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第 1 章 序論 

 

1.1 例示とは 

本研究は、例示の機能をもつ助詞「ナド」「ナンカ」「ナンテ」「トカ」の意味分析を行

ったものである。 

ここでまず、この「例示」とはどのようなものなのかについて考えてみたい。「例示」に

関する諸研究を見てみると、「例示」は大きく分けて 2 つの行為であることがわかる。まず

一つが、「ようだ」「みたいだ」といった表現に代表される、「物事や事態を、類似する他

の物事や事態になぞらえて示す（『日本語大辞典』2014:1684）」という行為である。これは

「比況」とも呼ばれるものである。そしてもう一つが、「一つの事物に言及しながら、その

周辺のものが含まれていることを示す（水谷 2010:125）」という行為である。これには、「～

たり～たり」や「～や～や」のように例と例の間に置かれうるものと、「～など」「～なん

か」のように例の最後にしか置かれないものとがある。 

本研究では、便宜上、前者を「比況1」、後者を「例示」と呼ぶこととし、仁田(1982)の助

詞の意味記述において、「例示」という表現が使われていた、「デモ」「ダッテ」「ナンテ」

「ナド（ナンカ、ナンゾ）」「クライ（グライ）」「ナリ（ナリト、ナリトモ、ナト）」「ヤ」

「ヤラ」「ダノ」「トカ」「ノ」の以上 17 語を「例示」の機能をもつ助詞とする。これら

17 語の例示の用法を前述の 2 分類で分けると以下のようになる。 

 

【例と例の間に置かれうるもの】 

・ダッテ、ナリ、ヤ、ヤラ、ダノ、トカ、ノ 

【例の最後に置かれるもの】 

・デモ、ナンテ、ナド、ナンカ、ナンゾ、クライ、グライ、ナリト、ナリトモ、ナト 

 

これらの「例示」の機能をもつ助詞は、個々の表現ごとに用法の特徴や広がりは異なるが、

話者の心情的な態度を反映し、待遇性をもつ場合も多いとされており（大和 2010a、水谷 2010）、

会話において重要な役割を担っているといえる。 

 

これらの「例示」の機能をもつ助詞を説明する際、「例示」と同様にしばしば用いられる

用語に「列挙」というものがある。ここで、「例示」と「列挙」の違いについて考えてみた

                                                        
1 『日本語大辞典』は、この「比況」の意味が「例示」とも隣接していると述べている。

これについて、「ような」の例を二つ挙げ、「夏目漱石のような小説家になりたい」と言え

ば「比況」ととれるが、「夏目漱石のような小説家も紙幣に載った」と言えば「例示」の意

味となると説明している。 
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い。寺村(1991)では「トカ」の説明として「ヤ」との違いを述べる中で、「例示」と「列挙」

の違いを次のように説明している。 

 

一部だけをあげて、他にもいろいろあり得ることを暗に示す点は「ヤ」と似ているが、

「ヤ」が単に「一部列挙」であるのに対して、これは「一部例示」である点が異なる。

「例示」が「たんなる列挙」とどう違うかというのは、抽象的にいうと難しくなるが、

端的に言うと、「たとえば……」といえるのが「例示」だといってよい。（寺村 1991:211） 

 

さらに寺村は、この説明の例として以下の(1)(2)をあげ、向こうで走っている何人かの人を

見て、(1)は言うが、(2)は不自然だとしている。 

 

 李君や、林君や、王さんが走っている。 （寺村 1991:211） 

 ？李君とか、林君とか、王さんとかが走っている。      （寺村 1991:212） 

 

中俣(2015)は寺村(1991)のこの説明を受け、「トカ」の「例示の特徴を聞き手の知識には存

在するが、聞き手の中では活性化されていない、いわゆる新情報を談話に持ち込んで『例え

ば A とか B とか』ということであると規定する」とし、寺村の例文(1)(2)に対して、「見な

がら言っている状況では走っているということは聞き手にとって既知であり、新情報ではな

いからであると考えられる」と解釈を加えている。 

ここで「ナンカ」の例を基に、「聞き手にとっての新情報」とはどういうことかを考えて

みる。 

 

 赤い水玉模様のハンカチに包まれた小さな四角い箱を掲げてみせると、亜美は照れく

さそうに肩をすくめた。「どうってことのない、普通のお弁当よ。ウインナーの焼い

たのとか、卵焼きなんかが入ってるの」  （小池真理子『夜ごとの闇の奥底で』） 

 「あっ、これなんかええんとちゃうかなあ」あつみがひきぬいたのは、シックで美

しい色合いが組み合わされた、しゃれた絵のカードだった。  

 （令丈ヒロ子『ホンマに運命？』） 

  

(3)はお弁当がハンカチに包まれている状況での会話で、中が見えない状態で中身を説明し

ているため、聞き手にとって新情報となる。しかし、中身をしっかり見せて、聞き手が中身

を把握した状態で説明する場合「ナンカ」を使うのは不自然となる。また、中身が見えてい

なかったとしても、中身を 1 つずつすべて説明してしまっては「ナンカ」は使えない。しか

し(4)の場合は「これ（＝カード）」を見せた状態で「ナンカ」を使っている。この場合でも

「例示」といえるのは、「これ」以外の例が聞き手にはっきり示されておらず、それらが、

新情報となるからだと考えられる。つまり、「聞き手にとっての新情報」とは、(3)のように、
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明示されている例も暗示されている例も聞き手にとっての新情報となっている場合と、 (4)

のように、暗示されている例が聞き手にとって新情報となっている場合があると考えられる。

ここから「例示」における例の示し方として、明示する例は場合によっては聞き手に直に提

示してもよいが、暗示される例は未知の状態でなければならないということがいえる。 

 

 

1.2 分析対象 

本論文では、前述の仁田(1982)の「例示」の機能をもつ 17 語の助詞のうち、「ナンテ」「ナ

ド」「ナンカ」「トカ」の 4 語を分析対象とする。 

これら 4 語を分析の対象とするのは、まず「ナド」が「例示」の機能をもつ助詞の中でも、

一般的な表現であるだけでなく、以下のように、例を示す用法（＝例(5)）以外にも、様々な

用法をもつためである。 

 

【例を示す】 

 ムンクには、「叫び」のほかに、「マドンナ」や「病める子」などの作品がある。 

【印象を弱める】 

 お客様、こちらの服などどうですか。 

【顕著なものを際立たせる】 

 このお店は人気で、昨日など、3 時間待ちだった。 

【否定的なものを際立たせる】 

 お前の顔など見たくもない。 

 

(6)は、「こちらの服」の印象をやわらげるような用法であるのに対し、(7)は「昨日」を顕

著な例として、(8)は「お前の顔」を否定的なものとしてそれぞれ際立たせる用法である。 

そして、「ナンカ」「ナンテ」「トカ」も以下の例のように、それぞれ「ナド」と置き換

えることができる。 

 

 ムンクには、「叫び」のほかに、「マドンナ」や「病める子」などの（なんかの／

なんて／とかの）作品がある。 

 お客様、こちらの服など（なんか／なんて／とか）どうですか。 

 このお店は人気で、昨日など（なんか／なんて／とか）、3 時間待ちだった。 

 お前の顔など（なんか／なんて／とか）見たくもない。 

 

印象を弱めることと、際立たせることは、その効果としては、対立するものだといえるが、

このように対立する意味へ拡張している例は、これら 4 語以外の「例示」の機能をもつ助詞

にはみられない。「例示」を表す形式で、異なる対立した意味が表せるのはなぜなのだろう
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か。この疑問に対し、本論文では認知言語学の「カテゴリー」の観点を取り入れ考察を行う。 

 

 

1.3 例示とカテゴリー 

「例を示す」際に、明示された例から、複数の暗示された例を想起するという過程は、そ

の明示例に基づく「カテゴリー」を想起することと同義だといえる。例えば、「カレーには

ニンジンやジャガイモなどをいれる」と言った場合、ニンジンやジャガイモ以外の例を想起

する過程で私たちは、様々な食材の中からカレーに入れてもよい具材を「カテゴリー化」し、

「カレーの具材」という「カテゴリー」を想起しているということである。 

また、一見「例示」とは関係がなさそうな「顕著なものを際立たせる」「否定的なものを

際立たせる」といった他の意味においても、その対象を形容したり評価したりする場合、そ

こには「比較」という認知能力が働いていることに気づく。例えば、あるものを「大きい」

と形容する場合、話者の中に何らかの基準があり、それと対象とを「比較」している。同様

に、あるものを「悪い」と評価する場合にも、基準となる「理想とする対象（群）」との比

較が起きている。つまり、対象を「顕著だ」という場合にも、「否定」する場合にも、基準

となる対象（群）が必要となるということである。ここから、「例示」同様、「顕著なもの

を際立たせる」「否定的なものを際立たせる」といった他の意味においても何らかの「カテ

ゴリー化」が起きていると考えることができる。 

 

 

1.4 問題点と研究の目的 

これまでの助詞に関する研究を見てみると、これら 4 語のもつ複数の意味間の関連性につ

いて言及したものは管見の限り見当たらない。これは「例示」と「印象を弱める」という意

味間の関連性は見出しやすいが、「印象を弱める」ことと「際立たせる」ことという対立す

る用法の間に関連性が認められにくいためだと考えられる。 

しかし、先述のとおり、「例示」においても、「顕著なものを際立たせる」「否定的なも

のを際立たせる」といった他の意味においても、そこには何らかのカテゴリー化が起きてい

ることから、これらの意味には関連性があると考えられる。 

また、「大きい」と形容する場合、基準となるものはカテゴリーの典型的な成員であるの

に対し、「悪い」と評価する場合の比較対象となるものは、カテゴリーの典型的な成員であ

ることもあるが、理想的な成員であるということも考えられる。 

このように、話題の対象（「例示」においては「明示例」）と、比較される対象（「例示」

においては「暗示例」）が、それぞれカテゴリーの中のどのような成員なのかを考えること

によって、語の表す意味を捉えることができるのではないかと考える。 

また、これら 4 語の類似する意味同士の違いについても、先行研究では、統語的な制約の

差や、文体差に関する指摘にとどまっており、意味の違いについて詳細に分析した研究は管
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見の限り見当たらない。この点に関しても、それぞれの語を用いた場合に想起されるカテゴ

リーの差から検討したい。 

本研究の目的は、日本語の「例示」の機能をもつ助詞「ナド」「ナンカ」「ナンテ」「ト

カ」の意味を「例示」の観点やカテゴリーの観点から記述し、そこから、認知言語学におけ

るカテゴリーと「例示」の機能との関係を明らかにすることである。 

 

 

1.5 本研究の構成 

本論文は以下の構成で進められる。 

まず、続く第 2 章では、先行研究の助詞の分類において、本研究で考察対象とする語がど

のように位置づけられてきたかについてまとめる。さらに、統語的な特徴の違いなどから、

考察対象語の位置づけを行う。 

第 3 章では、本研究で行う意味分析の立場と方法について記述し、多義語分析の課題を確

認する。さらに本研究が依拠する理論的基盤である認知言語学のカテゴリー化、比喩、ネッ

トワーク・モデルなどの諸概念について概観する。 

第 4 章では、本研究で考察する語のより詳細な分析を行う前提として、「例示」の意味に

注目し、その分類基準を提示する。 

第 5 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章では、第 3 章で提示した多義語分析の課題と、第 4 章で

