第1447 回放送用語委員会（東京・リモート開催）2020 年10月16日

語形について 〔意見交換〕
第 1447 回 放 送 用 語 委 員会（2020 年 10月16日）
で，文法的な諸課題に関する 4 項目について事務
局側からそれぞれ提案を示し，意見交換をおこなっ
た。正式な決定は後日の予定である。
提案 1）と，その根拠になった諸データの一部を
紹介する。1は「～しだい・～ししだい」，2 は「～
する前・～しない前」，3 は「（事件などが）起きる・
起こる」，4 は「すべき・するべき」である。

1 「～しだい・～ししだい」
〔改訂〕
（案）
下記のとおり提案する。
「～しだい」
㋐「そのことが終わるとすぐ」の意味の場合，動詞
の連用形が前に来る。
㋑ ただし，
「［二字漢語］＋する」の形をもつ場合
には，連 用形（「〇〇し」）が 前に来るものを
第一推奨形としたうえで，
「し」を省いた部分
（「〇〇」）のみが前に来るものを第二推奨形と
する。
【㋐の例】
〔五段〕
決まる
→ 決まりしだい
〔上一段〕 できる
→ できしだい
		
確認できる → 確認できしだい
（［二字漢語］＋できる）
〔下一段〕 見つける → 見つけしだい
		

で

→ 出しだい

出る
く

〔カ行変格〕来る
〔サ行変格〕する
		
達する

き

→ 来しだい
→ ししだい
→ 達ししだい
（
［一字漢語］＋する）
		
スタートする
			
→ スタートししだい
（
［外来語］＋する）
【㋑の例】
〔サ行変格〕完成する
→ 1. 完成ししだい 2. 完成しだい
［確定，確認，完了，決定，終了，到着，
入荷，発見，判明… ］する
→1.［確定，確認，完了… ］ししだい
2.［確定，確認，完了… ］しだい
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（これまで）
「～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。
（『NHKことばのハンドブック 第 2 版』
（2005 年）
〔以下『HB』〕）

背景：調査の結果，
「「完成しだい」と言う（「完成
ししだい」とは言わない）」という回答が最も多
かった。
※放送では，
「手紙が着きしだい」などのようになるべくかな
書きすることになっており
（『NHK 漢字表記辞典』
（2011年）
p.233），ここでは原則として「しだい」とかな書きで記す。
●調査結果（2018 年 3 月実施）

「「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 7 割を超え，圧倒的多数を占
めた（図 1）。
Q「【完成しだい／完成ししだい】，ご連絡します。」
という言い方は…
（％）
1「完成しだい」と言う
		
（「完成ししだい」とは言わない）
71
2「完成ししだい」と言う
		
（「完成しだい」とは言わない）
13
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
8
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
5 両方とも言うが，
		それぞれ表す意味が異なる
2
6 どちらも言わない
2
（ わからない
1 ）

		（2018 年 3月実施，全国の満 20 歳以上の男女4,000
人対象，1,200人回答（30.0％），塩田雄大（2018）2））

図 1 「完成しだい・完成ししだい」
（全体）
（2018.3 世論調査形式）

全体

［1,200人］

71％

「完成しだい」と言う
（
「完成ししだい」とは言わない）
両方とも言うが，
それぞれ表す意味が異なる
「完成ししだい」と言う
（
「完成しだい」とは言わない）

8 23

13 2

どちらかといえば「完成しだい」
と言うことのほうが多い
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
どちらも言わない

（わからない）

●これまでの用語委員会での質疑応答などから
【1974.5】
「留守がち」
「完成しだい」
〈質問〉こういう言い方をよく聞くが，正確には「留
守にしがち」，
「完成ししだい」ではないか。
〈答〉
「がち」は体言と動詞の連用形，形容詞の連
体形に付くので「留守がち」でよい。
「しだい」は，
「そのことが終るとすぐ」の意味の場合，動詞の
連用形に付くので，
「完成ししだい」がよい。
「そ
のことが終るとすぐ」の意味で「しだい」が使わ
全体［1200 人］
れる場合，前に
くる動詞がサ行変格活用であると
「〇〇ししだい」という形になり，
「し」が重なる。
これは発音しにくいせいか，
「し」が一つ脱落し
たりして発音されやすい。注意したい。

（第 809 回放送用語委員会（1974.5.29･30），放送用
語委員会（近畿）
『文研月報』24-8 掲載）

【1983.3】
0
10 20 30 40 50 60
完成ししだい
「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ので「完成ししだい」
がよい。前にくる動詞がサ行変格活用であると
「～ししだい」という形になり，
「し」が重なる。こ
れは発音しにくいせいか，
「し」が一つ脱落したり
して発音されやすい。
		（NHK 総合放送文化研究所（1983）
『放送用語集』）

●国語辞典などの記述から

近年の国語辞典を見ると，
「俗に…言い方もある」
4 4
「動詞
「…も行われている」
「連用形などに付いて」
の連用形または動作性の名詞について」などの記述
で，連用形以外の接続についても言及しているもの
が多い。また文化庁『言葉に関する問答集』では，
1982 年の時点で「終了しだい」などの言い方を否定
し去ることはできないという見解を示している。
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
「到着
す。
「満員になり－締め切る」 語法 俗に，
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））
（わからない）

