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夏　瑞紅：複合辞の意味用法に関する一考察

１．先行研究

まず、複合辞の認定基準について、永野（1953）、

砂 川（1987）、 森 田 ·松 木（1989）、 松 木（1990・

1992）などの先行研究がある。これらの基準をまとめ

てみると、次の三つとなる。

①意味：単なる構成要素の要素のプラス以上の意味を

持つ。

②語形：構成要素の結合が固定しており、他語との交

替、多語の挿入、構成要素の省略ができない。

③文法機能：用言を構成要素とする複合辞は、その用

言の文法的範疇（ヴォイス、テンス、アスペクト、

格関係など）が失われる。

　また、複合辞の分類については、意味機能による基

準（森田・松木（1989）、松木（1990・1992））と形

態による基準（松木（1990））がある。前者によれば、

「助詞の働きをするもの」、「助動詞の働きをするもの」

（下に、「順接条件」、「逆接条件」など意味による下位

分類がある）などの分類があり、後者によれば、「助

詞・助動詞のみが２つ以上複合してできた複合辞」、

「形式名詞を中心にして複合した複合辞」、「形式用言

を中心にして複合した複合辞」の三種類に分けられて

いる。

２．本稿の研究対象と考察資料

　本研究では前述した先行研究を参考に、松木（2005）

に従って、下記複合辞を研究対象とする。

順接関係の中の因果関係を表す複合接続助詞

①だけに、だけあって、ばかりに、もので、ものだか
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ら、からには、以上（は）、うえ（は）、かぎり（は）

②逆接関係の中の既定逆接関係を表す複合接続助詞

からといって、とはいえ、と（は）いっても、とはい

うものの、とはいいながら、としても、にしても、に

したって、にしろ、にせよ

考察資料については、主に文学作品を考察資料と

し、明治から平成にわたる作品を扱っている（翻訳作

品除外）

『明治の文豪』、『大正の文豪』、『新潮文庫の100冊』、

『日本ペンクラブ（http://www.japanpen.or.jp/）

３．今までの考察（因果関係を表す複合辞を中心に）

３．１　「だけに」、「だけあって」、「ばかりに」

①だけに

ⅰある事柄の一般的性質を表し、その性質から自然に

推測できる結果を述べる

例１　奥さんは年を取っているだけに、私よりも

ずっと落ち付いていました。（『こころ』）

ⅱ前件の原因があったため、後件が普通の結果より、

程度が激しい結果になる

例２　で、久く無言で相対していたが、何となく二

人の間にもう千里万里の隔が出来たようで、今

の先までは水も漏さぬ間であっただけに、甚だ

居心が悪い。（『其面影』）

ⅲ前件の原因で後件が予想外の結果になる

例３　すべて自分の周囲があまり綺麗に調っている

だけに、居心地が新らし過ぎて彼は容易に落ち

つけなかったのである。（『報告』）

要　　約

複合辞は日本語の中に数多く存在し、色々な意味領域にわたって各自独特の機能役割を果たしている重要な言葉の一種である。ある

意味領域において、どのような複合辞が存在しているか、これらの複合辞がどのような意味用法で使用されているかは究明する必要の

ある課題である。一方、一つの複合辞は一般、一種以上の意味用法を持ち、多義的に使われている。これらの意味用法の間の繋がりを

分析することにより、複合辞の意味用法をより的確に理解し、複合辞意味用法発展の脈絡を把握することも重要な研究課題だと思う。

本稿は複合辞の中から、因果関係と逆接関係を表す複合接続助詞の二つのグループを代表に挙げ、コーパスから収集した用例を利用し

て、この両意味領域における各複合辞の意味用法及び各意味用法の繋がりを共時的な視点から分析する。その上、各複合辞の意味用法

の発展プロセスから、複合辞意味用法発展プロセスにおける特徴や方向性を考えようと思っている。

【キーワード】

複合辞、複合接続助詞、因果関係、逆接関係、コーパス、意味用法発展プロセス
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②だけあって

