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の章の独立性がかなり高い形になっていること
を，あらかじめお断りしておきたい。

すべての調査結果の単純集計表は末尾に掲
げた。

1. 「しだい〜ししだい」問題
〜「目下応援隊が出動しましたので，全貌が 
　　　　判明次第報告してくれるそうです」〜 1）

1.1　背景

「次第」ということばには，「式（の）次第
4 4

〔=

はじめに

定期的に実施している「日本語のゆれに
関する調査」の報告をおこなう。本稿では，
2018 年3月に調査を実施した諸項目のうち，

「完成しだい～完成ししだい」「（情報が）古く
ならない前～古くなる前」「（そこで事件が）起
きた～起こった」「解決すべき～解決するべき

（課題）」「するまい～しまい」「楽しめています
か～楽しんでいますか」など，特に文法面のゆ
れの問題にかかわるものについて取り上げる。
事例研究的な調査結果報告として，それぞれ

2018 年3月に実施した「日本語のゆれに関する調査」の結果についての報告をおこなう。調査結果から，次の
ようなことを指摘する。
▶︎「完成しだい～完成ししだい（ご連絡します）」については，これまで【完成ししだい】が基本的な形であ

るとされてきているが，調査の結果では「【完成しだい】と言う（【完成ししだい】とは言わない）」という人
が圧倒的に多かった。

▶︎「古くなる前に～古くならない前に」については，これまで両形ともありうるものとされてきているが，
調査の結果では「【古くなる前に】と言う（【古くならない前に】とは言わない）」という人が半数を超えてい
た。この回答の割合は，男性において，また比較的若い年代において，より大きかった。

▶︎「起きた～起こった」では，「【起きた】と言う（【起こった】とは言わない）」という人が最も多かった。
▶︎「解決すべき～解決するべき」では，「【解決すべき】と言う（【解決するべき】とは言わない）」という人が最

も多かった。この回答の割合は，「解決すべき課題」のように修飾語として用いられた場合のほうが，「早
く解決すべきだ」のように述語として用いられた場合よりも，大きかった。

▶︎「するまい～しまい」などの助動詞「まい」の接続に関しては，これまで「五段活用動詞は終止形で，それ
以外の動詞では未然形で接続する」とされてきているが，サ変・カ変・上一段・下一段動詞の例を取り上
げた調査の結果では，これらについても終止形での接続が最も多く答えられた（ただし下一段動詞「考え
る」についてはこの限りではない）。

▶︎「楽しめている」〔可能表現＋ている〕という言い方に対しては，（「楽しんでいる」に比べて）感じが悪いとい
う回答が最も多く，ほぼ半数を占めた。この回答の割合は，おおむね高年層になるほど大きくなっていた。

“すべき”の問題をどうするべきか
〜 2018年「日本語のゆれに関する調査」から〜

メディア研究部  塩田雄大
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順序〕」や「ご報告申し上げる次第
4 4

〔=わけ〕で
す」のような名詞としての用法のほかに，「定員
になり次第

4 4

，締め切ります」「わかり次第
4 4

，ご
連絡します」などのように「ある動作・現象
が起こったらすぐに」という意味を表す接尾語

（あるいは造語成分）としての用法もある。「次
第」にこのような用法が発生したのは，鳴海伸
一（2006）（2007）（2015）によると江戸時代に
入ってからのことである。
「ご報告申し上げる次第です」のように「次

第」を名詞として用いる場合には，上接する動
詞（ここでは「申し上げる」）は連体形であると
認められる。一方，「定員になり次第」のように

「次第」を接尾語（あるいは造語成分）として
用いる場合には，上接する動詞（ここでは「な
り」）は連用形となるのが基本である。

〔五段活用〕 なる →　なり次第
〔上一段活用〕 できる →　でき次第
〔下一段活用〕 見つける →　見つけ次第
〔カ行変格活用〕 来

く

る →　来
き

次第
〔サ行変格活用〕 する →　し次第

しかし，サ行変格活用の場合，（「する」とい
う単純動詞ではなく）「完成する」のような「漢
語（あるいは外来語）＋する」では，上記に従っ
て連用形「完成し」を上接した「完成し次第」
という言い方のほかに，「し」を入れない「完
成次第」という言い方もなされている（あるい
は，「完成する」というサ変動詞の語幹「完成」
が直接「次第」に上接した形だと解釈すること
も可能である）。
「次第」の接続のしかたをめぐって『NHKこ

とばのハンドブック 第2版』（2005 年）（以下，
『HB』）では，次のように示している。

「～しだい」

　「～しだい」は，「そのことが終わるとすぐ」
の意味の場合，動詞の連用形に付く。
　〈例〉完成ししだい
　しかし，このようにサ変動詞に付いた場合 
の「～ししだい」という形は，「し」が重なっ 
て発音しにくく，話しことばとしてはこなれ 
ていないので，なるべく使わないほうがよい。
　言いかえは，「完成したらすぐに（ただち
に）」「完成後に」など。

