放送用語委員会（東京）

放送における漢字使用
放送研究部

第 1269 回放送用語委員会が平成 17 年 2 月 17 日

原則

に放送センターで開かれ，議題「放送における漢

漢字は原則として「常用漢字表」にある漢字，

字使用」について審議した。特に，今回の審議の

および NHK が独自に使うことを決めた漢字を，

論点とした「漢字を特定の熟語に限定して認める

決められた音訓の範囲内で使う。

のか」「かな書きの定着度」
「特例として認められ

ただし，「常用漢字表」にある漢字であっても，

ている漢字を一般に使うこと」の 3 点について有

NHK として使わないことにしているものがある。

益な意見が得られた。
以下，議題，審議のまとめ，そして，放送用語
委員の発言の要旨を報告する。

議題 「放送における漢字使用」
NHK では，漢字の使用について，常用漢字な
どの使用制限がある中で，豊かでわかりやすい放

（中略・以下抜粋）
表外字（常用漢字表にない漢字）を用いてよい
特例としては，
1．地名・人名などの固有名詞
2．特定の分野の語（旭日大綬賞，戴冠式，歌舞伎，
弥勒菩薩像，など）
逆に，なるべくかな書きをする例としては，

送をめざして対処してきた。
「放送における漢字

1．代名詞，連体詞，副詞，接続詞，助詞など

使用」について，放送用語委員会での一連の審議

2．かな書きの慣用があるもの

は，使用制限を見直すことにより選択の幅を広げ，
視聴者にとって，より多様性のある放送をめざす
ために行っているものである。
今回は，
「放送における漢字使用」の原則につ
いて審議し，審議のポイントとして設定した点に
ついて検討を行う。

（あらすじ，だめ，はがき，ことば，など）
3．読み誤りを防ぐため
（きょう＜今日＞，なま物＜生物＞，など）
4．読みやすくするため
（前後に漢字が多く読みにくい場合／
「現代陶芸作家展ひらく」など）
なお，動植物名については，「学術的名称・外

「NHK の漢字使用の原則と運用」の確認
NHK では，テレビ画面表記の漢字使用につい
ては，『NHK 新用字用語辞典』の「ことばの表記

来種・強調する場合はカタカナで書く」「和語・
漢語の動植物名は通常，常用漢字またはひらがな
で書く」としている。

について」に基づき運用している。
以上を確認して，議論に入った。
基本方針
放送のことばの表記は，
「常用漢字表」
「現代仮
名遣い」
「送り仮名の付け方」などをよりどころ
にして，漢字やかなを正しく使う。
番組の内容や場面に応じた，適切な書き表し方
を考え，見やすさ，わかりやすさを心がける。
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今回の議論のポイント
表外字のうちで一般的に読める漢字の一部を
「常用漢字」と同じように扱い，放送表現の幅を
広げようというものである。
使用制限の見直しを考えるにあたって，今回，

