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第1456回放送用語委員会（東京・リモート開催）2022年2月4日

漢字の栗（くり）の使用，
干支（えと）・四字熟語の表記について〔意見交換〕

第1456回放送用語委員会（2022年2月4日）で
は，国の常用漢字表に含まれていない漢字（表外
字）や読み方（表外音訓）について，2つの議題を取
り上げ，意見交換を行った。

1つ目の議題は，漢字「栗（くり）」「淵（ふち）」
の使用についてである。このうち「栗（くり）」につ
いては，常用漢字表に含まれている漢字並みに，「読
みがな」を付けずに，漢字で使用することを提案し
た（「読みがな」とは，漢字の上に付けるルビ，また
は漢字の後ろにカッコで付けるひらがな表記のこと
をいう）。正式決定は後日の予定である。

2つ目の議題は，「干支（えと）」と四字熟語の表
記についてである。『NHK漢字表記辞典 』では，
干支の十二支関連の語については，原則としてひら
がなで表記している。また，四字熟語についても，

「表外字」「表外音訓」の部分はひらがなとしている
が，こうした表記のしかたについてどう思うか，意
見交換を行った。委員から出された意見を，整理し
て伝える。

議題1　漢字「栗（くり）」「淵（ふち）」

次のとおり提案する。

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）」
に関連する語については，次のように変更する。

なお，「淵（ふち）」については，ひらがな表記の
ままとする。

「栗」のうち，訓読みの「くり」について，一般名詞
の場合も「栗」の使用を認める。ひらがな，カタカ
ナでの表記も引き続き可能とする。

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
①いがぐり頭

②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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調査時期： 2004年5月24日～ 6月30日
調査方法： 全国6,388 校から158 校をランダム抽出。
 郵送法。
調査相手： 158 校の高校3年生，計6,445人

（3）「栗（くり）」について（2021年調査）
「栗（くり）」は収穫などのニュースのほか，料理

番組で使われることも多く，放送現場からは「漢字
を使用したい」という要望が継続的にあることばで
ある。また，2010年の国の常用漢字表の改定にお
いて追加候補字に含まれたが，検討の途中で候補
から外れた。

NHKでは，訓読みの「くり」について，「読みが
な」を付けずに「栗」とすることについて，2021年
11月に調査を実施した。

［質問］
　

（1）提案の背景
新聞，通信，放送各社の用語の担当者で構成す

る日本新聞協会の新聞用語懇談会は，2014 年，国
の常用漢字表に含まれていない漢字のうち，「栗（く
り）」「淵（ふち）」「炒める（いためる）」について，
常用漢字表に含まれる漢字並みに，ルビなど「読み
がな」を付けずに使用する方針を決め，日本新聞
協会の『新聞用語集 2022年版 』に盛り込んだ。

これまで，NHKは，漢字の使用について，広く
人々の目に触れる新聞・放送各社の表記と大きく
異なるのは望ましくないという理由から，できるだ
け新聞協会と足並みをそろえるよう対応してきた。
すでに各社はこれらの漢字の使用を始めており，
NHKが2010年から採用している「炒める（いため
る）」を除いた「栗（くり）」「淵（ふち）」について，
採用すべきかどうか検討した。

　
（2）新聞協会での選定の経緯

日本新聞協会では，各社が使用している漢字の
うち，2010年の国の常用漢字表の改定で含まれな
かった「表外字」「表外音訓」がどれぐらいあるか，
2012年に調査を行った。この中から，地域性など
特別な理由があるものは除き，汎用性があると思わ
れる語を個別に検討した結果，単漢字として「栗