提示した「例示」の分類基準を基に、「ナド」「ナンカ」「ナンテ」「トカ」それぞれの意

味分析を行う。 

第 9 章では、まず 4 語の文体と統語的制約の違いについて概観し、その後、第 5 章～第 8

章の意味分析の結果を基に、それぞれの語の類義語分析を行う。 

第 10 章では、本研究のまとめを行い、今後の課題について述べる。  
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第 2 章 本研究で考察する助詞の助詞分類における位置づけ 

 

2.1 本章の目的 

本章は、分析に先立ち、本研究で考察対象とする「ナド」「ナンカ」「ナンテ」「トカ」

が、助詞分類において、どのように位置づけられるかについて検討することを目的とする。

本章の構成について述べる。 

まず、2.2.1 では「ナド」と「ナンカ」に関して、2.2.2 では「ナンテ」に関して、そして

2.2.3 では「トカ」に関して、それぞれを助詞の分類上どのように扱うのかを見ていく。各項

では、まず主要な先行研究でどのような助詞に分類されてきたのかを概観し、その後、先行

研究で指摘されていた統語的特徴などを基にそれぞれの語を検討し、位置づけをしていく。

そして最後に 2.3 では、4 語の助詞分類における位置づけをまとめる。 

 

 

2.2 先行研究 

本研究で考察対象としている 4 語全てに関して、その助詞の分類に言及している研究に、

国立国語研究所(1951)、仁田(1982)、日本語記述文法研究会(2009a、2009b)などがある。「ナ

ド」と「ナンカ」は、いずれの研究においても、「など（なんか、なんぞ）」というように

同じ項目として挙げられており、ひとまとめに分類されているため、2 語を合わせて紹介す

ることとし、語ごとにそれぞれの研究において、どのように分類されているかを、同じ分類

をしているものごとにまとめ、確認する。 

 

2.2.1 ナド・ナンカ 

「ナド・ナンカ」の先行研究を見てみると、多くの研究において両語に複数の意味がある

ことが指摘されているが、これらの複数の意味の形式的な特徴の違いなどから、一語を意味

ごとに異なる分類に分けているものと、意味や形式を問わず一語を一つの項目に分類してい

るものとが見られる。まず、まとめて一つの項目に分類している研究として、国立国語研究

所(1951)と仁田(1982)を確認する。 

 

2.2.1.1 国立国語研究所(1951)、仁田(1982) 

国立国語研究所(1951) は助詞を①格助詞、②副助詞、③係助詞、④接続助詞、⑤並立助詞、

⑥準体助詞、⑦終助詞、⑧間投助詞の 8 つに分類している。同書は、「ナド・ナンカ」をこ

れら 8 つのうちの②副助詞に分類しており、意味として「例示と総括（＝例(1)(2)）」と「あ

る物事を例示し、それを軽しめて扱う言い方（＝例(3)(4)）」の 2 つを認めている。国立国語



第 2 章 助詞分類における位置づけ 

8 

 

研究所(1951)では、副助詞を「つけ加えられる意味(p.6)」と定義しており、「体言または用

言・助動詞、その他いろいろの語につく(p.6)」と説明している。 

 

【例示と総括】 

 ワンピースでスカートが三枚接になっているときなどは、このダーツの縫目の線が

スカートの接の線とつながる位置にとります。   （国立国語研究所 1951:131） 

 「蚊や蠅なんか見ると、僕はやはり、神なんか無いのだといふ気がして来るんだ。」 

 （国立国語研究所 1951:132-133） 

【ある物事を例示し、それを軽しめて扱う言い方】 

 「いずれね」と言われて彼女はもう有頂天、ボーイ・フレンドのジェリイの事など忘

れてしまうのぼせ方だ。             （国立国語研究所 1951:133） 

 「強いられた結婚なんか、したくありませんわね、やっぱり。」 

 （国立国語研究所 1951:133） 

 

仁田(1982)も、国立国語研究所と同様の 8 分類を行っており、「ナド・ナンカ」の 2 語に

対し、以下の 3 つの意味を認めているが、同様にこれらをまとめて副助詞に分類している。

仁田(1982)では、「副助詞」に関し、「命題形成要素に付き、それにパラディグマチックな

関係を付与する(p.153)」ものであり、「シンタグマチックな関係の付与は 2 次的なもの(p.153)」

であると説明している。さらに、①係助詞との相互承接において前に来る、②準体助詞化し

やすい、③1 類 2 類の接続助詞2に収まりやすい、④言語主体の側からの取り立てではないと

いった特徴があることを指摘している。ただし、仁田(1982)は、副助詞と係助詞を分けて分

類してはいるものの、両者の境界が微妙であることから、はっきり 2 類に分けるよりは、全

体を取り立て助詞とし連続性・階層性を分析することの方が必要だと述べている。また、仁

田は、全体を「副助詞」としつつも、(7)のような場合に関しては「係助詞的用法」だとして

いる。 

 

【同じ類に属すると思われるものをばく然と暗示する意味を込めて、ある事物を例示する。】 

 酒など飲みませんか                         (p.408) 

【幾つか列挙した事柄を総括する、若しくは、総括することによって他にも同類の事柄の存

することを暗示する。】 

 アメリカや日本などが反対の意思を表明した              (p.408) 

【ある事物を、それが取るに足りない、あるいは推薦すべきでないといった気持ちを込めて

暗示する】 

                                                        
2 仁田(1982)では、接続助詞を上接の命題（相当）の文的度合いによって、3 類に大別している。

このうち 1 類とは、「ながら、つつ、がてら」等の類、2 類とは「と、ので、のに、たら、ば、

ても、なら、くせに、ものの」等の類のことだとしている。 
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 君など死ねばよい                        (p.408) 

 

国立国語研究所(1951)の「いろいろの語につく」というあいまいな説明に比べると、仁田

(1982)はより細かな条件を示してはいるが、副助詞、係助詞に分類されている語を見てみる

と、両研究で扱っている語に年代的な差はあるものの、分類にずれは見られない。 

このように「ナド・ナンカ」をまとめて一つの項目に分類している研究では、両語は「副

助詞」に分類されることが多い。「副助詞」という語を初めて使用した山田(1908、1936)で

は意味の分類は行っていないが、例文を見ると少なくとも「例示」や「軽視」の意味合いだ

と捉えられる「ナド」の例が挙げられており、森田(2007)では、「ナド・ナンカ」に対し「例

示」「婉曲」「軽視」といった意味が挙げられているが、意味ごとの助詞分類は行っておら

ず、いずれの研究もまとめて「副助詞」としている。このような研究の特徴としては、助詞

の分類項目に「とりたて助詞」が含まれていないということも挙げられる。  

続いて、意味ごとに助詞の分類項目が異なる研究について見ていく。 

 

2.2.1.2 日本語記述文法研究会(2009b) 

日本語記述文法研究会(2009b)は、「ナド、ナンカ」の意味を大きく 2 つに分け、「複数の

例を挙げる」以下の例(8)(9)のようなものを「接尾辞3」に、それ以外を「とりたて助詞」に

分類している。日本語記述文法研究会(2010)は、接辞のうち、語基の後につくものを「接尾

辞」とし、日本語記述文法研究会(2009b)は、「とりたて助詞」を「文のある要素をきわだた

せ、同類の要素との関係を背景にして、特別な意味を加える(p.3)」と定義している。日本語

記述文法研究会(2009b)ではとりたて助詞として「も、は、なら、だけ、しか、ばかり、こそ、

に限って、さえ、すら、だに、のみ、まで、でも、だって、でさえ、といえども、なんか、

なんて、など、くらい、ごとき」が挙げられている。このうち「は、も、こそ、さえ、すら、

でも、しか、だって、なんて」は仁田(1982)で係助詞とされており、「など、だけ、ばかり、

のみ、くらい、なら、に限って、まで」は副助詞とされていることから、扱っている助詞に

多少ずれはあるが、ほぼ係助詞＋副助詞と考えられそうである。このとりたての機能をもつ

助詞に関しては、「累加」「対比」「限定」「極限」「評価」「ぼかし」という意味を表す

ものと「疑問語・数量語につくもの」の 7 つを提示しており、「ナド・ナンカ」のとりたて

に関してはこのうちの「評価を表すとりたて助詞（＝例(10)(11)）」と「ぼかしを表すとりた

                                                        
3日本語記述文法研究会(2010:80)は、接尾辞のうち、活用をしないものの例として「神さま」「広

さ」を、活用するものの例として「汗ばむ」「広める」「投げられる」などを挙げている。また、

日本語記述文法研究会(2009b)は、「ナド」の他に、以下のような例も「接尾辞」に含めている。 

〇欲しいだけ持っていっていいですよ。 (p.53) 

〇この大学には留学生が 1000 人ほどいるらしい。  (p.156)  

〇帰りに新宿あたりで飲みませんか。  (p.157) 

〇体育館には、学生が 30 人くらいいた。  (p.136) 

〇手に関する慣用句は驚くばかりに発達している。  (p.70) 
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て助詞（＝例(12)(13)）」に当たるとしている。 

なお、この「接尾辞」と「とりたて助詞」に分ける分類は、同書のほかに寺村(1991)など

にも見られる。 

 

【複数の例を挙げる接尾辞】 

 この大学には、文学部、法学部、経済学部などがある。 

 （日本語記述文法研究会 2009b:152） 

 この売店で絵はがきとかチョコレートなんかを買うといいよ。 

 （日本語記述文法研究会 2009b:152） 

【評価を表すとりたて助詞】 

 受験前の大事な時期だ。スキーになど行っている場合ではない。 

 （日本語記述文法研究会 2009b:120） 

 マンガなんか読んでいないで、勉強しなさい。  （日本語記述文法研究会 2009b:120） 

 

【ぼかしを表すとりたて助詞】 

 このブラウスなどいかがですか。      （日本語記述文法研究会 2009b:148） 

 ベトナム料理なんか食べたことがある？    （日本語記述文法研究会 2009b:148） 

 

さらに、以下のような「ナド」「ナンカ」に関してはとりたて助詞の「なんか」類の周辺

という位置づけで「端的な例を述べる文の主題」として「主題を表す表現」に分類されてい

る。 

 

 このところひどく寒い。公園の池など氷が張っていた。 

 （日本語記述文法研究会 2009b:149） 

 A「駅前のラーメン屋さん、繁盛しているらしいね」 

 B「うん。今日なんか店の前に長い行列ができていたよ」 

                （日本語記述文法研究会 2009b:239） 

 

2.2.1.3 奥津(1974)、沼田(1986、1988、2000、2009) 

奥津(1974)と沼田（2009 他）も、基本的には前述の日本語記述文法研究会(2009b)と同様に、

「ナド」と「ナンカ」を 2 つに分け、分類を行っている。 

奥津(1974)は「ナド」のみに言及しており、「例示と総括」を示す「ナド」（＝例(16)）を

「並列接続助詞」に分類している。 

 