ⅰ前件から自然に推測できる状況を述べる

例４　母は兄を大事にするだけあって、無論彼を心

から愛していた。（『行人』）

ⅱ前件の事柄に見合う性質を述べる、後件は基本的に

プラス評価を加える

例５　さすが専門家だけあって話すことがすべて精

しかった。（『千曲川のスケッチ』）

③ばかりに

ⅰ「～たいばかりに」の形で、前件の要望を達成しよ

うと思うのが原因で、後件の行動を取る。

例６　「そんなら、お前さんはもう未練はないのか

い――あの小竹の古い店の暖簾に」それを聞い

て見たいばかりにお三輪はわざわざ浦和から出

て来たようなものであった。（『食堂』）

ⅱ前件のおかげで、後件がいい状況になった（史的用

法）

例７　幸ひ、馬の前足が道路のふちにとまつたばか

りに、僅かに引きあげられて、生命に異状がな

くツてすんだ。（『断橋』）

ⅲ２前件のせいで、後件の良くない事態が発生した

例８　するとお米はすぐひがんで、その身が貧乏

で、無教育な夫を持っているばかりに、兄弟に

までもこう馬鹿にされると思う。（『生』）

表１　「だけに」、「だけあって」、「ばかりに」意味用法一覧

複合接

続助詞

構成要素

の意味
基礎的な用法

意味拡張

段階１　
意味拡張

段階２

だけに 自 然 の 流 れ に

よって推測でき

る結果を述べる

程度の激しい

結果

予想外の

結果

だ け

あって

自然の流れに

よって推測でき

る結果を述べる

前件に見合う

性質

ばかり

に

「ばかり」

の限定意

味

「だけのために」

「だけの原因で」

～の原因

ⅰ～のせいで

ⅱ～のおかげ

で

～のせい

で

３．２　「もの」系因果関係複合接続助詞

①もので

ⅰ原因理由を婉曲的、控え目に述べ、解釈する

例９　《あなたは、植物に詳しいのね》シスターは

言った。

　　　　《いいえ、そんなことはないんです。友達の

うちにあって、そこの家へ遊びに行く度に、葉

を摘んでは、母のところへ持って行ってたもの

で、この木だけ知ってるんです》（『太郎物語』）

ⅱ会話において、謝るときの原因·理由を表す
例10　「いやどうも」と頭を下げて「お仲間とは知

らんもので、御無礼を申しました」（『おとこ

鷹』）

②ものだから

ⅰ会話において、謝る時の理由を述べる

例11　「あら、まだ袴を御脱ぎなさらないの、随分

ね」と細君は飯を盛った茶碗を出す。「忙がし

いものだから、つい忘れた」（『野分』）

ⅱ前件の原因で、後件のよくない状況が発生した意味

で、文句や残念の意を表す

例12　或時彼は台所の戸棚へ這入って、鍋の中へ落

ちた。その鍋の中には胡麻の油が一杯あったの

で、彼の身体はコスメチックでも塗り付けたよ

うに光り始めた。彼はその光る身体で私の原稿

紙の上に寐たものだから、油がずっと下まで滲

み通って、私を随分な目に逢わせた。（『硝子戸

の中』）

表２　「もの」系因果関係複合接続助詞意味用法一覧

複合接

続助詞
構成要素の用法

基礎的な

用法
拡張段階１

もので「もの」の一般化

機能 ⇒「ものの」

婉曲的効果

原因理由

を婉曲的

に述べる

謝る時の理由

表現

ものだ

から

「もの」の一般化

機能 ⇒「ものの」

婉曲的効果

謝る時の

理由表現

前件のせいで、

後件によくな

い状況発生

３．３　限度・範囲系因果関係複合接続助詞

①からには

ⅰ前件状況から自然に推論できる結果を述べる

例13　「こんな事でまた一人敵を作るのは辛いが、

それだけの犠牲を払うからには、立派な仕事も

出来るだろう。何しろこれを機会に勉強しよう

や、なあ久能」（『選任』）

ⅱ前件がある状況になった以上の意で、後件がその状

況にふさわしい認識に制限され、なにかをせざえな

くなり、もしくは仕様かなくなり、残念、諦めの意

を表す

例14　どうせ嫁に来たからには出る訳には行かぬ。

然し連れ添う夫がこんなでは、臨終まで本当の

妻と云う心持ちが起らぬ。（『野分』）

例15　『どうせ兇状持ちになったからには、いくら

くよくよしても仕様がないじゃないか。度胸を
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据えて世の中を面白く暮すのが上分別さ』と、