（くり）」「淵（ふち）」「炒める（いためる）」の採用を
決めた。

このうち，「栗（くり）」は，2012年の時点で4 社
が採用していた。また，NHKが2004年に高校3
年生を対象に行った漢字調査でも正答率が高く，「栗

（くり）」を採用していない社からも反対意見が少な
かった。

一方，「淵（ふち）」を2012年の時点で採用してい
た社は1社だけだった。またNHKは「淵」につい
て，過去に高校生を対象にした調査を行っていな
かった。しかし，「淵（ふち）」を採用していない社
から，「漢字の縁（ふち）との書き分けで間違いが
多い」「『ふち』の使い分けで入れてもよい」との意
見があり，新聞協会では採用することとなった。

なお，2004 年にNHKが実施した全国高校生漢
字認識度調査における「栗」の調査結果は以下の
とおりである。

Q. 次にあげる文章の中で下線を付けた読み方を
 ［　　］にひらがなで書いてください。
 栗の皮をむく　［　　］
 →「くり」正答率 ……………… 99.1％

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かいたも
の」「カタカナをまじえて書いたもの」などをお見せ
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。

a. 「山で栗を拾う」
b. 「山でくりを拾う」
c. 「山でクリを拾う」

Q. 漢字の読み方を［　　］にひらがなで書いて
 ください。
 栗［　　］［　　］

  音読みの「リツ」正答率 ………  2.2％
→ 訓読みの「くり」正答率 　       97.1％………
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［回答］ （％）

1. 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 …………… 72
2. 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 …………………… 15
3. ｃのように，読み方や書き方が
 難しい漢字のところはカタカナで
 書いてあったほうがよい …………………… 12
4. 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. わからない ……………………………………1

 

調査時期： 2021年11月5日～ 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： 30.3％（1,210人が回答）

調査結果では，どの年代でも70％以上の人が漢
字を支持した。また，「大卒」の人のほうが漢字を
支持する割合がやや高かったが，それほど大きな
差は出なかった。

今回の調査結果を踏まえ，訓読みの「くり」につ

いて「栗」を使うことを提案した。なお，「かたくり
こ」については，「栗」からできているものではない
が，「片栗粉」という表記も一般に普及していると考
え，提案では，①かたくり粉，②片栗粉とした。ま
た，「いがぐりあたま」については，ひらがな書き
の慣用もあるため，①いがぐり頭，②いが栗頭とし
た。

（4）「淵（ふち）」について（2021年調査）
「淵」について，NHKでは過去，高校生を対象

にした調査を行っていない。また，同じ意味を持つ
異体字として「渕」などがある。

一方，同じ「ふち」の訓読みがある漢字として
「縁」（音読みは「エン」）があるが，「淵」とは意味
が異なる。これについて，日本新聞協会の『新聞
用語集 2022年版 』では，以下のような使い分けを
している。

ふち ＝ 縁〔へり，周囲〕池の縁を歩く，崖っ縁，
  金縁の眼鏡，帽子の縁
 ＝ 淵〔深み，よどみ，苦しい境遇〕川の淵で
  溺れる，死の淵，絶望の淵

「淵（ふち）」についても，2021年11月に調査を
行った。

［質問］

［回答］ （％）

1. 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 …………… 56
2. 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
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

a. 「悲しみの淵に沈む」
b. 「悲しみのふちに沈む」

わからない

使わないほうがよい

山でくりを拾う

山でくりを拾う

山で栗を拾う

非大卒（685人）

大卒（523人）

60 歳以上（553人）

50 代（190人）

40 代（202人）

30 代（146人）

20 代（119人）

全体（1,210人）72％ 15 12

70 20 8

75 12 13

70 15 14

74 12 13

71 16 11

74 13 12

70 16 12

山で栗を拾う 山でくりを拾う

使わないほうがよい わからない

山でクリを拾う

非大卒
（685人）

大卒
（523人）

60歳以上
（553人）

50代
（190人）

40代
（202人）

30代
（146人）

20代
（119人）

全体
（1,210人）

（大卒か非大卒かは不明　2人）
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今回の調査で「淵（ふち）」についてはおよそ4割
の人がひらがな表記を支持した。調査結果を踏ま
え，「淵（ふち）」の漢字の使用については現時点で
は見送るのが妥当だと考える。なお，地名や人名
など固有名詞については，引き続き漢字を使うこと
ができる。