 庭ニ バラノ花ナドヲ 植エタ                （奥津 1974:158） 
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沼田（2009 他）は奥津(1974)の分類を受け、「ナド」のみであった分類に「ナンカ」を加

え、「例示と総括」を示す用法（＝例(17)）を、「並列詞」として分類している。 

また、沼田（2009 他）は、疑似的例示4の「など 1」類（＝例(18)）と否定的特立5の「など

2」類（＝例(19)）を「とりたて詞」として分類している。 

 

 祐輔が学級委員、新入生、二年生などをうまくまとめた。    （沼田 2009:32） 

 この写真の表情など 1、彼の少年のような純粋さをよく表している。 （沼田 2009:32） 

 五歳の子供など 2にとっさの判断ができるわけがない。     （沼田 2009:32） 

 

同書は「並列詞」の定義については特に触れていないが、並列詞の「など」については「列

挙された最終要素に後接し、その要素以外に、それと同一の集合をなすものとして並列され

るべき要素が他に存在することを示す(p.99)」ものだとしている。 

また、とりたて詞の機能については、以下のように定めている。 

 

文中の様々な要素を「自者」とし、「自者」と範列的に対立する他の要素を「他者」と

する。そして、「自者」について明示される文である「主張」と、「他者」について暗

示される文である「含み」を同時に示し、両者の論理的関係を表す。その論理的関係は

「断定」と「想定」、「肯定」と「否定」のような対立する概念で表される (p.56) 。 

 

さらに、統語論的特徴から、とりたて詞は①分布の自由性、②任意性（当該のとりたて詞

がなくても、文が成立する）、③連体文内性（連体修飾文中の要素となり得る）、④非名詞

性（連体修飾構造の主名詞の一部になり得ない）という 4 つの特徴をもつと述べられている。 

沼田(2009)でとりたて詞として挙げられているものは「は、も、まで、さえ、すら、でも、

だけ、だって、のみ、ばかり、くらい、しか、こそ、など（なぞ、なんか、なんぞ）、なん

て」である。仁田(1982)において係助詞と副助詞に分けられているものがそれぞれ含まれて

いることから、これらを合わせたものであることが分かる。しかし、沼田(2009)では、とり

たて詞の統語論的特徴のうち③連体文内性がないものを係助詞としており、主題の「は」を

ここに入れていることから、「係助詞」の分類方法としては、他の研究とは異なる観点を持

っていることが分かる。 

また、沼田(2009)は、「ナド」を「並列詞」と「とりたて詞」に分ける根拠として、④非

名詞性の有無を挙げている。沼田は、「並列詞」の「と」や「か」などは、(21)からも分か

るように、それ自体名詞ではないが、名詞について名詞句の一部となり、連体文の主名詞の

                                                        
4 もともと「疑似的例示」は、沼田(1986)においては「柔らげ」という用語で表されていたも

のである。沼田(2000)において「疑似的例示」と改められている。 
5 「否定的特立」という用語も、沼田(1988)において改められたものである。もともと沼田(1986)

では、これを「否定的強調」としていた。 
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場合もその一部になれるが、「とりたて詞」の「だけ」や「ばかり」は(20b)が非文となるこ

とからも主名詞の一部にならないとしている。 

 

 a 田中さんだけが悲しそうにしずんでいた。         （沼田 2009:30-31） 

b*悲しそうにしずんでいた田中さんだけ 

c 悲しそうにしずんでいた田中さん 

 太郎が勉強した中国語と韓国語                （沼田 2009:31） 

 

以下の(22)(23)(24)は、前掲の例(17)(18)(19)の「ナド」の例を連体文に変えたものである。

並列詞の「など（＝例(22)）」は主名詞の一部になるのに対し、とりたて詞の「など 1（＝例

(23)）」「など 2（＝例(24)）」は主名詞の一部になり得ないことから、これらが弁別できる

としている。 

 

 祐輔がうまくまとめた学級委員、新入生、二年生など      （沼田 2009:32） 

 *彼の少年のような純粋さをよく表しているこの写真の表情など 1 （沼田 2009:32） 

 *とっさの判断ができるわけがない五歳の子供など 2        （沼田 2009:32） 

 

2.2.1.4 検討 

ここまでに挙げた先行研究で紹介されていた意味とその分類を以下にまとめる。例文や意

味の説明から、およそ同じものを指していると考えられる意味が横に並ぶように配置した。 

 

表 1 ナド、ナンカの品詞分類 

国立国語研究所(1951)、仁田(1982) 日本語記述文法研究会(2009b) 奥津(1974)、沼田(2009) 

例示と総括 副助詞 複数の例を挙げる 接尾辞 例示と総括 並列接続詞 

並列詞 

軽しめ 評価 とりたて 

助詞 

否定的特立 とりたて詞 

  ぼかし 疑似的例示 

 

表 1 を見ると、まずすべてをまとめて「副助詞」とするのか、それとも一方を「とりたて

助詞・とりたて詞」として 2 つに分けるのか、という問題が考えられる。前述の「副助詞」

の定義を見てみると、仁田(1982)の記述は係助詞と副助詞を弁別する基準にはなり得るが、

どちらでもないものの弁別には使いにくい。また、国立国語研究所(1951)で述べられている

接続に関する「体言または用言・助動詞、その他いろいろの語につく」という説明を検討し

てみる。まず「体言につく」に関しては、前掲の例が全て体言であったことからも「例示と

総括」「軽しめ」いずれも可能だといえる。しかし、「用言につく」「助動詞につく」に関
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しては、「軽しめ」は言いやすいが、「例示と総括」の意味では言いにくい。 

 

 【用言・軽しめ】いざという時はためらいなんかしない。 

 【助動詞・軽しめ】聞き分けのいい子でなんかいられない。 

 【用言・例示】＊夏休みには、花火を見、海へ行きなんかしたい。 

 【助動詞・例示】＊いつまでも、優しい母で、良い妻でなんかありたい。 

 

また、「その他いろいろの語につく」という条件については、具体的とはいえないが、「副

助詞」という名称をはじめて用いた山田(1908)は、副助詞に「副助詞―格助詞」「格助詞―

副助詞」いずれの形式も存在するという特徴があることを指摘している。格助詞との共起を

見てみると、これも「軽しめ」の意味では前接後接、いずれも可能である。一方「例示と総

括」の意味では格助詞を後接させることはできるが、前接させると、日本語記述文法研究会

(2009b)の「ぼかし」のような意味としては解釈できるが、「例示と総括」の意味としては捉

えにくくなってしまう。 

 

 【軽しめ】銀行｛なんかに／になんか｝大切なお金を預けたくない。 

 【例示】留学中、大阪や東京｛なんかに／??になんか｝行った。 

 

他にも、沼田(2009)が述べていたように、「並列詞（例示と総括に当たるもの）」と「と

りたて詞（軽しめに当たるもの）」は連体文の主名詞の一部になり得るかという違いがある。

「副助詞」としてすべてをまとめてしまうことも可能ではあるが、以上見てきたように、統

語的特徴の違いが多いことからも、これらを分けることには意味があると考えられる。 

 

では、「例示と総括」「複数の例を挙げる」とそれ以外を分けて分類するとした場合、そ

れぞれどの品詞に分類するかという問題が起こる。「評価」「ぼかし」や「否定的特立」「疑

似的例示」とされているものは概ね「とりたて詞、とりたて助詞」としてよいだろう。もう

一方の「例示と総括」「複数の例を挙げる」に関しては、「接尾辞」とするものと「並列詞

（並列助詞、並立助詞）」とするものとがある。 

一般的に「接尾辞（接尾語）」というと、奥津(1982)では、語幹の「語尾に付くもの(p.283)」

とされ、名詞について動詞や形容詞をつくる派生接尾辞としては「汗バム」「水ッポイ」な

ど、形容詞を名詞化する派生接尾辞には「静カサ」「甘ミ」などが挙げられている。時枝(1950)

も「接尾語」の特徴として、「他の語と結合して一の複合語を構成することが出来る(p.76)」

と述べていることから見ても、日本語記述文法研究会(2009b)で「ナド、ナンカ」以外に「接

尾辞」として挙げられている「ダケ、ホド、アタリ、クライ、バカリ」は「接尾辞」として

はかなり周辺的なものであることが分かる。これらは「結合する」という部分はあまり重視

せず、「語尾に付く」という特徴に注目しているのだと考えられる。 
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一方、「並列詞（並列助詞、並立助詞）」は、仁田(1982)では「命題形成要素を対等の関

係で結び付ける働きをする(p.152)」と定義され、「並立助詞」の例として「ト、カ、ニ、ヤ、

ヤラ、ダノ、ナリ、トカ、ノ、タリ」が挙げられている。これらに共通する特徴としては「A

ト B」のように例と例の間に置くことが可能だということである。この点に関しては「A ナ

ド B」といえないことから、典型的な「並列詞」とはいいにくい。しかし、奥津(1972)は「ト」

と「ナド」の類似性に関し以下のように述べている。 

 

要するに、「ト」は列挙の機能を果たすだけで、それが名詞を列挙する場合は、それ自

体は名詞ではないが名詞句の一部となるのである。「ナド」は「ト」のようにひとつひ

とつの名詞につくわけではないが、一種の列挙の機能を持っており、また名詞に直接す

ることもできるし連用修飾句につくこともできる。しかも「ト」と同じくとりたて詞の

あとにつくことはない(pp.161-162)。 

 

つまり、「語尾に付く」という特徴に注目した場合は「接尾辞」に、「列挙の機能」に注

目した場合は「並列詞」になるということである。 

本論文では仁田(1982)で「並立助詞」として挙げられている「トカ」と「ナド、ナンカ」

の類似性を検討するということからも、また、「語尾に付く」という特徴は「ぼかし」や「評

価」にも共通するものであるということからも、「複数の例を挙げる」意味に特有の「列挙

の機能」の方に注目し「ナド、ナンカ」を「並列詞」としてみなすこととする。 

 

なお、「とりたて助詞（とりたて詞）」の用語と定義に関しては、前掲の日本語記述文法

研究会(2009b)の記述を採用し、「とりたて助詞」と記述することとする。これに関しては「主

題」の扱い方の違いが関わる。ここで本論文内における「主題」の扱いについて触れておく。 

沼田(2009)は先にも述べたが、「とりたて詞」の統語論的特徴として、①分布の自由性、

②任意性（当該のとりたて詞がなくても、文が成立する）、③連体文内性（連体修飾文中の

要素となり得る）、④非名詞性（連体修飾構造の主名詞の一部になり得ない）という 4 つを

挙げており、このテストにより対比の「は」と主題の「は」が弁別できることを指摘してい

る。以下の例のように対比の「は」は③の連体文内性があるのに対し、主題の「は」は連体

文内性がないことから、前者は「とりたて詞」で、後者は「係助詞」であるとしている。 

 

 a 私には解けない問題（でも、彼には解ける。） 【対比】    （沼田 2009:30） 

 b * 鳥は飛ぶ時                 【主題】     （沼田 2009:30） 

 

