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現代日本語の後置詞について

副島健作

０．序

現代日本語の名詞句は実際の文上では「が，を，に，へ，とから，より，

まで，で」といった「格助詞」によって述語に対する文法的関係や意味的役割

を表します。同様の機能をもつものに対して，「後置詞postpositon」という

用語が用いられることもあります。インド・ヨーロッパ語の前置詞に相当する

ものが，日本語の場合には名詞のあとにくる「が，を]に，で」といった「助

詞」であり，この「助詞」がすなわち「後置詞」である（松村（編）（1971)）

というわけです。

松下（1901,1928）や鈴木（1972）は「Ｎ（Noun，以下Ｎ）について」や

｢Ｎによって」などがインド・ヨーロッパ語の前置詞にあたる「後置詞」であ

るとします。「ついて」は，述語が表す動作や状態が関係する対象を表してお

り，「よって」は受け身文の動詞が表す動作の主体をはじめとして，手段，由

来・原因などを表しています。いずれの句も述語に関係する意味的役割を表し

ており，前置詞に相当する成分として，ひとくくりにされます。鈴木（1972）

は意味だけではなく，これらの語の形態論的振る舞いにも着目して「後置詞」

というカテゴリーをたて，「Ｎ-格助詞十V-te形」のものを中心にすえています

が，これ以外に「どのようなものを後置詞とみとめるかについては，なお検討

を要する」（鈴木1972：501-502）とのべ,その定義はあいまいにして，「形式

名詞」の一部が後置調となる可能性を指摘するにとどまっております。後置詞

の定義らしいものといえば，「日本語の後置詞は，英語やヨーロッパ語の文法

の前置詞prepositonに対応するものである」と述べてあるだけです。定義を

はっきり示さないことで，後置詞というカテゴリーの存在があいまいになって
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いることは否めません。