し-だい【次第】… 二 〔接尾〕… ②（動詞の連用
どちらも言わない
形などに付いて）…するに従ってすぐの意。日葡
「デキシダイ」。
「満員になり－締め切る」

「完成ししだい」と言う（
「完成しだい」
（『広辞苑
第七版』
（2018 年）
）

し だい【次第】… 二 〔接尾〕… ③動詞の連用形
どちらかといえば「完成ししだい」と言
または動作性の名詞について，その動作に続い
てすぐにという意を表す。
「満員になり－締め切る」
両方とも言うが、それぞれ表す意味が異
「送金－現物を送る」
（『大辞林 第四版』
（2019 年））

どちらかといえば「完成しだい」と言う

【1982・文化庁】
〔問 28〕
「終了しだい」か「終了ししだい」か
「完成しだい」と言う（「完成ししだい」
〔答〕
「読み終わりしだい，次の方に回覧してくださ
70 80 90 100
い。」
「原稿は，できしだいお送りします。」
「見つ
けしだい，すぐ知らせます。」など，
「しだい（次
第）」は，動詞の連用形について，
「……したら，
すぐ」の意味に用いられる。
ところが，
「終了する」のような漢語のサ変動詞
の場合，その連用形は「終了し」であるから，こ
れに「しだい」をつけると，
「終了ししだい」とな
る。これだと，
「し」が重なって発音しにくいせい
か，語幹の「終了」に直接「しだい」を付けて「終
了しだい」とすることも多い。今日では，この言
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い方を否定し去ることはできないであろう。
ただし，このような現象が見られるのは，すべ
ての漢語のサ変動詞についてではなく，
		 荷物が到着しだい，料金をお送りください。
		 校正が完了しだい，印刷にかかります。
		 帰宅しだい，連絡します。
など，その動作・作用が，ある時機〔原文ママ〕に
終わる意味をもつ漢語動詞の場合だけである。
なお，これと紛らわしい形で，
「運動しだいで
どうにでもなる」
「努力しだいで出世する」などの
ように，
「しだい」が直接名詞に付いて「その事
の程度によって」というほどの意味を表すことが
ある。この場合は，
「君の力しだいで運も開ける
だろう。」
「やり方しだいでうまくいくかもしれな
い。」のような名詞を受ける「しだい」と同じ語法
であって，
「運動ししだい」
「努力ししだい」と言
うことはないようである。
（文化庁『「ことば」シリーズ 17

言葉に関する問答

集 8』
（1982 年））

表 1 「〇〇し次第（しだい）
・〇〇次第（しだい）
」
（NWJC（『国語研日本語ウェブコーパス』
））

完成
確定
確認
完了
決定
終了
到着
入荷
発見
判明

～し次第 ～ししだい ～次第

～しだい

279
（11％）
302
（12％）
326
（6％）
254
（10％）
594
（7％）
254
（8％）
177
（7％）
170
（2％）
253
（10％）
180
（13％）

257
（10％）
117
（5％）
542
（10％）
193
（8％）
538
（6％）
313
（10％）
256
（9％）
287
（3％）
318
（13％）
151
（11％）

8
（0％）
6
（0％）
11
（0％）
8
（0％）
11
（0％）
10
（0％）
11
（0％）
8
（0％）
8
（0％）
10
（1％）

2,094
（79％）
2,143
（83％）
4,307
（83％）
1,979
（81％）
7,279
（86％）
2,675
（82％）
2,279
（84％）
9,517
（95％）
1,847
（76％）
1,011
（75％）

計
［件数］
2,638
2,568
5,186
2,434
8,422
3,252
2,723
9,982
2,426
1,352

●コーパスの調査から

前掲の二字漢語を含む文字列をコーパス〔＝電子
的に検索可能な大規模言語データ〕で検索してみた
ところ，
「〇〇し次第（しだい）」よりも「〇〇次第（し
だい）」のほうがいずれも優勢であった（表 1）。
• NWJC（『国語研日本語ウェブコーパス』）
		国立国語研究所で 100 億語規模を目標として構
築した，ウェブ上のことばを対象にしたコーパス。
検索系「梵天」に 2014 年 10 ～ 12月収集データ
を格納・公開している。
https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/nwjc/
■当日の意見

• 実際に「しだい」が多いという結果をふまえつつ，
「ししだい」も認めるという両用の立場をとってい
くのが，いちばん落ち着いた考え方だろう。
• 調査によってきちんと現状を把握しながら議論を
していくことは，非常に重要。事務局案に賛成。
個人的には「ししだい」を使うほうなので，調査
結果にはやや驚いた。
• 慣用に従っていくことに賛成。日常会話でもビジ
ネス文書でも「ししだい」を使っている人は少な
いと思う。しかしだからといってこの形をまった
く認めないというわけにもいかないだろう。
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• 個人的には，
「そのことの程度によって」の意味
のときには「完成しだい」，
「そのことが終わる
とすぐ」の意味の場合には「完成ししだい」と言
い分けるべきであると思っている。ただし後者を
「完成しだい」と言っても意味はわかるので，こ
のような使い方も特に大きな問題はない。
• 文法的に考えると「完成ししだい」となるものな
のであろうが，一般の人たちでそのように考える
人はあまりないのではないのだろうか。事務局案
は「ししだい」を排除するものではなく，これに
賛成する。現実の流れを変えることはできない。
•「ししだい」は，
「ナルシシズム」が「ナルシズム」
になるような「重音脱落」が起こりうることばで
あり，
「しだい」の形になっていくのは無理のあ
ることではない。
• 調査結果を見るかぎり，
「しだい」のほうを優先
してもよいのではないだろうか。またもともと，
サ変動詞「する」はほかの動詞とは異なる現れ
方をするものである。
「話す」の尊敬語は「お話
しになる」，謙譲語は「お話しする」で，それぞ
れ［お（ご）＋動詞連用形＋になる］
［お（ご）＋
動詞連用形＋する］という形になるが，これをこ
のまま適用すると，
「説明する」の尊敬語は「ご