（5）当日の意見
放送用語委員（外部識者）から，以下のような意

見があった。
•「栗（くり）」について，今回の提案に賛成する。
「栗」は，文化庁の文化審議会国語分科会でも，
「柿を常用漢字に入れるならば栗も」という議論
もあったが，どうしてもということにはならず，本
当にわずかな差で線引きがされた。当時，「栗」
が常用漢字表に入らなかったのは，採用したくな
いなどの理由があったわけではない。「淵（ふち）」
は，ひらがなで書いても可読性がそれほど落ち
ないということを勘案すると提案に賛成するが，
今後も調査の対象にしてよい漢字だと考える。

• 漢字を使うかどうかは，一般の人がどれくらい書
けるかよりも，どれくらい読めるかということが
大事になる。「栗（くり）」については，「栗田」「栗
原」という名字もある。固有名詞として使われて
いるものを目にする機会があり，結果として「く

り」という漢字の読み方が普及したのではないだ
ろうか。「栗」を漢字で表記しても特に問題はな
いと言えるだろう。「淵（ふち）」については，4割
の人がひらがなを希望した。年齢による差もあま
りなく，採用するのは，時期尚早ではないかと思
うので，提案のままでよいだろう。

•「栗（くり）」が常用漢字表に入ってないのが不思
議なくらいだ。｢淵（ふち）｣について40％の人が
ひらがなのほうがいいというのならば，入れない
という判断がよいとは思うが，漢字は見ながら覚
えるということもある。採用してもいいのではな
いかとも思う。

•「栗（くり）」は採用しても問題ないだろう。「片栗
粉」も読めない人はいないと思う。一方，「いがぐ
り頭」は，「栗」とあまり結びつかない人もいるか
もしれないので，ひらがなのほうがいいだろう。

「淵（ふち）」を漢字で使ったからといって，すご
く問題があるような気もしないが，書き順がわか
らない字であり，ひらがなのままがいいという意
見が多いのもよくわかる。

•「栗（くり）」は，漢字の正答率も高いことからも
見られるように，放送で使うことばとしてまったく
問題がない。むしろ，漢字で書いたほうが，目
に入る情報として，スムーズに「栗」をイメージで
きる。また，「いがぐりあたま」についてだが，今
の子どもは，「いがぐり」が何のことかわからない
かもしれないので，むしろ漢字の栗を使ったほ
うがよいだろう。「淵（ふち）」については，難し
い字なので，見送るという提案に賛成だ。ただ，
ひらがなで書いた「ふち」と，「縁」で意味が混同
することもある。「川のふちで溺れる」の場合，川
の「縁」で溺れたのか，川の「よどみ」の中で溺
れたのか一瞬わからないことがあるが，漢字が
使ってあればそれを解消するという面もあるかと
思う。将来的に使用してもいいのではという方向
で検討を重ねてもいい漢字の1つだろう。

議題2　
干支（えと）・四字熟語の表記について

（1）意見交換の論点
『NHK漢字表記辞典』では，常用漢字表に含ま

れていない漢字（表外字）や読み方（表外音訓）の

（大卒か非大卒かは不明　2人）

わからない

使わないほうがよい

悲しみのふちに沈む

悲しみの淵に沈む

非大卒（685人）

大卒（523人）

60 歳以上（553人）

50 代（190人）

40 代（202人）

30 代（146人）

20 代（119人）

全体（1,210人）56％ 41

54 44

57 40

58 39

56 42

55 42

60 38

53 44

悲しみの淵に沈む

使わないほうがよい わからない

悲しみのふちに沈む

非大卒
（685人）

大卒
（523人）

60歳以上
（553人）

50代
（190人）

40代
（202人）

30代
（146人）

20代
（119人）

全体
（1,210人）
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うち，「とら年」「うしの日」など十二支関連のこと
ばや，「ちょ突猛進」など四字熟語の一部について，
ひらがなで表記している。しかし，インターネットな
どメディアが多様化し，音声や映像を伴わない文字
だけのニュースや，インタビューの字幕表示も増えて
いる。「寅（とら）年」「丑（うし）の日」「猪突（ちょ
とつ）猛進」のように，「読みがな」を付けたうえで，
漢字を使用したほうが，視聴者にとってわかりやす
い場合もあるのではないかと考える。

