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新用字用語辞典の概要まとまる（2）
～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

前月号に続き本号で常用漢字表改定に伴う
『NHK新用字用語辞典』の改訂の概要につい
て報告する。前月号では，「難読語の音読み」
は「読みがな」，「難読語の訓読み」は「かな書
き優先」（①ひらがな②漢字），「かな書きの慣
用のある訓読み」については「かな書き優先」

（①ひらがな②漢字）という原則について述べ
た。また，「過酷」「肝心」といった現在の代用
表記（同音の表内字への書き換え）の扱いや改
定常用漢字表の表外字でNHKが独自に使用
する漢字などについても報告した１）。

本号では，複合語の表記や，同訓異字の使
い分け，改定常用漢字表によって漢字表記がで
きるようになる主な熟語などについて報告する。

 １．新用字用語辞典の改訂作業　
　　  ～ 1,400 項目の表記変更へ～

年内にも内閣告示される改定常用漢字表で
は，現行の常用漢字表から196字が増え，5字
が削除される。また28字について29音訓が追
加される。
『新用字用語辞典』（第3版）を改訂するにあ

たって，これらの追加漢字，追加音訓が含ま
れることばを仮にすべて漢字で書いた場合どん

な問題があるか，改定常用漢字表で表記が変
わる語を抜き出して漢字に直したうえ，検討す
ることから作業を始めた。

現在掲載されている3万4,600項目について
調べたところ，およそ1,400項目の表記が変わる
ことがわかり，これらの語を逐語的に検討した。

表記の変更のパターンは，大きく次の４つに
分けられる。
①実際に使う表記が，かなから漢字に変わるもの。
耳鼻いんこう科［×咽×喉］→耳鼻咽喉科　
断がい［×崖］→断崖
ち密［×緻］→緻密
②実際に使う表記は変わらないが，［　］内が
表外字から表外音訓２）などに変わるもの。

しいたけ［×椎×茸］→しいたけ［▲椎×茸］
すごむ［×凄］→すごむ［▲凄］　
夏みかん［×蜜×柑］→夏みかん［▲蜜×柑］

上記「しいたけ」の「椎」は，「ツイ」という
音のみが改定常用漢字表で採用されたので，訓

「しい」は漢字では書けない。このため放送で
は従来どおり椎は「かな」表記だが，［　］内の
印は表外字×から表外音訓▲に変わる。「すご
む」「夏みかん」も同様の語である。
③用例や言いかえ例の一部が漢字で書けるように
なるもの。＊印は言いかえ例。アンダーラインは変更部分。

×表外字　　　　　▲表外音訓
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一目　～置く。～りょう然。→ 一目　～置く。～瞭然。

そう身［×痩］＊やせた体→ 痩
そうしん

身 ＊痩せた体。
④追加される196 字を単漢字として新しく立項
する際の音訓表示や現行表内字の単漢字立項
での音訓追加。
僅｛キン　わずか｝
麓｛ロク　ふもと｝

関｛カン　せき｝
→ 関｛カン　せき　かかわる｝

以上のようなさまざまな変更や新たに加えた
語などをあわせて1,400語程度になる。

 2．複合語・熟語の表記（１）

追加196字の中には，多くの複合語を作る漢
字がある。改定常用漢字表で採用された漢字
で，多くの複合語や熟語を作るものを『新用字
用語辞典』（第3版）から抜き出して，下記のよ
うに仮にすべて漢字で書いてみた。このうち籠，
潰，頃，爪という4つの漢字の関連語を例に説
明する。

籠もる　籠もる　口籠もる　巣籠もり　
立て籠もる　閉じ籠もる　冬籠もり　　
山籠もり　　
引き籠もり　引き籠もる　身籠もる

潰す　潰す　食い潰す　すり潰す　潰し　潰
れる　握り潰す　塗り潰す　暇潰し　踏み潰
す　目潰し　酔い潰れる

頃　頃　いつ頃　今頃　頃合い　食べ頃　
近頃　年頃　中頃　日頃　見頃　前身頃　

身頃　この頃　一頃　手頃　値頃

爪　爪　蹴爪　小爪　琴爪　爪痕　
爪切り　生爪　深爪　爪先　爪立つ　
爪立てる　爪はじき　爪ようじ　　

こうして，仮にすべて漢字にした一覧でみる
と，同じ漢字が含まれる語でも「漢字で書く
か」，「かなで書くか」一律に決めにくいことがわ
かる。下線部は「ひらがなの慣用」「誤読の可
能性」などを検討した語である。「つめ」と「つ
ま」，「このころ」と「このごろ」など放送という
読み分けが必要な音声メディアであることを考
慮すべき語もある。

以下，こうした例を中心に『新用字用語辞典』
改訂で検討すべき主な複合語の表記について
述べる。新しく常用漢字表に含まれた漢字の関
連語が中心だが，「～元」のようにこの機会に
表記を統一した漢字もある。

検討にあたっては，「NHK職員を対象にした
放送の表記についてのアンケート」（以下NHK
職員調査）3）の際，複合語の質問項目を設けた
ほか，高校生漢字調査 4）や視聴者調査 5）の結
果を参考にした。また国語辞典など8冊の辞
書調査 6）を行った。

▽ 「～籠もる」①～こもる②～籠もる

「籠もる」という動詞は先に述べたように多く
の複合語を作る。「～籠もる」の複合語は原則
として「ひらがな優先」（①ひらがな②漢字）と
する。「立て籠もる」は高校生漢字調査の正答
率が98％であり読めているが，NHK職員調査
で，かな書き希望が多いことを考慮した。
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  NHK 職員調査

立てこもる 68％ 立て籠もる 18％
どちらも 14％

ひきこもり 56％ 引き籠もり 21％
どちらも 23％
　　　　　　　
身ごもる 61% 身籠もる 21%
どちらも 18%

「引きこもり」「引きこもる」「みごもる」は，「籠」
を使わないことにする。「引きこもり」は，以下
のようにGoogle検索からほかの「籠もる」関連
語と比べて「こもる」とかなで書く慣用が強いこ
とがわかる。「引きこもる」は「引きこもり」に合
わせて「かな書き」とする。

  Google 検索

引き籠もり 47 万 引きこもり 527 万
ひきこもり 712 万

冬籠もり 28 万 2,000 　　
冬ごもり 23 万 5,000

立て籠もり 46 万 5,000
立てこもり 66 万 8,000

（検索方法は，「引き籠もり」を検索する場合には「引

きこもり」「ひきこもり」が含まれないように行った）

＊  G-Search 検索では，新聞各社は「引きこもり」
の使用例が多数だが，「ひきこもり」も多く
見られる。

 ひきこもり 引きこもり 引き籠もり（籠り）

朝日 1,839 3,277 2
毎日 1,227 2,360 2
読売 933 2,449 0
共同 138 772 0

＊ 「みごもる」は，辞書調査で「身籠もる」とと
もに「妊る」の表記を載せているものが８冊の
うち 3 冊あった。こうしたことも踏まえ「み＋
こもる」の複合語とは考えず，1 語としてとらえ，
ひらがな表記とする。

▽「～潰す」　　①～つぶす　②～潰す　

「～潰す」「～潰れる」の複合語はすべて①
ひらがな②漢字とする。「潰れる」は高校生漢
字調査の正答率が94％と読めている。しかし，
NHK職員調査で，「潰す」単独では，「漢字」と