はたして，どちらが「後置詞」と呼ぶにふさわしいのでしょうか。前者の文

法論では「格とは何か」という問題をないがしろにしているように思われます

し，後者の文法論では「へ，とまで,より」のように意味的役割を表す「助

詞」とよばれている形式と，この「後置詞」とがいかなる関係にあるか，はっ

きりしません。

両者の区別は意味というよりは単語に従属する「助詞」であるか，「助詞十

補助的な単語」であるか，という形式によってなされているわけですが，いず

れにしても，日本語に「後置詞」というものがあるということは疑われず，当

然のこととして前提とされています(1)。

しかし！「後置詞」というものは日本語に則した文法上の定義がしっかりあっ

た上で，後置詞と定められたのでしょうか。それとも，日本語文法の記述に際

し，手本となった洋文法の中で「前置詞」とされているものにある程度対応す

るものを後置詞と名付けて選び出したにすぎないものでしょうか。冒頭に述べ

た2つの異なる「後置詞」の存在に鑑みると，後者であるという疑いを持たず

にはいられないのです。

１．後置詞の定義

こうなると，「後置詞とはなにか」という問題に立ち返らざるを得ません。

そうであるならば，そのもとの概念である「前置詞」とはなにかという問題に

立ち返らなければ，問題は解決しないのでしょうか。いずれにしろ，前置詞の

定義がしっかりでき，その定義が日本語の事実と合致するかどうかを検討する

ことで，日本語に後置詞というものが存在するのかどうか，わかるようになる

かもわかりません。

とはいうものの，インド・ヨーロッパ語は名詞の変化形で格を表し，前置詞

は文字どおり名詞の前に置かれるものなので，格と前置詞との違いは形の上か

らも明白なのに対し，日本語は主要な文法的機能は後置される言語であるので，

格も後置詞も同じように名詞の後ろにあり，外見からのみではとらえることは

困難です。中身を定め，格と後置詞とをはっきり区別することで，後置詞を定

－５４－



めるほかはないのです。

結論から先に述べますと，従来。格助詞とよばれていたもの（の一部）と後

置詞とは，機能上において決定的な違いがあります。それは，前者が文上の名

詞に後接することによって，主語だの補語だのといった文の主成分として述語

にかかっていくという，文論上の文法的関係を演じられるのに対して．後者は

あくまで文の主成分を補助する形で存在する二次的成分として，意味論上の意

味的役割を演じるにすぎないということです。

城田（1993）は「を｣，「が｣，「とＪｉ２１を文法的関係を主要に表すことから

｢文法格｣，「に｣，「で｣，「から」を副次的ではあるが．文法的関係を表し得る

ので「副詞格」とよんでいます。そして，「格とは名詞が文中で補語となる時

とるかたちのシステムをいう」と定義づけ，この６つの助詞を「格助詞」と認

定します。文法的関係を表さず，意味的役割をもっぱら表す「へ｣．「と!｣．

｢まで｣，「より」は「格助詞」ではなく，「副詞を生産的に形成」する「副詞助

詞」と名付け，区別することを主張しています。つまり，文法的関係を表し得

ない助詞は「格助詞」とはいえず，「副詞助詞」である，というわけです。本

稿で問題にしている後置調は．文法的関係を表すことはなく，この「副詞助詞」

と機能上は同一であるので，「格」には相当しません。したがって，この城田

の定義に従えば．「複合格助詞」（砂川1987）という呼び方もふさわしくないと

言えます(3)。

本稿では後置詞を名詞（代名詞，数量詞，形式名詞ほか，名詞化した他の品

詞も含む）が文中で述語や他の語との意味的役割を演じる時とるかたちのシス

テムであると考え，意味論的カテゴリーとして位置づけます。

２．－次形式と二次形式

後置詞が文上の名詞の具体的な意味的役割を表すものであるとするなら，上

述の「副詞助詞」はもとより，意味的役割を示す場合の「副詞格助詞｣，「文法

格助詞」をも含めて，意味の全体的体系を考えなければなりません。しかし，

意味に偏った記述は主観的，直感的，独善的に陥りやすく，意味的役割の種類，

定義，認定法に決定的な決め手がない，という批判もあります．
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本稿では，形式を重視し，後置詞の各形式がどのような意味的役割を表すか

を見定め，リストアップし，意味の全体的枠組みを抽出することで,この問題

を回避します。

とはいえ，意味的役割が同じだからといって，いわゆる「助詞」のみがつく

｢総合的」な形式と，もともと異なる品詞だったものから派生した「分析的」

な形式をやみくもに混在させることは，後置詞の問題を複雑かつ不明瞭にする

だけでしょう。

こうした複雑さを回避するために，一次形式と二次（三次，…）形式という

整理の仕方を導入したいと思います。

語源的に他の何らかの品詞と直接結びつけることの困難なものを一次形式と

呼びます。それに対し，そのフォームから語源が明らかなものを二次形式と呼

びます。語源である品詞の単なる派生形であって，文法化の弱いもの，あるい

は，３つ以上の構成要素の結合からなるものは三次（四次，…）形式と呼ぶこ

とにしますが，本稿では少なくとも語源がその品詞として本来持っている意味・

機能を含まない（と思われる）もののみを対象とするので，－次形式，二次形

式のみを考察の対象とします。

３．二次形式の後置詞の諸相

こうした二次形式の後置詞の多くは「Ｎ-格助詞十動詞の変化形」の構造を

持つものが多く，なかでも「に」や「を」と「動詞のテ形（Ｖ（Verb1以下Ｖ）

-ｔｅｆｏｒｍ)」の結合が多いです。動詞に由来するとは言え，もともとの動詞

｢つく」や「よる」が本来持っている動作の意味はもはや含まれず，文末で述

語として用いられることは通常ありません。文法化の帰結だと思われます。

しかし，一見同じように動詞から後置詞へと文法化した「ついて」と「よっ

て」ですが．多少異なる性質をもっています。それは，名詞に続く形が違うと

いうことです。「ついて」は名詞に続く形として「ＮについてのＮ」という

形を取るのに対し，「よって」は名詞に続く形として「Ｎによる（／によった）

Ｎ」という形をとるのです。格助詞の場合，「が｣，「を｣，は「ＮのＮ」に変

わり．「に」は「ＮのＮ」あるいは「ＮへのＮ」となり，それ以外の「へ｣，
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｢と｣，「から｣，「まで」などは「ＮへのＮ」のように「の」を後接します．

｢ついて」は名詞に続く形がそのまま「の」を後接しており，形の上での機能

も格助詞に相当するレベルにあると思われるのに対し，「よって」は動詞の名

詞に続く形をそのまま踏襲しており，形の上での機能はまだ動詞と区分するの

が難しいということがうかがえます。また，「Ｎにかんして」の「かんして」

という後置詞の場合，名詞に続く形は「ＮにかんしてのＮ」でも「Ｎにかん

する（かんした）Ｎ」でもかまいませんので。これは「ついて」と「よって」

の中間に位置すると思われます。こうして，動詞語源の後置詞は名詞に続く形

によって３つに分類できますので，その点について考察してみたいと思います。

３．１．定義

まず，二次形式の後置詞の定義とはいかないまでも，後置調として判断する

指標を以下に挙げておきます。以下の条件をすべて果たすものを，本稿では典

型的な後置調（二次形式）と考えます。

(a）形態論上……変化がありません。

(b）統語論上

①機能語であって，自立語ではなく，それ独自で，主語や目的語等の機

能を果たす名詞句を構成しません。

②通常，「Ｎ-格助詞」の直後に来ます。

③述語の構成要素となり得ません。

④名詞に続く形は，格助詞同様，「の」を後接します。

に）意味論上……文上の他の名詞句や述語と関係する意味的役割を表します。

具体的には，語源の派生的用法とを区別する統語的証拠として，以下のテス

トを適用しつつ，後置詞かそうでないかを判断したいと思います。

まず，これらが形態的に緊密かどうかを判断する基準として，名詞と後置詞

との間に統語的な要素が介入可能かどうか，を挙げます。「八重山に行く」で

は「八重山にハ行く」のように「は」や「も｣，「さえ」などの副助詞が介在で
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きるので，「八重山に」と「行く」は独立した句であると考えられます。￣方,