（『HB』p.93）

国語辞典には，次のような記述が見られる。

し-だい【次第】 …  二（造） … ③《動詞の
連用形に付いて》その動作が終わるとすぐ
に，の意を表す。「満員になり－締め切る」

 語法  俗に，「到着し次第連絡する」を「到
着次第連絡する」のように，直接動作性の
名詞に続ける言い方もある。

（『明鏡国語辞典 第二版』（2010年））

し-だい 次第 …  二 〔接尾〕 … ③動詞の連用
形に付いて，その動作がすんだら直ちにの
意を表わす。「着き次第連絡する」「見つけ
次第」  二 ③は動作・作用の完了の意味を
もつ漢語のサ変動詞に限り，「し」の重な
りを避けて語幹に接続する形も行われてい
る。「到着次第」「終了次第」など。

（『現代国語例解辞典　第五版』（2016年））

上掲の『明鏡国語辞典』では，「し」の入ら
ない形を，俗な言い方として位置づけている。

しかし，少なくとも現代では，これを「俗
な言い方」と位置づけるのは現状に合ってい
ないおそれがある。試みに，国立国語研究
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所で開発した「国語研日本語ウェブコーパ
ス（NWJC）」（2014 年10～12月収集データ）

〔http://bonten.ninjal.ac.jp/〕で「到着し次第」
「到着ししだい」「到着次第」「到着しだい」を検
索してみると，「し」の入らない「到着次第」が
圧倒的に多いことが明らかになった。以下，「到
着」「帰国」「確定」「終了」「完了」「完成」「発見」

「判明」について検索した結果を示す（表1）。
これらについても，同様に「し」の入らない形
がそれぞれ 8割程度と，きわめて優勢である。

し次第 ししだい 次第 しだい 計

到着 177
（7％）

11
（0％）

2,279
（84％）

256
（9％） 2,723

帰国 22
（8％）

1
（0％）

226
（83％）

24
（9％） 273

確定 302
（12％）

6
（0％）

2,143
（83％）

117
（5％） 2,568

終了 254
（8％）

10
（0％）

2,675
（82％）

313
（10％） 3,252

完了 254
（10％）

8
（0％）

1,979
（81％）

193
（8％） 2,434

完成 279
（11％）

8
（0％）

2,094
（79％）

257
（10％） 2,638

発見 253
（10％）

8
（0％）

1,847
（76％）

318
（13％） 2,426

判明 180
（13％）

10
（1％）

1,011
（75％）

151
（11％） 1,352

表 1　「〇〇し次第～〇〇次第」（NWJC）

なお，この用法での「次第」の表記に関す
る放送での扱いとして，『NHK漢字表記辞典』

（2011年）では「手紙が着きしだい」などのよ
うになるべくかな書きをすることが示されており

（p.233），これ以降は「しだい」とかな書きで
記す。

1.2　調査結果

「【完成しだい／完成ししだい】，ご連絡しま
す。」という例文を掲げ，自分ではどちらの言
い方をするかについて尋ねたところ，「「完成し
だい」と言う（「完成ししだい」とは言わない）」
という回答が 71％と，圧倒的多数を占めた 

（図1）。
なお，この設問に対する回答では，男女差・

年代差に関する顕著な傾向は観察されなかっ
た。

図 1　「完成しだい～完成ししだい」（全体）
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（わからない）

どちらも言わない

「完成ししだい」と言う（「完成しだい」とは言わない）

どちらかといえば「完成ししだい」と言うことのほうが多い

両方とも言うが、それぞれ表す意味が異なる

どちらかといえば「完成しだい」と言うことのほうが多い

「完成しだい」と言う（「完成ししだい」とは言わない）

全体［1200 人］

71％ 8 23 13 2

1

わからない

どちらも言わない「完成ししだい」と言う
（「完成しだい」とは言わない）

どちらかといえば「完成ししだい」
と言うことのほうが多い

両方とも言うが，
それぞれ表す意味が異なる

どちらかといえば「完成しだい」
と言うことのほうが多い

「完成しだい」と言う
（「完成ししだい」とは言わない）

全体
［1,200人］

1.3　小考

この用法での「次第」には「動詞の連用形が
上接する」という「原則」に従えば，「完成しし
だい」となる。しかし現実には「し」のない「完
成しだい」のほうが広く用いられており，この
点は今回の調査結果とNWJCでの検索結果で
共通していた。「完成しだい」のような「“し”の
ない形」（あるいはサ変動詞の「語幹」が上接
する形）も，もはや「変則的なもの」，あるいは

「俗なもの」とは言えなくなってきているだろう。
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2. 「なる前に〜ならない前に」
 問題

〜「冬が来る前に もう一度あの人と  
　　　　　　　　　　　めぐり逢いたい」〜 2）

2.1 背景

『放送研究と調査』の前身である『文研月報』
に，放送用語委員・金田一春彦氏による次の
ような記述がある。50 年以上前のものである。

しかし，今の共通語は完全なものではない。
漢語のはんらん，細かい味わいの乏しさは早
く指摘されているところで，まだまだ足りな
いもの，方言から補強すべきものをたくさん
もっている。方言が共通語に貢献しない前に
姿を消すのは何といっても惜しい。その意味
で，私は方言についての再認識が近ごろなさ
れはじめたのを心から嬉しく思う。

