものと，答申
と新聞協会の方針が異なるものに分けられる。
NHKは代用字についてはほぼ新聞協会の方

針に沿った形にする。そして今後の定着度を見
極めて，代用字を継続するか，代用字を使わな
い本来の表記にもどすか決めるという基本方針
を決めた。

・�改定常用漢字表の答申と新聞協会の方針が

おおむね一致しているもの
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▽「理屈・偏屈」とする　

　本来は「理窟，偏窟」だったが，代用字「理
屈，偏屈」が定着している。答申でも代用字「理
屈」を用例にあげている。今回採用された「窟」
は，洞窟，巣窟，石窟に使う。

▽「名誉毀損」とする

答申では「毀損」「毀誉」を用例にあげてい
る。新聞協会とNHKでも，代用字「名誉棄損」
は不使用とする。
ただし，「破棄」とする。
答申では「破」の用例に「破棄」をあげている。

本来の表記「破毀」は継続して不使用とする。

▽禁錮とする　　　

国の答申では「禁錮」を採用した。新聞協会
とNHKでも，代用字「禁固」は使わないこと
にする。

▽「潰」の音カイは，「潰瘍の限定使用」とする    

答申では「潰」の用例として「潰瘍」をあげて
いるが，「壊滅」「決壊」は代用字を継続使用す
ることにしている。新聞協会とNHKは，音カ
イは「潰瘍」にのみ使う限定使用とし，「壊滅」
「決壊」は代用字を継続使用する。

・�改定常用漢字表の答申と新聞協会の方針が

異なるもの

▽「過酷」代用字を継続使用

本来の表記「苛酷」が答申で採用され，「過
酷」の表記は，答申にはない。
しかし，代用字「過酷」が定着しているので，
NHKも新聞協会も「過酷」を継続使用する。た
だし「苛酷」も使用可とする。新聞協会では，代
用字の過酷を使うが「特にむごさ，無慈悲なさま

を強調したい場合には『苛酷も』」としている。

▽「肝心」代用字を継続使用

答申では，「『肝腎』は『肝心』とも書く」とし
ている。ただし，代用字「肝心」が定着してい
るので，新聞協会もNHKも「肝心」を継続使
用して今後の推移を見ることにする。

▽ 「氾濫」とし「濫」は

　 「氾濫の限定使用」とする

「氾」が答申で採用された。また，「濫」はす
でに常用漢字表に含まれる漢字だが，「氾濫」
の限定使用とする。
「濫」は現行の常用漢字表に含まれている漢
字だが，NHKと新聞協会ではこれまで使わず
に「はんらん」はかな書きとしていた。災害時な
どの表記は報道各社で統一をはかる必要があ
るため，「氾濫」に限り使用できる漢字とする。
一方，現行の「常用漢字表」では「濫伐」「濫

費」「濫用」を用例にあげている。しかし，新
聞協会とNHKは「乱造」「乱読」「乱伐」「乱発」
「乱費」「乱用」については，「濫」を使わず，代
用字を継続使用する。

▽「臆説」・「臆測」・「臆する」とする

答申では「『臆説』『臆測』は『憶説』『憶測』
とも書く」となっている。新聞協会とNHKで
は，代用字「憶説」「憶測」「憶する」は使わず，
「臆」で統一する。

6 － 3　現在不使用の表内字 11 字のうち，
　　　  3 字を使用可とする

NHKと新聞協会では，現行の常用漢字表内
字のうち，「虞，遵，朕」など11字を使わない
漢字としてきたが，今回の改定にあわせて3字
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を使用することにする。

「濫，箇，謁」の 3 字は新聞協会に合わせて

NHKも使用する。

・	 「濫」･･･ 氾濫の限定使用とする。代用字の
項目参照。

・		「箇」･･･「故障の箇所」「箇条書き」などは，
新聞協会が代用字として使っていた「個」を
「箇」にもどす。
個所→箇所　　個条書き→箇条書き　

ただし「3 か所」などは「○か所」，「3 か条」
などは「○か条」のままとする。
　「箇」についての経緯は，日本新聞協会用
語専門委員を務めた金武伸弥氏によると以下
のとおりである 7）。当用漢字実施から 8 年たっ
た昭和 29 年，当時の国語審議会が当用漢字
を見直す補正案として，28 字を増やし 28 字
を削る案を報告した。報道界はすぐにこの案
を実施。補正案で，削除文字の「箇」の代わ
りに「個」という字の音として「コ」以外に「カ」
を加え「箇所」を「個所」に，「箇条書き」を「個
条書き」と書くようになった。しかし，この案
は内閣告示されなかったため，公文書や教科
書では「箇」をそのまま使い，常用漢字表で
も削除されなかった。このため現在も教科書
と「新聞・放送」は違う表記のままとなっている。
今回の常用漢字表改定にあわせ，日本新聞協
会とNHKは，代用字「個」を「箇」にもどす
ことにした。

