カナモジ文の書き方
ノハラ ススム
「カナモジダケノブンショウナンテヨミニククテトテモツカエナイ」
で す ね、

こんな

かき か た で は … … 。

でも つぎの ３つの

ポ イ ント を

おさえれば、 よみやすく わかりやすい カナモジ文を かく ことが できます。
ポイント １ ワカチガキ （分かち書き）を する。
「スモモモモモモモモモモモモニモイロイロアル。」
これでは なんの ことか わかりません。 カナモジだけで 文を かくには、
「スモモ モ モモ、 モモ モ モモ、 モモ ニ モ イロイロ アル。」の ように
単語と 単語の アイダ または 文節と 文節の アイダに スペースを いれる
必要が あります。 これを ワカチガキ（分かち書き）と いいます。 英語では
いうまでも なく ワカチガキを して います。
「 Iwillavailmyselfofyourkindoffer. 」

の

ように

スペースを

いれない ベタガキ（ベタ書き）を しては よみくい ですから。 現代の 言語で
ベタガキを して いるのは、 シナ語と 日本語 だけです。 日本語でも 点字の
文は ワカチガキに よって かかれて います。 ワカチガキは、 カタカナ文 でも
ひらがな文でも まもらなければ ならない 原則です。
なお、 ヨーロッパの 言 語 も、 かつては ベタガキ を して いました。
スペースを

いれて

よみやすく

する

ワカチガキは、

必要から

うまれた

進歩した かきかた なのです。
ワカチガキの しかたに ついては、 〈ワカチガキのしかた〉 〔トップページ
から リンク〕を ごらん ください。
ポイント ２ カナモジ文用の 書体（フォント）を つかう。
カタカナの 文章の よみやすさは、 書体（フォント）に よって おおきく
左右されます。 カナモジ文用に デザインされた 「カナモジ書体」を かならず

つかいましょう。 この 記事の なかの カタカナは、 １行目を のぞいて その
書体で かいて あります。
くわしくは、 〈カナモジ書体とは〉 〔トップページ から リンク〕を ごらん
ください。
この ２つの ポイントを おさえて かけば、
「カナモジ ダケ ノ ブンショウ ナンテ ヨミニククテ トテモ ツカエナイ」
と いう ことは なくなります。
それでも カナモジ文に なれない ひとは 違和感を 感じる でしょうか。
無理も ない ことです。 日本人は、 コドモの とき から 漢字カナまじり文に
なれしたしんで きました から、 それと ちがった 文 を みて、 シックリと
こないのは 自然な ことです。 漢字カナまじり文も ハジメから よみやすかった
わけでは ありません。 要は、 「なれ」の 問題です。 カナモジ文も なれれば
ラクに よめる ように なります。
ポイント ３ いいかえ （コトバえらび/コトバなおし）を する。
ワカチガキを して カナモジ文用の 書体を つかえば、「よみやすい」 文には
なりますが、 さらに、 「わかりやすい」 文に するには、 もう ひとつ 大切な
ポイントが

あります。

と り ちが え ら れ る

オソレの

漢字で

かかないと

意味が

わからなかったり、

ある コトバを さけ、 ミミで きいて

わ かる

コトバに イイカエ（コトバえらび/コトバなおし）を する こと です。
漢語 は なるべく つかわな い ように し ましょう。

「センシュ ス ル」

（先取する） では なく、 「サキドリ スル」 または 「サキ ニ トル」 と
かきましょう。 「バイカ」では 「売価」か 「買価」か わかりません。 「ウリネ」、
「カイネ」と かきましょう。

「社則」、「校則」、「園則」、「会則」、「党則」など、

必要の ない 区別は やめ、 「カイシャ ノ キソク」、 「ガッコウ ノ キソク」
などの ように するのが よい でしょう。
〈コトバえらび（なおし）の ココロミ〉 〔トップページ から リンク〕も
参考に して ください。

トップページへ

【カナモジカイ キカンシ 「カナノヒカリ」 958ゴウ （2014ネン フユ） カラ】
（イチブ カキアラタメタ。）