議論した主な点は，以下のとおりである。

れを超えた漢字使用を新聞や放送で認めること

①「単漢字」として漢字単体を認めるのか，特定

は，読めない情報を提供することになる。仮に

の熟語に限定して認めるのか

読める範囲の漢字にとどめたとしても，書くこ

② かな書きの定着度の判断

とのできない漢字が増えることになる。

③ 特例として認められている漢字（固有名詞や
専門語など）を一般に拡大化して使えるか

誰もが情報の発信者にも受信者にもなれるよ
うな文字使用のシステムを確立することが日本
語の近代化の課題である。放送は年少者も含む

審議のまとめ

多くの国民を対象にしている。放送の基本は話

①「単漢字」として漢字単体を認めるのか，特定
の熟語に限定して認めるのか

しことばであること，それを多くの未成年者が
見聞きすることが第一である。

一瞬にして文字が消えてしまうテレビの特性

追加漢字を審議するときは，その漢字が放送

を考えると，漢字を使うことによって意味がまと

でどうしても必要だという説明が十分になされ

まった形で理解しやすくなり，わかりやすさが増

なければならない。新聞界が表外字を認めて使

す。表外字の使用を緩和することも必要ではない

用範囲を広げたとしても，放送がそれよりも狭

かという意見が放送現場や，一部の委員から出さ

い範囲で表記を運用することになんら非難され

れた。

るところはない。

② かな書きの定着度の判断

常用漢字表の見直しの見通しが得られなかっ

社会的な理解を得るため，さまざまな見地か
らデータを集めるべきだという意見があり，イン
ターネットを使って，
漢字の使用頻度が高いのか，

た状況では，新聞や放送が独自の検討を行うこ
とに意義がなかったわけではない。
しかし，文部科学省が見直しを表明した今で

かな書きが多いのかを調査し，審議・検討するこ

は，NHK が独自に追加漢字を検討する根拠は

となどが望ましいという指摘があった。

なくなったのではないか。また，追加漢字を見

③ 特例として認められている漢字（固有名詞や

直す中で，一般的に必要度の高い字が得られた

専門語など）を一般に拡大化して使えるか

としたら，それを常用漢字に追加することを要

番組ごと，分野ごとに，使用できる漢字の
安

目

望すべきである。そして NHK の独自の調査結

を作ることも必要な時代になってきている

果を示し，堂々と要望事項を述べることが今の

のではないかという意見も出された。
以下は委員会での各委員の発言要旨である。

《各委員の意見の要旨》

時期に最もふさわしい方策である。
● 漢字のわかりやすさ
米原万里（作家・ロシア語通訳） 必ずしも漢字を使う
から伝わりにくくなることはなく，漢字のほう

野村雅昭（早稲田大学教授）（欠席のため意見を書面で提出）

がわかりやすいことがある。かな書きの慣用が

今回の一連の議論は，表外字を追加して使い

ある「あらすじ」「はがき」なども，前後にひ

たいという新聞協会の決定に端を発している。

らがなが続いている中では読みにくくなる。む

NHK は 2002 年に漢字使用の枠を広げたばかり

しろ漢字にしたほうが読みやすい。

であるが，今回は，放送の現場で漢字が使えな

また，「冥福」も，交ぜ書き「めい福」にして

くて困っているので，NHK 独自に放送で必要

しまうと，前後にひらがながある場合，非常に

な字を調べるということで議論が進められてき

読みにくくなる。

た。

放送で文字を出すのは，ほぼ一瞬で，何度も

ところで，常用漢字表を訂正する根拠は国

見直すことができない。日本語で意味の中心を

民の漢字習得の水準にある。学校教育における

なす部分は，ほとんど漢字で表している。そし

漢字学習の努力はすでに限界に達している。そ

て代名詞，副詞，接続詞，助詞など，意味と意
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味をつなぐ役割を果たしている部分はひらがな