「かな」どちらも使いたいと考える人が多く，特
に「～潰す」という複合語は，かな希望が多い
ことを参考にした。

  NHK 職員調査　　

酔いつぶれる 54％ 酔い潰れる 26％
どちらも 19％

暇つぶし  71％ 暇潰し 15％
どちらも 14％

つぶす 20％ 潰す 48％
どちらも 32％

NHK 表記

「～籠もる」
「かな優先」（①～こもる②～籠もる）とする。
籠もる　立て籠もる　閉じ籠もる　
巣籠もり　冬籠もり　山籠もり　など

ただし，例外として 3 語を以下のようにする。
引きこもり　引きこもる　みごもる
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▽「爪～」「～爪」の扱い　

「爪」が採用されたため，爪を使う多くの複
合語，熟語が漢字で書けるようになる。このう
ち「つま」と読む語は誤読を防ぐため「ひらが
な優先」（①ひらがな②漢字）とする。テロップ
など放送の表記では漢字で書きたい場合もあ
るので漢字表記も残した。「つめ」と読む語は
漢字とする。NHK職員調査でも「つま」と読む
語は「かな」で「つめ」と読む語は漢字を好む
傾向がはっきり出ている。

  NHK 職員調査　

つま先 50％ 　 爪先 28％ 　どちらも 22％
つめ ７％　 爪 66％　 どちらも 28％
生づめ 30％ 　生爪 49％　 どちらも 21％

▽「～頃」の表記

「頃」が漢字で書けるようになるが，かな書き
にしたほうがよい語もあるので以下のように決
めた。

NHK職員調査からは，「頃」を漢字で書きた
いか，ひらがなで書きたいかは語によって違う
ことがうかがわれる。例えば「頃合い」と「一頃」
では，「漢字を好む」と「ひらがなを好む」で逆
の傾向が出ている。

  NHK 職員調査　　

このごろ 18％ この頃 55％
どちらも 27％

ころあい 25％ 頃合い 53％
どちらも 22％

ひところ 67％ 一頃 16％
どちらも 17％

１．「このごろ」「このころ」は読み違いを防ぐ
ため「かな」書きにする。「ひところ」は上記調

NHK 表記

「～潰す」は
「かな優先」（①～つぶす②～潰す）とする。

潰し　潰す　潰れる　食い潰す　すり潰す
握り潰す　塗り潰す　暇潰し　
踏み潰す　目潰し　酔い潰れる　など

NHK 表記

爪　蹴爪　小爪　琴爪　爪痕　爪切り　生
爪　深爪
爪は以上のように漢字で書くが，「つま」と
読むものについては，

「かな優先」（①かな②漢字）とする。
① つま先 ② 爪先
① つま立つ ② 爪立つ　
① つま立てる ② 爪立てる
① つまはじき ② 爪はじき
① つまようじ ② 爪ようじ

NHK 表記

１. 前の部分が「かな」の場合は，「ひらがな」
とする。

いつごろ　このごろ　このころ　あのころ
ひところ

２. 具体的な時間や年月が示されている「頃」
は，「ひらがな」とする。

午後 3 時ごろ，昭和 60 年ごろ

３. それ以外は以下のとおりとする。
今頃　頃合い　食べ頃　近頃　年頃
中頃　日頃　見頃　　
身頃　前身頃　値ごろ　手ごろ
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査を参考にしてかな表記とした。「あのころ」も
これらの語と同類の語なので「かな」とする。
2．「午後 3 時ごろ」のように具体的な時間や
年月が示されている「頃」は，ニュースなどで
は，頻繁に出てくる。頃と書くと「ごろ」を「こ
ろ」と読み違えるおそれがあるので，「ひらがな」
とする。特に最近は若い人を中心に「午後 3 時
ころ」と誤読して清音で読む人が増えているこ
とに配慮した。
３．そのほかの時を表す「頃」および衣服の「身
頃」は，漢字とする。また，「値ごろ」「手ごろ」
の「頃」は「かな書き」とする。

「頃」は漢字で書ける場合でも前後のことば
や文脈で「かな書き」したいこともあるだろう。
漢字で書ける語はひらがなで書いてもよいとい
う『NHK新用字用語辞典』の原則がある。「頃」
関連語については，誤読防止や慣用などを考
慮して表記を決めたが，状況に応じて柔軟に対
応したほうがよい語であると考える。

▽「尻」関連語の表記

「尻」は原則としてすべて漢字とする。「矢じり
［×鏃］」「しりとり」は例外。「矢じり」は多くの
辞書に「×鏃」表記もあるので交ぜ書きとする。

「しりとり」は子どもの遊びなので，すべてかな
書きとする。

辞書調査７）では，8冊中（矢尻○6△1×1），
鏃（○7△1），矢じり（○１△１×6），やじり（△
1×7）だった。
「尻餅」は，改定常用漢字表で「餅」の用例

に載っていることも考慮して漢字とした。「航
空機の尻もち事故」などで，餅を使うのに違和
感があるなら，交ぜ書きにするという選択もあ
る。

※現在の『新用字用語辞典』（第 3 版）では，
帳じり，目じり，しり取り，台尻，尻上がり，尻馬，
尻切れ，尻ぬぐいなど「尻」はひらがなと漢字
が混在している。

なお，「尻」は現行常用漢字表では表外字だ
が，NHKは平成14年から常用漢字と同じよう
に使ってきた。

▽「～元」の表記

※現在の『新用字用語辞典』（第３版）では，
襟元，根元，身元のみ「元」を漢字で書くこと
になっている。「元」の表記は漢字とひらがな
が以下のとおり混在している。

ひざもと［×膝元・下］　
足もと〈足元・足下〉［▲許］
手もと［元・▲許］　口もと［元・▲許］　
目もと［元・▲許］　親もと〈親元〉［▲許］
襟元［×衿］　根元［下・▲許・本］　

NHK 表記

「～尻」「尻～」の「しり」は漢字で統一。
帳尻　目尻　台尻　尻上がり　尻馬
尻押し　尻切れ　尻下がり　尻すぼまり
尻拭い　尻抜け　尻目　尻餅　

ただし
矢じり　しりとり　　とする。

NHK 表記

「～元」で統一する。
足元　襟元　親元　口元　手元　根元　
膝元　身元　目元

×表外字　▲表外音訓（常用漢字表にない読み）

〈　〉表記の許容８）
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身元［▲許］
辞書調査を行ったところ，「もと」は，語に

よって元，許，下，本をあてる場合があるが，
上記すべての語で，表記のなかに元が含まれて
いる。これを踏まえて，
「使い分けは難しいので「～元」に統一する」

ことにした。
辞書上の表記で多いのは，

「足もと」は，「足下，足元，足許」，
「襟もと」は「襟元」，　　
「親もと，口もと，手もと，目もと，身もと」は「～
元，～許」，

「膝もと」は「膝元，膝下」，
「根もと」は「根元，根本」である。

そのほかの複合語・熟語の表記は，４の項
で説明する。

  3．そのほかの表記

「冥」「痩」「唄」という漢字の採用により漢字
で書けるようになった上記３語は，従来の表記
を主な見出しとし，「～とも」でもう１つの表記を
載せる。

辞書調査では，8冊の辞書中
「冥土○７△１，冥途○５△２×１」
「鼻歌○７×１，鼻唄○５△3」と
「めいど」「はなうた」は，ほとんどの辞書に

両方の表記があった。　　　
また「やせがた」は「痩せ形○４×４，痩せ型

○４△１×３」と両方が載っている辞書が多い。

「めいど」「はなうた」「やせがた」の3語につ
いては，意味による使い分けは難しいので判
断に迷ったときは従来からの表記，「冥土，鼻
歌，痩せ形」を使うことにする。

両方とも「しこ」は「かな」にする。
「しこ名」は多くの辞書が「醜名」という表記

を載せていて「四股名」は当て字という説明を
している。
（「醜名○3△3×2，四股名○5△3」）
醜は表外字で使えないので「しこ名」とする。
一方，「しこ」は，「四股」の表記をとっている