なお，干支（かんし）は本来，十干十二支のこと
だが，近年は「えと」と読んで十二支のことを指す
場合が多い。今回は，放送で使われることが多い
訓読み（ね ・うし・とら……）を議論の対象とする。

（2）『NHK漢字表記辞典』の原則
『NHK漢字表記辞典』では，「表外字」「表外音

訓」を使ってよい場合として，「地名・人名などの固
有名詞，およびそれを含む複合語」（博多人形など），

「特定の分野の語」「常用漢字表の付表にある熟字
訓などと同様に，慣用的な読み方を認めるもの」の
3つをあげている。なお「表外字」「表外音訓」を使
う場合，なじみのないもの，読みにくいと思われる
ものには「読みがな」を付けるとしている。
「特定の分野の語」として以下の9つの分野を載

せている。代表例の一部とともに示す（下線部分
は，「表外字」「表外音訓」）。

①栄典，称号，職名など
②皇室の行事に関する語
③歴史上の事件・事物・制度・官位・時代・年号な

どを表す語
（例）飛鳥時代　銅鐸　検

け び い し

非違使
④伝統的な行事，習俗などに関する語
（例）酉の市　初午　檀家　点前　舞妓

⑤古典芸能の語
（例）伎

ぎ

楽
がく

　木遣り　箏　常磐津　囃子
⑥文芸作品，映画，演劇などの題名
⑦美術・工芸作品の作品名
⑧原典からの引用（古典・法令・史料・碑文・著作

権のある歌詞など）
⑨その他，各分野の専門用語（適当な言いかえ，

書きかえのないものや，かな書きではわかりにくい
もの）

（例）釉薬　華僑　合祀　腎盂
う

炎

（3）十二支関連のことば
①『NHK漢字表記辞典』

十二支関連のことばは，原則，ひらがなで掲載し
ている。しかし，「初午」「酉の市」については，特
例として漢字（「読みがな」なし）で掲載している。

②NHKの最近の使用例（とら・とら年）
十二支関連のことばのうち，ことしの干支（えと）

である「とら」「とら年」について，NHKのインター
ネット上の記事では，以下のような表記が見られた。

◆ 「ひらがな」のまま表記
• ことしのえとのとらとゆかりが深い奈良県の寺，

信貴山朝護孫子寺には早朝から多くの人が初詣
に訪れ……。      （2022年1月1日　ウェブニュース）

◆ カッコを付けて区別
• 一方，来年の「とら年」生まれの人は，1月1日現

在で，男性が499万人，女性が526万人の合わせ
て1,025万人です。（2021年12月31日　ウェブ特集）

読み 表記（×は表外字，▲は表外音訓）

ね ね　〔▲子〕

うし うし　〔×丑〕

とら とら　〔×寅〕

う う　〔×卯〕

たつ たつ　〔×辰〕

み み　〔×巳〕

うま うま　〔▲午〕

ひのえうま ひのえうま　〔▲丙▲午〕

ひつじ ひつじ　〔▲未〕

さる さる　〔▲申〕

とり とり　〔×酉〕

いぬ いぬ　〔×戌〕

いぬい いぬい　〔×戌×亥・▲乾〕

い い　〔×亥〕

えと えと　〔▲干▲支〕

はつうま 初午　（特例）

とりのいち 酉の市（特例）

「いぬ〔×戌〕」は『NHK日本語発音アクセント新辞典』に記載
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• 動物園では，ことし最初の開園日となった3日，
先着100人限定で，えとの「とら」に関連したお
守りなどが配られ，多くの人が訪れました。　