説明しになる」，謙譲語は「ご説明しする」とい
う形になってしまう（「ご説明になる」
「ご説明す
る」が正しい）。ここで「し」のない形が用いら
れているのと同じように，
「ししだい」よりも「し
だい」を優先するという流れは，今後も進んで
いくだろう。
●事務局から

意見を受け，提案内容を再度整理したい。

図 2 「古くなる前に～古くならない前に」
（全体・男女・年代別）
（2018.3 世論調査形式）

全体［1,200人］

60％

男性［537人］

65

女性［663人］

56

下記のとおり提案する。
「～する前・～しない前」
： 〇する前
（これまで）
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）

背景：調査の結果，
「「古くなる前」と言う（「古くな
らない前」とは言わない）」と回答した人が，か
なり多かった。この傾向は，年代が若くなるほど
はっきりと見られる。
●調査結果（2018 年 3 月実施）

「「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 6 割を占めた（図 2）。
Q「情報が【古くならない前／古くなる前】に，
お伝えします。」という言い方は…
（％）
1「古くならない前」と言う
		
（「古くなる前」とは言わない）
18
2「古くなる前」と言う
		
（「古くならない前」とは言わない）
60
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 5
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
8
5 両方とも言うが，
		それぞれ表す意味が異なる
4
6 どちらも言わない
4
（ わからない
2 ）

18

8 44
8 4 5

14
21

4
3
5

20代［123人］

72

5 3 4 11 5

30代［174人］

75

7 35 6 3

40代［205人］

2 「～する前・～しない前」
〔改訂〕
（案）

8 45

66

50代［186人］
60歳以上［512人］

58
50

「古くなる前」と言う
（「古くならない前」とは言わない）

7 5 5
10 4 3
8 4 6

13 3
18

26

5
4

どちらかといえば「古くなる前」
と言うことのほうが多い
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
「古くならない前」と言う
（
「古くなる前」とは言わない）

どちらも言わない

（わからない）

●これまでの用語委員会での例示・質疑応答など

から
【1948.8】
〔シナイマエニ〕しない前に
全体［1,200 人］ 」という形は放送では
「……しない前に……する。
使わないこと。
「……しないうちに……する。」と
※
言うのが普通である。
（23.8.24）
男性［537 人］
※引用者注

昭和 23 年 8月24日の放送用語委員会で
女性［663 人］
審議・決定したという意

『放送用語参考辞典（昭和 31年）』

【1966.10】 20 代［123 人］
「〇〇する前」
「〇〇しない前」
という表現について
30 代［174 人］
（盛岡局）
40 代［205 人］
〈問題点〉
「〇〇しない前」という表現がよく使われ
50 代［166 人］
るが，
「〇〇しない前」
という表現は誤りで，
「〇〇
する前」
60という表現が正しいのではないか。
歳以上［512 人］
〈答え〉古くから「〇〇する前」
とい50
0 「〇〇しない前」
10 20 30 40
う両様の言い方があり，
「〇〇しない前」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
て適宜使いわける。
なお，
「〇〇しない前」は「〇〇しないうち」とも
言いかえられる。
（そのほうが適切な場合が多い）
（第 621 回放 送用語 委員会（1966.10.27）
「放 送用語
速報 NO.9（昭 41.11.10）」）
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【1969.3】
するまえ する前《為》 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。☞「しない前」
しないまえ しない前 「…しない前」
「…する前」
は，古くから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。なお，
「…しな
い前」は「…しないうち」とも言いかえられる。

（＝暗くならない）－に帰る」などでは，肯定と否
定の言い方が同義となる。～ならない内に，の意。
（『明鏡国語辞典 第二版』
（2010 年））

まえ【前】… ▽「うち（内）」
（一）
（1）
（イ）に通う用
法「雨が降らない－に帰ろう」は，事柄としては
降雨より早くを言うが，
「玄鶴はお芳を囲ひ出さな
い－にも彼女には「立派なお父さん」ではなかつ
た」
（芥川龍之介「玄鶴山房」）など，
（まだ）…し
ないという情況にある，先立つ時の気持で言う。

（日本 放 送協会（1969）
『NHK 放 送 用語ハンドブッ
ク』）

【1983.3】
する前・しない前
古くから「…する前」
「…しない前」の両様の言い
方があり，それぞれの場合に応じて適宜使いわ
ける。なお，
「…しない前」は「しないうち」とも
言いかえられる。
〈速 41.11〉
しない前
「…しない前」
「…する前」は，同じ意味で使われ
ている。☞「する前」
（NHK 総合放送文化研究所（1983）
『放送用語集』）