後置詞は「は」等の介在を許しません“)。

（１）＊大雪でモもって，＊領土問題をモめぐって，＊大筋にモおいて・・・

このことは，問題の表現が文上において独立した，自立的な要素となり得な

いことを示しています。「いっしょに」は「Ｎといっしょに」というかたちで

よく使われますが，「私は正夫とイツモいっしょにいたかった」のように名詞

との間に他の要素の介在が可能なので，自立的な要素と考えられ,後置詞では

ないといえます。

動詞起源の後置詞なら，本来動詞を代用する表現の「そうする」あるいは

｢そうなる」による照応が不可能です。

（２）ａ：、空気が生命にとって必要な様に，花子は太郎にソウシテ必要だ。

ｂ：初出場とあって→＊初出場とソウシテ，年齢をとわず→率年齢をソ

ウセズ，不景気によって→＊不景気にソウシテー・

動詞であれば，「そうする」で代用しても全く問題が生じないはずです：

｢大通りを歩いて行くのは嫌いだが，森林をソウシテ行くのは大好きだ｣。

同様に，名詞起源の後置調であれば‘本来名詞を代用する表現の「それ」あ

るいは「そこ」による照応が不可能でしょう。

（３）ａ．＊両親のおかげで大学に入学でき,友人のソレで大学を卒業できた。

ｂ・妻のために→＊妻のソレに，おばあさんのところに→＊おばあさん

のソコに，＊おまえのせいで→おまえのソレで・・・

二次形式の前置詞の定義に合致するかどうか，直感的な判断だけではなく，

ここで提示した客観的なテストによっても調べることができるわけです。

３．２．文法化の段階

さて，二次形式のように語源が明らかであっても，語源の意味・機能をより

色濃く残しているものとそうでないものとがあります。そのことを以下に表

にしてみます。これらが連続的，段階的でありながら，確実に文法化を起こし

つつあることがわかると思います。

なお，ここで言う文法化は通時的・歴史的観点から言うものではありません。
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表１ 典型的な派生後置詞（名詞に続く形が「の」を後接）