・	 「謁」･･･熟語は，謁見　拝謁
謁見，拝謁はニュースなどで時々出てくるこ

とばなので「謁」は使用できるようにする。

＊用語の決定
発疹　NHK 表記
　発疹　①はっしん②ほっしん　
（これまでは　○はっしん　×ほっしん）

＊	虞，且，遵，但，朕，附，又の 7字は，こ
れまでどおり，「常用漢字表」にあっても原
則として使わない漢字とする。11字のうち
「脹」は，答申で改定常用漢字表から削除
された。

6 － 4　改定常用漢字表の表外字で，　　
　　　  NHK が使用するもの

（ア）�新聞協会および NHKが採用する

� 漢字および熟語

今回，改定常用漢字表に採用されなかった
漢字で，新聞協会として新たに独自で採用する
漢字が3つと熟語が4つある。これらの漢字を
NHKも使う。
絆（きずな）

疹（シン）	 ：		発疹＊　風疹　麻疹
胚（ハイ）	 ：		胚　胚芽
　次の語についてNHKは 1字ごとの単漢字で
はなく，熟語として採用する。ただし，「熟柿」「梨
園」については読みがなを付けて使う。
蘇生･･･熟語で特採用。（「しそ」はかな書き）
銑鉄･･･熟語で特採用。
熟
じゅくし

柿 ･･･熟語で特採用。
梨
りえん

園 ･･･熟語で特採用。
特は特例として採用する語。
なお，上記「疹」を使う「発疹」は伝統的には

「はっしん」だが，一般には「ほっしん」という読
みもあるので2つの読みを採用する。
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（イ）改定常用漢字表で音か訓，

� 一方が採用されている語などの扱い

（イ）-1

以下の６つの漢字は，これまでＮＨＫと新
聞協会で音訓を独自使用していた表外字であ
る。改定常用漢字表で漢字が採用されたが，
音読みか訓読みのどちらかのみが採用された。

　「柿，駒，鶴，脇，嵐」は改定常用漢字表
どおり訓のみを採用し音を削除する。
柿：音「シ」削除　（「かき」のみ採用）
駒：音「ク」削除　（「こま」のみ採用）
鶴：音「カク」削除　（「つる」のみ採用）
脇：音「キョウ」削除　（「わき」のみ採用）
嵐：音「ラン」削除　（「あらし」のみ採用）

「虹」は改定常用漢字表では，訓「にじ」の
みが採用されたが，NHKと新聞協会では今
後も継続して音訓両方を使う。
虹：	「コウ」（表外音），「にじ」（表内訓）
	 熟語は「虹彩」。

（イ）-2

「証，鶏」は，現行常用漢字表の表内字で，
NHKと新聞協会では，一部表外の音訓を使っ
ている。その表外音訓は改定常用漢字表で採
用されなかったが，NHKと新聞協会では，今
後も継続使用する。
証：	「ショウ」（表内音），「あかす」（表外訓）
鶏：	「ケイ」（表内音），「にわとり」（表内訓），
　　「とり」（表外訓）

（ウ）NHK 独自採用の単漢字

改定常用漢字表に採用されなかった漢字で以
下の5つの漢字を新たにNHK独自に採用する。

炒める：料理番組で要望が強いため，訓「いた
める」のみ独自採用。「炒（い）る」は不採用。
「炒飯」は不使用で「チャーハン」と書く
肛（コウ）：肛門，脱肛
禄（ロク）：貫禄，余禄，禄高
挽（バン）：挽回，挽歌
	 訓「ひく」は不採用
諜（チョウ）：諜報，防諜　　
	参考		新聞協会の対応
「炒める」は採用せず。禄，挽，肛の単漢字
は採用しないが，以下の熟語で採用。
貫禄，挽回，肛門，脱肛　