（2022年1月4日　ウェブニュース）

◆ カタカナで使用
• 盛岡市の観光施設「盛岡手づくり村」ではことし

のえとのトラの置物を作ったり，焼き物の絵付け
を体験したりできる催しが開かれていて……。

　（2022年1月6日　ウェブニュース）

③各社の用語集
各社の用語集では，干支（えと）や十二支関連の

語について以下のような用例や説明を載せている。

• 日本新聞協会：
えと・干

え と

支
• 共同通信：

えと・干
え と

支
十干，十二支は原則として「ひのえとら」「きのと
み」「うし」などと平仮名書きするが，必要に応じ
て漢字を使ってもよい。本来は時刻や方角などを
示すもの。動物であるかのような表現は避ける。
うま年・午

うま

年　さる年・申
さる

年　
ひのえうま・丙

ひのえ

午
うま

• 時事通信：
えと・干支（えと）　とら年・寅（とら）年
ひのえうま・丙午（ひのえうま）

• 朝日新聞：　
えと・干

え と

支　とら年・寅
とら

年
• 読売新聞：

えと　本来，時刻や方角を表すもので，動物その
ものを示すわけではない。「えと『子

ね

』をかたどっ
たネズミの置物」などとはせず，「えと『子

ね

』にちな
み，ネズミをかたどった置物」などとする。
土用の丑

うし

の日

④十二支関連のことばを調査
十二支関連のことばのうち，「寅（とら）年」「丑（う

し）の日」の2語について，2021年11月に世論調査
の形式で調査を行った。

調査の結果，「寅（とら）年」も「丑（うし）の日」
も漢字に「読みがな」を付けた形での表記を支持
する人が多く，9 割近くを占めた。

◆ 寅（とら）年
［質問］

［回答］ （％）

1. ａのように，漢字で書けるところは
 漢字で書いた上で，「読みがな」を
 つけたほうがよい …………………………… 88
2. 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 …………………… 11
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 ……………………………1
4. わからない …………………………………  0

 

テレビの「字幕スーパー」で表示されるものとして
は，「とら」は，次の2つの書き表し方ではどちら
がよいと思いますか。カッコで示した「読みがな」
も表示されますが，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。

a. 「来年は寅（とら）年だ」
b. 「来年はとら年だ」

（大卒か非大卒かは不明　2人）

「いぬ〔×戌〕」は『NHK日本語発音アクセント新辞典』に記載

わからない

使わないほうがよい

とら年

寅（とら）年

非大卒（685人）

大卒（523人）

60 歳以上（553人）

50 代（190人）

40 代（202人）

30 代（146人）

20 代（119人）

全体（1,210人）88％ 11

87 13

89 11

89 11

93 6

86 12

91 9

86 12

寅（とら）年

使わないほうがよい わからない

とら年

非大卒
（685人）

大卒
（523人）

60歳以上
（553人）

50代
（190人）

40代
（202人）

30代
（146人）

20代
（119人）

全体
（1,210人）
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◆ 「丑（うし）の日」
［質問］

［回答］ （％）

1. ａのように，漢字で書けるところは
 漢字で書いた上で，「読みがな」を
 つけたほうがよい …………………………… 89
2. 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 …………………… 10
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 ……………………………1
4. わからない ……………………………………0

 

⑤当日の意見
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。
• カレンダーなどで干支（えと）を目にするが，ほと

んどが漢字で表記されているので，一般的な慣

用が進んでいると思う。ひらがなやカタカナで表
記されると動物のトラなのか，干支の寅（とら）な
のか一目では判断できない。字を見るだけで意
味を読み取れるという漢字のメリットもあるので，
漢字にふりがな付きで使うことに賛成する。