市九郎の心に、明暮悪の拍車を加えた。（『恩讐

の彼方に』）　

ⅲある状況になった以上との意味で、後件が意志表現

になっている

例16　「たかが戯作だと思っても、そうは行かない

事が多いのでね」「それは私の絵でも同じ事で

す。どうせやり出したからには、私も行ける所

までは行き切りたいと思っています」（『戯作三

味』）

ⅳ前件事態の原因になっている状況を推論する

例17　えびす三郎といふのは、源平盛衰記か太平記

かから顏を出して居られると覚えたが、三郎と

いふからには弟であらうて。（『太公望』）

②以上（は）

ⅰ前件状況から自然に推論できる結果を述べる

例18　「それで貴方はそのお考えどおり実行するお

つもりなのですか」「勿論です。人に言った以

上、守るのは当り前です」青年は厚い胸を心も

ち張りながら言った。（『花埋め』）

ⅱ前件がある状況になった以上の意で、後件がその状

況にふさわしい認識に制限され、何かをせざるえな

くなり、もしくは仕様がなくなり、残念、諦めの意

を表す

例19　道也には妻がある。妻と名がつく以上は養う

べき義務は附随してくる。自からみいらとなる

のを甘んじても妻を干乾にする訳には行かぬ。

例20　「三千代の病気は今云う通り軽い方じゃな

い。この先どんな変化がないとも限らない。君

も心配だろう。然し絶交した以上は已を得な

い。僕の在不在に係わらず、宅へ出入りする事

だけは遠慮して貰いたい」（『それから』）

ⅲある状況になった以上との意味で、後件が意志表現

になっている

例21　「そりゃ兄さんは義理堅いから、Ｈさんと約

束した以上、それを実行する積だったには違な

いけれども……」（『行人』）

ⅳ前件事態の原因になっている状況を推論する

例22　その時、フェレイラ師が何と答えられたか憶

えていませぬ。憶えていない以上、私の疑問を

一挙に氷解してくれるほどのものではなかった

のでしょう。（『沈黙』）

③上（は）

ⅰ前件の状況によれば、後件の結果になるのが自然で

ある

例23　玉鬘は、内大臣が大切にかしずく女御にも劣

らず、美しくたしなみある姫君であったが、こ

んど大将の妻となり、男の子さえ儲けた上は、

もはや押しも押されもせぬ貴婦人であった。

（『新源氏物語』）

ⅱ前件がある状況になった以上の意で、後件がその状

況にふさわしい認識に制限され、何かをせざるえな

くなり、もしくは仕様がなくなり、残念や諦めの意

を表す

例24　杉は両隊長に言った。とにかくこうなった上

は是非がない。軍艦の襲撃があるかも知れぬか

ら、防戦の準備をせいと云った。（『堺事件』）

ⅲある状況になった以上との意味で、後件が意志表現

になっている

例25　三国同盟が出来たのは致し方がないが、かく

なった上は、日米戦争の回避に極力御努力を願

いたいと思います。（『山本五十六』）

④かぎり（は）

ⅰ「かぎり」の「範囲・境界線」意味に基づく「前件

状況の範囲内にあれば」、「前件状況の境界を超えな

ければ」の意味

　　前件述語によれば、状態存在系の「範囲・境界」

と動作継続系の「範囲・境界」に分類することがで

きる。

例26「事実ですもの、それをちゃんと知ってる私に

隠せる訳がないじゃありませんか、いくら外の

人を騙す事が出来たって。それもあなただけの

事実ならまだしも、二人に共通な事実なんだか

ら、両方で相談の上、何処かへ埋めちまわない

うちは、記憶のある限り、消えっこないでしょ

う」（『明暗』）

例27　地上に、風や流れがある以上、砂地の形成は、

避けがたいものかもしれない。風が吹き、川が

流れ、海が波うっているかぎり、砂はつぎつぎ