同様に考えると、山田(1995)が提題的な用法だとして挙げている以下の例は、連体文内性

がないことから、「係助詞」だということができる。 

 a 空なんかクレヨンで塗ったみたいに青いんだ。       （山田 1995:340） 
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 b * 空なんかクレヨンで塗ったみたいに青い景色 

 

確かに、この用法のみを見た場合には「係助詞」として分類することも可能であるが、以

下の沼田(2009)において「疑似的例示」の「など 1」として挙げられている主題の例を連体文

に変えてみると、「例示と総括」の意味としてなら解釈できるが、「疑似的例示」としては

解釈しにくくなる。つまり、主題位置に用いられているものは「とりたて詞」であっても連

体文内性があるとはいいにくいということである。 

 

 a 竹本さんなど 1、来春結婚する 10組の中に入ってるんじゃないの。（沼田 2009:233） 

 b*竹本さんなど、来春結婚する 10 組の中に入っている社員 

 

以上のように、連体文内性を基に「とりたて詞」か否かを分けることは、必要以上に細か

な分類を行うことにもつながることから、これらは分けるよりも、日本語記述文法研究会

(2009b) の定義のように「文のある要素をきわだたせ、同類の要素との関係を背景にして、

特別な意味を加える(p.3)」という機能に注目し、全体を「とりたて助詞」と位置づけること

とする。また、提題的に用いられ連体文内性がない場合には、それを「係助詞」に分けるの

ではなく、とりたて助詞の「係助詞的用法」と呼ぶにとどめることとする。 

 

2.2.2 ナンテ 

2.2.2.1 仁田(1982) 

仁田(1982)は、「ナンテ」に「ある事物を、それが取るに足らない、あるいは推薦すべき

でないといった気持ちを込めて提示する(p.407)」用法を認め、これを「係助詞」に分類して

いる。 

 

 論文を書くなんてつまらんよ。               （仁田 1982:407） 

 

ただし、分類自体を分けているわけではないが、以下のような「予想外として不満の意を

表す述部を省略したもの」を「終助詞的用法」として挙げている。 

 

 彼女がそんなことを言うなんて。              （仁田 1982:407） 

 

2.2.2.2 国立国語研究所(1951) 

国立国語研究所(1951)は、以下に示すように、「ナンテ」を大きく「①格助詞」と「③係

助詞」の 2 つに分けている。 
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【次に来る動作・作用の内容を示す。例示的に、または軽しめて。】：①格助詞 

 お嬢様はほんとうは、生きていたのです。それに、なぜ、人は、死んだなんて、いゝ

加減なうそをつくのでしょう。            （国立国語研究所 1951:134） 

【同格の関係で次の語を修飾する。無視または軽視する気持ちを含む。】：①格助詞 

 「ピンク・フラワーなんて喫茶店、知らないわよ。」 （国立国語研究所 1951:134） 

【ある事物を例示し、それを無視または軽視しようとする気持ちを示す。】：③係助詞 

 「女にあまったれるなんて、男らしくないわよ。」  （国立国語研究所 1951:134） 

 

国立国語研究所(1951)は、格助詞を「それのつく語に与えられる資格・意味(p.6)」だとし

ている。接続については「主として体言、その他体言相当のものにつく(p.6)」と述べている。

また、係助詞は、「課題の提示（提題）のしかた(p.6)」であり、「課題の場をどんな意味あ

いのものとして設定するか(p.6)」に関するものだとしている。接続については「文節の終り、

または格助詞にとって代わる位置につく。同種の係助詞・終助詞・間投助詞以外の助詞が後

につく事はほとんどない(p.6)」としている。 

 

2.2.2.3 日本語記述文法研究会(2009b) 

日本語記述文法研究会(2009b)は「ナンテ」をすべてとりたて助詞に分類している。前述の

7 項目の下位分類における位置づけを見てみると「ナド」「ナンカ」と同様に、2 つに分け「評

価を表すとりたて助詞（＝例(42)）」と「ぼかしを表すとりたて助詞（＝例(43)）」に分類し

ている。 

 

 海外旅行なんて、夢のまた夢だ。      （日本語記述文法研究会 2009b:120） 

 有馬温泉なんていいんじゃない？      （日本語記述文法研究会 2009b:148） 

 

また、「ナド」「ナンカ」同様、「ナンテ」に関してもとりたて助詞の「なんか」類の周

辺という位置づけで「主題を表す表現」が挙げられている。以下の例は「端的な例を述べる

文の主題」として挙げられているものである。 

 

 父の作ったシチューのおいしさにみんなが驚いた。兄なんて 3 杯もおかわりしたほ

どだ。                  （日本語記述文法研究会 2009b:240） 

 

さらに、主題を表す「なんか」類の周辺という扱いで挙げられている例の中には、「事態

を提示する」（=例(45)）や「話し手の驚きを表す文」（＝例(46)）という説明で以下のよう

な「ナンテ」の例も挙げられている。後者については、終助詞的に用いられるとしている。 

 

 私のことを覚えていてくださったなんて感激です。 
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 （日本語記述文法研究会 2009b:241） 

 あの人が亡くなったなんて。        （日本語記述文法研究会 2009b:241） 

 

2.2.2.4 検討 

ここまでにナンテに対して挙げられていた意味とその分類を表にまとめた。 

 

表 2 ナンテの助詞分類 

仁田(1982) 国立国語研究所(1951) 日本語記述文法研究会(2009b) 

    ぼかし とりたて 

助詞 取るに 

足らない 

係助詞 軽しめ 格助詞 評価 

無視・軽視 

無視・軽視 係助詞 

 

表 2 を見ると、ナンテに関してもやはり、全体を 1 つの分類にまとめるのか分けるのかと

いう問題がまず挙がる。国立国語研究所(1951)では、格助詞と係助詞とに分けられているが、

これは意味面からの分類というより、形式面からの分類だといえそうである。 

格助詞と取り立て助詞の違いとして、宮田(1980)は、「格助詞が何らかの意味範疇に属す

る胴体に付いて、それに関連する文なり句なりの成分として意味の上で演じている役割が、

多かれ少なかれ、客観的なものであるのに対して、取り立て助詞6は、『胴体プラス格助詞』

という構造体に付くだけでなく、幾種類かの別の形式の構造体にも付いて、多かれ少なかれ

話し手の主観に基づく何らかの種類の強調をその構造体に与えるのである(p.73)」と述べてい

る。また、鈴木(1972)は、とりたての例として「は」「も」を挙げ、格助詞の「が」「を」

との比較から、格助詞に対し「『は』や『も』のついていない形は、こうした関係に対して

は中立的である(p.231)」と述べている。とりたて助詞に対しては、「そこに表現されている

ものごとが、現実にある同類のものごとに対してどのような関係にあるかを話し手のたちば

からあらわしわける(p.231)」としている。つまり、宮田(1980)も鈴木(1972)も格助詞は「客観

的」、「中立的」なもの、とりたて助詞は「話し手の主観に基づく」、「話し手のたちばか

ら」といった意味的な差があることを示唆している。 

国立国語研究所(1951)が「格助詞」として分類したものはいずれも「軽しめ」「無視・軽

視」と意味の面から見れば、主観的なもので「とりたて助詞」とされるものだということが

分かる。また、(47)は「無視・軽視」とされていた例であるが、同様の形式であっても(48)

のように不確かという意味が感じられる場合「ぼかし」の意味で用いることもできることか

                                                        
6 宮田(1948)で命名された取り立て助詞という用語は、もともといわゆる「係り結び」の法則

にとらわれ過ぎた名称であった係助詞に代わるものとして作られた名称である。宮田(1948)は取

り立て助詞を「文または句の一部を特に取り立てて、その部分をそれぞれの特別の意味において

強調する助詞」と定義している。 
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ら、こういった意味だけでなく形式にまで焦点を当て分類するのは難しいと考えられる。 

 

 「ピンク・フラワーなんて喫茶店、知らないわよ。」       （＝(40)再掲） 

 「駅前に、確かピンク・フラワーなんて喫茶店があったはずよ」 

 

そこで、先の「ナド、ナンカ」でもそうしたように、このような場合は、下位項目的に、

格助詞的用法と呼ぶにとどめることとする。 

 

続いて、「ナンテ」がどの助詞に属するかという問題について検討する。まず、「係助詞」

としている仁田(1982)は分類に「とりたて」という項目を入れていないものの、「副助詞＋

係助詞」が「取り立て助詞」であるとしていることから、「係助詞」を「取り立て助詞」と

呼んでも支障はないだろう。本論文で「とりたて助詞」の定義とした日本語記述文法研究会

(2009b)は、「係助詞」に関する記述がないため両者に対し、どのような区別をしているのか、

あるいはしていないのかははっきりしないが、日本語記述文法研究会(2009b)のとりたて助詞

には、仁田(1982)で係助詞とされている助詞も、副助詞とされている助詞も、いずれの助詞

も含まれていることから、すべてを網羅しているとは言えないが、ほぼ係助詞＋副助詞とい

う扱いでよいと考えられる。 

ただし、係助詞＋副助詞がとりたて助詞であるとしてしまうと、前述の「係助詞的用法」

という用語の立ち位置が曖昧になってしまうため、沼田(2009)の「とりたて詞」と「係助詞」

の弁別方法を用いた場合「ナンテ」がどのように分類されるのかも検討しておく。沼田(2009)

がとりたて詞の特徴として挙げた 4 つの特徴のうち、係助詞の弁別に用いられていたのは③

の連体文内性であったが、(49)のように、例を並べた文においても、(50)のように、評価をし

ている例においても、さらに(51)のように、ぼかしをしている例においても連体文を作るこ

とは可能である。それに対し、主題として用いられている場合は(52)のように容認度が下が

る。 

 

 「いらっしゃいいらっしゃ」「安いよ安いよ」なんて威勢のいい声が飛び交う店 

 私になんて解けない問題 

 有馬温泉になんて行きたくなる時 

 *空なんてクレヨンで塗ったみたいに青い景色 

 

つまり、沼田(2009)の分類においても、「ナンテ」は積極的に「係助詞」に分類されるも

のではないことから、全体としては「とりたて助詞」とすることも可能だといえる。また、

前述のとりたて助詞の「格助詞的用法」と同様に、このような主題として用いられ連体文内

性のないものに関してはとりたて助詞の「係助詞的用法」という扱いにとどめることとする。 
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2.2.3 トカ 

2.2.3.1 国立国語研究所(1951) 

「トカ」には「事物や動作・作用を例示的に並列・列挙する（＝例(53)）」という意味を

認めているが、これは⑤並立助詞であるとしている。この並立助詞に関しては、「ならべ方」

と定義し、「主として体言につく。用言・助動詞につくものもある(p.4)」としている。 

 

⑤並立助詞：【事物や動作・作用を例示的に並列・列挙する】 

 酵素を主体とする生化学的連鎖反応であるとすると、当然酵素の生成とか色々の形

質との相関性とかが考えられ、～          （国立国語研究所 1951:119） 

 

2.2.3.2 日本語記述文法研究会(2009a) 