（金田一春彦（1964）「Ⅲ 放送と方言」（「放送用語
に望む」枠内）『文研月報』14-12，p.5；傍線は引
用者による）

なお金田一春彦氏は「～しない前」という言
い方を積極的に使うという姿勢をとっていたよ
うで，1957年2月25日の朝日新聞「学芸」欄に

「『焼けない前』という表現」というタイトルで
の寄稿をしており，この中で「（「焼けない前」
という言い方は）「その時にはマダ焼ケテイナ
イ」という打消しの気持を明らかに表わそうと
して出来た言いかただ。意味をはっきりさせた
いというネライから出発したもので，はなはだ
よろしい。自分は（中略）「焼けない前」という
言いかたを支持する」と表明している（川上蓁

（1964））。

『HB』には次のような記載がある。

～する前・～しない前

　古くから「～する前」「～しない前」の両様
の言い方がある。
　なお，「～しない前」は「～しないうち」と
言いかえることもできる。        （『HB』p.112）

また，放送用語委員会の席上でなされた質
疑応答で，次のようなものがあった。

「こうなる前」と「こうならない前」

　「する前」について次の決めがあり，それ
に従う。
　古くから「…する前」「…しない前」の両様
の言い方があり，「…しない前」という言い
方が誤りとは言えない。それぞれの場合に
応じて適宜使い分ける。なお，「…しない前」
は「しないうち」とも言いかえられる。（『放
送用語集』p.72）

（関瞭二郎・石野博史（1983）「第959回放送用語
委員会（松山）」『文研月報』33-3, p.72）

このように，現状では「～する前・～しない
前」および「～なる前・～ならない前」に関して，
どちらも間違っていないということになってい
る。また文化庁（1980）においても，「「…… 

（し）ない前」という言い回しは，理屈から考え
るとおかしいのであるが，慣用句として，「焼
けない前の火の用心」とか，「生まれぬ前の
襁
む つ き

褓定め」など，しばしば用いられており，一
概に排除するわけにはいかない。「焼けない前
の火の用心」などの場合，「焼ける前の……」の
ように言うと，「やがて焼けることになってい
る」とか，「焼けることが前提となっている」よ
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うな含みがあるように感じられることもある」
（pp.75-76）と記されている。

また松延市次（1954）では，「A型〔引用者注： 

「～する前」のような形〕はB型〔引用者注： 「～しない前」

のような形〕よりもおくれて文章にあらわれ，そし
て現代語では殆どA型になってしまっている」

（p.23）と記されている。「～しない前」のよう
な形のほうが，歴史的に古いようなのである。
「しない前に」といった形の表現をめぐる歴

史的な流れについて取り上げたものとして，松
村明（1956），宮地裕（1958）（1959）や柏原司
郎（1972）などがある。また平林文雄（1993）

（1994）では，近代の小説を対象にして出現状
況を分析している。森貞（2006）では，国会会
議録検索システム（1989年1月1日～ 2006年7
月14日分）で検索された153例の「～しない前
に」を含む発言を対象に分析を進めている。

前掲のNWJCで「する前に」「しない前に」
「なる前に」「ならない前に」を検索したところ，
下記のようになった。

する前に

しない前に

255,475件

196件

（99.9%）

（0.1%）

なる前に

ならない前に

119,591件

348件

（99.7%）

（0.3%）

一見してわかるとおり，「しない前に」「なら
ない前に」は，出現頻度の面で現代では明ら
かに劣勢である。

2.2　調査結果

「情報が【古くならない前／古くなる前】に，
お伝えします。」という例文を掲げ，自分では
どちらの言い方をするかについて尋ねたとこ

ろ，「「古くなる前」と言う（「古くならない前」
とは言わない）」という回答が60％を占めた

（図2）。
ここでは男女差が見られ，最大主流派であ

る「「古くなる前」と言う（「古くならない前」と
は言わない）」は男性で65％であるのに対し
て，女性では56％であった。

また年代別には，（20 代を除いて）おおむね
若い年代になるほど「古くなる前」への支持率
が高くなるような分布になっている。

男女差に関して，なぜこのような差〔＝女性
には「古くなる前」への集中度が高くない〕が
見られるのかは判然としないが，被調査者全
体における性別・年代別構成として，高年層
では女性の占める比率が大きくなっており，「女
性」として集計した場合にはその高年層女性
の回答結果の影響が強くはたらくことが，この

図 2　「古くなる前に～古くならない前に」
（全体・男女・年代別）
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（わからない）

どちらも言わない

「古くならない前」と言う（「古くなる前」とは言わない）

どちらかといえば「古くならない前」と言うことのほうが多い

両方とも言うが、それぞれ表す意味が異なる

どちらかといえば「古くなる前」と言うことのほうが多い

「古くなる前」と言う（「古くならない前」とは言わない）60 歳以上［512 人］

50 代［166 人］

40 代［205 人］

30 代［174 人］

20 代［123 人］

女性［663 人］

男性［537 人］

全体［1,200 人］
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72 5 3 4 11 5
0
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1

66 7 5 5 13 3
1
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50 8 4 6 26 4 3

わからない

どちらも言わない「古くならない前」と言う
（「古くなる前」とは言わない）

どちらかといえば「古くならない前」
と言うことのほうが多い

両方とも言うが，
それぞれ表す意味が異なる

どちらかといえば「古くなる前」
と言うことのほうが多い

「古くなる前」と言う
（「古くならない前」とは言わない）

60歳以上［512人］

50代［186人］

40代［205人］

30代［174人］

20代［123人］

女性［663人］

男性［537人］

全体［1,200人］
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傾向の表れ方にある程度関与しているものと
思われる。