と土壌の中からうみだされ、まるで生き物のよ

うに、ところきらわず這ってまわるのだ。（『砂

の女』）　

一方、前件事態の「裏面」の成立度により分類すれ

ば、条件的用法と強調的用法に分けることができる。

例28　今、嫂達は彼の側に居る。けれども自分の秘

密がこの人達に隠してあるかぎり、長い留守の

間の事で言出し得ることはほとほと少かった。

（『新生』）

例29　「(前略 )それだから苟も人類の地球の表面に
存在する限りは夫婦と芸術は決して滅する事は

なかろうと思います /」（『我輩は猫である』）
ⅱ前件状況から自然に推論できる結果を述べる
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例30　現に僕はかう云ふ人々の中に二三の詩人た

ちを数へてゐる。僕は一生のどの瞬間を除いて

も、今日の僕自身になることは出来ない。かう

云ふ人々の作品も（僕はその作家の名前を知ら

なかつたにしろ）僕に詩的感激を与へた限り、

やはりジヤアナリスト兼詩人たる今日の僕には

恩人である。（『文芸的なあまりにも文芸的な』）

ⅲ前件がある状況になった以上の意で、後件がその状

況にふさわしい認識に制限され何かをせざるえなく

なる

例31　近代の日本の文芸は横に西洋を模倣しなが

ら、竪には日本の土に根ざした独自性の表現に

志してゐる。苟くも日本に生を享けた限り、斎

藤茂吉も亦この例に洩れない。（『小品・随筆』）

表３　限度・範囲系因果関係複合接続助詞意味用法一覧

複合接

続助詞

構成要素の

意味
基礎的な意味 拡張段階１

からに

は

「から」の境

界線（基点）

意味（最低

限度を表す

境界線）

ある状況から自然

に推論できる結果

を述べる

Ⅰ一般的常識的な

流れ

Ⅱ個人的な流れ

1．1.1制限用法
　 1.2意志用法
2．自然の流れによ
り、ある結果事態

の原因を推論する

以上

（は）

「以上」の境

界線意味（最

低限度を表

す境界線）

ある状況から自然

に」推論できる結

果を述べる

Ⅰ一般的常識的な

流れ

Ⅱ個人的な流れ

1．1.1制限用法
　 1.2意志用法
2．自然の流れによ
り、ある結果事態

の原因を推論する

うえ

（は）

「うえ」の

境界線意味

（最低限度を

表す境界線）

と「 累 加 」

の意味

ある状況から自然

に」推論できる結

果を述べる

（一般的常識的な

流れ）

1．1.1制限用法
　 1.2意志用法

 1.21自分に対
 して：意志

 1.22他人に対
 して：依頼、

 願望　　 　

かぎり

（は）

「かぎり」の

「範囲·境界
線」意味（最

高限度を表

す境界線）

範囲用法 ある状況から自然

に推論できる結果

を述べる

４．まとめ

今までの考察を通して、因果関係を表す各複合辞の

意味用法、意味用法間の繋がり、及び所属する因果関

係複合接続助詞グループにおける位置づけがだいたい

分かった。また、同じ論理関係を表す複合接続助詞の

中に、同一もしくは意味の近似している構成要素に基

づいて、意味用法の類似する複合辞グループを結成す

る傾向があり、結成されたグループには意味用法発展

において似たようなプロセスが見えることも明らかに

なった。

今後は逆接関係を表す複合時の意味用法を分析する

と同時に、先行研究を参考しながら各複合辞意味用法

の展開プロセスから、それぞれのグループ間の意味用

法の拡張プロセスの特徴を考えようと思う。
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