（エ）継続使用の単漢字

「哨」「磯」「鵜」の3字は，改定常用漢字表
に採用されなかったが，継続使用する。
哨（ショウ）･･･NHK・新聞協会継続使用，
	 熟語は「哨戒機」「前哨戦」
磯（いそ）･･･NHK・新聞協会継続使用
鵜（う）･･･NHK 継続使用

（オ）改定常用漢字表で削除される字種　

改定常用漢字表では，現在の常用漢字表か
ら以下の5字が削除された。

削除 5 字　　勺　錘　銑　脹　匁

答申どおり「勺，錘，脹，匁，銑」の5字は，
NHKと新聞協会は不使用とする。
	参考			NHKと新聞協会は，「銑鉄」の熟語で

採用。

（カ）新聞協会に合わせて，漢字表記にする語

常用漢字表の表外字，表外音訓を含む語で
新聞協会では採用しているものの，NHKでは
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「かな書き」としている語。改定常用漢字表でも
表外字のままだが，現在の新聞協会の表記に
合わせてNHKでも漢字表記にする。
一部は「読みがな」をできるだけ付ける語と

する。

　NHKと新聞協会は，単漢字では対応はほ
ぼ一致している。しかし，熟語については対応
が分かれているものもある。今回の新用字用
語辞典改訂にあわせて以上の語については表
記を一致させた。また新聞協会が熟語で採用
する漢字でも，「挽」，「禄」のように複数の熟
語があるものは，NHKは単漢字採用とした。
　
（キ）その他の表記

「覚醒」「覚醒剤」とする。

醒が改定常用漢字表に採用された。
法律名は「覚せい剤取締法」と，現在は交
ぜ書きになっている。「覚醒」「覚醒剤」につい
ては，漢字表記とする。法律名については，今
後の推移を見たい。

「建ぺい率」

現在の法律の条文（建築基準法53条）は「建
ぺい率」になっている。蔽は改定常用漢字表で
採用されたが，「建蔽率」が定着するかどうか
推移を見守りたい。当面は交ぜ書きの「建ぺい
率」のみとする。

「初詣」

現在は「初詣で」だが，改定常用漢字表の
答申で，送りがななしの「初詣」という用例を
あげているので，それに合わせる。ただし，「熊
野詣で」などは，従来どおり送りがなを付ける。
「読みがな」「ひらがな優先語」の原則や代用
字の扱いなど6．「新用字用語辞典改訂の概要」
であげた以上の内容は，5月20日，6月10日の
用語委員会で承認された。今後，新しく採用さ
れた漢字の，社会での定着度を見守りながら，
放送での漢字使用を検討していきたい。

9月号では，「〜潰れる」「〜籠もる」「〜元」「〜
頃」などの複合語の表記，「切る」「斬る」「臭う」
「匂う」など使える漢字が増えたことによって新
たに発生した同訓異義語の使い分け，漢字で
書けるようになる語のうち放送でよく使うものを
中心に報告する。なお，『NHK	新用字用語辞
典』（第4版）は，今のところ平成23年（2011年）
3月末に発行する予定で準備を進めている。

（よしざわ�まこと）

注 :
1）小板橋靖夫「『常用漢字表』見直しの動き」『放
送研究と調査』2008 年 9月号

2）同上
3）小板橋靖夫「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』
2009 年 10月号，小板橋靖夫／柴田実「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』2009 年 11月号

4）塩田雄大「視聴者はどのくらい“漢字表記”を求め
ているのか」『放送研究と調査』2009 年 7月号，山
下洋子「視聴者はどのくらい“漢字表記”を求めて
いるのか（2）」『放送研究と調査』2010 年 6月号

5）山下洋子「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」『放送研究と調査』
2010 年 5月号

6）『NHK 新用字用語辞典』（第 3 版）pp.8 〜 9
7）金武伸弥『新聞と現代日本語』（文春新書　2004
年）pp.50 〜 53
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高校生漢字調査　難読語

正答率　30％以下の熟語（12）　　　　　下線はNHKがすでに独自採用
払拭	 29.0	 真摯	 28.8	 湧出	 27.2	 眉目	 26.5	 擬餌針	26.0
貼付	 25.4	 閉塞	 24.7	 訃報	 22.1	 冥利	 22.0	 辛辣	 21.7
汎用性	20.5	 恣意的	 20.0