【1983.12】
「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）
●国語辞典などの記述から

「する前・しない前」が同じ意味で両方とも用い
られていることや，近年では「する前に」を用いる
のが普通であることを示すものがある。なお『岩
波 国 語 辞 典 』は， 七 版 新 版（2011年）から八 版
（2019 年）への改訂の際に，いろいろな語の説明
〔＝「語釈」〕に使われていた「～しない前に」のよう
な表現を，
「～する前に」に直している（毎日ことば
（2019 年11月21日）
〔https://mainichi-kotoba.jp/blog20191121〕）。

（『岩波国語辞典 第七版新版』
（2011年））

まえ【前】… ▽今は普通「雨が降る－に帰ろう」と
言うが，
「うち（内）」
（一）
（1）
（イ）に通う用法で
「雨が降らない－に帰ろう」と，
（まだ）…し（て
い）ないという情況にある，先立つときの気持で
も言う。
「まだ咲かない－のつぼみ」
「やらない－
から悩むな」。
（『岩波国語辞典 第八版』
（2019 年））

【1980・文化庁】
「……（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 褓定め」
など，しばしば用いられており，一概に排除するわ
けにいかない。
む つ き

（文化庁『「ことば」シリーズ 13

言葉に関する問答集 6』

（1980 年））
●先行研究から

【1956.11】
松村明（1956）では，近代の小説では「…しな
い前」
「…する前」の両方とも使われており，論理的
には「…する前」が適切だが，東京での言い方とし
ては「…しない前」も自然に感じられると指摘して
いる。
有島武郎の「一房の葡萄」に次のような文が出てくる。
ふたりの足音を聞きつけてか，先生はジムがノッ
クしない前に戸を開けてくださいました。
（中略）
今日のわれわれの語感からすると，意味の論 理
的なすじみちを通すという点では，たしかに「…す
る前に」のほうがいいように思われる。そして，
「…
しない前に」という言い方よりも，
「…する前に」と
いう言 い方のほうがしだいに多くおこなわれるよ
うになってきて いるということも事 実 のようであ

まえ【前】… 語法 未来を基準にして言う「暗くなる

68

FEBRUARY 2021

る。しかし，以前は，
「…しない前に」という言い

方 が， かなり一 般 に行 われて いた。 有島 武 郎 の
前 後の小 説 類から二 三の 例を拾 い出してみよう。
三千代に逢って，云うべき事を云って仕舞った代
9 9 9 9

助は，逢わない前に比べると，余程心の平和に
接近し易くなった。（夏目漱石「それから」）
新郎の母者人が，
「どうかお吸物を。」とのあいさつ
9 9

【1959.8】
宮地裕（1959）では，この両形はおそらく室町時
代にはすでに両方とも使われていたものと推定して
いる。
ロドリゲスは「日本大文典」
（土井忠生博士訳）に，
“「上げぬ以前に」
「上げぬさきに」
「上げぬ前に」は，

がない前に，かってに吸物わんのふたをとって

「いつも否定である」”と記す一方，別のところに，
「参

きすのムスビは残して松だけとミツバばかり食っ

る前」
「書く前」という用例もあげていますから，室町
時代には，すでに両用していたろうと思われます。

た。（徳冨蘆花「みみずのたわごと」）
9 9 9

9 9 9

その日も，彼は皆が来ない前，特に良沢の来ない
前に，自分ひとりで，善三郎に会ひたかったの

（宮地裕（1959）
「否定表現の問題―「できない前」という
表現を中心に―」
『言語生活』95）

である。（菊池寛「蘭学事始」）
もちろん，以前においても，
「…しない前に」という言
い方だけが行われたというのではない。
「…する前に」
という言い方もかなり行われたと見られるのである。
9

ラ ン プ

9 9

其晩も蚊帳へ這 入る前にふっと，洋 灯を消した。
（漱石「それから」）
9 9

市九郎が返事をしょうとするまえに，お弓が，台所
から「さやうでございます。さやうでございます。
…」と言った。（寛「恩讐の彼方に」）
9 9 9 9 9

そして父がそう言ひだした前に自分が父に対して現
わしたある態度をおもふと自分はいつもゾツとし
た。（志賀直哉「和解」）
「今たつ」といふ電報を受取った時，自分はその電
9 9

報の来る前に出発した態にしてすれ違ひに東京
へ行かうと考へた。（同）

【1964.1】
松延市次（1964）では，
「～しない前」は「B1 そ
のとき，その行為・事実はなかったということを強
調するとき」や「B2 その事実・行為を忌避すると
き。言いかえれば，そのような事実や行為は存在し
て欲しくない，できることならこのままの状態であっ
て欲しいという意識の強調」のような場合に用いら
れると指摘している。B1の例として「冬の渡り鳥が
去ったあとであり，春の渡り鳥が来ない前であり
ますので（NHK『学校新聞』昭二七・五・一〇）」，
B2 の例として「殺されない前に早くかくれよう（『中
学時代一年生』昭三二・六）」などを掲げている。
（松延市次（1964）
「「焼ける前」と「焼けない前」」
『講
座現代語 6』明治書院）