かけて

したがって

して

ついて

つれて

とって

むかって

あって

して

もって

もって

あくまで，現代語における言語変化という，共時的観点にたってのものであり，

現代日本語の現状を通して見えてきたものをもとにしています。

第１類の後置詞（表１参照）は，いわゆる「助詞」と同様，不変化詞です。

名詞に続く形も，後置詞自身の形は変えず，「の」を後接するのみです。「秋か

ら冬にカケテ渡り鳥が飛来する｣，「電車でモッテ通学する」の「かけて｣，「もっ

て」は,名詞に続く場合は「秋から冬にカケテノ飛来｣，「電車でモッテノ通学」

となります。語源となる動詞「かける｣，「もつ」が文上にあって様々に変化す

るのとは異なり，後置詞「かけて｣Ⅲ「もって」は文上にあってもまったく変化

することなく，それぞれ述語に対する意味的役割を表していて，動詞とはかけ

離れた存在となっています。もちろん，「＊渡り鳥の飛来は秋から冬にカケル｣，

「＊通学は電車でモツ」（＊は非文）のように文末で用いることも不可能です。

こうして，この表に挙げたものは意味的にも形式的にも動詞とは大きくことな

る，典型的な後置詞ということができます。

－５９－

連用的 連体的 意味

に格 かけて

したがって

して

ついて

つれて

とって

むかって

かけての

したがっての

しての

ついての

つれての

とっての

むかっての

2つ以上にまたがった出来事の範囲

状況の変化や多様性への対応

意外な年齢や期間

関係する対象

状況の変化や多様性への対応

判断，評価の立場，視点

動作・感情・態度がむけられる対象

と格 あって

して

あっての

しての

原因・理由・根拠

資格・立場

を格 もって もっての 手段／開始，終了等の区切りの時

で格 もって もっての 場所,材料,原因・理由，期間／終了時



表２．第２類の派生後置詞（名詞に続く形にゆらぎ）

次に挙げた第２類（表２参照）は，動詞のもつ形式的特徴を若干備えていま

す。名詞に続く形が，第１類のように「の」を後接する場合と，動詞のように

形をいわゆる「連体形」に変える場合の両方が可能なものです。「ゼミでは環

境問題にカンシテ議論した｣，「武力行使をツウジテ国際平和を確立するなんて．

．．」の「かんして｣，「つうじて」が名詞に続く場合，「の」を後接して「環

境問題にカンシテノ議論｣，「武力行使をツウジテノ国際平和の確立」でも，

｢連体形｣(5)の「環境問題にカンスル議論｣，「武力行使をツウジタ国際平和の

確立」でもどちらも可能で，意味もさほど変わりません。両者の間でゆれてい

ます。そうはいっても，第１類と同様，「＊ゼミでの議論は環境問題にカンス

ル｣，「＊国際平和の確立は武力行使をツウジタ」のように，文末で使われるこ

とはまずありませんので，動詞としての特性は「連体形」をとる以外には持ち

合わせていないと考えられます。こうして，これらは典型的な後置詞へと向か

う一歩手前の段階であると言えます。

－６０－

連用的 連体的 意味

に格 かんして
かんしての／

かんする(-た）

たいして
たいしての／

たいする(‐た）

わたって
わたっての／

わたる(-た）

おうじて
おうじての／

おうじる(-た）

関係する対象

動作α感情・態度が向けられる対

象

空間的・時間的に広範囲の全体

様々な状況に対して事態を変化さ

せる

を格 めぐって

つうじて

めぐっての／

めぐる(-た）

つうじての／

つうじる(‐た）

争いや対立によって追求する対象

行為や`情報伝達の媒介／変化の原

因となる経験



表３．第３類の派生後置詞（名詞へ続く形が語源と同じ）

第３類（表３参照）はもはや不変化詞とは言えないものです。名詞に続く形

は語源である動詞のそれと同じです。「学習者のニーズにソッテ授業計画をた

てた｣，「世論調査にモトヅイテ政策を決定する」の「そって｣，「もとづいて」

の場合．名詞に続く形は「学習者のニーズにソッタ授業計画｣，「世論調査にモ

トヅク政策決定」となり，動詞の「連体形」と同じ手続きを踏みます。「??学

習者のニーズにソッテノ授業計画｣，「??世論調査にモトヅイテノ政策決定」と

言えなくもないのですが，比較的「連体形」のほうが自然に感じられます。さ

らに，これらの語群は「授業計画は学習者のニーズにソッテイル｣，「政策の決

定は世論調査にモトヅイテイル」と文末で用いることが可能な場合があり，し

かもシテイルという形も可能です。変化の自由度がより制限される第２類に比

べて，第３類は動詞の特性を多く残していることは明らかです。こうして，こ

れらは後置詞ではあるものの，典型からかなりの逸脱がみられる段階であると

いえます。

ここでは，二次形式の後置詞が残す動詞性を手がかりに，文法化が第３類→

第２類→第１類の順に進んでいること述べました。

３．３．後置詞による格支配

以上のように，同じ動詞起源の後置詞でも文法化の度合いには差があり，連

続的であることがわかります(Ｇ１。一方で，あらゆる段階に不変的に備わって

いる特性というものも見逃せません。それは，「格支配」という現象です。「し
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連用的 連体的｜ 意味