日本語記述文法研究会(2009a)は名詞をつなぐ助詞として連体助詞と並列助詞の 2つを挙げ

ている。同書では後者の「並列助詞」を「名詞と名詞を対等の関係で結び付ける助詞(p.112)」

と定義しており、全部列挙型、一部列挙型、選択列挙型、累加列挙型といった下位分類があ

るとしている。本論文で扱う「トカ」はこの「並列助詞」のうちの「一部列挙型」に分類さ

れている。国立国語研究所(1951)の定義では、用言や助動詞への接続も含まれていたことを

考えると、この「並列助詞」は名詞に限定しているという点でやや狭い分類だといえる。 

 

 佐藤とか鈴木とかがやってきた。      （日本語記述文法研究会 2009a:118） 

 

なお、「ぼかしを表すとりたて助詞」に関連する表現として、以下のような「トカ」の例

を挙げている。これに関しては、「とりたて助詞」ではなく、「並列に関わるもの」という

説明にとどまっている。 

 

 田中さんは、ドライブとか好き？      （日本語記述文法研究会 2009b:154） 

 

2.2.3.3 仁田(1982) 

仁田(1982)は「トカ」を「並立助詞」と「副助詞」の 2 つに分けている。「並立助詞」に

対しては、「命題形成要素を対等の関係で結び付ける働きをする(p.152)」と定義しており、

同じ類に属する事物をいくらか例示し、例示された事物の一つ（or すべて）が以下に述べる

事柄に該当し、該当するかもしれない事物が例示されたもののほかにも存することを暗示す

るという意味を認めている。仁田の定義は、品詞を限定せず、「命題形成要素」としており、

かつ「対等の関係」で結び付けるという説明も入っていることから、前述の 2 つの要素が全

て網羅されているものだといえる。 
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 黙っていないで、釈明するとか反論するとかすればよかったのに（仁田 1982:412） 

 太郎とか次郎とかには話してある              （仁田 1982:412） 

 

また、「副助詞」の「トカ」に対しては「ある事物を、それであると断定的に取り上げる

のではなく、ぼかす気持ちを込めて示す」という意味を認めている。 

 

 山田とかいう人が訪ねてきたよ。              （仁田 1982:410） 

 

2.2.3.4 検討 

以上の結果をまとめると以下のようになる。 

 

表 3 トカの助詞分類 

国立国語研究所(1951) 日本語記述文法研究会(2009a) 仁田(1982) 

並列・列挙 並立助詞 名詞をつなぐ 並列助詞 例示 並立助詞 

  ぼかしの関連 並列に関わるもの ぼかす 副助詞 

 

「並列助詞」と「並立助詞」という用語に関しては、トカは以下の例のように、名詞以外

を結び付けることも可能であることから、「名詞と名詞」と記述されている日本語記述文法

研究会(2009a)の定義ではなく、「命題形成要素」と記述されている仁田(1982)の定義に従い

「並立助詞」と呼ぶこととする。 

 

 クーリングオフの措置なんですけれども、これはやはりそういう規定がありますよ

ということを勧誘の段階で念入りにさせるということも一つの方法だろうと思うの

です。（中略）書面で出す場合には、その部分は大事な事柄だから赤い活字で書くと

か、あるいは赤枠で囲むということが必要ではないか。      （国会会議録） 

 

また、先行研究では、「例示」の意味以外には、仁田(1982)の「ぼかす」意味しか挙げら

れていなかったが、特にくだけた会話を中心に、以下の(60)(61)のように評価の意味だと考え

られるものもあることから、「ぼかす」意味も含め、これらを「ナド、ナンカ、ナンテ」に

合わせ「とりたて助詞」とする。 

 

 留学一年間で完璧にネイティブレベルになるとか不可能だもんなあ…（後略） 

            (http://arairio.com/english/18_06_22) 

 工場の電気つけっぱなしとかありえないからー！（法人はつかえば使うほど安くな

るから工場の電気切らないと聞きました。東電の偉い人色々考え直してほしい） 
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            （Yahoo!ブログ） 

 

 

2.3 第 2 章のまとめ 

本章では、本論文で考察対象とする語を助詞の分類上どのように扱うのかについて、先行

研究を整理・検討した。 

日本語の副助詞、係助詞、とりたて助詞と呼ばれる助詞は、その外延も内包も研究ごとに

微妙に異なっており、本論文内でそのすべてを検討しつくすことは困難である。そこで本章

では、意味ごと、形式ごとの細かな分類に関しては立ち入らず、日本語記述文法研究会(2009b)

の「文のある要素をきわだたせ、同類の要素との関係を背景にして、特別な意味を加える(p.3)」

という定義に基づき、係助詞と副助詞を合わせたものとしての「とりたて助詞」に大きく 4

語を位置づけることとした。 

ただし、「用言・助動詞への接続の可否」「格助詞への後接の可否」といった統語的特徴

の差に基づき、「ナド、ナンカ」の意味のうち「複数の例を挙げる」ものを「並列詞」に、

「トカ」の意味のうち「例示」に関するものを「並立助詞」として「とりたて助詞」の分類

とは分けて考えることとした。 

さらに、沼田(2009)で挙げられている連体文内性がないものに関しては、意味に基づく差

ではなく、主題位置に来るかという形式に基づく差であることから、分類の煩雑化を避ける

ため「とりたて助詞」の分類から独立させることはせず、とりたて助詞の「係助詞的用法」

という位置づけにとどめることとした。また、後接語の動作・作用の内容を示す、あるいは

同格の関係で次の語を修飾する関係にあるものに関しても、同様にとりたて助詞の「格助詞

的用法」という位置づけとすることとした。 
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第 3 章 理論的背景 

 

3.1 本章の目的 

本章では、考察対象とする語のより詳細な意味分析を行う前提として、本研究の理論的基

盤である認知言語学に基づく意味分析の立場や方法論、基本的概念について確認する。さら

に、本研究が取り組む意味分析の課題について述べる。以下、本章の構成について述べる。 

まず、3.2 では意味分析の立場と方法論について述べる。3.3 ではプロトタイプに基づくカ

テゴリー化やその下位カテゴリーである典型例、理想例、顕著例について述べ、さらにアド

ホックカテゴリーについて述べる。3.4 では多義語分析の課題を述べる。3.5 では意味の転用・

拡張のしくみとしての、メタファー、メトニミー、シネクドキーという三種の比喩と、ネッ

トワーク・モデルについて述べる。3.6 ではまとめを行う。 

 

 

3.2 意味分析の立場と方法論 

本論文では、助詞「ナド」「ナンカ」「ナンテ」「トカ」に対し、認知言語学の意味観に

基づき、その意味を分析、記述する。そこで、まず本論文の意味分析の立場とする（動的）

使用依拠モデル(usage-based model)について確認する。Langacker(1987)は使用依拠モデルの特

徴について以下のように述べている。なお、以下の引用で挙げられているネットワークやス

キーマなどの概念については、本章 3.5 節にて概観する。 

 

言語体系の実際の使用とその使用についての話者の知識に本質的な重要性を認める。文

法は、より一般的な形に抽象化することが可能なものかどうかに関わらず、あらゆる種

類の言語的慣習についての話者の知識を扱うものとされる。言語構造に対する非還元主

義的なアプローチであり、相互の結びつきの様子の具体的な細部まで明示化されたスキ

ーマのネットワークを用い、抽象度の低いスキーマの重要性を強調する。 

                        （Langacker1987:494 坪井訳 2000:61） 

 

また、Langacker(2000)は、このような「ボトムアップ的」な志向性を示す使用依拠モデル

においては、「多義性はごく普通のこととして予測されるはず」だとし、「構造的なもので

あろうと連語上のものであろうと語用論的なものであろうと、文脈は必然的に当該の記号的

構造の解釈のあり方に影響を与え、そのため意味の異なる変異体が生まれる

（Langacker2000:35 坪井訳 2000:106）」と述べている。本論文においても多義性をこのよう

に捉え、文脈を重視した分析を行う。 
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本論文では、BCCWJ、Google 検索エンジンなどのコーパスによって得られた用例に基づ

き分析を行うが、これらの用例の分析に関して、國廣(1982)は、意味がはっきり分からない

語や、類義語の意味の差などが、直観的には感じられていながらそれを記述することができ

ない場合には、直観のみに頼るのではなく、文脈的作業原則と意味的作業原則のような分析

法を用いた分析を行うべきだとしている。まず、文脈的作業原則としては、服部(1968)で挙

げられた 2 つの原則をそれぞれ「同位置の作業原則」と「呼応の作業原則」と呼び変え以下

のように説明している。 

 

Ⅰ 同位置の作業原則：同じ自立語と同じ統合型・文型によって統合される自立語は同じ

語義的意義特徴を共有する。 

Ⅱ 呼応の作業原則：互いに統合され得る自立語は、互いに呼応する語義的意義特徴を有

する。                           （服部 1968:62） 

 

國廣(1982:202-205)で挙げられている「shed」の例と説明から、これらの原則の適用方法に

ついて確認していく。「shed」の〔主語＋動詞＋目的語〕という文型で共起する語は以下の

ようなものである。 

 

 A tree sheds its leaves. 〈木は葉を落とす〉 

 A stag sheds its horns. 〈シカはツノを生え変わらせる〉 

 A snake sheds its skin. 〈ヘビは脱皮する〉 

 A crab sheds its shell. 〈カニは殻をぬぐ〉 

 A hen sheds its feathers.〈ニワトリは羽を生え変わらせる〉 

 A glower sheds its petals.〈花は花びらを落とす〉 

 A person sheds its hair (skin).〈人の髪は抜け変わる（皮膚はあかとなって取れる）〉 

 

まず、同位置の作業原則により、「shed」の動作主体は〈成長物〉、対象物は〈主語の来

る成長物の本来の一部をなすもの〉という特徴が出て来る。さらに場面を観察することで、

それが動作主体の成長の自然な一過程として、務めを果たしたあと、不要なものとなり本体

から離脱することが分かる。 

次に、呼応の作業原則により、主語、目的語にそれぞれ認められた特徴は動詞の意義特徴

の一部を構成し得ることになる。これらの意義特徴のうちどこまでを意義素として認めるか

を決めるために以下の例を挙げる。 

 

 The Normans were mostly Norsemen who had completely shed their Scandinavian speech.