右の二つの言い方，すなわち「…する前に」と「…
しない前に」とでは，どちらが本来の言い方としてお

●コーパスの調査から

こなわれていたのであろうか。こういう問題になると，

「しない前に」
「ならない前に」は，出現頻度の面
でウェブ上では明らかに劣勢である（表 2・3）。

どうも，どちらの言い方もそう古くから行われていた
ものではないようである。
（中略）
事実，東京語のことばづかいとしては，
「…しない
前に」という言い方は，かなり自然なものとして感ぜ
られる。論理的な表現のしかたをしようとする意識が
少しでもはいると，
「…する前に」という言い方が用い
られることになるのであろうが，自然のままなことば
づかいとしては，
「…しない前に」という言い方が出て
くることになる。したがって，前掲の「一房の葡萄」
に出てくる文に見られる「ノックしない前に」という言
い方も，一概に語法的な誤りだとは言えないものであ
る。やはり，
「一房の葡萄」の背景をなす東京語とし
てのことばづかいの一つということになるであろう。
（松村明（1956）
「…しない前に」
『実践国語』17）

表2 「
［する・なる］前に・
［しない・ならない］前に」
（NWJC（『国語研日本語ウェブコーパス』）
）

する前に
255,475（99.9％）

しない前に
196（0.1％）

計
255,671

なる前に
119,591（99.7％）

ならない前に
348（0.3％）

計
119,939

表3 「
［する・なる］前に・
［しない・ならない］前に」
（BCCWJ（『現代日本語書き言葉均衡コーパス』））
〔少納言で検索〕

する前に
1,265（99.8％）

しない前に
3（0.2％）

計
1,268

なる前に
388（99.2％）

ならない前に
3（0.8％）

計
391
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「しない前に」のBCCWJ での掲載例（3 件）
•「したがいまして，先生が御指摘になりましたよう

第四十二条

罪を犯した者が捜査機関に発覚する

前に自首したときは，その刑を減軽することがで

に，農林大臣の承認を【しない前に】土地売買の

きる。

予約契約を行ったということは事実でございます。」

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.

（大場説明員，国会会議録，第 077 回国会，1976 年）

nsf/html/houritsu/13219950512091.htm

•「町方のお役人も，将軍様やお武家様が口に【し
ない前に】，密かに食べてしまう不心得な金持ちな

●
〔参考 2〕
「～ざる前」の諸例

どがいないか，始終見回りにくる。」
（北原進（著）
〔1930 年代生まれ〕
『八百八町いきなやり

（下線は引用者による）
〔「青空文庫」で検索〕

• ハルトマンの哲學は，ウンド出でざる前に於ては，
殆一世を風靡せりきともいふべしといへり。

くり』教育出版，2000 年）

•「着替えをしている時に，ふっとあることを思いつ
いて，あなたが何か―間違ったことを【しない前
に】，一刻も早くつかまえなきゃならないと思った

（森鷗外「柵草紙の山房論文」1891（明治 24）～ 1892
（明治 25）年初出）
ボール

• 打者の打撃したる球空に飛ぶ時（遠近に関せず）
その球の地に触れざる前これを攫する時は（何人

の」
（クリスチアナ・ブランド（著）
〔1900 年代生まれ〕/ 恩
地三保子（訳）
〔1910 年代生まれ〕
『ハイヒールの死』

にても可なり）その打者は除外となる。
（正岡子規「ベースボール」，1896（明治 29）年初出）

• わたくしはいまだ過去帖を獲ざる前にこれを読ん

早川書房，2003 年）

「ならない前に」のBCCWJ での掲載例（3 件）

はじめ

で，善直は京水の初の名であろうと思った。

•「…と大変驚き，成りゆきを気に病んだ。そして，
重大なことに【ならない前に】，いますぐその筋の
ものに告げるよう，厳しく叱ったのだった。」
（吉松安弘（著）
〔1930 年代生まれ〕
『東条英機 暗殺の

（森鷗外「渋江抽斎」，1916（大正 5）年初出）

• … 八時頃われは先生が外出したまはざる前をと思
ひて三，四度，また夕刻帰邸の時分をはかりて五，
六回，先づ青軒翁が紹介状を呈出し面談の栄を得
ん事を請願せしが …

夏』新潮社，1989 年）

•「既に十二時間を過ぎ，干潮に
【ならない前に】チャ
イナ号まで引き返さなければならず，墓暴きは断
念された。
」

（永井荷風「書かでもの記」，1918（大正 7）年）
そ

しん

かう う

• 楚 の項 羽 や漢の高祖が未だ事を挙げざる前，秦
の始皇帝の行列を観て，項羽は取つて以て代るべ

（久保井規夫（著）
〔1940 年代生まれ〕
『図説朝鮮と日

しと言ひ，…
（幸田露伴「平将門」，1925（大正 14）年）

本の歴史 光と影 近代編』明石書店，1994 年）

•「これは，攻撃がどんな攻撃であるかということも
まだ明らかに【ならない前に】支持の表明をすると
いうのはやはりいかがなものかという感じがするわ
けです。
」
（立木洋，国会会議録，第 139 回国会，1996 年）
●
〔参考 1〕法律文での変更

（下線は引用者による）

• 刑法（明治四十年法律第四十五号）
第四十二條

罪ヲ犯シ未タ官ニ発覚セサル前自首

シタル者ハ其刑ヲ減軽スルコトヲ得
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1
• 法律第九十一号（平七・五・一二） 刑法の一部
を改正する法律
刑法（明治四十年法律第四十五号）の一部を次の
ように改正する。
（中略）
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■当日の意見