2.3　小考

「なる前に・ならない前に」に関して，かつて
はどちらも問題なしという考えがなされてきた
が，今回の年代別の分布を見ると，この意識
はすでに変わりつつあるものと推定される。年
代別の結果から考えても，今後は「～ならない
前に」に対する抵抗感がさらに強まっていくの
ではないだろうか。

3. 「起きた〜起こった」問題
〜「今 心の地図の上で 起こる全ての出来事を 
　　　　　　　照らすよ Seventeen’s map」〜 3）

3.1 背景

「起きる」と「起こる」は，「発生する」という
ことを意味する動詞として，現代語ではどちら
も使うことができる。『HB』には次のような記
載がある。

起きる・起こる

　伝統的な語法としては「起こる」，現代口
語では「（津波が）発生する」という意味では

「起きる」と表現する慣用が強い。
（『HB』p.32）

ただし，単純動詞ではなく複合語の後部要
素として用いる場合，例えば「（ブームが）巻き
起こる」や「（拍手が）わき起こる」などは，「巻
き起きる」「わき起きる」と言うことはできない

（塩田雄大（2000））。
国語辞典には，次のような記述が見られる。

お・きる 2 【起きる】 … 「起きる」と「起こ
る」の違いについて。新しい現象・事件が
生起することについては，本来は「起こる」
を用いる。国家・事業についても「おこ
る」と言うが，古めかしい言い方で，表記
も「興る」と書くのが普通。今では新しい
現象・事件の生起について「起きる」を使
うのが優勢になっている

 （『大辞林　第三版』（2006年））

このように，現代語では一般に「起こる」よ
りも「起きる」のほうがよく使われるものとして
示されている。

3.2 調査結果

「そこで事件が【起きた／起こった】。」とい
う例文を掲げ，自分ではどちらの言い方をす
るかについて尋ねた。結果として過半数に至
る回答選択肢はなかったが，「「起きた」と言う

（「起こった」とは言わない）」が最も多く4割強
を占めた（図3）。

なお，特徴的な属性差は観察されなかった。
ただし，「起こった」派〔＝「「起こった」と言
う」＋「どちらかといえば「起こった」と言うこ
とのほうが多い」〕に関して，全国平均が24％

図 3　「起きた～起こった」（全体）
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（1,200人中285人）であるのに対して，大阪
府ではこれが38％（81人中31人）とやや高く 
なっていることを付記しておく。

3.3　小考

これまでの記述どおり，「発生する」の意味
では，現代においては「起きる」のほうが伝統
的な「起こる」よりも広く使われていることが確
認された。

4. 「すべき〜するべき」問題
〜「自分とは何で どこへ向かうべきか  
　　　　　　　　問い続ければ見えてくる」〜 4）

4.1 背景

『HB』には，次のような簡単な記述が示され
ている。

すべき・するべき

　本来は「すべき」であるが，口語のサ変動
詞「する」に「べき」が接続した「するべき」
という言い方も認められる。
　文語的表現なので，放送では，なるべく使
わないほうがよいが，口語的な表現の「し
なければならない」が冗長に感じられる場合
は，「すべき」「するべき」を使ってもよい。

〈例〉本来，国のするべき仕事ではないうえ…
　　→本来は，国の（しなければならない＝
　　　する）仕事ではないうえ…　

（『HB』p.110）

また，文化庁（1978）には次のような記述が
見られる。

…文章が口語文であるからとして，「べき」
の前の動詞を口語にするか，また「べき」は
文語の助動詞だからとして，前の動詞を文語
にするかで，意見が分かれる。
　口語と文語で動詞の活用形が同じ場合はよ
いが，異なる場合は二つの言い方が生じる。
活用を対照させると，

活用の種類 口語の形 文語の形

五段（四段）
活用 読むべき本 読むべき本

五段（ラ行変格）
活用 あるべき所 あるべき所

五段（ナ行変格）
活用 死ぬべき時 死ぬべき時

下一段（下二段）
活用 受けるべき物 受くべき物

上一段（上二段）
活用

見るべき価値
報いるべき時

見るべき価値
報ゆべき時

カ行変格活用 来
く

るべき友 来
く

べき友

サ行変格活用 するべき仕事
信ずるべき友

すべき仕事
信ずべき友

　以上で分かるように，下一段（下二段）活
用，上一段（上二段）活用，カ行変格活用，
サ行変格活用にあたるところが問題となるの
である。 　　　　（文化庁（1978）p.45）

このように現代語では，「～べき」にサ変動
詞「する」が上接する場合に，文語的な形であ
る「すべき」と，口語的な形である「するべき」
の両方とも認められるものとして位置づけられ
ている。

4.2　調査結果

「すべき・するべき」に関して，これが「修
飾語」として用いられた場合と，文の「述語」
として用いられた場合とで，語形の選択のされ
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方に違いがあるのではないかと想定し，2つの
形式で尋ねた。修飾語でのものとして「【解決
すべき／解決するべき】課題が多い。」，また
述語でのものとして「早く【解決すべき／解決
するべき】だ。」という例文を掲げ，自分では
どちらの言い方をするかについて尋ねた。

結果としては，いずれも「「解決すべき」と言
う」の回答がいちばん多く答えられた。ただし，
修飾語の場合と述語の場合とでやはり差があ
り，述語のときには「解決すべき」の回答に集
中する割合がやや低くなった（図4）。

