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平成22年12月10日（ 金）， 放 送センターで 第
1340回放送用語委員会が開催された。

今回の用語委員会では，以下のとおり，報告と
用語の決定がなされた。

報告
① 国の新しい「常用漢字表」の内閣告示について
② NHK「新しい放送表記」運用開始について
用語の決定

報告詳細
・常用漢字表・内閣告示：平成 22 年 11月 30 日

国の常用漢字表が，およそ30年ぶり（前回の常
用漢字表は，昭和56（1981）年10月1日に内閣告示
された）に改定され，平成22（2010）年11月30日
に内閣告示となり，即日実施された。

新しい常用漢字表は，これまでの常用漢字表より
も196字増え，5字が削除され，全部で2,136字の
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漢字が掲載されている。
漢字表の漢字一覧は，『放送研究と調査』2010

年8月号，9月号を参照のこと。
・NHK の「新しい放送表記」運用について

NHKでは，常用漢字表が改定されるのが決まっ
てから，新しい常用漢字表に採用される漢字を，放
送でどのように扱うかを検討してきた1）。

NHKの放送での漢字使用は，これまでどおり国
が目安として定める常用漢字表を基本とするが，漢
字表には採用されていない漢字を独自に使う場合
や，漢字表にある漢字でも，放送では使わない場
合がある2）。

これらの新しい常用漢字表に対応した，NHKの
漢字表記は「新しい放送表記」として，NHK局内イ
ントラネットで見ることができる（10月下旬からす
でに閲覧可能になっている）。

平成23年3月末に『NHK新用字用語辞典』の第
4版が出版される予定である。それまでは，イント
ラネットに掲載している「新しい放送表記」をもとに，
放送の漢字表記についての疑問に対応していく。

以下の日程で「新しい放送表記」の運用を開始
した。

用語の提案・議論
日本新聞協会（NHKも参加）で，表記の統一をし

ている語と，NHKの表記が異なる語がある。『NHK
新用字用語辞典』第4版への改訂を機に，一部を日
本新聞協会の表記にあわせることにした。まだ日本
新聞協会の表記と異なっているもので，統一しても

① 漢字表記を認める語
・獅子

関連語： 獅子踊り，獅子頭，獅子舞，獅子奮
迅，獅子身中の虫，獅子の子落とし

（ただし，「しし座」「しし座流星群」はかな表記）
・不幸せ

② 同音語の使い分け
・出会い（川の場合は「出合い」）

用例：出会いと別れ，本流と支流の出合い
・出会う

（「出合う」とも。人の場合は一般的に「出会う」）
用例：友人に出会う，災難に出合う

・出会い頭（場合によって「出合い頭」とも）
・懸け橋
（実際に橋をかける場合などは「架け橋」とも）

・「新しい放送表記」運用開始：平成 22 年 11月 30 日
放送総局長の指示により，内閣告示の11月30

日から運用を開始した。
ただし，制作・放送の日程によっては，各部局

の判断で柔軟に対応することとする。
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よいと考えられるものについて提案した。なお，以
下に提案として記すのは，決定とは異なる内容であ
る。決定は前掲の「用語の決定」の欄のとおり。

提案　①漢字表記を認める語
① -1「獅子」の漢字表記を特例表記として認める

関連語： 獅子踊り，獅子頭，獅子舞，獅子奮迅，
獅子身中の虫，獅子の子落とし など

（現行表記：しし〔×獅子〕，しし奮迅，しし身中の虫，
ししの子落とし，獅子踊 特，獅子頭 特，獅子舞 特）

・「獅子」提案理由
「獅」は表外字である。NHKでは「常用漢字表

（旧）」以降，「獅子頭」「獅子踊り」「獅子舞」を語の
特例として漢字表記しているが，「獅子」単独では，
漢字表記を認めていない。
「獅子」を使う語は，現在，特例で漢字表記が認