辞書が多い（○7△1）が，「しこ名」にあわせ
て，「しこ」とかな書きにする。

なお，『相撲大事典』９）では，【しこ名／四股
名／醜名】【四股】と表記している。「しこ名」
の説明では，「本来は『醜名』と書き，大地を
踏みつけて地中の邪気（醜）を追い払う神事を
行う者の名称を指したという」という説明をして
いる。

岡は改定常用漢字表では，岡山，福岡，静
岡など地名としてのみ採用されたが，一部一般
用語で岡を使う慣用がある語について使用を検
討した。
「おか目八目」の「おか」は「岡」以外に「傍」

NHK 表記

しこ［四股］　　しこ名［▲醜・四股］

NHK 表記
おか目八目　 岡持ち　 岡っ引き　
おか釣り

NHK 表記

めいど［×冥途・土］　
　　→ 新表記　冥土（「冥途」とも）　
鼻歌［×唄］　　　　
　　→ 新表記　鼻歌（「鼻唄」とも）
やせ形［×痩］　　　　
　　→ 新表記　痩せ形（「痩せ型」とも）　
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の表記を載せている辞書が多い。辞書調査で
傍目八目は（○3△3×2）となっている。「おか
目八目」を主見出しにして，「傍目八目」の表記
をあげたうえで「岡目八目」は載せていない辞
書もある。傍（おか）が表外訓であることも踏
まえ「おか目八目」とする。
　「岡持ち」，「岡っ引き」は，漢字表記を載せ
ている辞書も多いことを考慮し，漢字で書ける
ようにする。

おか釣りは，「陸釣り」の表記で「陸」（おか）
は表外訓なので「おか釣り」とする。

ここまでの内容は5月20日，6月10日の用語
委員会で承認された。

  4．複合語，熟語の表記（２）

新しく採用される漢字で，多くの複合語，熟
語を作る漢字のうち，これまでに紹介していな
いものをあげる。　　

４－１　今後表記について検討したほうが
　　　　よい語，読み方に注意が必要な語

鬱　陰鬱　鬱屈　鬱血　鬱積　鬱そう
　　鬱陶しい　鬱病　鬱憤　そう鬱病
　　沈鬱　憂鬱　
鬱関連の語は，仮にすべて漢字で書いたと

すると以上のようになるが，かな書きを優先し
たり，かな書きのみにしたほうがよいと思われ
る語もあり，表記はさらに検討する。
「鬱」は追加196字で最も手書きが難しい漢

字だろう。改定常用漢字表がパソコンで「打つ」
ことを考慮した漢字表だから採用された漢字と
いえる。「鬱」関連の表記について，NHK職員
調査，視聴者調査では，かな書きが望ましい

という人が多い。このため，「かな優先」（①ひ
らがな②漢字）を基本として，個別の語ごとに
検討する。

このなかで，「憂鬱」は鬱関連のほかの語と
少し傾向が違い，視聴者調査，NHK調査とも
に漢字が好ましいという回答が45％を超えてい
る。鬱関連語の中では，漢字で書くことに比
較的抵抗感が少ない語といえるだろう。

  NHK 職員調査　　

うっぷん 50％ 鬱憤 27％
どちらも 23％

うつ病 46％ 鬱病 27％
どちらも 27％

うっとうしい 56％ 鬱陶しい 21％
どちらも 23％

憂うつ 29％ 憂鬱 45％
どちらも 26％

  視聴者調査

憂うつ 48％ 憂鬱 49％

蹴る　蹴る　石蹴り　蹴つまずく
　　　蹴爪　蹴まり　足蹴　蹴飛ばす
　　　蹴破る　蹴上げる　蹴落とす
　　　蹴倒す　蹴散らす　　
下線部の語は読み方に注意する必要がある

語である。例えば「蹴上げる」は，この表記な
ら「けあげる」だが，「けりあげる」と読んでほし
い場合は「蹴り上げる」と送りがなをつける必
要がある。
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４－２　表記について特に問題がないと
　　　　思われる熟語など

藍　藍色　藍染め
咽　咽喉　咽頭　耳鼻咽喉科
崖　崖崩れ　崖下　崖っぷち　崖道
蓋　蓋然性　口蓋　膝蓋骨　頭蓋骨　
　　無蓋　無蓋貨車　有蓋貨車
骸　遺骸　骸骨　形骸化　残骸　死骸
籠　くず籠　竹籠　つり籠　手籠　鳥籠　
　　花籠　
鎌　鎌首　鎌倉時代　鎖鎌
巾　巾着　三角巾　頭巾　雑巾　茶巾　
　　布巾　いそぎんちゃく［磯巾着］
串 　金串　串柿　串刺し　串焼き　玉串
窟　岩窟　石窟　巣窟　洞窟
稽　稽古　寒稽古　立ち稽古　出稽古
　　舞台稽古　荒唐無稽　滑稽
桁　桁違い　桁外れ　橋桁
股　股間　股関節
采　喝采　采配　風采
沙汰　沙汰　音沙汰　表沙汰　ご無沙汰　
　　手持ち無沙汰　取り沙汰　　　
斬　斬殺　斬首　斬新　
呪　呪術　呪縛　呪文
戚　姻戚　縁戚　外戚　親戚
箋　処方箋　便箋　付箋
膳　陰膳　食膳　据え膳　二の膳　
　　配膳　薬膳　お膳立て
塞　閉塞　心筋梗塞　脳梗塞　腸閉塞
椎　けい椎　脊椎　椎間板　腰椎
脊　脊髄　脊柱　
諦　諦観　諦念　要諦
捻　捻挫　腸捻転　捻出
剥　剥製　剥奪　剥落　剥離
箸　塗り箸　箸置き　箸箱　箸休め

　　火箸　割り箸
眉　焦眉　眉目
蔑　軽蔑　侮蔑　蔑視　蔑称
貌　全貌　美貌　風貌　変貌　容貌
股　内股　大股　外股　二股　
　　股旅物　
眉　引き眉　眉毛　眉墨　眉根　眉唾　
蜜　蜂蜜　蜜　蜜月　蜜豆　蜜ろう　
冥　冥界　冥土（冥途とも）　冥福
麺　乾麺　製麺　麺棒　麺類　冷麺　
餅　あん餅　鏡餅　かしわ餅　
　　切り餅　草餅　葛餅　桜餅　のし餅　
　　ひし餅　豆餅　餅網　餅菓子　餅つき
　　餅屋　尻餅　餅肌　
　　焼き餅（焼いた餅）　やきもち（嫉妬）
籠　石灯籠　印籠　灯籠　籠城　籠絡

  5．同訓異字の使い分け

改定常用漢字表では，多くの漢字が採用さ
れたことにより，「痕，跡」「怪しい，妖しい」「切
る，斬る」など同訓異字で使い分けが必要な語
が多く生まれる。以下に主なものをあげる。

▽ 痕と跡

これまでは「跡」しかなかったが，改定常用
漢字表で「痕」が採用された。「跡」「痕」どち
らも使える語もあるが，「痕」は原則として手術
などの傷のあとや弾丸のあとなどの限定用語と
して使う。

NHK 表記

跡［痕・×址］（残されたしるし）足～。苦心の～。
城～。車輪の～。

痕　（傷病や弾丸などの限定用語）傷～が痛む。
手術の～。弾丸の～。
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▽ 傷あと　爪あと

「戦争の傷あと」，「台風の爪あと」は跡，痕
両方の表記が考えられる。しばしばニュース
などで出てくることばで，２つの表記があると
混乱するので「戦争の傷痕」「台風の爪痕」は，