なお，特徴的な属性差は観察されなかった。

図 4　「すべき～するべき」（全体）修飾語・述語

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

わからない

どちらも言わない

「解決するべき」と言う（「解決すべき」とは言わない）

どちらかといえば「解決するべき」と言うことのほうが多い

両方とも言うが、それぞれ表す意味が異なる

どちらかといえば「解決すべき」と言うことのほうが多い

「解決すべき」と言う（「解決するべき」とは言わない）

「早く【解決すべき／解決するべき】だ」全体［1,200 人］

「【解決すべき／解決するべき】課題が多い」全体［1,200 人］

49％ 13 6 7 22 32

41 14 7 8 25 32

わからない

どちらも言わない「解決するべき」と言う
（「解決すべき」とは言わない）

どちらかといえば「解決するべき」
と言うことのほうが多い

両方とも言うが，
それぞれ表す意味が異なる

どちらかといえば「解決すべき」
と言うことのほうが多い

「解決すべき」と言う
（「解決するべき」とは言わない）

全体
［1,200 人］

全体
［1,200 人］

「早く【解決すべき／解決するべき】だ。」

「【解決すべき／解決するべき】課題が多い。」

4.3　小考

全体的な傾向としては，文語的な形である
「解決すべき」が選ばれる率が高かった。この
傾向は，「【解決すべき／解決するべき】課題
が多い」のように修飾語として用いられる場合
に強く，「早く【解決すべき／解決するべき】だ」
のように述語として用いられる場合には相対的
に弱かった。

5. 「するまい〜しまい」などの
 問題

〜「若い僕と幼い君だから 先のことなど 
　　考えまい 大切なのは今生きていること」〜 5）

5.1　背景

助動詞「まい」に上接する動詞がどのような
形をとるのかは，たいへん複雑である。現代
語では，国語辞典類の記述などを見ると，お
おむね「五段活用動詞は終止形で，それ以外
の動詞では未然形で接続する」という趣旨の
記述がなされているものが多い。また現代語

「まい」の元になった古語（文語）の助動詞「ま
じ」については，「ラ行変格活用動詞は連体形
で，それ以外の動詞は終止形で接続する」と
いったように記されている。ただし，同じ動詞
でも古語と現代語では終止形のかたちが異な
るものもある点に注意が必要である。

一方『HB』には，次のように記されている。

～まい（助動詞）

　動詞との接続のしかたは次の表に従う。

①
標準的

②
許容される

③
認められない

サ変
（する） しまい すまい

するまい せまい

カ変
（来る） 来

こ

まい 来るまい きまい
くまい

五段
（書く） 書くまい 書かまい

上一段
（見る） 見まい 見るまい

下一段
（考える） 考えまい 考えるまい

　ただし，「まい」はやや文語的な表現なの
で乱用しない。言いかえとしては次のような
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また，文化庁（1980）には次のような記述が
見られる。

…「見るまい」というのは，誤りであり，排
除すべきかというと，近ごろの文法書や解説
書では，むしろ，この接続をも認める立場に
立っていると思われる。すなわち，五段活用
以外の動詞では，本来未然形に付くのであ
るが，一段活用の動詞では，終止形に付け
る用法が次第に増える傾向にある，と認めて 
いる。
　すなわち，「起きまい・感じまい・できまい・
見まい」，「受けまい・出まい・負けまい・忘
れまい」などの形と共に，「起きるまい・感
じるまい・できるまい・見るまい」，「受ける
まい・出るまい・負けるまい・忘れるまい」
などの形も認めている。

（文化庁（1980）p.73）

日本語記述文法研究会（2003）では，次の
ように示されている。

ここでは，どの動詞に関しても「非過去形
〔＝終止形〕」での接続を第一に掲げ，これ以
外の型もあるものについては併記する形式を
とっている。

なお平林文雄（1988）（2005）では，この「ま
い」の接続の複雑さに関して，おもに近代の
小説のことばを対象として論じられている。

また奥村三雄（1964）では，明治期以降の
各種方言調査の結果から，「まい」の接続に
関する次のような記述が示されている。ただし
これはかなり古いデータ（例えば国語調査委
員会編（1906）『口語法調査報告書』など）に
基づくものであり，現代でもこのような地域差
があるとは必ずしも言えないだろう。