められている語（「獅子踊り，獅子頭，獅子舞」）が
ほとんどで，成句，慣用句として使われることが多
い。日本新聞協会もすでに「獅子」を特例として認
めて，使っており，NHKでも同様に「特例」採用と
したい。

ただし，「猪」「鹿」「肉」の漢字が当てられる「し
し」は，ひらがな表記のままとする（例：しし鍋〔×
猪〕，ししおどし〔▲鹿▲威〕など）。
・「獅子」についての議論
井上由美子委員：星座の「しし座」はどうなるだろ
うか。よく使われ，よく目にするものなので，用例に
加えておいたほうがよいと思う。
事務局：「しし座」「しし座流星群」については，『理
科年表』などでもひらがなを優先しており，慣用
から考えても，ひらがなである。用例に加えること
とする。上記，「提案」に「ただし，『しし座』『し
し座流星群』はかな書き」という一文を入れる。

① -2「不幸せ」の表記を認める
（現行表記：ふしあわせ〔不仕合〕）

・「不幸せ」提案理由
伝統的には，「めぐりあわせ」の意味をもつ「仕

合わせ」の表記が使われていたが，現代では「幸せ」
の表記が使われている。NHKでも「しあわせ」は

「幸せ」を使用している。
「ふしあわせ」は，「運の悪いこと，めぐりあわせ

の悪いこと」を指す語として「不仕合わせ」と書か
れることもある。しかし，「不幸」ということばもあ
り，現在では「不幸せ」の表記が一般的であると考
える。

提案　②同音語の使い分け
② -1「出合い」「出合う」「出合い頭」の表記も認め，

「合」と「会」を使い分けることを提案する
出会い・出会う（人や思い入れのあるものとの場合）
出合い・出合う〔遭〕（遭遇・主に事物）
出合い頭（場合によって「出会い頭」とも）

（現行表記：出会い，出会う〔合〕，出会い頭〔合〕）
・「出合い」「出合う」「出合い頭」提案理由
「であう」「であい」には，常用漢字表表内字だけ

で「会」「合」「遭」の漢字が考えられる。意味の重
なりが多く，使い分けが難しい場面も多いことから，
NHKでは，これまでは「であい」「であう」「であい
がしら」すべて「会」で統一していた。

日本新聞協会は，「人とのであい」であるか，「物
とのであい」であるかで使い分けをしており，NHK
の放送でもそれにあわせることとしたい。
「であいがしら」の表記は，「出合い頭」を優先的

な表記にするよう変更し，「出会い頭」を使ってもよ
い表記とする。

ただし，「出遭う／出遭い」は「会」「合」との使い
分けができない場面も考えられる。放送では「合」
で書くこととする。
・提案参考
ネット検索結果（2010 年 12 月1日　Yahoo 検索）
「出会い（「出合い」を含まない）」：5,500万件
「出合い（「出会い」を含まない）」：60万9,000件
「出会い頭（「出合い頭」を含まない）」：

 15万2,000件
「出合い頭（「出会い頭」を含まない）」： 

    3万 100件
・NHK 国語力テスト多数派少数派（ウェブ調査）

実施時期：平成22年7月20日～ 8月16日
Ｑ．次のような語の場合，テレビの字幕スーパーと
しては，どの書き方がよいと感じられますか。
ワゴン車と乗用車が「出会い頭」に衝突した：39%
ワゴン車と乗用車が「出合い頭」に衝突した：51%
ワゴン車と乗用車が「出あい頭」に衝突した：10%
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② -2「懸け橋」「架け橋」両方の表記を認める
懸け橋　（抽象的・比喩的な場合）