〈ノルマン人は大部分、そのスカンジナビア系の言語を完全に捨て去った北方人であ

った。〉 
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 A majority of the neighbours were automotive people among whom the shedding of spouses 

nowadays seemed routine.〈近隣の住民の大部分は自動車関係の人々であり、その人た

ちの間では配偶者を離婚してしまうのはいまや日常茶飯事であった。〉 

 

(8)、(9)は「shed」を〈不要のものとして捨て去る〉という意味で用いている。この特徴は

意義素的性格が強い。ここで「shed」を「cast」という動詞に換えて見てみると、「cast」は

上例の(2)、(3)、(5)の場合に用いられる他に、〈木が果実を熟さないうちに落とす〉〈馬が

蹄鉄を落とす〉のように、不自然で好ましくない出来事について用いる。両語の対比により

「shed」の〈自然な成り行きで〉という弁別的な特徴が浮かぶ。 

このような分析を経て、國廣(1982)は「shed」の意義素を〈成長物が〉〈自然の成り行き

（e.g.成長の一過程、新陳代謝）として〉〈不要なものとして〉〈捨て去る〉と仮定している。 

 

本論文では、大きな流れとして、まず 4 語の多義語分析を行い、その後さらにそれぞれ類

義関係にある意味同士で分析を行う。この前半の多義語分析においては、時に文型を制限し、

場面を観察する中で意味を抽出する「shed」の例で確認した「同位置の作業原則」の作業工

程に従う。そして、後半の類義語分析においては、それぞれの分析対象語が共起する語を比

較する「呼応の作業原則」を用いて分析を進めることになる。 

もう一方の意味的作業原則に関しては、國廣(1982)は「ある語の意味の派生の仕方に基づ

いて基本的意義素の内部構造を明らかにしようとするもの」だと説明しており、「転用の作

業原則」「品詞派生」「対照的作業原則」「補助線による方法」の 4 つを挙げている。この

うち本論文では、主に類義語の分析において、置き換えた場合の容認度7の違いを見る「転用

の作業原則」を用いる。 

 

 

3.3 カテゴリー 

3.3.1 カテゴリーとカテゴリー化 

本節では、本研究の理論的基盤となるカテゴリー(category)について概観する。籾山(2010)

は Taylor(2003)等の研究を踏まえ、カテゴリー化(categorization)を「さまざまなモノやコトを、

                                                        
7 容認度の判定には、「内省」や「直観」が重要となるが、國廣(1982)は、この内省には二種

類の心的活動が考えられるとし、「ある具体的な用法について、それが自然であるか不自然であ

るかという判定を下す場合の心の働き(p.197)」のことを「判定的」と名付けている。判定的内省

は瞬間的である方が精度が高いとしていることから、本論文での容認度の判定は、筆者を含めた

母語話者（2～4 人）に用例を提示し、短時間でその容認度を判定してもらった。 

また、國廣(1982)は、「人間は一般的に自らの言語行動（および非言語的行動）を完全に客観

的に反省することはきわめて難しい(p.198)」とし、作例だけでなく実例やいろいろの角度からの

総合的な方法がとられるべきであると述べている。そこで、本論文内でも、容認度判定の結果、

容認度が高いとされたものにも、極力、当該の実例を提示し、傾向として差が見られるというよ

うな場合には、必要に応じコーパスにより得られた用例数を提示するなどの方法をとる。  
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必要に応じて何らかの観点から整理・分類する（＝まとめるべきものはまとめ、区別すべき

ものは区別する）こと(p.18)」と定義し、その結果作りだされたまとまりの 1 つ 1 つがカテゴ

リーであるとしている。 

このカテゴリー化が、われわれの思考、知覚、行動、言語活動において重要かつ基本的な

ものであることについて、Lakoff(1987)は、「各種の椅子、国家、色々な病気、様々な感情、

あるいはそれがどのようなものであろうと、何らかのある種のものについて推論を下す際は

常にカテゴリーを運用している（池上他訳 1993:6）」と述べている。これは、物理的なもの

だけでなく、特定の行為に関しても同様であり、カテゴリー化することにより、「これらの

行為がまったく同じように繰り返されることはないが、細かい動きの違いにもかかわらず、

みなある同一種の動作で（池上他訳 1993:6）」あると認識することができるとしている。 

このカテゴリーには、必要十分条件に基づくものとプロトタイプに基づくものがあるが、

このうち本論文で用いるプロトタイプに基づくカテゴリーについて見ていく。プロトタイプ

カテゴリーを代表する例としては、Rosch(1973)の「鳥」に関する実験が有名である。この実

験の結果から、被験者たちが ostrich（ダチョウ）に比べると robin（コマドリ）や eagle（ワ

シ）の方が「鳥」の例として「よい」と考ている、つまり、「鳥」のカテゴリーのメンバー

は同等の資格でそのカテゴリーに属しているのではなく、プロトタイプ(prototype)から周辺

的なメンバーへと段階的に分布していることが示された。また、このようにして作られたカ

テゴリーを Lakoff(1987)は放射状カテゴリー(Radial Categories)と呼ぶ。 

また、「鳥」は、その境界が比較的明確なカテゴリー8だといえるが、プロトタイプカテゴ

リーの中には境界が曖昧なものも存在することを、籾山(2010)では「論文」のカテゴリーを

例に説明している。籾山は「学術的な研究に値するテーマを取り上げている」「独自の明示

的な仮説が提示されている」などの条件を満たす、だれもが「論文」と認めるプロトタイプ

を中心に、「論文」と言っていいかどうか迷うようなものは、カテゴリーの境界付近を占め

ることになるとしている。 

以上の研究から、プロトタイプカテゴリーの成員には段階性があること、またその境界は

曖昧な場合もあることを確認した。 

なお、本論文で考察対象とする 4 語にはいずれも例を示すという機能がある。明示された

例から他の暗示例を想起させるという過程は、まさにこのプロトタイプに基づくカテゴリー

化が基盤となっていると考えられる。 

 

3.3.2 下位カテゴリー 

籾山（近刊:5）は、ある語の百科事典的意味を構成する要素が、その語が表すカテゴリー

                                                        
8 山梨(2008)は、テレビゲームの出現が「ゲーム」の外延を拡大したことなどを例に、このカ

テゴリーの境界の曖昧さについて、「基準とする観点や新しい事物の導入によって如何様にも変

わりうる(p.76)」と述べている。「鳥」のカテゴリーも同様に境界は比較的明確ではあるが、近年

の研究で恐竜を「鳥」とするかなどの論争も起きており、その外延は変わりうるものだといえる。 
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のどれだけの成員に当てはまるかという程度のことを、「一般性」と呼び、Lakoff(1987)を参

考に、カテゴリーの「下位カテゴリー」として、この一般性の程度が完全でない意味がどの

ような特徴をもつものであるかによって、典型例、顕著例、理想例の 3 つに分類できるとし

ている。これら 3 つの定義と実例を確認する。 

「典型例」は（ある言語共同体において）あるカテゴリーの中で、数多く見られ、想起し

やすい一群の成員（下位カテゴリー）のこと（籾山 近刊:6）であると定義されている。例え

ば「リンゴ」と言われて想起しやすい〈赤い〉リンゴは「リンゴ」の典型例であり、言語現

象においても「リンゴのほっぺ」と言った場合には頬の色が〈赤い〉あるいは〈赤っぽい〉

ことを表す。また「お通夜のような雰囲気」といった場合の〈極めて静かであるその場の状

況〉という意味も、典型的な「通夜」が有する特徴に注目した表現だといえる（籾山 2014:87、

93 より要約）。 

続いて「顕著例」は、（ある言語共同体において）あるカテゴリーの中で、そのカテゴリ

ーの何らかの程度性のある特徴を顕著に有する一群の成員（下位カテゴリー）のこと（籾山 近

刊:6）であると定義している。これは、「ゴールまでにはまだ距離がある」と言った場合の

「距離」が指す、〈長い〉という長さの程度が顕著な例のようなものが当てはまるとしてい

る。また、「風のように一塁ベースを走り抜けていた」という場合の「風」が「微風（そよ

かぜ・びふう）」などではなく〈移動速度が極めて速い〉という特徴を有した「疾風」であ

ることもこの例だとしている（籾山 2014:88、93 より要約）。 

そして、「理想例」は（ある言語共同体において）あるカテゴリーの中で、（何らかの観

点から見て）理想的な（一群の）特徴を有する一群の成員（下位カテゴリー）のこと（籾山 近

刊:6）であると定義している。子どもが「大きくなったらプロ野球選手になりたい」と言っ

た場合、子どもがなりたいのは一軍の試合に出場する機会に恵まれないような選手ではなく、

（できれば大リーグの）スター選手であるのはカテゴリーの理想例だといえ（籾山 2010:22

より要約）、また言語現象においても「A 選手は実力がある」といった場合の「実力」は単

なる＜実際の力＞ではなく、＜実際の優れた力＞という理想例を指している（籾山 2014:89

より要約）。 

なお、籾山(2014:86)は、「顕著例」と「理想例」の定義からわかるように、「理想例」は、

程度性のある特徴に注目している場合は、「顕著例」の特殊な一種と考えられるとしている。 

 

この 3 つの下位カテゴリーについてもう少し考えてみたい。「鳥といえば」と聞かれたと

きに想起される「鳥」のカテゴリーを考えた場合、日本人ならば「スズメ」「ハト」「カラ

ス」など日頃よく目にする典型例が中心として浮かぶだろう。しかし、「生まれ変わったら

鳥になりたい」と言った場合には、「空が飛べる」という典型的な特徴も重要だろうが、空

が飛べても「カラス」になりたい人はあまりいないだろう。この場合想起されるのは「空が

飛べて色や形が美しい、かわいい、かっこいい」などの理想的な特徴をもつ鳥、例えば「カ

モメ」「タカ」といった理想例を中心とするカテゴリーだと考えられる。また、「鳥になっ
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て遠くへ行きたい」と言った場合には「空を飛んで長距離の移動をする習性がある」という

顕著な特徴（あるいは理想として捉えれば理想的な特徴）をもつ「ツバメ」や「ハクチョウ」

などの渡り鳥を中心としたカテゴリーが想起されると考えられる。このように、「鳥」とい

う同じ成員により形成されるカテゴリーであっても、「典型例」「理想例」「顕著例」によ

って中心となる例が異なってくる場合がある。 

 

3.3.3 アド・ホック・カテゴリー 

辻(2013)は Barsalou(1983)を基に、「われわれは〈火事のときに持って逃げるもの〉という

ような成員間には何ら共通属性のないカテゴリーを構成することもできる(p.41)」とし、これ

を「アド・ホック・カテゴリー(ad hoc category)」と呼んでいる。また「この場合、カテゴリ

ーを成立させる接着剤は『個人的に貴重なもの』という認知主体の認める価値観など(p.41)」

だとしている。さらに、このアド・ホック・カテゴリーについて Barsalou(1983)は、環境の相

関的な構造に反し、記憶で確立されていないという点で、これらのカテゴリーは一般のカテ

ゴリー（例えば、「果物」、「家具」）とは異なる、つまり言語共同体間で確立されたもの

ではなく個人的で一時的なカテゴリーであるとしつつも、その成員には一般のカテゴリーの

成員と同様に段階性があると述べている(p.211 より訳、要約)。 

本論文で考察する表現は、(10)のような一般的なカテゴリー、(11)のようなアド・ホック・

カテゴリーの違いに関わらず、ほぼ同様に用いることができることから、これらを特に区別

することなく「カテゴリー」と呼ぶこととする。 

 

 鳥といえば、スズメやハトなどが思い浮かぶ。 

 火事のときには、写真やお金などを持って逃げる。 

 

 

3.4 多義語分析の課題 

本論文では、前節までに確認したカテゴリーの概念を基に、分析対象語を多義語として分

析していく。多義語とは「同一の音形に、意味的に何らかの関連をもつふたつ以上の意味が

結び付いている語（國廣 1982:97）」のことである。 

籾山(2001)はこの多義語分析の課題について、以下の 4 つを挙げている。 

 

1．（それぞれ確立した）複数の意味の認定 

2．プロトタイプ的意味の認定 

3．複数の意味の相互関係の明示 

4．複数の意味すべてを統括するモデル・枠組みの解明 

 