「まい」は，活用のタイプにより接続の種類
が異なり，一部の動詞ではゆれがある。Ⅰ型

（五段）動詞には非過去形に接続し，Ⅱ型（一
段）動詞には非過去形か，語幹に接続する。
● あいつには今後一切連絡をとるまい。

 （Ⅰ型動詞）
● そんな番組，絶対{見るまい／見まい}。

 （Ⅱ型動詞）

不規則変化動詞「来る」には，非過去形のほ
か，「来

こ

」「来
く

」にも接続する。
● 私は二度とここには｛来るまい／来

こ

まい／来
く

まい｝。

不規則変化動詞「する」には，非過去形のほ
か，「す」「し」にも接続する。
● こんないたずらはもう{するまい／すまい／

 しまい}と固く決心した。

丁寧体にするときは，動詞の丁寧形に「まい」
を接続させる。
● おっしゃりたくないのであれば，事情はお聞

 きしますまい。

 （日本語記述文法研究会（2003）pp.60-61）

a シヨオマイ＝近畿北陸大部分及びその周辺
部

　－例えば，岐阜愛知地方では，美濃尾張
がa形，飛驒三河がb形。又，三重県では，
北部がa形，南部がb形－

　ただし，「まい」はやや文語的な表現なの
で乱用しない。言いかえとしては次のような
例がある。

〈例〉書くまいと思っても　
　　→　書かないようにしようと思っても

（『HB』p.189）
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5.2　調査結果

サ変動詞・カ変動詞・上一段活用動詞・下
一段活用動詞についてそれぞれ調べるため，

「二度とこんな失敗は【しまい／すまい／せまい
／するまい】。」「二度とこんなところには【来

き

ま
い／来

く

まい／来
こ

まい／来
く

るまい】。」「二度とこ
んな映画は【見

み

まい／見
み

るまい】。」「もうそんな
ことは【 考

かんが

えまい／ 考
かんが

えるまい】。」という4つ
の例文を掲げ，自分ではどの言い方をするか
について尋ねた。

図5～8を通してすべてに共通する傾向とし
て，次のことが言える。
①いちばん多い回答は「（「～まい」を使った言

い方は）どれも（orどちらも）言わない」であ
る

②2番目に多い回答は「終止形で接続する形 
〔＝「するまい・来るまい・見るまい」〕」であ
る（ただし「考えるまい」は例外）
つまり，現代語においては，「～まい」に上

接する動詞はおおむね「終止形」が一般的で
あると措定することができる。ただし上述のと
おり「考えるまい」については異なる傾向を示
しており，伝統的な接続による「考えまい」が
主流となっている。この例外は，「考える」と
いう動詞に特有のものなのか，あるいは下一

段活用動詞全般の傾向なのか，または動詞の
拍数が長いことに起因するものなのか，現時
点では不明である。

この「『～まい』には終止形が上接する」とい
う傾向に関して，「するまい」「来るまい」につい
ては，49歳以下の年齢集団のほうがより強く見
られる（表2）。また地域別には，おおむね西
日本よりも東日本のほうに強く見られる（表3）。

a シヨオマイ＝近畿北陸大部分及びその周辺
部

　－例えば，岐阜愛知地方では，美濃尾張
がa形，飛驒三河がb形。又，三重県では，
北部がa形，南部がb形－

b セマイ＝近畿・北陸・山陽・東海東山
c シマイ＝関東・奥羽南部（新潟も）・東海

東山・山陰・九州（南部を除く）
d スルマイ＝九州地方
e スマイ＝山陽・四国・九州東北部，その他，

奥羽・北関東等周辺部各地に散在。
（奥村三雄（1964）pp.139-140）
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図 5　「するまい～しまい～すまい～せまい」（全体）
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5.3　小考

今回の調査の範囲内では，「～まい」に上
接する動詞の活用形に関して，終止形で接続
するのが一般的である（ただし「考えるまい・
考えまい」については例外）と言える。一方 

『HB』では，サ変「しまい」・カ変「来
こ

まい」・
上一段「見まい」という未然形での接続を「標
準的」として示している。この規定は，実態か
ら考えると，検討の余地があるかもしれない。

6. 〔可能表現 ＋ ている〕の
 問題

〜「駆け巡る小さな悩みも不安も  
　　　　　　　　　　　楽しめているよ」〜 6）

6.1　背景

「書く」に対して「書ける」，「楽しむ」に対し
て「楽しめる」などといった可能表現は，動作
主体の潜在的能力や特定の場面での動作の
実現可能性を表すものである。「可能性」で
あるという本質上，動作の現実的な進行を表
す「～ている」は後接しにくいはずである。「楽
しめる」が示す潜在的能力や可能性というもの
は「その場では実現されていないこと」である
のに対して，「～ている」はある動作がまさに
実現中であることが前提になる形式だからで 
ある。

ところが近年，〔可能表現＋ている〕の形が
非常によく用いられるようになっている。例え
ば，次のような指摘がある。

（％）

49歳以下
〔502人〕

50歳以上
〔698人〕

するまい 33 31

来るまい 38 31

見るまい 22 22

考えるまい 7 9

表 2　「動詞終止形＋まい」（年層別）

（％）

西日本
（東海含む）

〔604人〕

東日本
〔596人〕

するまい 28 36

来るまい 29 38

見るまい 20 24

考えるまい 9 8

表 3　「動詞終止形＋まい」（西日本・東日本）

動詞「楽しむ」を可能形にすると「楽しめる」
になります。これは当たり前。では，それに
進行形「ている」をつけて「楽しめている」
と言うことはできるでしょうか。
若い人は，おそらく「できる」と言うのでは
ないかと思います。たとえば，次のように使
う例があります。

スカッシュのルールや技について知らな
いこともたくさんあります。それでも，
スカッシュは楽しめています☆

（早稲田大学学生の文章，2006.08.01）
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6.2　調査結果

「楽しんでいますか？」「楽しめていますか？」
という2つの例文を掲げ，パーティーなどで
の言い方としてどのように感じるかを尋ねた。

「「楽しんで～」は感じがいい（「楽しめて～」は
感じが悪い）」という回答が最も多く，ほぼ半
数を占めた（図9）。また年代別に見ると，こ
の回答の割合はおおむね高年層になるほど大
きくなっている（ただし20 代は例外）。