•「～しない前に」は個人的にもほとんど使わない
が，例えば「腐らない前に食べてね」
「うそがば
れない前に白状しなさい」などの言い方であれば
自分でも使うと思う。この場合，
「ネガティブなこ
とを言いたくない，ぼやかしたい」といったよう
な意味で使うように感じられる。こうした感覚的
な使い方と，今回の調査で見られた男女差とは，
関連があるのかもしれない。ただしこれは特記
するほどのことでもないので，今回の案に賛成。
•「しない前に」は九州では使わない。東京での言
い方だと思う。
•「しない前に」は，東京でも比較的高年層で使
われている形であるように感じている（それより
若い世代では「しないうちに」と言う）。また，

「する前に」よりもやや強く響く印象がある。
• 今回の事務局案は，
「する前」にマルが付いてい
るということは，
「しない前」とは言わないという
理解でよいか。
		
（事務局：「しない前」についてはバツということ
ではなく，特定の位置づけをしないということ
で考えている）

図 3 「起きた～起こった」
（全体）
（2018.3 世論調査形式）

全体

43％

［1,200人］

19

「起きた」と言う
（「起こった」とは言わない）
両方とも言うが，
それぞれ表す意味が異なる
「起こった」と言う
（「起きた」とは言わない）

3 「
（事件などが）起きる・起こる」
〔確認〕
（案）

10

7

17

2

どちらかといえば「起きた」
と言うことのほうが多い
どちらかといえば「起こった」
と言うことのほうが多い
どちらも言わない

（わからない）

現行の記述を踏襲することとしたい。
●これまでの用語委員会での例示・質疑応答など

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
（
『HB』p.32）
表現する慣用が強い。

背景：調査の結果，現行の記述に変更を加えるよ
うな状況にはなっていなかった。

から
【1952.4】
「起こる」と「起きる」
「こういう事件が 2 度と起こらないようにする。」
伝統的な言いかたは「起きない」であるが，
「起こ
らない」も認める。
（27.4.1）
『放送用語参考辞典（昭和 31年）』

【1966.8】
●調査結果（2018 年 3 月実施）

単独で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。これと「どちらかと言えば
「起きた」と言うことのほうが多い」を合わせると，
全体の 6 割を超える（図 3）。

〔例文 13〕
（テレビ社会番組）
しかも，海の上は一度
① 事故が起きると危険度
全体［1200 人］
は陸上以上と言えよう。

①「事故が起こる」が一般的。
		（第 616 回放送用語委員会（名古屋管内
（1）
（
）1966.8.
18･19），
『文研月報』16-11 掲載）

Q「そこで事件が【起きた／起こった】」という
言い方は…
1「起きた」と言う
		
（「起こった」とは言わない）
2「起こった」と言う
		
（「起きた」とは言わない）
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
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
5 両方とも言うが，それぞれ表す
		意味が異なる
6 どちらも言わない
（ わからない

（％）
43
17
19

【1967.5】
「起きる」と「起こる」，
「起きない」
0
10 20と「起こらない」
30 40 50 60
• 伝統的な語法としては「起こる」
• 現代口語では「起きる」と表現する慣用が強い。
•「起こらない」も認める。
		
〈例〉…こういう事件が 2 度と起こらないようにす
る。
（505 用語委，37.2）
「放 送用語
		（第 634 回放 送用語 委員会（1967.4.27）
速報 NO.18（昭 42.5.10）」）

7
10
2
2 ）

【1967.8】
オコル，オキル〔起こる，起きる〕 伝統的な言い方
は，
「起こる」であるが，現代口語では，
「起きる」
と表現する慣用が強まりつつあるので，
「起きる」
と表現してもよい。否定の場合も，
「起きない」，
「起こらない」の両方を認める。
（「放送用語（11）」，
『文研月報』17-8 掲載）
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【1967.10】

〈速 42.5〉

伊藤さんの家では，母親の順子さんが，事故の

⑩ 起きるすこし前，暢浩ちゃんを台所の隣の居間に

⑪ 寝かせ，ドアの鍵をかけて買い物に⑫ 出ていた
ため，ほかにだれもいませんでした。
（中略）ちょっ
とした不注意で⑯ 起きた子供の事故が続いていま
す。

⑩と⑯と⑰にある「起きる」は，伝統的な用法で
は「寝ている人あるいはものが起きる」などの場
合に使われることが多く，
「事件」や「火事」など
の場合は「起こる」という表現が多かった。しか
し，現在では「事件」や「火事」などの場合にも
「起きる」が一般に使われているので，放送用語
としても，
「事件」や「火事」などの場合に「起こ
る」と表現しても「起きる」と表現してもよいこと
になっている。
（第 647 回放 送用語 委員会（名古屋管内）
（1967.10.
5･6），
『文研月報』18-1 掲載）

【1969.3】
おこる 起こる「事件が～」
（1）伝統的な語法とし
ては「起こる」
（2）現代口語では「起きる」と表現
する慣用が強い。
（3）
「起こらない」も認める。
（日本 放 送協会（1969）
『NHK 放 送用語ハンドブッ
ク』）