また、それぞれの課題に関しては以下のように説明している。 
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まず課題 1 は、多義語は（相互に関連のある）複数の意味をもつのであるから、必然的に

その個々の多義語（と想定されるもの）の意味を記述するにあたり、複数の意味が存在する

ことを明示することが前提になるとしている（籾山 2001:32-33）。籾山(2016)は、典型的な

多義語の各意味が相当程度の自立性を有することを示す日本語の言語事実として、①各意味

と共起する表現の自由度が（単義語よりの多義語より）高い、②「X という Y1」と「X とい

う Y2」の両方の X の位置に生起可能、③「と」による異なる複数の語との共起が可能、④

反義語の違い、⑤照応の同一性、⑥くびき語法9の 6 つを挙げている。 

続いて、課題 2 は、多義語の複数の意味の全体を 1 つのカテゴリーと考えた場合、そのカ

テゴリーを構成する個々の要素、即ち個々の意味は、すべて同等の重要性をもつのではなく、

何らかの意味で優劣があるということが前提になるとしている（籾山 2001:33）。このプロ

トタイプ的意味の認定基準として、籾山(2002)は「複数の意味のなかで最も基本的であり、

慣習化の程度が高く、想起しやすいといった特徴を備えたもの(p.101)」というものを挙げて

いる。本論文も、この基準を基にプロトタイプ的意味を認定することとする。 

課題 3 は、多義語の複数の意味には相互に何らかの関連が認められるのであるから、個々

の多義語の分析にあたり、その関連の実態を明らかにすることが課題となるとしている（籾

山 2001:33）。さらに、同書は、複数の意味の関連付けには 3 種の比喩が重要な役割を果た

すとしている。3 種の比喩については次節でその定義などを確認する。 

最後に、課題 4 は、多義語の複数の意味の相互関係を明示することに加えて、個々の意味

に共通する意味を抽出すること、多義構造全体における個々の意味の位置付けを明示するこ

                                                        
9 籾山(2016:512-513)の挙げた①～⑥の判定基準の例としてはそれぞれ以下のとおりである。 

 ①（全員）黒帯だ／黒帯になる／黒帯に勝つ／黒帯と戦う／体格のいい黒帯（「黒帯」の、

＜有段者＞という意味は、単義語よりの多義語である「スタンド」の、＜観客＞という意

味に比べ、自由度が高い。スタンド（＝観客）が盛り上がっている／×今日はスタンド（＝

観客）が盛り上がっている。／スタンド（＝観客）として試合を見るのは気楽だ） 

 ②金槌という（大工）道具・金槌という人（X が下位語、Y が上位語） 

 ③金槌と鋸・水泳選手と金槌（X と Y は（上位語を共有する）同位語） 

 ④この肉はかたい／やわらかい。・口をかたく／軽く閉じる。・結束がかたい／弱い。など 

 ⑤こちらは黒帯です。あちらもそうです。（「黒帯」が＜帯＞を表している場合、「そう」

も＜帯＞を表し、「黒帯」が＜有段者＞を表すときは「そう」も＜有段者＞を表す。） 

 ⑥？先日の台風で、川の水位と野菜の値段があがった。（くびき語法において不自然さが感

じられれば、自立性のある複数の意味を有すると考えられる） 

本論文で分析する 4 語はいずれも機能語であることから、籾山(2016)の挙げたこれらの判定を

行うことは難しい。なお、松本(2010)も個別義の認定方法として「分離テスト」と「統合テスト」

の 2 種類を提案している。「統合テスト」は籾山の「くびき語法」と同じものだといえるが、こ

れらのテストもやはり、機能語では判定ができない。 

機能語の意味の認定方法を新たに確立する必要はあるが、研究の主旨から逸脱してしまうため、

本論文においては、認定方法の検討には立ち入らず、基本的には先行研究を基に、それらの研究

で示された意味をまとめる形で意味を立て、異なる意味として認定できるほどの差異を感じさせ

ない意味に関しては下位分類という形に留め分類を行うこととする。なお、分析対象語である 4

語は意味的に類似性が高く、ほとんどの意味においてそれぞれが置き換えられることから、ある

語に認めた意味が、他の語の先行研究において意味として認められていない場合は、新たな意味

として認定した。 
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となどが課題となるとしている（籾山 2001:33）。なお、意味の位置付けを明示するモデル

として、籾山(2001)では、Langacker(1987)のネットワーク・モデルにフレームの概念を取り

入れた統合的モデルを提案している。このネットワーク・モデルに関しては、次節で確認し

たい。 

 

 

3.5 比喩の定義とネットワーク・モデル 

前節の課題 3 で挙げた複数の意味の関連付けにおいては、メタファー、メトニミー、シネ

クドキーという 3 種の比喩が重要な役割を果たす。籾山(2009)は、それぞれの定義を以下の

ようにしている。 

 

メタファーとは、2 つの事物・概念の何らかの類似性に基づいて、本来は一方の事物・

概念を表す形式を用いて、他方の事物・概念を表すという比喩のことである(p.25)。 

メトニミーとは、2 つの事物の外界における隣接性、あるいは、さらに広く 2 つの事物・

概念の思考内、概念上の関連性に基づいて、本来一方の事物・概念を表す形式を用いて、

他方の事物・概念を表すという比喩のことである(p.30)。 

シネクドキーとは、本来はより一般的な意味をもつ形式を用いて、より特殊な意味を表

す、あるいは逆に、本来はより特殊な意味をもつ形式を用いて、より一般的な意味を表

すという比喩のことである(p.28)。 

 

本論文では、以上の定義に従うこととする。 

また、籾山(2002)では、「尻が重い」や「幕をあける」などの慣用句の意味の成立過程を

例に、上にあげた三種の比喩のうち、二種類の比喩が複合的に用いられる場合について説明

している。同書では、メトニミー＋メタファーとメトニミー＋シネクドキーの 2 つの組み合

わせが紹介されているが、ここでは本論文で援用するメトニミー＋メタファーの例である「尻

が重い」について確認する。「尻が重い」の〈物事を実行に移すのに時間がかかる〉という

慣用的意味は、まず、メトニミーによって、字義通りの意味を原因として、〈立ち上がるの

に時間がかかる〉という結果の意味が生じ、さらにこの意味と〈物事を実行に移すのに時間

がかかる〉という意味との類似性に基づき、メタファーによって後者の意味が成り立ってい

る（籾山 2002:141 より要約）。 

また、籾山(2001)は、前節の課題 4 でも挙げた、多義語の複数の意味を統括するモデルと

して、Langacker(1987)のネットワーク・モデル((schematic-)network model)を参考にした図を

用いている。 

まず、Langacker(1987)のネットワーク・モデルについて概観する。ネットワーク・モデル

では、ネットワークにおける各々の節点(node)が語の確立した意味を表し、節点同士は、ス

キーマ関係(schematicity)と拡張関係(extension)という 2 つの基本的なタイプのカテゴリー化
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関係(categorizing relationship)によって関連付けられる（松本 2003:167）。これらの関係を図

示したのが以下の図 1 である。 

 

 

 

 

図 1 ネットワーク・モデル(Langacker1987:373) 

 

Langacker(1987)は、プロトタイプ(PT)の詳述と一致しない概念 X も、プロトタイプとの「類

似性」を認め、一致しない部分を無視することで、同一カテゴリーとして理解することがで

きるとしている(p.372)。また、この共通性の把握には、抽象化(abstraction)が必要だとし、こ

の抽象化によって概念化者はプロトタイプと概念 X の両方に互換性のあるスキーマ(SCH)を

抽出することができる。つまり、プロトタイプからの拡張による意味ネットワークの「横向

き」の広がりは、スキーマ抽出による「上向き」の伸びと密接に関連したものである(p.373)。 

籾山(2001)は、Langacker で述べられているスキーマ関係が先述の 3 つの比喩のうちのシネ

クドキーに当たるとし、拡張関係がメタファーに当たるとしている。Langacker のネットワー

ク・モデルでは、3 つの比喩のうちのメトニミーは位置づけられていない。この特性を、瀬

戸(2007)は大きな欠陥とし、メトニミーを取り込むことを提案している。同様の傾向として

籾山(2002)においても「かたい」を例に、メトニミーを取り込んだネットワーク・モデルが

示されている。籾山(2002)の「かたい」の例を概観する。 

まず、籾山は「かたい」に対し以下の 3 つの意味を挙げている。 

 

 意味 1（プロトタイプ的意味）〈単一の個体に関して、外部から加えられる力に対

して抵抗感を感じさせるさま〉：ダイヤモンドはかたい。この肉はかたい。 

 意味 2〈複数の密着したものに関して、引き離そうとする力に対して抵抗感を感じ

させるさま〉：びんの栓がかたい。口をかたく閉じる。 

 意味 3〈人間が精神的に緊張した状態にあるさま〉：面接試験でかたくなってしま

った。 

 

意味 1 と意味 2 は、意味記述において〈（加えられる何らかの）力に対して抵抗感を感じ

させるさま〉という共通点、つまりスキーマが抽出でき、意味が類似の関係にあることから、

意味 2 は意味 1 からメタファーによって成り立っていると考えられる。また、意味 3 は〈精

神的に緊張した状態〉と〈肉体（筋肉や関節）的なカタサ〉（意味 1）が同時に生じること

に基づき、本来、意味 1 を表す語によって意味 3 も表すことが可能であることからメトニミ

ーによって意味 1 から拡張しているといえる。これらをまとめて図示したものが以下の図 2

である。 

SCH 

PT X 
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図 2 「かたい」（籾山 2002:117） 

 

本論文においても、瀬戸(2007)や籾山(2002)などに従い、メトニミーを含めたネットワー

ク・モデルによって、多義語の複数の意味を統括するモデルを示していくこととする。 

 

 

3.6 第 3 章のまとめ 

以上、本章では次章以降での分析の立場と方法、さらに分析において援用する、認知言語

学の諸概念について確認し、本研究の取り組む課題について述べた。 

本研究は、分析対象語のもつ例を示すという機能を理解するうえで、私たちの思考、知覚、

行動、言語活動において重要かつ基本的な、何らかの観点から整理・分類する、カテゴリー

化という認知能力を重視する。同時に、意味拡張の動機づけとしてのメタファー、メトニミ

ー、シネクドキーという 3 つの比喩に基づく意味ネットワークによって、多義語とみられる

語の関連性を明らかにすることを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スキーマ 

意味 1 意味 2 意味 3 
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第 4 章考察対象とする助詞の例示の機能の分類基準について 

 

4.1 本章の目的 

本章では、考察対象とする語のより詳細な意味分析を行う前提として、先行研究における

「例示」のもつ特徴を検討し、各語のもつ「例示」という機能を分析するための基準となる

観点を示す。 

 

 

4.2 助詞の「例示」の意味に関する先行研究 

本研究では、意味分析にあたり「例示」の機能をもつ助詞のそれぞれの「例示」がどのよ

うなものであるかについても考察する。そこで、助詞の「例示」の意味に関する研究を概観

することで、どのような観点から「例示」を考えているのかをみていく。 

 

4.2.1 沼田(1986、2009) 