図 9　「楽しんでいますか～楽しめていますか」
（全体・年代別）
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6.3　小考

「楽しめていますか」のような〔可能表現＋て
いる〕は比較的新しい形であり，この表現に
対する抵抗感は高年層になるほど強まる傾向
にあることが，概略確認された。

7. むすびに代えて

本稿では，特に文法面のゆれにかかわるも
のについて取り上げてきた。全体を通して一言
だけ述べるならば，調査実施前には諸属性差

（男女差・年代差・地域差・学歴差など）がそ
れぞれの項目に関してもう少し表れるものと想
像していたが，予想に反してそれほど明瞭には
出てこなかった。これは今回の調査項目の一
つの特徴なのかもしれない。こうしたものと，
属性差がはっきりと表れる「ら抜きことば」な
どを考えあわせながら，現代語の状況を引き
続き客観的に精査してゆきたい。

（しおだ たけひろ）

注:
 1） 「復員殺人事件」坂口安吾，1949年

（『坂口安吾全集 08』（筑摩書房，1998年）を利
用，引用部分は同書p.46に掲載）

 2） 「冬が来る前に」歌：紙ふうせん，作詞：後藤
悦治郎，1977年

 3） 「17歳の地図」歌：尾崎豊，作詞：尾崎豊，
1984年

 4） 「手紙 ～拝啓 十五の君へ～」歌：アンジェラ・
アキ，作詞：アンジェラ・アキ，2008年

 5） 「帰り道」歌：長渕剛，作詞：長渕剛，1978年
 6） 「Magic Power」歌：Hey! Say! JUMP，作詞：

岡嶋かな多，2011年

しかし，これは，私には新奇な感じがします。
私が書くならば，可能形だけを使って「十分
楽しめます」とするか（くどいので「スカッ
シュ」は繰り返さない），または，進行形だ
けを使って「十分楽しんでいます」のように
するか，どちらかです。可能形も進行形も両
方くっつける，という発想は，私にはありま
せん。 　　　　　（飯間浩明（2008））
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【全員（20歳以上の人）に】
日本語の表現についてうかがいます。

Q1. ここにあげた文のカッコの中の言い方についておたずねし
ます。あなたは，どちらの言い方をしますか。この中から1
つだけお答えください。

（1）「そこで事件が【起きた／起こった】。」

 1. 「起きた」と言う（「起こった」とは言わない） ‥ 43.3 ％
 2. 「起こった」と言う（「起きた」とは言わない） ‥ 16.9
 3. 両方とも言うが，どちらかといえば
  「起きた」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥ 19.4
 4. 両方とも言うが，どちらかといえば
  「起こった」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥6.8
 5. 両方とも言うが，それぞれ表す意味が異なる ‥‥9.8
 6. どちらも言わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7

（2）「早く【解決すべき／解決するべき】だ。」

 1. 「解決すべき」と言う
  （「解決するべき」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥ 40.8 ％
 2. 「解決するべき」と言う
  （「解決すべき」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.1
 3. 両方とも言うが，どちらかといえば
  「解決すべき」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥ 14.3
 4. 両方とも言うが，どちらかといえば
  「解決するべき」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥7.6
 5. 両方とも言うが，それぞれ表す意味が異なる ‥‥7.4
 6. どちらも言わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.3
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6

（3）「【完成しだい／完成ししだい】，ご連絡します。」

 1. 「完成しだい」と言う
  （「完成ししだい」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥ 70.6 ％
 2. 「完成ししだい」と言う
  （「完成しだい」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.8
 3. 両方とも言うが，どちらかといえば
  「完成しだい」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥7.6
 4. 両方とも言うが，どちらかといえば
  「完成ししだい」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥3.1
 5. 両方とも言うが，それぞれ表す意味が異なる ‥‥2.4
 6. どちらも言わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3

（4）「情報が【古くならない前／古くなる前】に，お伝えします。」

 1. 「古くならない前」と言う
  （「古くなる前」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.8 ％
 2. 「古くなる前」と言う
  （「古くならない前」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥ 59.8

 3. 両方とも言うが，どちらかといえば
  「古くならない前」と言うことのほうが多い ‥‥‥4.8
 4. 両方とも言うが，どちらかといえば
  「古くなる前」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥7.8
 5. 両方とも言うが，それぞれ表す意味が異なる ‥‥3.8
 6. どちらも言わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0

（5）「【解決すべき／解決するべき】課題が多い。」

 1. 「解決すべき」と言う
  （「解決するべき」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥ 49.3 ％
 2. 「解決するべき」と言う
  （「解決すべき」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.7
 3. 両方とも言うが，どちらかといえば
  「解決すべき」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥ 12.7
 4. 両方とも言うが，どちらかといえば
  「解決するべき」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥6.8
 5. 両方とも言うが，それぞれ表す意味が異なる ‥‥5.5
 6. どちらも言わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.7
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5

（6）「【中華料理／中国料理】を食べる。」

 1. 「中華料理」と言う
  （「中国料理」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 82.0 ％
 2. 「中国料理」と言う
  （「中華料理」とは言わない） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2
 3. 両方とも言うが，どちらかといえば
  「中華料理」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥ 11.4
 4. 両方とも言うが，どちらかといえば
  「中国料理」と言うことのほうが多い ‥‥‥‥‥‥0.5
 5. 両方とも言うが，それぞれ表す意味が異なる ‥‥2.8
 6. どちらも言わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6