「痕」に統一する。これまでは「痕」が表外字
であったため，「跡」を使うケースも多かったが，

「体の傷の痕」「爪で傷つけた痕」のひゆ的な表
現と考えて「痕」に統一したい。なお，日本新
聞協会も同じように統一することになった。

辞書調査では「傷あと」は「傷跡，傷痕」両
方の表記をあげているものが多い。

（傷痕○ 5 △ 1× 2，傷跡○ 6 × 2）
　一方「爪あと」は「爪痕」の表記が多い。

（爪痕○ 4 △ 2 × 2，爪跡○ 2 × 6）

▽ 怪しい・妖しい　

これまでは「怪しい」だけだったが，「妖しい」
が改定常用漢字表で採用された。

▽ 煎る　いる［×炒］関連語

「いる」は，「煎る」だけが採用され，「炒（い）
る」は採用されなかった。多くの辞書で「炒り

卵，煎り卵」「炒り豆，煎り豆」両方の表記を載
せていて「炒」「煎」の使い分けをはっきりさせ
ている辞書は少ない。

（炒り卵○ 3 △ 3 × 2，煎り卵○ 3 △ 4 ×1，　
いり卵○ 1 △１× 6）

（炒り豆○ 6 △ 2，煎り豆○ 2 △ 2 × 4，
いり豆○ 1 △ 1× 6）

関連語としては，ほかにも「煎り豆腐，炒り
豆腐」「煎飯，炒飯」などがあるが，いずれの
語も多くの辞書が「炒」「煎」を併記していて使
い分けをはっきりさせていない。
『日本国語大辞典』（第２版）（小学館）では，

「炒」･･･いためる。あぶってこがす。
「煎」･･･ 火の上であぶり焼く。
と説明している。これも参考にして以下のよう
にする。

卵は鍋でいためるので，「炒る」を思い浮かべ
る人も多いかもしれないが，「炒る」は表外字な
ので「いり卵」とする。

豆も「いり豆」とかな書き優先にするが，コー
ヒー豆の焙煎などもあり，「煎る」に抵抗感は少
ないと思われるので①いり豆②煎り豆とする。

なお，NHKは，改定常用漢字表に含まれ
ない漢字「炒」について，料理番組でよく使う
ので独自採用するが，訓「炒

いた

める」のみとする。
（「炒

い

る」は不採用）

▽ 歌・唄

NHK 表記 →「痕」に統一
傷痕　～が痛む。手術の～。心の～。戦争の～。
爪痕　熊の～。台風の～。

NHK 表記
怪しい［×訝］（奇怪，不気味，疑念）～人影。
挙動が～。空模様が～。
妖しい（妖艶，神秘的）～魅力。～しく輝く瞳。

NHK 表記
いり卵［煎・×炒］　 
①いり豆　②煎り豆［×炒］

NHK 表記

歌（歌謡，歌詞，和歌，一般用語）歌声が響く。
万葉集の～。

唄（邦楽，日本の民謡など，限定用語。動詞には
使わない）小唄，地唄，長唄，端唄，馬子唄　
うたう［唄］（動詞で「唄」は使わない）馬子唄を
うたう。小唄をうたう。
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「唄」が新たに採用された。唄は動詞には使
わないので注意が必要だ。

▽ 恐れる　関連

「畏れる」が新たに採用されたため，「恐れる」
との使い分けが必要になった。「畏れ，畏れる」
は「神への畏れ」「師を畏れ敬う」など限定され
た場合に使い，一般的には「恐れる」を使う。

「おそれいる」は「畏れ入る」もあるが，「恐れ入
る」に統一する。
「おそれおおい」は，「かしこまる」という意味

を含めて「畏れ多い」を使いたい場合があるの
で「恐れ多い，畏れ多い」の併記とする。「恐
れ多い，畏れ多い」は重なっている部分があっ
て使い分けは難しいので明示しない。

▽ 関わる

現行の常用漢字である「関」の表内音訓は，
音「カン」と訓「せき」だけだったが，改定常用
漢字表で訓「かかわる」が追加され「関わる」が
漢字で書けるようになる。「かかわる［▲拘］」と
の使い分けが必要となった。「晴雨にかかわらず
出発する」「小事にかかわっている暇はない」など
の場合は，表外訓の「拘」を当てるケースなので
かな書きしなくてはならない。注意が必要だ。

▽ 切る・斬る

「斬る」が採用されたことで，「切る」との使い
分けが必要になる。「斬る」は「刀で斬る」「鋭く
批評する」の限定用語とする。一方，「切る」は
それ以外で幅広く使う一般用語とする。時代劇
の「刀で斬る」，太平洋戦争中の「斬り込み」な
ど日本刀を使うような場合や「世相を斬る」など
ひゆ的に使う場合以外は原則として使わない。
包丁で「きりかかる」場合などは「切る」を使う。

▽ 請う・乞う

NHK 表記
おそれ［虞］大雨の～。風紀を乱す～。絶滅の～。

恐れ［▲怖］敵に対する～。死への～。

畏れ　神への～。

恐れる［▲怖・畏・×懼］死を～。失敗を～。

畏れる［▲怖・×懼］神を～。師を畏れ敬う。

恐れ入る（「恐れ入る」に統一）みごとな技に～

恐れ多い・畏れ多い　口に出すのも～。　
　　　　　　　　～くも国王のご臨席を仰ぐ。

NHK 表記
切る［斬・▲断・▲伐・×剪］

（一般用語）大根を～。期限を～。
電源を～。縁を～。木を～。花を～。

斬る［切・▲断・▲伐・×剪］
（限定用語）（刀できる。鋭く批評する）敵を斬り殺
す。世相を斬る。

切り返す　　皮肉なことばで～。ハンドルを～。

斬り返す　　斬りかかった相手に～。

切り込む　　政治家の疑惑に～。

斬り込む　　敵陣に～。　
切り捨てる　少数意見を～。

斬り捨てる　敵兵を～。

NHK 表記
かかわらず［▲拘］晴雨に～出発する。

関わり［▲係・▲拘］
関わり合う［▲係・▲拘］　　
関わる［▲係・▲拘］命に～。経営に～。
　　　　　　　　　　こけんに～。

かかわる［▲拘］小事にかかわっている暇はない。

NHK 表記
請う［乞］（一般用語）許可を～。紹介を～。案内を～。

乞う（限定用語）～ご期待。命乞い。雨乞い。
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「乞」が新たに採用されたため，「請」との使
い分けが必要になった。「『請』は許しを願う意。

『乞』は頼みねだる意で，このほうがねだる気
持ちが強い」としている辞書 10）もあるが，使い
分けは簡単ではない。「乞」は用例にあげたよ
うな場合の限定用語とし，一般的には「請」を
使うことにする。

▽ 込む・混む

「混」の現行常用漢字表での読みは，（コン・
まじる・まざる・まぜる）だが「こむ」という訓
が追加された。「混む」は電車や店内が人でこみ
あったり，道路が車で渋滞したりといった混雑
の限定用語とする。それ以外は，「込む」を使
い，迷ったときは「かな書き」とする。

▽ 心・芯

「芯」が新たに採用された。「心」は「しん」
と読まないで，「こころ」と読むおそれがあるの
でかな書きとする。
＊「心棒」は心を使う。

▽ 作る・造る・創る

「創」は，現行の常用漢字表では，音「ソウ」
だけだったが，訓「つくる」が採用された。独
創性を強調するためにどうしても使いたい場合
に限って使う。「つくる」は「作る」「造る」を使
うことを基本とする。