• 年賀状に十二支を入れるときなど，漢字表記が好
まれる。「ことしのえとのとらと……」といった文
では，せっかくのキーワードが，助詞や修飾語の
中で埋没してしまい，大変惜しまれる。

• 干支は，日本における常識というか，小さいうち
から覚えてしまう性質のことばと言えるのではない
だろうか。つまり，単語の習得が先で，それをど
う表記するかは，ある程度大きくなってから学ぶ
という面がある。現実にどれくらい使われていて，
どれくらい理解されているかを調査したうえで判
断するとよいが，今回の資料を見るかぎり，漢字
を使ってもよさそうだと思う。

• お正月や年末年始の話題で必ず出てくることばで
あり，漢字を使ったからといって問題が起きると
は思えない。

• 「子」は，何もなければ「こ」と読むが，干支の話
だとわかっていれば，「ね」と読めない人はほとん
どいないのではないか。

また，放送現場の声として，NHKの部内委員か
ら以下のような意見があった。
• 最近，視聴者に対しより丁寧に伝えるため，字幕

を出す機会が多くなっているが，あまりひらがな
が続くと，何が主語で何が述語なのか，何を伝え
ているかが非常にわかりづらくなる。個人的には，
ふりがなを振ってでも漢字を使えるようにしていく
ほうがいいのではないかと思う。

• ひらがなだとイメージがよく伝わらない。漢字にふ
りがなを振るほうが，視聴者が見て自然なのでは
ないか。

（4）四字熟語
①『NHK漢字表記辞典』
『NHK漢字表記辞典』では，四字熟語について，

「多士済 」々など一部の特例を除き，「表外字」「表
外音訓」の部分は，ひらがなとする「交ぜ書き」，
あるいは全体をひらがなで表記している。以下は

『NHK漢字表記辞典』に記載されている四字熟語
（主なもの）を示す。

a. 「土用の丑（うし）の日だから，うなぎを食べた」
b. 「土用のうしの日だから，うなぎを食べた」

（大卒か非大卒かは不明　2人）

わからない

使わないほうがよい

土用のうしの日

土用の丑（うし）の日

非大卒（685人）

大卒（523人）

60 歳以上（553人）

50 代（190人）

40 代（202人）

30 代（146人）

20 代（119人）

全体（1,210人）89％ 10

93 5

91 9

92 7

94 5

85 14

93 6

86 13

土用の丑（うし）の日

使わないほうがよい わからない

土用のうしの日

非大卒
（685人）

大卒
（523人）

60歳以上
（553人）

50代
（190人）

40代
（202人）

30代
（146人）

20代
（119人）

全体
（1,210人）
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「四面楚歌」は地名など固有名詞の複合語例として，「読みが
な」付きでの表記を記載している。

②各社の用語集
「表外字」「表外音訓」を含む四字熟語について，

新聞，通信社の用語集では，漢字にルビなど「読
みがな」を付ける形で載せている。また，「読みが
な」は漢字2文字，または四字熟語全体に付けるこ
とが多い。
• 日本新聞協会：猪

ちょとつ

突猛進　豪華絢
けんらん

爛
• 共同通信：猪

ちょとつ

突猛進　四面楚
そ か

歌　乾
けんこん

坤一
いってき

擲
• 時事通信：猪突（ちょとつ）猛進

画竜点睛（がりょうてんせい）
• 朝日新聞：猪

ちょとつ

突猛進　乾
けんこん

坤一
いってき

擲
• 読売新聞：猪

ちょとつ

突猛進　乾
けんこん

坤一
いってき

擲

③四字熟語について調査
「猪突猛進 」「豪華絢爛」の2語についても2021

年11月に調査を行った。
調査の結果，漢字に「読みがな」を付けるのがよ

いと答えた人が，「猪突猛進」で78％，「豪華絢爛」
では70％という結果となった。また，「猪突猛進 」
では20 ～ 50代の人の8割以上が支持したのに対し
て，60歳以上では，7割未満にとどまった。一方，