に格 おいて

そって

そくして

もとづいて

よって

おける

そう(-た）

そくす(-た）

もとづく(-た）

よる(-た）

出来事が起きる場所や時間／判断の範囲

長いものや時間を基準として

現実の状態に合わせて

基礎として

受け身文の動詞が表す動作の主体
／手段／根拠／由来・原因／状況

に応じた変化・対応



たがって」は常に二格をとる名詞とともに文上にたち，「めぐって」は常にヲ

格をとる名詞といっしょでなければ文上にはたちえません。「して」は二格を

とる名詞とも卜格をとる名詞とも結びつきますが．それぞれ意味が異なります。

｢親二したがう｣，「名所旧蹟ヲめぐる」のように，動詞「したがう｣，「めぐる」

もそれぞれ名詞には二格，ヲ格を要求し，「＊親ヲしたがう｣，「＊名所旧蹟二

めぐる」が言えませんが，それぞれの後置調にそれと同様の現象が名残りとし

て存在し，上記の表のように名詞にある一定の格を要求するわけです。

この際，これら助詞が表すのは名詞の二次形式への関連づけであり，具体的

な意味的役割はありません。名詞が二次形式の後置詞に対して抽象的に関係し

ていることを表すのに終始しています。対象が述語ではないにせよ，城田

(1993）の主張した文法的関係を表すという本来的な「格」に準ずる機能を有

しているわけです。意味的役割をもたないわけですから，二次形式の前にくる

助詞は後置詞でもなければ，後置調の一部でもないと考えたほうがよいでしょ

う。これらは二次形式の支配を受け，文法上の機能をはたすために名詞がとっ

た形にすぎないのです。

名詞起源のものは「の」を要求しますが。それも名詞の「格支配」の名残り

と考えてよいでしょう。

４．現代日本語の後置詞の体系

以上のようなことを踏まえつつ，いよいよ,意味論的カテゴリーとしての日

本語の後置詞の全体像を解き明かしたいと思います。表４１７１(ＰＲ12-13）を参

照ください。

様々な意味的役割のうち，一次形式のみで表されるものと，二次形式のみで

表されるもの，それから，その両方で表されるものとがあることがわかります。

ここで注目されることは，動詞語源の二次形式の場合，支配される名詞の格

が文法的関係を表し得る「文法格」と「副詞格」とに制限されているというこ

とです。これら二次形式はⅢ文法的関係を表さず，意味的役割を専ら表す「副

詞助詞」の「へ，とまで，より」には後接しないのです。この事実からも二

次形式の求める「助詞」は文法的関係を表す，ということが窺い知れます。

－６２－



「極限｣，「比較，近似」と「存在の場所」は一次形式のみで表されます。概

念自体がそう複雑ではないため，多くの形式は必要ないということでしょう。

なお！「存在の場所」は，場所を表す名詞に，位置を表す「うえ，した，まえ，

うしろ，みぎ，ひだり，なか。そと，となり，ちかく，あいだ，．．Ｊ等の

名詞と結びつき，これらの名詞が「に」格の形をとることで，より詳細な位置

を指し示し，後置詞に似たはたらきをします：「机のウエー写真があります｣，

｢郵便局は銀行のトナリニあります｣。しかし，これらの名詞はさまざまなタイ

プの述語と自由に格関係を結ぶことができ，後置詞をともなって様々な意味的

役割を表すことが可能なので，後置詞とはいえません：「山と海のアイダヲ通っ

た｣，「ビルのウエガ庭です｣，「駅のチカクデ友達に会いました｣，「木のウシロ

カラ少女が出てきた」等。

「動きの場所｣，「動きの方向｣，「時間的関係｣，「動作，状態の受け手｣，「動

作，状態の出どころ｣，「随伴｣，「原因，理由｣，「道具。手段，材料」などは，

一次形式でも二次形式でも表されます。一次形式は基本的な概念を表しますが，

二次形式ではより意味的役割の細分化が進み，それぞれの形式によって微妙な

意味の差異が表し分けられているといえます。

「用途，目的｣，「資格，立場｣，「代替，代償｣,「発言，思考，感情の対象｣，

｢限定｣，「離脱｣，「配分関係｣，「概数」といった意味的役割は，二次形式での

み表されます。－次形式に該当する意味を表すものがなかったため，その代役

として二次形式が発達したのでしょう。

こうして，意味的役割の体系を一次形式，二次形式それぞれが意味を分担し

つつ，補い合っている様があきらかになったわけですが，それこそがまさに二

次形式の発達を動機付けているのだと言えるでしょう。以下にまとめます。

（１）意味的役割の明確化

多義的であり，基本的概念を主に表す一次形式では言い表せない，微妙

なニュアンス，多様な意味をよりはっきりと示します。

（２）意味的役割の体系の補填

一次形式では言い表しにくい，あるいは言い表せない意味をよりはっき

りと示し，意味の体系の間隙を埋めます。
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表４現代日本語の後置詞

－６４－

愈味
・次形式

例

轍限 ｢まで１（限界） のどマデ満腹だ
比鮫．近似 と（異同の対象）

[より］（比鮫の対象）

実物ト似ている．本物卜異なる

那圃は浦添ヨリ大きい

空間的11Ｉ係 存在の場所

動きの姐所

動きの方向

に（存在の渇所）

で（､ﾉﾘきの場所）

から（起点）

まで（缶点）

を（j、遇する喝Iﾘﾃ〕

を（雌れる対象）

にて（動きの靭所〕

に（到莉点）

へ（力IfJj〕

へと（力IlII）

図書館二資料がある

図香館デ醜替する

家カラ空港まで歩く

スーパーマデとる

桐ヲわたる．公園ヲ上る

窮港ヲ離れる．パスヲ降りる

パーティは３階ホールニテ行います

サハリンニ行く

火阪へI(J1かう

市M1ヘト上る
時lllI的関係 に（時1111〕

で（範閉）

[から］（起点）

[まで］（軒点）
を（経過する時'１１１）

[までに:【陞界時）
にて（終了時）

６１時二起きる

１Ⅱデレポートを終える

朝カラ晩まで働く

fI:Ilill時マデ勉強する

ZfI:半ヲロシアで過ごす

21ＬＩマデニ趙文を書き上げる

受付は５時ニテ終ｒといたします

動作．状態の受け手 に（受け手） 妹二服をあげる

動作．状態の出どころ に（山どころ）

から（起点）

先J1;二紋わる．イビゾニ殴られた

父カラ卒をもらう

随伴 と（随伴） 太郎さん卜映画に行った

原因．理111 で（原因・理111）

[からこ（遠因,判断の機拠）

台風〒大学が休みになる

鋼衡結果カラ次のことが言える

ｉｎ具．手段．材料 で（道具・手段・材料）

から（材料）

パソコンデ書類を書く

あわもりは米カラ作る

ⅡI途．目的

資格．’h(１８１

代替．代償

発訂．忠苛．感情の対象

限定

離脱

配分関係

概数



［］内は文を受ける機能もある後徽祠
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~ﾖﾏ55富落１
二次 形式