▽ 務まる・勤まる　

「務」に訓「つとまる」が追加された。
「任務」と「勤務」で使い分けする。

▽ 捕らえる・捉える

「捉」という漢字が採用された。
「捕らえる」との使い分けが必要になる。

▽ 匂う・臭う　

NHK 表記
込む［混］（一般用語）手の込んだ料理。黙り～。
負けが～。　　
混む［込］（混雑の限定用語）電車が～。
混み合う店内。

混み合う（混雑）電車が～。

NHK 表記
しん［心］　～から納得する。～は素直な子だ。
～の強い人。

芯　鉛筆の～。ごはんに～がある。ろうそくの～。

NHK 表記
務まる（任務）議長の役が～。
勤まる（勤務）会社員が～。

NHK 表記
捕らえる　犯人を～。
捉える　要点を～。チャンスを～。心を～。
レーダーが機影を～。

NHK 表記
作る（小規模，無形）人形を～。俳句を～。

米を～。規則を～。

造る（大規模，製造，造成，醸造）道路を～。庭
を～。酒を～。

創る（限定用語）「新しい文化を～。画期的な作品
をつくり出す」などの場合，使用も可。

「町（街）づくり　人づくり」は原則としてかな書き
だが，「創る」と書く場合も。　
使い分けに迷う場合はかな書き。　　

NHK 表記
匂う［▲香］（よいにおい）梅の花が～。
臭う（悪いにおい）　生ごみが～。ガスが～。
におう［匂・臭］不正が～。
匂い［▲香］花の～。＊香り。
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「匂」という漢字が新たに採用された。これ
に伴って現行常用漢字表の「臭」（音訓は「シュ
ウ・くさい」）に訓「におう」が追加され，「におう」
の使い分けが必要になった。

基本的には「よいにおい」は「匂う」，「悪い
におい」は「臭う」で分けられる。ただ，「たば
このにおい」「香水のにおい」などは「よいにお
い」と感じる人も「悪いにおい」と感じる人もい
るので，状況に応じてひらがなで書く。また，

「辞任をにおわす」「不正がにおう」など「ほの
めかす」「それらしい気配が感じられる」場合
は，かな書きを原則とする。

▽ 張る・貼る　関連　

これまでは，「張る」のみだった。「貼る」が
漢字で書けるようになる。「張る」は一般用語と
して幅広い意味で使う。「貼る」は「のりなどで
貼る」場合の限定用語とする。

「試験の結果をはりだす」は，「張り出す」な
のか，「貼り出す」なのか迷うかもしれないが，
発表したり公表したりすることが趣旨の場合に
は「張り出す」を使う。掲示板や壁にはりつけ
る行為のことを言いたいならば，「貼り出す」を
使うこともありうるが，多くの場合は「張り出す」
を使う。

障子やふすまは「のりで貼る」が，「ぴんと伸
ばす」ことがポイントになるので「張る」「張り替
える」とする。

▽ 外・他　

現行常用漢字「他」の音「タ」以外に訓「ほか」
が追加され，「他（ほか）」が漢字で書けるよう
になる。

誤読のおそれがあるので，読み原稿ではひら
がなが望ましいが，放送での表記では，瞬間
的に意味がわかる「他」を使いたい場合もある
と考え，漢字を②とした。　　

▽ 沸く・湧く　関連　

NHK 表記
張る（一般用語）　テントを～。ロープを～。
氷が～。タイル張り。
貼る（限定用語）　切手を～。ポスターを～。

NHK 表記
外　①ほか　②外［他］
　　（範囲の外）思いの～。もっての～。　
他　①ほか　②他［外］　　～に方法がない。

NHK 表記
�張り出す　高気圧が～。枝が～。試験の結果を～。
児童の作品を～。（発表，公開の場合は「張り出す」）

貼り出す（のりなどを使う場合）

張り付ける　記者を警察署に～。

貼り付ける　切手を～。

張り替える　障子（ふすま）を～。ギターの弦を～。

NHK 表記
沸く（沸騰，興奮，熱狂）湯が～。歓声が～。
湧く［×涌］（吹き出す。生じる。発生する。）
水が～。希望が～。

沸き上がる　湯が～。大歓声が～。怒りが～。

臭い　魚の腐った～。生ゴミが臭う。＊臭気。
におい［匂・臭］下町の～。
匂わす（よいにおい）
臭わす（悪いにおい）
におわす［匂・臭］「犯罪を～」「辞任を～」など
はなるべくかな書き。

貼り替える　ばんそうこうを～。商品のシールを～。

張り替え　障子（ふすま）の～。
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これまで「沸く」だけだったが，改定常用漢
字表で「湧く」が採用された。
「お湯が沸く」，「温泉（清水）が湧く」という

本来の意味の使い分けは問題ない。
しかし，「怒り」「悲しみ」といった感情が「わ

く」場面など，ひゆ的に使う際の使い分けは迷
うことがありそうだ。複数の国語辞典の用例を
参考にして上記のようにするが，迷った場合は
かな書きとする。
「大歓声がわく」「会場がわく」など興奮，熱

狂を表す場合は「沸く」を使う。「一斉に大きな
拍手がわく」場合も「沸く」を使う。

一方，「湧く」は「生じる」「発生する」場合に
使う。「入道雲がわく」「アイデアがわく」などが
それにあたる。

　

  6．『新用字用語辞典』用例集の
　　  変更項目

『新用字用語辞典』で変更する1,400項目のう
ち，放送で比較的よく使われると思われるもの
に絞って以下にあげる。これまで本稿（前月号
含む）で触れていないものを中心に紹介する。
改定常用漢字表で放送の表記がどう変わるか，
イメージをつかんでいただければと思う。

なお，今後の検討次第で，『新用字用語辞典』
（第4版）では，以下の内容について一部変更
の可能性もある。

あいさつ［×挨×拶］→①あいさつ ②挨拶
☆藍染め
あいまい［×曖×昧］→①あいまい ②曖昧
あきらめる［×諦］ → 諦める
悪らつ［×辣］→ 悪

あくらつ

辣　　
あご［×顎］ → 顎
あこがれる［×憧・×憬］→ 憧れる［▲憬］
あざける［×嘲］→ ①あざける ②嘲る
足ふき［×拭］→ 足拭き
あて名［×宛］→ 宛名　
あてる［×宛］ 父にあてた手紙。

 → 宛てる 父に宛てた手紙。　
雨ごい［×乞］ → 雨乞い　　　　　　　　
あやしい［▲妖］～ほどの美しさ。

 → 妖しい（妖艶，神秘的）～魅力。

 　 ～しく輝く瞳。

いがい［遺×骸］ ＊遺体。なきがら。　
 → 遺骸 ＊遺体。なきがら。

胃かいよう［×潰×瘍］
 →胃潰瘍（「潰／カイ」は「潰瘍」の限定使用）

石灯ろう［×籠］→ 石灯籠　　　　　　　
いしゅく［×萎縮］＊いじける。すくむ。縮む。　

　 → 萎縮　＊いじける。すくむ。縮む。

いす［×椅子］→ ①いす ②椅子
一しゅう［×蹴］ → 一蹴　　
いったん［一×旦］

 → ①いったん ②一旦　
いふ［×畏怖］～の念。 → 畏怖 ～の念。

湧き上がる［×涌］入道雲が～。
沸き起こる　歓声が～。割れるような拍手が～。
湧き起こる［×涌］雷雲が～。～悲しみ。
沸き立つ　やかんの湯が～。会場が～。
湧き立つ［×涌］入道雲が～。
湧き出る［×涌］温泉（清水）が～。アイデアが～。
湧き水［×涌］

矢印は，「現行」→「変更後」

×表外字　▲表外音訓（常用漢字表にない読み）

＊言いかえ例・類語　　☆追加項目

漢字にルビは「読みがな」付きが望ましい語
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色つや［×艶］→ ①色つや ②色艶
いんこう［×咽×喉］＊のど→　咽喉＊のど。