「豪華絢爛」については，「猪突猛進」ほどの年代
差はなかった。「猪突猛進」がアニメや漫画などで
よく使われる語であることが影響しているとも考えら
れる。

◆ 「猪突猛進」
［質問］

［回答］ （％）

1. ａのように，漢字で書けるところは
 漢字で書いた上で，「読みがな」を
 つけたほうがよい …………………………… 78
2. 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

読み 表記
（×は表外字，▲は表外音訓）

いちれんたくしょう 一れんたくしょう　
　〔×蓮×托生〕

いっきかせい 一気かせい　〔×呵成〕

いっしゃせんり 一しゃ千里　〔×瀉〕

うこさべん 右顧左べん　〔×眄〕

うよきょくせつ う余曲折　〔×紆・×迂〕

えいようえいが 栄よう栄華　〔×耀〕

おかめはちもく おか目八目　〔▲傍・岡〕

がしんしょうたん がしんしょうたん　　
　〔×臥薪×嘗胆〕

かっかそうよう 隔靴そうよう　〔×搔×痒〕

がりょうてんせい 画りょう点せい　
　〔▲竜×睛〕

きよほうへん 毀誉ほうへん　〔褒×貶〕

きんきじゃくやく きん喜じゃく躍　
　〔×欣×雀〕

けんこんいってき けんこんいってき
　〔▲乾×坤一×擲〕

けんどじゅうらい けん土重来　〔×捲〕

こうろんおつばく 甲論乙ばく　〔×駁〕

こしたんたん 虎視たんたん　〔×眈々〕

ごぞうろっぷ 五臓六ぷ　〔×腑〕

さいきかんぱつ 才気かん発　〔×煥〕

さんめんろっぴ 三面六ぴ　〔×臂〕

せっさたくま 切さたく磨　〔×磋×琢〕

ちょとつもうしん ちょ突猛進　〔×猪〕

てんしんらんまん 天真らんまん　〔×爛漫〕

はちめんろっぴ 八面六ぴ　〔×臂〕

ゆうそくこじつ 有そく故実　〔▲職〕

ようとうくにく 羊頭く肉　〔×狗〕

しめんそか 四面楚
そ

歌

たしせいせい 多士済々（特例）

四字熟語についてうかがいます。テレビの字幕
スーパーで表示されるものとしては，どちらの表
し方がよいと思いますか? カッコで示した「読みが
な」も表示されますが，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。

a. 「猪突（ちょとつ）猛進」
b. 「ちょ突猛進」
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 書いてあったほうがよい …………………… 20
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

 
◆ 「豪華絢爛」
［質問］

［回答］ （％）

1. ａのように，漢字で書けるところは
 漢字で書いた上で，「読みがな」を
 つけたほうがよい …………………………… 70
2. 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 …………………… 27
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

④当日の意見
放送用語委員（外部識者）からは以下のような意

見や指摘があった。
• 四字熟語の「交ぜ書き」にはとても違和感がある。

パソコンの使用が進み，一発で漢字に変換でき
ることから，漢字で見ることが習慣づいているの
で，ふりがなを付けて使うほうがよい。一部のみ
をひらがなにするぐらいなら，その四字熟語は使
わず別の表現にしたほうがよいだろう。

• 「交ぜ書き」は視認性が低い。せっかく内容のあ
る話があっても，ふだん見慣れない「交ぜ書き」，
例えば「五臓六ぷ」とか「画りょう点せい」とかが
画面に現れると，違和感だけが残る，イライラだ
けが残るということが現実に起きているように思
えてならない。四字熟語のようにまとまりがあっ
て，漢字1字1字が意味を表しているようなものに
ついては，読み取りやすさを優先させて，ふりが
なを付けて漢字で示すほうが視聴者のためにな
るのではないか。
　また，「猪突猛進」で60歳以上の人が，ひらが
な表記に少し傾いていたという指摘があったが，
教育を受けたのが，常用漢字ではなく，当用漢
字の時代だったことも影響しているのかもしれな
い。当用漢字のころは漢字制限が強い時代だっ
た。昭和56年に常用漢字に切り替えられてから