20％以下の熟語（20）
肥沃	 18.6	 戴冠式	 17.4	 補填	 16.2	 鹿の子	 15.3	（鹿「か」は訓）
参詣	 15.0	 伽藍	 15.0	 山麓	 13.3	 錦秋	 13.2	 凄惨	 13.1
怨恨	 13.0		 瓦解	 12.1	 古刹	 11.7	 遡上	 11.5	 間隙	 9.4
痩身	 9.2	 出藍	 7.4	 下顎骨	 6.4	 進捗	 2.1	 陶冶	 1.4	 領袖	 1.0

30％以下関連語　　カッコ内は調査語と同漢字，同音訓の熟語正答率
湧水	（27.2）	 焦眉	（26.5）	 食餌療法	（26.0）	 梗塞	（24.7）	 冥加	（22.0）
辣腕	（21.7）	 悪辣	（21.7）

20％以下関連語　　カッコ内は調査語と同漢字，同音訓の熟語正答率
沃野	（18.6）	 頂戴	（17.4）	 充填	 （16.2）	 装填	 （16.2）	 七堂伽藍（15.0）
凄絶	（13.1）	 名刹	（11.7）	 顎関節	（6.4）	 冶金	 （1.4）

訓読み　60％以下
捉える　60.2　　煎る　58.8　　錦絵　54.3　　

訓読み　50％以下　　　
弄ぶ	 45.6	 畏れる	 44.4	 罵る	 44.3	 色艶	 43.1	 遡る	 38.7
裾野	 38.2	 麓	 36.1	 綻びる	 33.4	 貪る	 33.0	 嘲る	 25.3
蔑む	 21.9	 葛餅	 18.0	

訓読み 50％以下関連語
山裾	（38.2）	 葛　葛湯　葛切り（以上 18.0）　

誤答率上位　左が誤答率（カッコ内は正答率）
鹿の子79（15）	 陶冶 73（1）	 進捗 69（2）	 参詣 68（15）	 葛餅 60（18）
閉塞		59（24）	 怨恨	59（13）	 間隙 56（9）	 古刹 56（11）	 貼付 55（25）
凄惨 55（13）	 痩身 52（9）	 汎用性 50（20）	 冥利 50（22）	 戴冠式 50（17）
領袖 49（1）	 遡上49（11）	 堆積 48（39）	 訃報 48（22）		 綻びる47（33）
山麓 46（13）	 下顎骨44（6）	 腎臓 43（52）	 真摯 42（28）	 瓦解 42（12）　
一蹴 41（32）	 伽藍 41（15）	 眉目40（26）	 補填 40（16）	 丼 39（51）
断崖 39（54）	 錦秋 39（13）

資料①
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（1）難読訓　用言
①	もてあそぶ	 ②	弄ぶ
①	ののしる	 ②	罵る
①	さかのぼる	 ②	遡る
①	ほころびる	 ②	綻びる
①	むさぼる	 ②	貪る
①	あざける	 ②	嘲る
①	さげすむ	 ②	蔑む

（2）難読訓　体言
①	くず	 ②	葛　
①	くず切り	 ②	葛切り
①	くず餅	 ②	葛餅
①	くず湯	 ②	葛湯　
①	すそ	 ②	裾
①	すそ野	 ②	裾野
①	すそ分け	 ②	裾分け
①	つや	 ②	艶
①	色つや	 ②	色艶
①	つややか	 ②	艶やか
①	つや消し	 ②	艶消し
①	つや出し	 ②	艶出し
①	ふもと	 ②	麓

（3）NHK職員調査で
　　「かな希望多数」とその関連語

①	あいさつ	 ②	挨拶
①	あいまい	 ②	曖昧
①	いす	 ②	椅子
①	車いす	 ②	車椅子
①	座いす	 ②	座椅子
①	長いす	 ②	長椅子
①	ひざ	 ②	膝
①	片ひざ	 ②	片膝
①	立てひざ	 ②	立膝
①	ひざ掛け	 ②	膝掛け
①	ひざ頭	 ②	膝頭
①	ひざ詰め談判	 ②	膝詰め談判
①	ひざ枕	 ②	膝枕
①	ひじ	 ②	肘
①	ひじ掛け	 ②	肘掛け
①	ひじ鉄砲	 ②	肘鉄砲
①	両ひじ	 ②	両肘
①	ほおかぶり	 ②	頬かぶり　
①	ほおづえ	 ②	頬づえ
①	ほおばる	 ②	頬張る
①	ほおひげ	 ②	頬ひげ　