姻せき［×戚］～関係。＊親せき。親類。

 → 姻戚 ～関係。＊親戚。親類。

いん頭［×咽］→ 咽頭
隠ぺい［×蔽］＊包み隠す。 → 隠蔽＊包み隠す。

鬱関連は「①ひらがな②漢字」を基本に要
検討

うっ血［×鬱］→ ①うっ血 ②鬱血
うっせき［×鬱］→ ①うっせき ②鬱積
うっとうしい［×鬱陶］

 →　①うっとうしい ②鬱陶しい　
上あご［×顎］→ ①上あご ②上顎
えん恨［×怨］→ 怨

えんこん

恨　　　　　
えん聞［×艶］→ 艶聞
おぼれる［×溺］→ 溺れる
表ざた［×沙×汰］→ 表沙汰
おれ［×俺］ → 俺
おん念［×怨］→ 怨念
かい書［×楷］→ 楷書
かいよう［×潰×瘍］

 → 潰瘍（「潰瘍」の限定使用）

かぎ取る［×嗅］ → 嗅ぎ取る
☆顎関節
かぐ［×嗅］においを～。

 → 嗅ぐ 臭い（匂い）を～。

覚せい剤［×醒］→ 覚醒剤　
がけ崩れ［×崖］→ 崖崩れ
がけっ縁［×崖］→ 崖っぷち　
かご［×籠］竹～。→ 籠　竹～。

かのこ［×鹿子］～絞り。～餅。　　
 → 鹿

か

の子
こ

 ～絞り。～餅。

かま［×鎌］草刈り～。～を掛ける。　
 → 鎌 草刈り～。～を掛ける。　

かれつ［×苛烈］～な闘い。＊激烈。猛烈。

 → 苛烈 ～な闘い。＊激烈。猛烈。

寒げいこ［×稽古］→ 寒稽古
かんげき［間×隙］～を縫う。＊透き間。

 → 間
かんげき

隙 ～を縫う。＊隙間。　　
完ぺき［×璧］ → 完璧　　　
危ぐ［×惧］＊不安。心配。恐れ。

 → 危惧 ＊不安。心配。恐れ。

棄損［×毀］名誉～。→ 毀損　名誉～。　
肝いり［×煎］→ 肝煎り　　　　　
きゅう覚［×嗅］→ 嗅覚
筋いしゅく[×萎縮] → 筋萎縮
禁固［×錮］→ 禁錮
きん差［僅］＊わずかの差 → 僅差＊僅かの差。

きんしょう［×僅］＊わずか。

 → 僅少＊僅か。

きんちゃく［×巾着］～網。 → 巾着 ～網。

くし刺し［×串］→ 串刺し
くずもち［×葛×餅］→ ①くず餅 ②葛餅
口ごもる［×籠］→ ①口ごもる ②口籠もる
車いす［×椅子］→ ①車いす ②車椅子
愚ろう［×弄］ ＊ばかにする。からかう。　

 → 愚弄 ＊ばかにする。からかう。

形がい［×骸］～化。→形骸化（形骸化で立項）

けいこ［×稽古］ → 稽古　　　　
けいつい［×頸×椎］→ けい椎［×頸］
軽べつ［×蔑］ → 軽蔑
けた違い［×桁］→ 桁違い
け散らす［×蹴］→ 蹴散らす
けんそん［謙×遜］謙遜
語い［×彙］→ 語彙　　　　
☆勾引　　　
こうそく［×梗×塞］ 心筋～。脳～。

 → 梗塞 心筋～。脳～。
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こう頭［×喉］～がん。 → 喉頭 ～がん。

荒唐無けい［×稽］ → 荒唐無稽
こう配［×勾］＊傾斜。 → 勾配 ＊傾斜。

ごう慢［×傲］→ 傲慢
拘留《法律》（刑罰の一種）→ このまま
こう留［×勾］《法律》（未決の被疑者・被告を拘

置所に入れておくこと）～期限。～理由の開示

 → 勾留《法律》（未決の被疑者・被告を拘

置所に入れておくこと）～期限。～理由の開示。

子ぐま［×熊］→ 子熊
☆虎穴
古さつ［×刹］＊古寺。　

 → 古
こ

刹
さつ

 ＊歴史のある寺　

こっけい［▲滑×稽］→ 滑稽
ごぶさた［御無×沙×汰］→ ご無沙汰［御］
込む［▲混］ 電車が～。手の込んだ料理。

 → 込む（一般用語）手の込んだ料理。

 黙り～。仕事が立て～。負けが～。　

☆ 混む（混雑の限定用語）電車が～。混み合う店

内。人混み。
さい配［×采］～ぶり。～を振る。＊指揮。　

 → 采配 ～ぶり。～を振る。＊指揮。

さかのぼる［×溯・×遡・逆上］
 → ①さかのぼる ②遡る［×溯・逆上］

さく［×柵］ → 柵
さげすむ［×蔑・×貶］

 → ①さげすむ ②蔑む［×貶］　　
さた［×沙×汰］地獄の～。　

 → 沙汰 地獄の～。

さわやか［×爽］ →  爽やか
残がい［×骸］ → 残骸
三角きん［×巾］ → 三角巾
ざん新［×斬］ ＊際立って目新しい。　

 → 斬新 ＊際立って目新しい。

さんまい［三×昧］ 読書～。

 → 三昧 読書～。（多くの場合，連濁して「ざ

んまい」）

山ろく［×麓］ ＊ふもと。→　山
さんろく

麓 ＊ふもと。　
私｛シ　わたくし｝

 →私｛シ　わたくし　わたし｝
しか［×鹿］ ～皮。～狩り。→ 鹿 ～皮。～狩り。

しかる［×叱］ → 叱る
自ちょう［×嘲］→ 自嘲
しっせき［×叱責］＊しかる。→ 叱責 ＊叱る。

失そう［×踪］＊姿を消す。

 → 失踪 ＊姿を消す。

しっと［×嫉×妬］～深い。～心。

 →嫉妬 ～深い。～心。

耳鼻いんこう科［×咽×喉］→ 耳鼻咽喉科
遮へい［×蔽］～物。→ 遮蔽 ～物。　　　　
しゅう恥［×羞］～心。→羞恥心（羞恥心で立項）

充てん［×填］→ 充
じゅうてん

填　　　　
じゅ縛［×呪］→ 呪縛
しゅよう［腫×瘍］→ 腫瘍
城さい［×塞］＊とりで。 → 城塞 ＊とりで。

焦び［×眉］～の急。→ 焦
しょうび

眉 ～の急。　
しょせん［所×詮］

 → ①しょせん ②所詮 

処方せん［×箋］ → 処方箋
尻ぬぐい［×拭］ → 尻拭い
心筋こうそく［×梗×塞］→ 心筋梗塞
しんし［真×摯］＊まじめ。真剣。　

 → 真
し ん し

摯 ＊まじめ。真剣。　
親せき［×戚］＊親類。 → 親戚 ＊親類。

進ちょく［×捗］～状況 ＊はかどる。　　
 → 進

しんちょく

捗 ～状況。＊はかどる。

親ぼく［×睦］ ＊懇親。親交。

 → 親睦 ＊懇親。親交。

しんらつ［辛×辣］＊手厳しい。　　　

 → 辛
しんらつ

辣 ＊手厳しい。　　　　
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頭がい骨［×蓋］→ 頭蓋骨
透き間［×隙］～風。　　　　　