例： 未来への懸け橋。平和の懸け橋。夢の懸
け橋。

（ただし，実際に橋をかける場合は「架け橋」を使う）
（現行表記：懸け橋〔架〕）
・「懸け橋」「架け橋」提案理由
「かけはし」は，常用漢字表表内字で３つの漢字

表記が考えられる。「懸」「架」「掛」であり，いずれ
も，「２つの物の間に渡される」という意味の漢字で
ある。国語辞典上は，漢字による使い分けははっき
りしない。しかし，実際の使われ方では「懸」が抽
象的，比喩的に使われることが多い。また「架橋」
の語があるように，実際に橋をかける場合には「架」
が使われる場合が多い。

日本新聞協会も，同様の使い分けをしている。
キーワードとして使われることも多いことから，新聞
各社と表記の統一をはかりたい。
・提案参考

『NHK 用字用語辞典』掲載内容の変化
昭和 40 年版，昭和 45 年版『用字用語辞典』
 →掛け橋
昭和 47 年，昭和 48 年，昭和 56 年 1 月版

『用字用語辞典』 →懸け橋
昭和 56 年，平成 13 年，平成 16 年版

『新用字用語辞典』 →懸け橋
　当用漢字表では，「懸」は「ケン，ケ」，「架」には「カ」
の読みのみが認められていた。昭和 48 年の「当用
漢字音訓表」で，「懸」「架」に「かける，かかる」
の読みが認められ，「懸け橋」「架け橋」「掛け橋」
３つの表記が使えるようになった。

放送では，使い分けができないということも考え
て，「懸け橋」に統一した。
ネット検索結果（2010 年 12 月1日　Yahoo 検索）
「架け橋（「懸け橋，掛け橋」は含まない）」：
 227 万件

（ゆずの「栄光の架け橋」など歌のタイトルでの使
用が多い）

「掛け橋（「架け橋，懸け橋」を含まない）」： 
 30 万 4,000 件

「懸け橋（「架け橋，掛け橋」を含まない）」：
 25 万 1,000 件

・提案②についての議論
天野祐吉委員：「であい」「であう」について。自分
で書いた文章では「出会い」「出会う」で書いても，

「合」に直されることが多い。自分としては，思い
入れがあるから「会」で書いているのに，ほかの人
にはその思いがわからず，「合」で直される。そう
いった難しさがある。それぞれの感覚もあるだろう。

「人」とそうでないもので分けるのではなく，「生き
物」と「物」で区別してもいいのではないか。そして，

「物」のなかでも，特別な思いのあるものは「会」に
してもよい。「生き物」はすべて「会」でいいし，そ
れ以外は「合」という使い分けでいいように思う。
清水義範委員：「かけはし」には疑問を感じる。実
際に橋をかける場合に「かけはし」ということばを
使うだろうか。ネット検索の結果では「架け橋」が
多くなっており，歌詞などで使われているようだ。
若い人には「架」が多くなっているのかもしれない。
しかし，「橋をかける」といえばよいだろう。また，
かかっている橋をいう場合には「橋」といえばいい。
どうしても使いたければ「架橋」を使えばよい。「架
け橋が落ちる」という用例を示している新聞社もあ
るが，この用例には無理がある。「橋が落ちる」で
十分である。
井上史雄委員：「架け橋」「懸け橋」については，
和語の新たな漢字を認めようという提案である。ひ
らがなで書けば問題はないが，漢字での使い分け
をしようというものだ。どちらの表記も立項して，使
い分けはそれぞれにまかせるというのはどうだろう
か。ネット検索結果でも「架」が一番多く，「懸」が
少ない。使い分けをしてもよいが，辞書に載せるよ
うにすると議論が大きくなるだろう。
「出会い」「出合い」についても同様である。両方