Q2. ここにあげた文のカッコの中の言い方について，ご自身
で使うことのある言い方を，いくつでもお答えください。 

（M・A）

（1）「二度とこんなところには【…】。」

 1. 来（き）まい‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.4 ％
 2. 来（く）まい‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2
 3. 来（こ）まい‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.9
 4. 来（く）るまい‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.8
 5. どれも言わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43.4
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4

（2）「二度とこんな失敗は【…】。」

 1. しまい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.3 ％
 2. すまい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.3
 3. せまい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9
 4. するまい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.0
 5. どれも言わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36.4
 6. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2

（3）「二度とこんな映画は【…】。」

 1. 見（み）まい‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.6 ％
 2. 見（み）るまい‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.3
 3. どちらも言わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57.1
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3

2018 年度　日本語のゆれに関する調査
単純集計結果

1. 調査時期　2018（平成30）年3月2日〜12日
2. 調査方法　調査員による個別面接聴取法
3. 抽出方法　層化副次（三段）無作為抽出法
4. 調査対象　満20歳以上の男女（全国）4,000人
5. 調査有効数（率）　1,200人（30.0％）
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（4）「もうそんなことは【…】。」

 1. 考（かんが）えまい‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.9 ％
 2. 考（かんが）えるまい‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.2
 3. どちらも言わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51.2
 4. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9

Q3. 次の2つの言い方について，お考えに最もよくあてはまる
ものを，1つだけお答えください。

 

【パーティーなどで】
 　A「楽しめていますか？」
 　B「楽しんでいますか？」

 1. Aは感じがいい（Bは感じが悪い） ‥‥‥‥‥‥ 10.1 ％
 2. Bは感じがいい（Aは感じが悪い） ‥‥‥‥‥‥ 47.1
 3. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
  Aのほうがより感じがいい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.1
 4. 両方とも問題ないが，どちらかといえば
  Bのほうがより感じがいい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.0
 5. 両方とも問題ないし，どちらも同じくらい
  感じがいい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.6
 6. 両方とも感じが悪い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4
 7. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8

Q4. 「年齢がひと回り違う」という言い方は，具体的には年齢
が何歳違うことを指すでしょうか。お考えに最もよくあて
はまるものを，1つだけお答えください。

 1. だいたい6歳違う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5 ％
 2. だいたい7歳違う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
 3. だいたい8歳違う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 4. だいたい9歳違う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
 5. だいたい10歳違う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.3
 6. だいたい11歳違う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 7. だいたい12歳違う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 82.4
 8. だいたい13歳違う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
 9. だいたい14歳違う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2
 10. だいたい15歳違う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3
 11. だいたい16歳違う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0
 12. 場合によって異なる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 13. その他（　　　　　） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1
 14. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7

Q5. あなたは，共通語の話しことばの手本は何だと思います
か。この中からいくつでもお答えください。（M・A）

 1. テレビドラマや映画の俳優のことば ‥‥‥‥‥ 11.0 ％
 2. 舞台俳優のことば ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 3. 声優のことば ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5

 4. 学校の先生のことば ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.4
 5. 民放のアナウンサーのことば ‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.2
 6. NHKのアナウンサーのことば ‥‥‥‥‥‥‥‥ 62.7
 7. テレビに出てくる評論家・コメンテーターの
  ことば ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.8
 8. 東京の人の話すことば ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.2
 9. 首都圏の人の話すことば ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3
 10. 本や新聞のことば ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.8
 11. 教科書のことば ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.8
 12. 特に手本になるものはない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.4
 13. その他（　　　　　） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7
 14. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.3

Q6. あなたは，「共通語」について，どんな感じをお持ちです
か。この中からいくつでもお答えください。（M・A）

 1. 親しみがもてる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.6 ％
 2. 使いにくい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.4
 3. 表現が豊富 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.7
 4. 汚い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5
 5. 軽快な ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.5
 6. 味がない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.3
 7. きれい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.1
 8. 表現が豊富ではない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8
 9. 使いやすい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.9
 10. よそよそしい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.6
 11. 味がある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5
 12. 重苦しい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5
 13. 特に感じない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.9
 14. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9

Q7. あなたは，「あなたの生まれ育った地域のことば・方言」
について，どんな感じをお持ちですか。この中からいくつ
でもお答えください。（M・A）

 1. 親しみがもてる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67.7 ％
 2. 使いにくい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8
 3. 表現が豊富 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.9
 4. 汚い ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.0
 5. 軽快な ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.8
 6. 味がない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5
 7. きれい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 8. 表現が豊富ではない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6
 9. 使いやすい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.3
 10. よそよそしい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4
 11. 味がある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.6
 12. 重苦しい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0
 13. 特に感じない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.3
 14. わからない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8

全体
性別 年齢

男　性 女　性 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳以上
1,200 人 537 663 123 174 205 186 512
100.0% 44.8 55.3 10.3 14.5 17.1 15.5 42.7

全体
男性 女性

20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳以上 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳以上
1,200 人 62 88 100 72 215 61 86 105 114 297
100.0% 5.2 7.3 8.3 6.0 17.9 5.1 7.2 8.8 9.5 24.8 

サンプル構成