 → 隙間 ～風。（「透き間」は不使用とする）

ずきん［頭×巾］→ 頭巾
すそ野［×裾］→ ①すそ野 ②裾野
すべて［▲凡・▲総・▲全］

 → ①すべて ②全て［▲凡・▲総］　
せい惨［×凄］ ＊悲惨 → 凄

せいさん

惨 ＊悲惨　
せい絶［×凄］ ＊すさまじい。

 → 凄
せいぜつ

絶 ＊すさまじい。　

精ち［×緻］ ＊精巧。精密。

 → 精緻 ＊精巧。精密。

せき髄［×脊］ → 脊髄
せきつい［×脊×椎］～カリエス。　

 → 脊椎 ～カリエス。

石くつ［×窟］→ 石窟
せつな［×刹×那］～主義。 → 刹那 ～主義。

せんさく［×穿×鑿・×詮索］
 → 詮索［×穿×鑿］

せんじ薬［×煎］→ 煎じ薬
ぜん立て[×膳] お～。 → 膳立て　お～。　
せん茶［×煎］→ 煎茶
せんべい［×煎×餅］　

 →　①せんべい　②煎餅　　　　　
せんぼう［×羨望］～の的。　

 → 羨望 ～の的。

全ぼう［×貌］ ＊全容。→ 全貌 ＊全容。

戦りつ［×慄］→ 戦慄
そう快［×爽］ （さわやかで快い）

 → 爽快（爽やかで快い）

ぞうきん［雑×巾］～がけ。 → 雑巾 ～がけ。

巣くつ［×窟］＊根城。 → 巣窟 ＊根城。

そう身［×痩］＊やせた体。

 → 痩
そうしん

身 ＊痩せた体。　　　
装てん［×填］ → 装

そうてん

填　　　

双へき［×璧］ → 双璧
僧りょ［×侶］＊僧。→ 僧侶 ＊僧

そ上［×遡・×溯］ さけの～。

 →　遡
そじょう

上［×溯］ さけの～。

外また［×股］ → 外股
そん色［×遜］ ～がない。 ＊見劣り。

 → 遜色 ～がない。 ＊見劣り。　
たい積［×堆］ → 堆積
たい肥［×堆］ → 堆肥
だ液［×唾］ ＊つば。 → 唾液 ＊つば。　
竹かご［×籠］ → 竹籠
立てひざ［×膝］→ 立て膝
食べごろ［×頃］→ 食べ頃　　　　　
玉ぐし［×串］ ～料。 →玉串 ～料。　
断がい［×崖］ ＊がけ。 絶壁。

 → 断崖＊崖。絶壁。　
だんな［×旦×那］ → 旦那
ち密［×緻］ ＊綿密。精密。

 → 緻密 ＊綿密。精密。　　　
ちょう笑［×嘲］ ＊冷笑。あざ笑う。

 → 嘲笑 ＊冷笑。あざ笑う。

ちょうだい［頂×戴］～物。

 → 頂戴 ～物。 ～する。

（ただし「～してちょうだい」などはかな書き）

腸ねん転［×捻］ → 腸捻転
腸閉そく［×塞］ → 腸

ちょう

閉
へいそく

塞　　　　　
つい間板［×椎］～ヘルニア。　

 → 椎間板 ～ヘルニア。

つたない［▲拙い］ → ①つたない ②拙い
つま先［×爪］→ ①つま先 ②爪先　
つめあと［×爪▲痕・跡］

 →爪痕［跡］ 熊の～。 台風の～。

つや出し［×艶］→ ①つや出し ②艶出し
てい観［×諦］ ＊あきらめ。→ 諦観 ＊諦め。

でき死［×溺］ ＊水死。 → 溺死 ＊水死。
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手ぬぐい［×拭］→ 手拭い
手ふき［×拭］ お～。→ 手拭き お～。

洞くつ［×窟］＊ほら穴。→　洞窟 ＊ほら穴。

灯ろう［×籠］ 石～。雪～。流し～。　
 → 灯籠　石～。雪～。流し～。

鳥かご［×籠］→ 鳥籠　
取りざた［×沙×汰］→ 取り沙汰
どんよく［×貪欲］＊強欲。→ 貪欲 ＊強欲。

なえる［×萎］→ 萎える
夏やせ［×痩］→ 夏痩せ　
鍋ぶた［×蓋］→ ①鍋ぶた ②鍋蓋
生つば［×唾］→ 生唾
ならく［×奈落］《芸能》 ～の底。

 → 奈落 ～の底。　
ぬぐい取る［×拭］→　拭い取る
塗りばし［×箸］→ 塗り箸　　　
ねたむ［×嫉・×妬］→ 妬む［▲嫉］
ねんざ［×捻挫］→　捻挫
ねん出［×捻］→　捻出
脳こうそく［×梗×塞］→脳梗塞
脳しゅよう［腫×瘍］→脳腫瘍　　
☆のど自慢（独立項目として追加）　
のどぼとけ［×喉仏］ 

 → ①のどぼとけ ②喉仏
のどもと［×喉元］→ ①のど元 ②喉元　　
ののしる［×罵］→ ①ののしる ②罵る
のろう［×呪・×詛］ → 呪う［×詛］
ばいせん［×焙×煎］ （コーヒー豆などをいる）

 → ばい煎［×焙］ （コーヒー豆などを煎る）

はぎ取る［×剥］→ 剥ぎ取る
はく製［×剥］→ 剥製
はく奪［×剥］ ＊はぎとる。　

 → 剥奪 ＊取り上げる。剥ぎ取る。

はく離［×剥］ 網膜～。→ 剥離　網膜～。

はげる［×剥］ ペンキが～。

 → 剥げる ペンキが～。

橋げた［×桁］ → 橋桁　　　　　　　
ば声［×罵］ ＊ののしり声。

 → 罵声 ＊ののしり声。

破たん［×綻］ ＊失敗。破局。行き詰まり。　
 → 破綻 ＊失敗。破局。行き詰まり。

はちみつ［×蜂×蜜］ → 蜂蜜
ばとう［×罵倒］ ＊ののしる。　

 → 罵倒 ＊ののしる。

はんらん［×氾濫］ 河川の～。＊あふれる。　
 → 氾濫　河川の～。＊あふれる。　

　　　　　（「濫」は氾濫の限定使用）

伴りょ［×侶］ ＊連れ合い。→ 伴侶 ＊連れ合い。

ひざ掛け［×膝］→ ①ひざかけ ②膝掛け
ひじ掛け［×肘］ ～いす。　

 → ①ひじ掛け ②肘掛け　～いす。

ひじ鉄砲［×肘] →①ひじ鉄砲 ②肘鉄砲
人込み［▲混] → 人混み［込］　　
火ぶた［×蓋］ → ①火ぶた ②火蓋
美ぼう［×貌］ → 美貌
ひゆ［比・×譬×喩］ → 比喩［×譬］
肥よく［×沃］＊肥えた。→ 肥

ひ よ く

沃 ＊肥えた。

便せん［×箋］ → 便箋　　　
風さい［×采］ ～が上がらない。＊見かけ。外見。 

 → 風采 ～が上がらない。＊見かけ。外見。

ふきん［布×巾］→ 布巾
付せん［附×箋］→ 付箋［附］
不そん［×遜］ ＊尊大。無礼。

 → 不遜 ＊尊大。無礼。　　　　　　
ふた［×蓋］ → ①ふた ②蓋
二また［×股］ → 二股
ふっしょく［払×拭］ ＊一掃。除去。

 → 払
ふっしょく

拭 ＊一掃。除去。　
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ふ報［×訃］ → 訃報
不明りょう［不明×瞭］ → 不明瞭　　　　
ふもと［×麓］→ ①ふもと ②麓
閉そく［×塞］ 腸～。→ 閉