幌Ｉ

に格 おいて（動きの場所）

かけて（２つ以上にまたがった出来車の範閉）

わたって（広い範囲全体）

そって（通過の基砺となる場所）

式典はＡ会釦にオイテ行われる

東北地方から北海道にカケテ大雪となるでしょう

台風はロ小全域にワタッテ猛威をふるった

川にソッテ山を降りた

の格 [ところに］〔終点たる事物に1句かっての動き）

[ほうに／ほうへ］（方向）

彼女のトコロニ遊びに行く

私のホウヘ来る

に格 して（意外な年齢や期間）

かけて（２つ以上にまたがった出来事の範囲）

わたって（広い範囲全体）

プレーオフ９賊台目にシテ初登場できた

昨夜から明け方にカケテ台風が通過した

ワールドカップは１ヶ月にワタッテ行われた

を格 つうじて／とおして（～の問ずっと）

もって（IlIl始，終了の区切りの時）

沖縄は１年をツウジテ温吸だ

４月をモッテこの大学に着任した

で格 もって（期間，終了時） 本日でモッテ研修会を終了する

Ｏ格 ごろ（おおまかな時刻） 今朝５時ゴロ地麓があった

に格 たいして（動作．感情，態度が向けられる対象）

むかって（動きが向けられる対象）

批判にタイシテ怒るのはよくない

親にムカッテそんな口をlHlくのか

に格 よって（受け身文の動詞が表す動作の主体） ｢リア正」はシェークスピアにヨッテ香かれた

に格 [おうじて１（事態が状況により変化〕

[したがって］（変化に相関して進展）
[そくして］〈現実の状態に合わせて〕
[つれて］（変化に相関して進展）

人は年齢にオウジテ学習していく

物価の上昇にシタガッテ生活は苦しくなった

法猷にソクシテ迅速に処理された

日本脳の上述にツレテ留学が楽しくなってきた
と格 ともに (変化や多様性への対応） 秋の深まりとトモニ山も美しく色付いた

に格 よって（膜因・理由〕 この不最気にヨッテ閉店することとなった

と格 [あって］（原因・理由〕 初めてのlⅡ場とアッテかなり緊張した

を格 つうじて／とおして（変化の原因となる維験） 国際交流をトオシテ両国の相互理解がはかられた

で格 もって（蝋因・理由） 大雪でモッテ電１１ｴはストップした

の格 [ために］（理由）
[おかげで］（望ましい結果の理由）
[せいで］（望ましくない結果の理由〕

嫉妬のタメニ2人は別れた

君のオカゲデたすかった

駁音のセイデ夜も眠れない

に格 よって（道具・手段・材料）

もとづいて（基礎として）

その問題は話し合いにヨッテ解決しよう

この映画は歴史的嚥突にモトヅイテ作られた

を格 つうじて／とおして（行為や情報伝達の媒介） そのことはテレビのニュースをヅウジテ知った

で格 もって〔道具一手段・材料） 紙でモッテ人形を作製する。

の格 [ために］（目的・利益） 全般的利益のタメニ細かいことにはこだわるな

に格 とって（立場） 当人にトッテ迷惑な回舌だ

と格 して〔資格・役削） この大学には辮師とシテ赴任した

に格 かわって（代替） 本１Ｊは社長にカワッテ私があいさつします

の格 [かわりに］（代替）
｢ほかに］（範囲外）

人'111は快適さのカワリニ自然を破壊した

レポートのホカニ実習にも行かなければならない

に格 ついて（発首．思考，感惰の対象〉

かんして（関係する対象）

日本錨教授法にツイテ私は何も知りません

この'111題にカンシテもっと真剣にとりくむ必要がある

を格 めぐって（争いや対立によって追求する対象） 干潟埋め立てをメグッテ賛否両論飛び交っている

に格 おいて（判断の範DII） 容疑者は大筋にオイテ犯行を饗めた

に格 かかわらず］（変化や多様性への不対応） このデパートはBMN日にカカワラズ．いつも込んでいる

を格 ､とわず］（複数蔑素の状況への不対応） 今I可は年齢．性別をトワズ．募集いたします

Ｏ格 ずつ（配分）

あたり（W1合）

おきに（間隔）

一日一一度一皿ズツ食べた

この飴は１個アタリ１０円します

３日オキニ出勤しています

Ｏ格 ぐらい（おおまかな数値）

ほど（おおまかな数値）

昨日は１時間グライ走った

先珊Hは論文を20本ホドお書きになった



５．名詞につづく後置詞

これまでは動詞や形容詞など，文の主成分を修飾する副詞的成分を形成する

ものを中心に論じてきました。副詞的成分ではありますが，形を変えることに

よって名詞を限定修飾する成分としても利用可能であることは，名詞に続く形

を検証したことから明らかです。ここでは，名詞を限定することを主要な機能

とする後置詞について論じます。

５．１．－次形式一「の」

いうまでもなく，名詞が名詞を限定する主要な機能をもつ一次形式は「の」

です。「の」が述語との関係を示さないことから，格助詞とはいえない，とい

う議論はいまや一般的に受け入れられつつありますが，後置詞を名詞が文中で

意味的役割を表すシステムととらえる限り,名詞に対して何らかの意味的役割

を付与する「の」も後置詞であると考えてよいでしょう。「の」は名詞を名詞

によって限定するという文法的関係を築きながら，限定される名詞にたいして

限定する名詞は様々な意味的役割を付与されます：「これは花子さんノかばん

です（所有)｣，「数学ノ本を買いました（内容説明)｣，「銀行ノ隣に花屋があり

ます（位置基準)｣，「先日学会誌で田中さんノ論文を拝見いたしました（作成

者)｣，「私が室長ノ星山です（同格)」等。

５．２．二次形式

次に，名詞を限定する機能を主要な機能としてもつ二次形式の後置詞を挙げ

ます（次ページ表５参照)。名詞に続くのが義務的であるものと，名詞に続く

方が普通のもので，副詞的にも使われるものとがあります。前者は動詞の「連

体形」をとり，後者は「ようの」以外は動詞の「連用形」（｢~masu」に続く形）

に「の」を後接します。

０格を要求する，「随伴｣，「離脱｣，「用途・目的」をあらわす後置詞「いり

の｣。「つきの｣，「ありの｣，「ぬきの｣，「なしの｣，「むきの｣，「むけの｣，「よう

の」は名詞に続く形の「の」を省略することも多いです：「レモンイリコーヒー｣，

｢種ナシぶどう｣，「上級者ムキマニュアル｣，「成人ムケ映画｣。そのことから、
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表５．名詞に続く二次形式の後置詞