性を増やしてほしいという気持が強いことは，

にする。すると，意味は一瞬につかめる。同時

ほかの番組とまったく同じだ。

通訳の経験から言えば漢字とひらがなが混ざっ
ていると一瞬で意味をつかみやすい。

今，この時点で NHK が独自に漢字使用を広
げるだけの積極的な意味があるのか，そのこと
の持つさまざまな影響，公共放送が言語文化に

● 熟語か，単漢字か

とってどういう役目を果たすのかという根源的

事務局

な問いかけの部分をこの際しっかり整理をして

単漢字として認めるのか，それとも熟語

に限定して認めるのか。新聞協会では，熟語と
して認めるという方針を打ち出している。しか

おくことが必要だ。
城田（マルチメディア局） マルチメディア局は字幕

し，NHK としては今のところ熟語に限定して

放送をしている。字幕放送は，
「見て読みやすい」

認めるという方針はとっていない。

という点を追求していかないといけない。『新

杉戸清樹（国立国語研究所

日本語教育部門長）

特定の熟

用字用語辞典』では「冥途（土）」は「あの世」

語に限定して認めるという方針も導入すべき

と言いかえたほうがいいと書いてあるが，字幕

だ。親戚の「戚」
，胚芽の「胚」
，肛門の「肛」

放送の場合は発言者のことばをそのまま文字に

が該当する。特定の熟語に関して漢字を使うと

するので，「冥途（土）」と言っているのを「あ

いう原則を今より少し広げる扱いが必要だ。も

の世」と置き換えてスーパーするわけにはいか

ちろん精選し，できるだけ限られた語にしぼる

ない。前後にひらがなが多ければやはり漢字を

という姿勢も忘れるべきではない。

使ったほうが見やすい場合がある。

山川静夫（エッセイスト）

使う側でどうしても必要

だという場合には NHK 独自で決めてもいい。

● かな書きの定着度

やみくもに広げるのではないが，常用漢字の答

事務局 かな書きの定着度の判断について，かな

申に関係なく，いちばん使いやすい，そしてわ

書きが使われているかどうかのデータを示そう

かりやすいということを認識していればいい。

と検討はしてみたが，データが取りにくい。

天野祐吉（評論家） 文字放送と普通の放送とかな

井上史雄（東京外国語大学教授） 漢字の制限は，そ

り違う。普通の放送は話しことばだから，基本

の時代の書く道具や機器の発展と関連してい

的にはあまり漢語は使わないほうがわかりやす

る。今のようにワープロでほぼ自由に漢字が出

い。「台風が接近している」と言うより「台風

せるようになってくると増やしてもいいのでは

が近づいている」と言ってくれたほうがいい。

ないかということになる。すると，ワープロで

近ごろの NHK の放送は漢語が増えている。
「混

出るのに，なぜ

迷」や「必至の情勢」など聞いただけではわか

ないのかという不満があると思う。今，常用漢

らない表現が相変わらず多い。漢字は放送の話

字の見直しを含め，漢字を増やそうという方向

しことばとの関係で考えないといけない。話し

に向かっているのは，ワープロの普及というこ

ことばとして，ないと困るということばをどれ

とと関係がある。

かな

に直さなければいけ

だけうまく選び出せるか，それを議論していく

ある単語について漢字を使っているか，かな

手順が必要で，新聞と同じような視点で，使っ

を使っているかを調べるなら，インターネット

ていい漢字，使ってはいけない漢字を考えるの
はどうかと思う。

を使って見当をつけることはできそうだ。
水谷

修（名古屋外国語大学長） かな書きの定着度

若林（解説委員室） 現場の立場から言うと，いろ

はやはり調査していただきたい。常用漢字の見

いろな使い方ができるというのが非常にうれし

直しをしたとしても，「かな書きが多いか漢字

い。番組のパターンなどでさまざまな文字を出

が多いか」に対する答えは出てこない。放送で，

すが，毎回のように「なぜこの漢字が使えない

なぜ「かな」を選択するか，「漢字」を選択す

のか」という場面にぶつかる。できるだけ可能

るかを迫られている人たちに，「何に基づいて
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今は実施しているのか，何がつらいか，どんな
工夫をしているか，どうやって解決しているか」

今でも多少そうなっているが，そのことを
はっきり打ち出して，強めていくということだ。

その調査を小さい規模で良いからまず行って，
骨子を用意しないと次へ進めない。

● 専門用語について
天野

放送はいろいろな文化の保存，伝承も行っ

● 特例の一般・拡大化

ている。文化・芸術・芸能を紹介し，伝えてい

山川 たとえば落語の場合は
「噺」
を使いたい。
「小

くメディアであるという面もあり，その分野は

ばなし」の場合には「小咄」と書きたい。そう

一種の学術分野だと考えれば，そこで使われる

いう使い分けが豊かだといえる。

用語は

米原 使える漢字について，どんなに権力を持っ

のものだけではなく，将来のものでもあるし過
去のものでもある。すでにいろいろな制限があ
るのだから，今どうしても使う必要があると考

と同じで，「小咄」と書い

ていいのではないか。

ていようと，審議会が決めたり放送局が決めた
りするのはおかしいと思う。ことばは今の時代

学術語

なんとなく認めているということではなく，
「そう書くのが正しい」とはっきり指針を出す
ほうが NHK の主張として筋が通る。
杉戸

番組によって制限範囲を意識しながら認め

るということには積極的であったほうがいい。

えているならばなるべく使ったほうがいい。

この範囲ならこの文字は漢字として使う，逆

おそらく今は，漢字の使い方，かなの使い方

に，この領域では漢字を使わないでおこうと，

の激動期だと思う。激動期であるということは，

領域を意識した検討ができればいい。ただし，

今の時点で非常にタイトな制限を設けるのでは
なく，ある程度，自由の幅を広げて自然にまか

手間ひまがかかることだ。
水谷

私はある領域を設定して徹底的に日本的な

せておく。するとより頻度の高いものは使われ

伝統を守るという言い方をしたが，それは守る

ていき，頻度の低いものは使われなくなるだろ

だけではないと考えている。国際化の中で，主

う。その動きを観察するほうが大事ではないか。

張する文化を持っていることがとても大切で，

そのときどきの都合で「使える・使えない」と

アメリカやヨーロッパのまねをするだけでは世

いうことを決めないのが激動期には必要ではな

界には貢献できない。外国からも評価を受けな

いか。

い。日本の持っているよさをきちんと用意して，

水谷 今心配していることは，日本が最近全体に

日本的なものを NHK インターナショナルで発

規制緩和で恐ろしく効率性を問題にするように

信していくという基盤を作る。その意味で大事

なってきた，きわめてアメリカ的な能率主義が

だと言いたい。

入ってきたことである。すると，どうしても画
一的になる。伝統的なものはどんどんつぶして

この議題は継続審議となった。

いってしまう可能性がある。
漢字も，ひとつのものさし（制約）で行う

坂本

ということではなく，
「古典的な芸能の番組は

充（さかもと みつる）

徹底的に昔から使っている文字を使うべきであ
る」という方針はできないだろうか。
ニュースはその反対で，すべての人にわかる
的確な内容でなければいけないので，できるだ
け小学校 6 年あるいは中学 3 年までに 99％学
習できる字を前提にすべきだが，知的な豊かさ
を与えることのできる番組は，
「小咄」でもい
いというやり方はできないだろうか。

第 1269 回

放送用語委員会
（東京）

【開催日】 平成 17 年 2 月 17 日（木）
【出席者】 水谷 修 氏
井上史雄 氏
山川静夫 氏
天野祐吉 氏
米原万里 氏
杉戸清樹 氏
遠藤絢一 放送文化研究所長 ほか
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