へいそく

塞　腸～。　　　
べっ視［×蔑］ ＊見下げる。→ 蔑視 ＊見下げる。

変ぼう［×貌］ → 変貌
ほう起［×蜂］ 武装～。＊（一斉）決起。

 → 蜂起 武装～。＊（一斉）決起。

ほおじろ［×頬白］ → ほおじろ［頬白］
ほおばる［×頬張］→ ①ほおばる ②頬張る
ほお骨［×頬］→ ①ほお骨 ②頬骨
ほそく［捕×捉］ ＊つかむ。とらえる。

 → 捕捉 ＊つかむ。とらえる。

ぼっ興［×勃］ ＊興隆。 → 勃興 ＊興隆。

ぼっ発［×勃］ 戦争が～する。

 → 勃発  戦争が～する。

補てん［×填］ ＊補充。→ 補
ほ て ん

填 ＊補充。

ほ乳［×哺］ ～瓶。＊授乳。

 → 哺乳  ～瓶。＊授乳。

ほ乳類［×哺］ → 哺乳類
ほんろう［翻×弄］ ＊もてあそぶ。

 → 翻弄 ＊もてあそぶ。

まゆ毛［×眉］ → 眉毛　　　
みけん［×眉間］ →眉間
みつばち［×蜜×蜂］→ 蜜蜂　　　　
みょうり［×冥利］ 男～につきる。

 → 冥
みょうり

利  役者～につきる。　　　
むさぼる［×貪］→ ①むさぼる ②貪る
☆冥王星
めい界［×冥］ → 冥界
めいさつ［名×刹］→ 名

めいさつ

刹 ＊由緒ある寺。

めい福［×冥］
 → 冥福（宗教・宗派によっては使わない）

名誉棄損［×毀］ → 名誉毀損　　　　　

明りょう［×瞭］ ＊はっきりした。明らかな。

 → 明瞭 ＊はっきりした。明らかな。

めん類［×麺］→ 麺類
もち菓子［×餅］→ 餅菓子
もてあそぶ［×弄・▲玩］ → ①もてあそぶ ②

　弄ぶ［▲玩］ 運命に～ばれる。

　☆ヤ金［×冶］→ 冶
や き ん

金　（「ヤ金」とも）

　薬ぜん［×膳］《料理》→ 薬膳《料理》
山すそ［×裾］ → ①山すそ ②山裾
憂うつ［×鬱］ → ①憂うつ ②憂鬱　　　
ゆう出［×湧］ ＊わき出る。　

 → 湧
ゆうしゅつ

出［×涌］ ＊湧き出る

ゆう水［×湧］ ＊わき水。

 → 湧
ゆうすい

水［×涌］ ＊湧き水。

妖えん［×艶］ ＊あでやかな。なまめかしい

 → 妖艶 ＊あでやかな。なまめかしい。

要さい［×塞］ ＊とりで。 → 要塞 ＊とりで。

養ほう［×蜂］ ～家。 → 養蜂  ～家。

容ぼう［×貌］ ＊容姿。 → 容貌 ＊容姿。

らつ腕［×辣］ ＊腕利き。敏腕。

 → 辣
らつわん

腕 ＊腕利き。敏腕。

領袖  派閥の～。＊幹部。

 → 領
りょうしゅう

袖   派閥の～。＊幹部。

りょう然［×瞭］ 一目～。＊明白。はっきり。

 → 瞭然  一目～。＊明白。はっきり。

ろう城［×籠］ → 籠城
ろうする［×弄］ 策を～。 → 弄する 策を～。

ろうらく［×籠絡］ ＊丸め込む。　
 → 籠絡 ＊丸め込む。

わいろ［賄×賂］ → 賄賂
わずか［×僅］ → 僅か
和ぼく［×睦］ ＊講和。和解。

 → 和睦 ＊講和。和解。
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 7．今後の課題

７－１　表記未定の語

▽「鬱」関連の語

鬱状態　鬱陶しい　鬱血　鬱屈　憂鬱　な
ど「鬱」関連の表記は，基本的に「うつ」の部
分を「ひらがな優先（①ひらがな②漢字）」とし
たいが，語ごとに表記を変えるかどうか，さら
に検討したい。

▽ 違う読みがある語への対応

以下3つの語は２とおりの読み方がある。そ
の扱いを決めなくてはならない。
憧憬　「ショウケイ」「ドウケイ」
貼付　「チョウフ」「テンプ」
堪能　「カンノウ」「タンノウ」

憧憬　改定常用漢字表では，｢ 憧（ショウ・あ
こがれる）｣ の音訓を採用，用例として憧憬（ショ
ウケイ）をあげ，備考欄で「『ドウケイ』とも」
としている。
貼付　改定常用漢字表では，「貼（チョウ・は
る）」の音訓を採用，用例として貼付（チョウフ）
をあげ，備考欄で「『テンプ』とも」としている。
堪能　現行常用漢字表には，｢ 堪（カン・たえ
る）」の音訓が載っている。改定常用漢字表
では堪能（カンノウ）の用例をあげ，備考欄で

「『タンノウ』とも」としている。
以上3つの語については，視聴者を対象と

した調査や辞書の記述などさまざまな観点か
ら検討したうえで，NHKの対応を決める。

７－２　許容の表記

『NHK新用字用語辞典』（第３版）には，〈　〉
で表した，およそ300の「表記の許容」の語が

ある。
くふう〈工夫〉　あらためて〈改めて〉
きわめて〈極めて〉　ことば〈言葉〉
きょう〈今日〉などである。ひらがなで書くこと
を推奨するが，漢字で書くことも許容している
語である。

今回の『新用字用語辞典』の改訂では，「ひ
らがな優先」（①ひらがな②漢字）という原則を
採用したので，従来の〈　〉の許容もこの「ひ
らがな優先」に統一する方針である。

ただ，許容の300語については，「漢字のみ」
あるいは「ひらがな」のみにできるものは，許
容表記をはずしたいと考えており，現在検討作
業を進めている。

７－３　終わりに

改定常用漢字表が，いつ内閣告示されるか
は，この原稿を書いている時点では決まってい
ないが，今年11月半ばにも告示されるとみら
れる。今のところ『新用字用語辞典』（第４版）
は平成23年３月末の発行予定である。

改定常用漢字表によって使える漢字が大幅
に増え表現の幅が広がったという見方もできる
が，表記に迷う場面も出てきそうだ。今後は，
視聴者にとってよりわかりやすい表記をたえず
考え判断していくことが，これまで以上に求め
られる。

（よしざわ まこと）
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注 :
1）吉沢　信「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～」
『放送研究と調査』2010 年８月号

2）表外字と表外音訓
「表外字」は常用漢字表の表内にその漢字が含
まれていない漢字。「表外音訓」は，漢字は常
用漢字表の表内にあるが，該当する読みが表内
に含まれていない音訓。

3）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　

4）「全国の高校３年生 1 万 1000 人を対象とした漢
字が読めるかどうかの調査」
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

5）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

6）辞書調査に使用した辞典
大辞林（3 版）三省堂　平成 18 年
広辞苑（6 版）岩波書店　平成 20 年
三省堂国語辞典（6 版）三省堂 平成 20 年
岩波国語辞典（7 版）岩波書店　平成 21 年
明鏡国語辞典　大修館書店　平成 14 年

新選国語辞典（8 版）小学館　平成 14 年
新潮日本語漢字辞典　新潮社　平成 19 年
研究社新和英大辞典（5 版）　研究社　平成 15
年

7）辞書調査の印について
○…見出し語としてある
△…主見出しではないが，小見出し・副見出し
などとして，また用例にあるなど補助的な表記
の場合。また，慣用的な表記の場合。
× ･･･ 辞書に出ていない

8）〈　〉は，『NHK 新用字用語辞典』（第 3 版）で
用いてよい表記の許容。第 4 版では「表記の許
容」はなくし「ひらがな優先」（①ひらがな②漢字）
に統合する予定。　本稿７－2 参照。

9）『相撲大事典』現代書館　平成 14 年
10）「請」｢乞 ｣ について

『明鏡国語辞典』大修館書店　平成 14 年