a. 「豪華絢爛（けんらん）」
b. 「豪華けんらん」

わからない

使わないほうがよい

ちょ突猛進

猪突（ちょとつ）猛進

非大卒（685人）

大卒（523人）

60 歳以上（553人）

50 代（190人）

40 代（202人）

30 代（146人）

20 代（119人）

全体（1,210人）78％ 20

85 13

84 14

89 8

81 18

69 27

83 15

73 24

猪突（ちょとつ）猛進

使わないほうがよい わからない

ちょ突猛進

非大卒
（685人）

大卒
（523人）

60歳以上
（553人）

50代
（190人）

40代
（202人）

30代
（146人）

20代
（119人）

全体
（1,210人）

わからない

使わないほうがよい

豪華けんらん

豪華絢爛（けんらん）

非大卒（685人）

大卒（523人）

60 歳以上（553人）

50 代（190人）

40 代（202人）

30 代（146人）

20 代（119人）

全体（1,210人）70％ 27

66 31

73 26

69 28

74 24

69 27

75 24

67 29

豪華絢爛（けんらん）

使わないほうがよい わからない

豪華けんらん

非大卒
（685人）

大卒
（523人）

60歳以上
（553人）

50代
（190人）

40代
（202人）

30代
（146人）

20代
（119人）

全体
（1,210人）
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第 1456 回　放送用語委員会
（東京・リモート開催）

【開催日】 2022 年 2 月 4 日（金）
【出席者】 青木奈緒 氏，井上由美子 氏，
 荻野綱男 氏，笹原宏之 氏 , 町田　健 氏，
 大里智之 放送文化研究所長 ほか

は，漢字政策は目安なんだ，常用漢字にないもの
も，ふりがなを適切に使うといいですよとまで言っ
てくれる，そういう政策に転換されたことも関係し
ているのではないか。

• 四字熟語の「交ぜ書き」には違和感がある。漢字
が読みにくいからといって，その部分をひらがな
にしても，四字熟語を知らない人には，ひらがな
であってもわからない。一方，四字熟語を知って
いる人は，漢字とともに覚えているというケースが
多いと思うのでひらがなで書かれると，理解まで
ワンクッション入るような感覚がある。漢字を積極
的に使ったほうがよいだろう。

• 四字熟語にはその漢字の背景に，由来やストー
リーがあったりするので，あまり簡単に，漢字とひ
らがなの「交ぜ書き」にはしないほうがよい。特に

「五臓六ぷ」のように，最後の「ぷ」だけをひらが
なにしてしまうと，視覚的にびっくりする。必要な
四字熟語の場合には，ルビやカッコを付けるなり
工夫して漢字を使ってもよいのではないか。また，
漢字を画面で見ることで学ぶ機会にもなる。

• 自分は学校の国語の授業で四字熟語を覚えた。4
つの漢字で最初から覚えているので，漢字でない
ひらがなが出てくるとかえって読みにくいし，わか
りにくい。また，きれいでもない。もちろん，四
字熟語を読めない人もたくさんいると思うので，漢
字にひらがなを振るのが一番よいのではないか。

また，NHKの部内委員からは次のような意見が
あった。
• 個人的な意見だが，四字熟語の間にひらがなが入

るのは非常に違和感がある。四字熟語はそれ自
体が意味を持つ漢字であり熟語として学んできた
ので，できればふりがなを振ってでも，漢字を使っ
たほうが，意味がわかるのではないだろうか。

• 放送では，イラストと文字で解説するというパター
ンも多いが，そういう場合，文字数が限られる。
四字熟語であれば，漢字にルビを振るほうが，視
聴者にもわかりやすく，内容がしっかり伝わると
思う。

中島沙織（なかじま さおり）