認めて，主な用例だけを示し，厳格に使い分けを示
さないほうがよいだろう。常用漢字表改定案では，
ほかにも和語の訓読みが許されたものがある。

両方許すのはいいが，使い分けをしようとすると
大変なことになるのではないかと思う。世の中の動
きや執筆者の意志にまかせる部分があってもよいの
ではないか。
荻野綱男委員：どれでもよいというゆるい案という
考え方もあるだろう。国民の言語生活一般であれ
ばゆれはゆれだから，ゆれのままにするのはよい
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第 1340 回放送用語委員会（東京）
【開催日】 平成 22 年 12 月 10 日（金）
【出席者】 天野祐吉 氏，井上史雄 氏，井上由美子 氏，
 荻野綱男 氏，清水義範 氏，野村雅昭 氏
 佐野謙三 NHK 放送文化研究所副所長 ほか

が，NHK としてそのままというのは，難しいだろう。
NHK の標準として示すものとしては提案のとおりで
もいいのではないかと思う。

表記の問題は非常に多様な考え方があると思う。
たとえば「かけはし」という語で考えるのと，「かけ
る」「かかる」で考えるのとでは，別の問題である。
複合語になると感覚がかわる。基本的に，語ごと
に考え方が異なり，単語ごとに表記を考えたほう
が納得しやすいのではないかと思う。「かけ橋」は
事実上，比喩でしか使われない。実際の架橋の意
味では使っていないだろう。そうであれば，NHK
としては今回の提案のように決めておけば，実際は
比喩的な「かけ橋」が多いわけだから，「懸け橋」
のほうが普通の表記になり，問題は解決するように
思う。「であい」「であう」も同じである。「であい」
で考える場合と，「であう」で考える場合，また「で
あいがしら」と複合語で考える場合ではそれぞれ感
覚・事情が異なるのではないかと思う。擬人化しや
すい動物とそうでないものもあり，「生き物」とそう
でないものという切り方も難しい。人とそれ以外で
線をひくのは現実的でわかりやすい。
野村雅昭委員：これまでどおり「会」「懸」でいいよ
うに思う。「あう」ということばだけを抜き出せば，「会
う」は人に「あう」ことで，「合う」はそれ以外の場
合だと使い分けができるが，日本語の和語の表記
は複合語にするととたんに規則がわかりにくくなる。
たとえば，「かえる」「かわる」ということばの表記
の使い分けは，単独ではできていても，これが「と
りかえる」という複合語になると急にわからなくなっ
てしまう。「とりかえる」をどうするか，ではなく，「と
りかえる」のなかの「かえる」の表記をどうするかを
検討しなくてはいけない。「であう」も同じ。また，「で
あいがしら」は，ネットの検索結果でも「出会い頭」
が多いようだ。区別，使い分けはしにくいかもしれ
ない。場合によっては「合」も使えるということでよ
いのではないか。
「かけ橋」については「懸」「架」は，本当に使い

分けがあるのか疑問である。規則を明示してしまう
と，そう書かなければいけない，という感覚になっ
てしまう。できるだけ，そのような感覚を与えるよう
な規則は作らないほうがよい。抽象的な用法か現実
的な用法か，また，単純語か複合語か，という問題

を組み合わせていくと難しい問題に突き当たる。「か
けはし」ということばについては，１つ代表的なもの
を決めておけばよいと思う。「懸け橋」以外使えない
ということにしなければいいだろう。意味による使
い分けまで踏み込まなくてもいいのではないか。
事務局：提案どおりではなく，現在は，「会」「懸」
で統一しているものを「合」と「架」も使えるように
変更して，決定とする。

　　　　　　　　山下洋子（やました ようこ）
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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
・ 山下洋子（2010）「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

・ 山下洋子（2010）「『改定常用漢字表』の漢字の
使用について（読みがなの使用，代用字の使用
など）（第 1333 回放送用語委員会，第 1334 回
放送用語委員会）」『放送研究と調査』第 60 巻
8 号

・ 山下洋子（2010）「用語の決定（第 1336 回放送
用語委員会）」『放送研究と調査』第 60 巻 12 号

2） 吉沢信（2010）「新用字用語辞典の概要まとまる
（1）（2）」『放送研究と調査』第 60 巻 8 号，9 号