これらを名詞の接尾辞ととらえる見方もあります。

また，これらは動詞などの述語に続くことも可能です：「彼女は予告ナシデ

現れる｣，「この部屋は書斎ヨウニ作ったのだ｣，「この文法書は海外の日本語教

師ムケニ書かれた」等。

「関係する対象」を表す後置詞「まつわる｣，「かかわる」は，「まつわって」

や「かかわって」などの形がなく，動詞などの述語に続くことができません。

特に，「まつわる」は「＊不思議な話はこの遺跡にマツワル」のように文末で

用いられることもありません。

６．結

今まで後置詞とされてきたものには，いわゆる「格助詞」のほかに複数の語

が結び合わさって’全体としてｌ語の格助詞に準ずる機能を果たすようになっ

たものがあります。

「格助詞」には，名詞の語義とあいまって具体的意味を表しつつ，述語にか

かるものと，名詞の語義から一応開放され，文中での抽象的役割をはたしつつ，

述語にかかるものの２類があります。具体的意味とは意味的役割であり，文中

での抽象的役割とは文法的関係のことで，主語だとか補語だとかいった文の成

－６７－

意味 求める格 形式（意味） 例

随伴 Ｏ格

いりの（混入）

つきの（附属）

ありの（付帯状況）

ミルクと砂糖イリノ紅茶

庭ツキノ一戸建て

問題アリノ家庭

離脱 Ｏ格
ぬきの（不要）

なしの（付帯しない物や状況）

わさびヌキノにぎり

アルコールナシノパーティ

用途・

目的
Ｏ格

むきの（適した使用対象）

むけの（意図した使用対象）

ようの（用途）

パーティームキノドレス

子供ムケノ絵本

喫煙ヨウノ部屋

関係す

る対象
に格

まつわる（関係する話）

かかわる（関係する対象）

遺跡にマツワル不思議な話

将来にカカワル重要な問題



分であることを示す文法的機能です。

意味論的カテゴリーとしての後置詞とは名詞が文中で意味的役割を演じる時

とるかたちのシステムをいいます。「格助詞」の機能が文法的関係を表すこと

にあるとしても，文上はなんらかの具体的な意味的役割を演じなければなりま

せん。したがって，「格助詞」も後置詞の一部ということになります。

この意味的役割の表し方は少なくとも2つのレベルに区別できます：［１］語

源的に他の何らかの品詞と直接に結びつけることが困難な一次形式；［２］他

の何らかの品詞から派生した三次形式。［ｌ］が表すのは基本的な概念であり，

[２］はきめ細かく分化した意味的役割を表し分けます。

二次形式には動詞起源のものと名詞起源のものとがあり，組み合わさる名詞

のとる格はそれぞれの語ごとに決まっており，名詞と二次形式との文法的関係

を表します。動詞が「格支配」するのと同じです。

一次形式で表される意味的役割には，「極限｣．「比較，近似」と「存在の場

所」があります。

一次形式でも二次形式でも表される意味的役割には，「動きの場所｣，「動き

の方向｣．「時間的関係｣，「動作，状態の受け手｣，「動作，状態の出どころ｣，

｢随伴｣，「原因，理由｣，「道具，手段，材料」などがあります。－次形式はこ

れらの基本的な概念を表しますが，二次形式ではより細分化された微妙な意味

の差異を表し分けます。

二次形式でしか表されない意味的役割には「用途，目的｣，「資格，立場｣，

｢代替，代償｣，「発言，思考，感情の対象｣，「限定｣，「離脱｣，「配分関係｣，

｢概数」などがあり，一次形式で表せない意味的役割を補充します。

それぞれの後置詞には名詞に続く形があるのが普通ですが，名詞に続くのが

主要な機能である後置詞もあります。

従来，ここで後置詞として論じてきた表現は意味・用法の解明を中心に行わ

れてきました。そこから，多様な意味をもつ格助詞の意味をはっきりさせたり，

また，従来の格助詞では表せない意味を表すための，種々の結合形式の存在が

明らかになりました。その一方で，これらの結合形式が全体としていかなる体

系を形成しているのか，という疑問は解決されておりませんでした。従来の研

－６８－



究ではこれらの形式は「複合格助詞｣，「格助詞相当句｣，「格助詞相当連語」と

いった呼び名で表されますが，それはつまり，この種の研究が格助詞と同じ意

味を表すものすべてを，形にこだわらずにいっしょくたに取り扱おうとする，

意味中心のスタンスでしか行われてこなかったことの現れだと思われます。

本稿では，従来「格助詞」とよばれていたものと「複合格助詞」とよばれて

いたものの両者を，文上の名詞に述語に対する意味的役割を表す「後置詞」と

いう意味論的カテゴリーとして定めつつも，形式上，手つづき上の違いから，

前者を一次形式，後者を二次形式と区別することで，その意味の体系をそれな

りに解明できたように思います。

一方で，ここで取り扱えなかった二次形式の後置詞はまだまだ存在します。

頻度の低いものや，語源の意味・機能の影響が強いもの，名詞ではなく，動詞

に後接して「接続助詞」的働きをするほうが主であるものなどは，今回は考察

の範囲から除外しています。これらを「後置詞」として認めるかどうか，認め

るなら体系にどのように位置付けるか，認めないなら，いったいそれはいかな

るカテゴリーと考えるのか，課題は山積しています。

註

(1)砂川（1987）のように，名詞を含めない「助詞の部分も含めた『にとって』，

『だけあって』，『であれ』全体をひとつの助詞相当の単位」と考え，「複合格