【1970.9】
一般用語についての質疑応答から
4.「起こる」の用法
〈問〉
「公害が起きた場合善処する」
「問題が起
きてからでないと……」などの場合，正しくは
「～起こった」とすべきではないだろうか。
〈答〉伝統的な語法としては，
「起こる」である
が，現代口語では，
「起きる」と表現する慣
用が強く，上例のように表現してもさしつか
えない。
（「放送用語ハンドブック」の
「起こる」
の項参照）
（ 第 722 回放送用語委員会（1970.9.17･18），放送用
語委員会（広島），
『文研月報』20-11 掲載）

【1983.3】
起こる・起きる（事件が～）
①伝統的な語法としては「起こる」②現代口語で
は「起きる」と表現する慣用が強い。③「起こら
ない」も認める。
〈例〉こういう事件が 2 度と起こらないようにする。
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（NHK 総合放送文化研究所（1983）
『放送用語集』）
●国語辞典などの記述から

「（事件が）起こる」が本来の言い方で，近年は
「起きる」と言う傾向があるという説明を載せている
辞典がいくつか見られる。
お･きる【起きる】… ④物事（特に，非日常的な事
態）が新たに発生する。生じる。起こる。
「事件
［地震・奇跡・腹痛・やる気］が－」
◆ 表現 ④は，本来は「（事件を）起こす」に対し
て「（事件が）起こる」のように言った。近年「起
きる」が「起こる」に取って代わる勢いを見せてい
（『明鏡国語辞典 第二版』
（2010 年））
る。
お･きる 起きる（▼ 熾る）… ④物事や状態が生じ
る。発生する。
「風が起きる」
「腹痛が起きる」
「起
こるべくして起きた事件」… ▽④は「起こる」が
本来の言い方。
（『現代国語例解辞典 第五版』
（2016 年））

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 第四版』
（2019 年））
■当日の意見

•「起こる」は，だんだん使われなくなってきてい
るような気がしている。
•「起こる」は語感として古い印象を覚え，現代語
では少々大げさな感じもする。
• 個人的には，事件や火事など必ず人が関わって
発生するものの場合には「起こる」も使い，地
震など自然発生的なものの場合には「起きる」を
使っている。
• 現行の記述を踏襲するということでよいが，
『こ
とばのハンドブック』での書き方がほかの項とや
や異なり，
（「こうしたほうがよい」などではなく）
現状を客観的に述べているだけのようなイメージ
が強い感じがする。そこはもう少し手を加えても
よいのではないだろうか。

4 「すべき ・ するべき」
〔確認〕
（案）
現行の記述を踏襲することとしたい。
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）
（『HB』p.110）
仕事ではないうえ…

背景：調査の結果，現行の記述に変更を加えるよ
うな状況にはなっていなかった。
●調査結果（2018 年 3 月実施）

「すべき・するべき」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の 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」
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）。

Q「【解決すべき／解決するべき】課題が多い。」
という言い方は…
（％）
1「解決すべき」と言う
		
（「解決するべき」とは言わない）
49
2「解決するべき」と言う
		
（「解決すべき」とは言わない）
22
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
13
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
5 両方とも言うが，それぞれ表す
		意味が異なる
6
6 どちらも言わない
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（ わからない
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2「解決するべき」と言う
		
（「解決すべき」とは言わない）
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
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
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●これまでの用語委員会での例示・質疑応答など

図 4 「すべき～するべき」
（全体）修飾語・述語
（2018.3 世論調査形式）
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それぞれ表す意味が異なる
「解決するべき」と言う
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どちらかといえば「解決すべき」
と言うことのほうが多い
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
どちらも言わない

から
【1967.9】
「するべき」と「すべき」
（札幌局）
〈問い〉助動詞「べし」は，本来は文語の動詞の終
止形に接続するもので，次の例のように口語の動
詞の終止形「べし」をつけるのは誤りではないか。
〈例〉
「本来は営林局のするべき仕事ではないう
え……。」は「……すべき仕事……」がよいの
ではないか。
〈答え〉文語動詞「す」の終止形「す」に「べし」の
連体形が付いた「すべき」と，口語動詞「する」
の終止形「する」に「べき」が付いた「するべき」
の両用〔原文ママ〕があり，語法上の問題としては
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「するべき仕事」という言いかたも認められる。し
かし，放送では，このような文語的表現はなるべ
く避けて，
「本来は営林局の（しなければならな
い＝する）仕事ではないうえ……」のような口語的
表現が望ましい。

（『明鏡国語辞典 第二版』
（2010 年））
い」
べし［推量の助動詞 古語］…（2）
「生きるべきか
死ぬべきか」
「立ち入るべからず」のように，②や
⑤の意味で現在でも用いられる。その場合，サ
変動詞には「すべし」
「するべし」の両形がある。

（第 644 回放送用語委員会（1967.9.14）
「放送用語速

（『現代国語例解辞典 第五版』
（2016 年）巻末「助詞・

報 NO.26（昭 42.9.15）」）

【1969.3】
するべき《為可》文語動詞「す」の終止形「す」に
「べし」の連体形が付いた「すべき」と，口語動
詞「する」の終止形「する」に「べき」が付いた「す
るべき」の両用〔原文ママ〕があり，語法上の問題
としては「するべき仕事」という言い方も認められ
る。しかし，放送では，このような文語的表現
はなるべく避けて，
「本来は営林局の（しなけれ
ばならない＝する）仕事ではないうえ…」のような
口語的表現が望ましい。
（日本放送協会（1969）
『NHK 放送用語ハンドブック』）