①	ほお紅	 ②	頬紅　
①	ほお骨	 ②	頬骨　
①	のどぼとけ	 ②	喉仏
①	のど元	 ②	喉元　　
①	のど輪	 ②	喉輪
①	陰うつ	 ②	陰鬱　　　　
①	沈うつ	 ②	沈鬱　
①	うっ屈	 ②	鬱屈
①	うっ血	 ②	鬱血
①	うっせき	 ②	鬱積　　　
①	うっとうしい	 ②	鬱陶しい
①	うっぷん	 ②	鬱憤
①	憂うつ	 ②	憂鬱
（「鬱」関連はさらに検討）

①	かみつぶす	 ②	かみ潰す
①	食いつぶす	 ②	食い潰す　
①	すりつぶす	 ②	すり潰す
①	にぎりつぶす	 ②	握り潰す
①	塗りつぶす	 ②	塗り潰す
①	踏みつぶす	 ②	踏み潰す
①	暇つぶし	 ②	暇潰し
①	目つぶし	 ②	目潰し
①	飲みつぶれる	 ②	飲み潰れる
①	酔いつぶれる	 ②	酔い潰れる
①	まるつぶれ	 ②	丸潰れ
①	口ごもる	 ②	口籠もる
①	立てこもる	 ②	立て籠もる
①	閉じこもる	 ②	閉じ籠もる
①	巣ごもり	 ②	巣籠もり
①	冬ごもり	 ②	冬籠もり
①	山ごもり	 ②	山籠もり
＊引きこもる　＊引きこもり　
＊みごもる　　
は「籠もる」の部分「かな」のみ

①	せんべい	 ②	煎餅
①	塩せんべい	 ②	塩煎餅
①	ふた	 ②	蓋
①	とじぶた	 ②	とじ蓋
①	中ぶた	 ②	中蓋
①	火ぶた	 ②	火蓋
①	なべぶた	 ②	鍋蓋

（4）そのほかでかなを優先させたい語
①	たぐい	 ②	類い	　　　　
①	ほか	 ②	外　　　
①	ほか	 ②	他　　　

資料②

「かな書き優先」項目（①かな②漢字）
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資料③

「読みがなつき」および「かな優先」の語について

（1）「読みがな」を付けるもの（資料①参照）
高校生漢字調査の正答率が30％以下の音読みの熟語，およびその字を含む語は，原則として「読

みがな」が望ましい語とする。また，高校生漢字調査の誤答率50％以上の熟語も同じ扱いとする。

＊調査結果がない語についても，関連の語については同様の扱いとする。

（2）原則として「かな優先」（①かな②漢字）とするもの
▽高校生漢字調査の正答率が 50％以下の訓読み

弄ぶ　罵る　色艶　遡る　綻びる　貪る　嘲る　蔑む　葛餅など

（畏れる）は44.4％だが①②としない。

▽高校生漢字調査の正答率が高くてもNHK職員調査でかな書き希望が多かった訓読み。

Ａ．「かな書き（交ぜ書き）」希望が選択肢の中で一番多かった語とその関連

肘　肘鉄砲　暇潰し　拙い　鬱陶しい　鬱憤　鬱病　

※「鬱」関連は別途検討

立て籠もる　頬張る　酔い潰れる　塞ぐ　爪先　

＊「引き籠もり」は「引きこもり」のみ。　

＊「身籠もる」は「みごもる」のみ。

＊「一頃」は「ひところ」のみ。　＊「さっ爽」は「さっそう」のみ。

Ｂ．NHK職員調査で，ア「どちらも使いたい」が３項目の選択肢の中で最も多い語，イ「漢字，かな，

どちらも」が並んでいる語，ウ「どちらも」が 30％超の語（40％超は斜体）　
ア	煎餅，喉，イ	肘，顎，車椅子，

ウ	椅子，挨拶，頬，麓，曖昧，潰す，葛切り，羨ましい
　

Ｃ．以上から類推できるもの

〜籠もる　〜籠もり　〜潰れる　〜潰す　「鬱」関連　「葛」関連

「肘　顎　膝　喉　頬」関連。

Ｄ．高校生漢字調査の正答率が高くても視聴者調査でかな書き希望が多かった訓読みの体言。

膝，肘，顎，頬，蓋　　

※	「鬱」関連は，「鬱血」を含めさらに検討。