助詞」とする見方もあり，日本語教育の立場ではむしろこうした考え方が一

般的です（友松（他）（1996)，庵（他）（2001))。この場合でも，従来の

「格助詞」と同等か，それに準ずる文法形式としての存在が前提となってい

る点では，「後置詞」を主張する立場と変わるところではありません。

(2)城田（1993）での「卜,」は「友人卜食事する｣，「卜２」は「岡田が大臣

卜なった」の例で代表されるものです。

(3)本稿はこの城田（1993）の格についての考え方を強く指示するものですが，

便宜上，「格助詞」という用語を，慣例どおり，「が，を，に，へ，と，から,

よりまで，で」等に対して用います。

(4)「Ｎにかかわらず｣，「Ｎをとわず」等の古い否定形を起源にもつ後置詞の
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場合，名詞と後置詞との間に助詞の介在を認めます：「台風にモかかわらず｣，

「年齢をサエとわず」．．．

(5)ここでは「連体形」という用語を名詞へ続く際にとる形という意味で用い

るので，動詞の場合は「辞書形」と「V-ta形」の両方をさします。

(6)名詞起源のものも動詞起源のと同様に文法化の進んだものとそうでない

ものが存在します。（鈴木（1969），砂川（1987)，村木（1991)）

(7)表４のうち，一次形式はその語源がはっきりしないものですが！「へと」

や「にて」といった，いわゆる「格助詞」の複合したものも￣次形式に含め

ています。また，二次形式は頻度が高そうなものを中心に挙げてみましたの

で，この表ですべての後置詞を言い尽くしたつもりではありません。
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On postposition in present-day Japanese

Soejima Kensaku

Abstract: Postposition in Japanese has been regarded as a part of

speech, corresponding to Preposition in Indo-European. However, no

satisfactory answers have been given to the questions: (i) what is

Postposition, (ii) which should be called Postposition: Case particles: N

(Noun) -ga, N-o, N-ni, N-e, N-to, N-yori, N-kara, N-made and N-de

forms or the compound forms from a Case particle and an auxillialy

word: N-ni tsuite, N-ni yoUe, N-ni kanshite forms and so on, and (iii)

what is its system as Semantic category, expressed by the noun phrase

with Postposition. The purpose of this paper, then, is to provide a

satisfactory answer to these problems.

Postposition is the system of the forms, having Noun to play

semantic roles to the predicate in a sentence and different from Case,

having the noun to play grammatical relations to the predicate. So, we

admit both Case particles with Semantic roles and the compound forms

from a Case particle and an auxillialy word with Semantic roles to

Postposition.

Namely Postposition consists of 2 forms level: [lJ the primary

form, which it is difficult to relate to any parts of speech; [2] the

secondary form, which is undoubtedly derived from some other parts of

speech: verb, noun etc. [1] expresses the fundamental notions and [2]

expresses subdivided Semantic roles. Thus each of them fills in the

blank of system of Semantic roles in Japanese.
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