【1983.3】
すべき・するべき
両様があり，語法上の問題としては「するべき
仕事」という言い方も認められる。
しかし，放送ではこのような文語的表現はなる
べく避けて，
「本来は営林局の（しなければなら
ない＝する）仕事ではないうえ…」のような口語的
表現が望ましい。
〈速 42.9〉
（NHK 総合放送文化研究所（1983）
『放送用語集』）
●国語辞典などの記述から

「べし」は古語の助動詞だが，現代語でもしばし
ば使われることが示されている。国語辞典の中に
は，現代語で用いられる場合には，
「すべき」
〔＝
「す」は古語動詞「す」の終止形〕と「するべき」
〔＝
「する」は現代口語動詞「する」の終止形〕の両方が
ありうることを記述しているものがある。
べし【▽可し】… 語法 （1）動詞および動詞型活用
の助動詞の終止形に付く。ただしラ変型動詞，
ラ変型の助動詞，形 容詞，形 容動詞には連体
形に付く。未然形「べから」は打ち消しの助動詞
「ず」を伴う用法，連用形「べく」は中止用法と直
接用言にかかる用法に限られる。
（2）上に来る動
詞は口語形をとることも多い。
「汝，努力すべし
／努力するべし」
「教えるべきことはもはや何もな
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助動詞解説」）

べし【▽可し】
〔助動〕
《現代では主に「べき」
「べく」
の形で使う。文語では，ラ変以外の動詞の終止
形，ラ変・形容動詞の連体形，形容詞語尾「か
る」などに付く。口語でも特にサ変では文語終止
形もかなり使われる》
（『岩波国語辞典 第八版』
（2019 年））

【1978・文化庁】
…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

来るべき友

来べき友

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

く

く

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）
『「ことば」シリーズ 9

言葉に関する問

答集 4』p.45）
●コーパスの調査から

「するべき課題」
「するべきだ」は，出現頻度の面
でウェブ上では劣勢である。なお，
「すべき」は述語

の場合には集中度が低くなる傾向が共通して見られ
る（表 4・5）。

以上に関して，今回の意見交換の内容をふまえ，
今後とも検討を進めてゆくこととした。
塩田雄大（しおだ たけひろ）

表 4 「すべき・するべき」
（NWJC（
『国語研日本語ウェブコーパス』））

すべき課題

するべき課題

計

5,401（96.3％）

205（3.7％）

5,606

すべきだ

するべきだ

計

183,629（73.0％）

67,799（27.0％）

251,428

表 5 「すべき・するべき」
（BCCWJ（
『現代日本語書き言葉均衡コーパス』））
〔少納言で検索〕

すべき課題

するべき課題

計

83（98.8％）

1（1.2％）

84

すべきだ

するべきだ

計

1,580（86.5％）

247（13.5％）

1,827

■当日の意見

• むずかしい課題だが，事務局提案のとおりでよ
い。
「べき」というのは，現代の口語が成立する
ときに消えてもよかったはずのもの。消えなかっ
たから，活用形を文語に合わせるか，あるいは
口語に合わせるかという問題が出てきてしまう。
「～しなければならない」という言い方は長く，
また意味合いも少々異なるため，
「すべき・する
べき」が消えずに根強く残っているのだろう。
• 回りくどく「～しなければならない」となるのを避
けて使うものであるため，
「するべき」よりも短い
「すべき」のほうが支持されているのだろう。
• NWJC での調査に関して，
「すべき・するべき」
が単純動詞「する」として用いられているのか，
あるいは「すべき・するべき」の前の部分に漢語
のあるサ変動詞であるのか（また，その漢語が
一字漢語なのか二字漢語なのか）によって，出
現の様相が異なるのではないだろうか。こうした
ものを分けて調べてみてもよい。
• 事務局案に賛成。放送でこの表現を使う場合
には，そこで「すべき・するべき」だと思ってい
るのはだれなのかということを考えて使うのがよ
い。

注：
1）当日示した説明の一部を，再度掲げる。
推奨形：放送で使うことばとして，お勧めできるも
の（ただしほかの形のものを否定しているわけ
ではない）
。ここではそれぞれの語形に“〇”
を冠して略記する。推奨形が複数あり，それ
ぞれに第一・第二の順列を付さない場合には，
両方の語形に“〇”を付ける。
第一推奨形：推奨形が複数あるとき，まずはこちら
を覚えておくことをお勧めするもの。ここでは
それぞれの語形に1.を冠して略記する。
第二推奨形：第一推奨形のほかに，お勧めできる
もの（第一推奨形よりも劣っているわけではな
い）。ここではそれぞれの語形に 2.を冠して略
記する。
2）塩田雄大（2018）
「
“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
～」
『放送研究と調査』68-12

第 1447 回

放送用語委員会（東京・リモート開催）

【開催日】2020 年 10 月 16 日（金）
【出席者】青木奈緒 氏，井上由美子 氏，
荻野綱男 氏，笹原宏之 氏，
清水義範 氏，野田尚史 氏，
町田 健 氏，
大里智之 放送文化研究所長 ほか
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