まず、「デモ」と「ナド」に関する研究として、沼田(1986、2009)を紹介する。沼田(1986)

は、「デモ」に関して、以下の例文(15)は(16)とほぼ同義であるとし、「デモ」には自者「買

物」も他者―例えば「散歩」―も肯定はするが、同時に肯定するのではなく、選択並列詞「か」

に見られるように、選択肢の中からいずれかを選び出すといった意味があると説明している。

そのため、自者「買い物」は選択の対象となる選択肢の 1 例として例示されたものというこ

とができるとし、これらの「デモ」の意味を「選択的例示」としている。 

 

 買物にでも出かけよう。                 （沼田 1986：179） 

 買物か何かに出かけよう。                （沼田 1986：179） 

 

また「ナド」に関しては(17)をあげ、とりたてる「自者」「竹本さん」に対して、「他者」

が存在するかのような意味合いを持たせると説明し、このような「ナド」の意味を「疑似的

例示」としている。 

 

 竹本さんなど、来春結婚する 10 組の中に入ってるんじゃないの。（沼田 2009:233） 

 

沼田(1986、2009)で挙げられた「デモ」と「ナド」の例の明示例を(18)(19)のように複数に

してみると、「デモ」は容認度が下がるのに対し「ナド」のこの例では容認度が高い。この

差は、「デモ」の説明に「選択の対象となる選択肢の 1 例として例示されたもの」という表

現があることからもうかがえる。また、(19)は、明示例である「竹本さん」「田中さん」が
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同時に「来春結婚する 10 組の中に入る」ことができることから、「デモ」のように「自者も

他者も肯定はするが、同時に肯定するのではなく、選択肢の中からいずれかを選び出す」と

いう特徴があるわけではないことが分かる。このように同じ「例示」であっても、様々な点

で違いがあることが分かる。ここからまず「例示」の検討の観点として、複数例を明示でき

るか、明示された例と暗示された例が同時に実現されるかという 2 点が挙げられる。 

 

 ??買物や散歩にでも出かけよう。 

 竹本さんや田中さんなど、来春結婚する 10 組の中に入ってるんじゃないの。 

 

そして「ナド」の説明に挙げられていた「とりたてる自者に対し、他者が存在するかのよ

うな意味合いを持たせる」という特徴は、前掲の「デモ」の例においては共通しており、違

いとはならないが、(20)のような「例示」の場合、10 組の他のカップルも確実に存在してい

るという意味合いとなる。「存在するかのような」という表現は「他者」つまり「暗示例」

「暗示されたカテゴリー」が「存在しない」つまり「仮想である」と言い換えられることか

ら、「例示」の検討の観点として、さらに、暗示されたカテゴリーが仮想ではない（明確に

想定されている）かがあげられる。 

 

 竹本さんや田中さんなどが、来春結婚する 10 組の中に入っている。 

 

4.2.2 森山(1998) 

続いて、「でも」と「か何か」に関する研究として、森山(1998)を紹介する。森山(1998)

は、「でも」や「か何か」の意味的な違いに関して、次の例(21)(22)をあげ、「か何か」では

別物の後続提示ができるのに対して、「でも」では不自然だと説明している。 

 

 眠気覚ましにコーヒーか何か飲みなさい。紅茶でよかったらここにあるけど。 

 *眠気覚ましにコーヒーでも飲みなさい。紅茶でよかったらここにあるけど。 

                                 （森山 1998：91） 

 

この違いが出る理由として、「か何か」では当該例以外の別の要素も併せて並列的に例示

されていると言えるのに対して、「でも」では、例示されているものだけが取り上げられて

いると言えると説明し、「広義選択的例示」の下位分類として「か何か」のような場合を「一

例並列提示（一例しか挙げられてはいないが、並列するほかの要素がほかにも並列的に設定

されているという意味）」、「でも」のような場合を「暫定抽出（ほかのものでもよいが思

いつきとしてはまずは当該要素が提示される）」とした。 

この下位分類から先に挙げた 3 つの観点を再検討する。前述のとおり、沼田(1986,2009)は

(15)(16)のような例における「でも」と「か何か」を同じものとみなしているが、森山(1998)
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は両者に「並列するほかの要素が他にも並列的に設定されているか」という差異を認めてい

る。そこで、4 つ目の観点として、明示された例と暗示された例が並列的に設定されている

かを加える。 

ここで、2 つ目の観点、明示された例と暗示された例が同時に実現されるかと 4 つ目の観

点、明示された例と暗示された例が並列的に設定されているかの違いを整理する。任意の「例

示」表現を R とし、「夕飯にはカレーR を食べましょう。」という例文を 2 つの観点から見

ていく。 

まず、2 つ目の観点の「同時に実現される」とは、「カレー」を明示例とすると、他の例

としてあがるものは「サラダ」や「デザート」など「カレー」と同時に食べる可能性のある

ものである。つまり、(23)のようになる。一方、4 つ目の観点の「並列的に設定される」の場

合「カレー」の他の例としてあがるものは「ハンバーグ」や「親子丼」のように、「カレー」

と同時に食べることは想定していないものである。つまり、(24)のようになる。 

 

 夕飯にはカレー（、サラダ、デザート、…）を食べましょう。 

 夕飯には  カレー    を 食べましょう。 

         ハンバーグ 

         親子丼 

          … 

 

つまりある用例が、3 つめに挙げた「暗示されたカテゴリーが明確に想定されているか」

という観点に該当する場合、明示例の他に存在する暗示例が、明示例と同時に実現するか、

並列的に設定されているかによって、さらに区別することができる。 

 

4.2.3 中西(2006) 

最後に、「でも」の例示の機能に関する研究として、中西(2006)を紹介する。中西(2006)

はこれまで、沼田(1986)や森田(1998)が単義として分析していた「でも」の意味を 3 つに分け

て分析している。中西はマルチプルチョイス式の選択肢が想定できるかどうかという観点か

ら、しにくいものを「表読みの例示」、できるものを「裏読みの例示」とし、以下のような

例をあげている。 

  

 借金でもしてるんですか。                 

 食事が終わったら、音楽でも聞きますか。          （中西 2006:212） 

 

つまり、「表読みの例示」である(25)は、「借金」以外の選択肢は想定できず、「裏読み

の例示」である(26)は、「音楽」以外の選択肢が想定できるということである。 

また、3 つ目の意味として、前の叙述内容に当てはまる良い例を主題的にとりたてるもの
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で、「～（の場合）については」で言い換えられたり、「たとえば」が挿入できたりするよ

うなものを「主題的な例示」として以下の例をあげている。 

 

 （京都では）保存の良さは公的な建築物といったものだけでなく、各個人の生活の

中にも多くのものが保存されている。さきにあげたハモ料理でも、夏の祇園祭のころ

ともなると、京都の多くの家がいろいろのハモ料理を作って楽しんでいる。 

 （中西 2006:213） 

 

中西(2006)の「表読みの例示」と「裏読みの例示」は、先に挙げた 3 つ目の観点の「暗示

されたカテゴリーが仮想のものであるか」に関わるものであるといえるが、ここで、森山

(1998)と中西(2006)で挙げられている例を基に、本稿で暗示されたカテゴリーが仮想であると

いうことをどのように考えるのかを確認する。(28)は森山(1998)で「暫定抽出」の例として挙

げられたものである。森山(1998)は、このような「でも」は例示されているものだけを取り

上げるとしているのに対し、中西(2006)はほとんど同じような使われ方であると考えられる

(29)を挙げ、マルチプルチョイス式の選択肢が想定できるとしている。 

 

 *眠気覚ましにコーヒーでも飲みなさい。紅茶でよかったらここにあるけど。（＝(22)） 

 食事が終わったら、音楽でも聞きますか。                （＝(26)） 

 

しかし、中西は「選択肢が想定できる」としているが、本論文においては上の例(28)(29)

のような場合は、暗示されたカテゴリーは仮想のものであると判断する。これは第 1 章でも

述べたが、「例示」は、単純に他の例の存在を示す場合はもちろん、明示例を「評価」した

り「形容」したり「やわらげ」たりする場合にも、常に「比較」するという認知作用が働い

ていることから、そこには比較対象となる暗示例及び「カテゴリー」が想定されていると考

えるためである。つまり、「カテゴリーが想定できるか」という項目は意味をなさないので

ある。そこで、想定しようと思えばできるという状態は「カテゴリーが仮想である」と判断

し、明確に想定されていると分かる場合のみ、「カテゴリーが想定されている」と判断する

こととする。暗示例の存在という視点は同じだが、暗示例が仮想のものでも選択肢として認

めている中西(2006)の判断とは若干ずれがあるといえる。 

また、中西(2006)では前掲の(27)で見たような「主題的な例示」という用法があることが指

摘されていた。そこで「例示」の中のこのような用法を区別する観点として、明示例が主題

以外になり得るかを加えることとする。 

そして最後に、第 1 章で「列挙」と「例示」の違いを述べる際に見た、聞き手にとっての

旧情報も明示できるかも 6 つ目の観点として加えることとする。 
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4.3 第 4 章のまとめ 

本章では、「例示」の機能を分類する際の観点を示した。 

「例示」の分析を行う際の観点は、以下の 6 項目とする。 

【明示された例に関する項目】 

①複数例を明示できるか 

②聞き手にとっての旧情報も明示できるか 

③明示例が主題以外になり得るか 

【暗示された例に関する項目】 

④暗示されたカテゴリーが仮想ではない（明確に想定されている）か 

【明示された例と暗示された例の関係に関する項目】 

⑤明示された例と暗示された例が同時に実現されるか 

⑥明示された例と暗示された例が並列的に設定されているか 

 

続く第 5 章から第 8 章までの「ナド」「ナンカ」「ナンテ」「トカ」の多義語分析におい

て、実例をもとにした意味記述を行うと同時に、以上の 6 つの観点から検討することで、そ

れらの意味において行われる「例示」がどのようなものであるかを見ていく。 
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第 5 章 ナドの多義語分析 

 

5.1 はじめに 

本章は、例示の機能をもつ助詞「ナド」に対し、多義語分析の課題に基づき意味分析を行

うとともに、明示されている例と、考察対象語によって暗示された例とそれらが形成するカ

テゴリーがどのようなものかという視点からそれぞれの語の意味の再分類を試みる。加えて、

意味記述をより精緻なものにするため、前章で挙げた「例示」の 6 つの観点からも検討を行

う。 

まず、続く 5.2 では先行研究を概観し、先行研究の問題点と課題をまとめる。5.3 では「ナ

ド」の意味分析を行い、5.4 ではそれぞれの意味間の関連性を明示し、最後に 5.5 で結果をま

とめる。 

 

 

5.2 先行研究 

「ナド」に関しては、多くの先行研究が存在するが、語源の面から意味を考察したものと、

用例から意味を分類したものとに大別できる。それぞれの主要な研究を確認する。 

 

5.2.1 語源に関する研究 

5.2.1.1 山田(1908、1913) 

山田(1908)は、「ナド」を副助詞として分類し、その意味が「複数」ではなく「例示」で

あることを指摘した。さらに山田(1913)は、ナドが「例示」の意味をもつ理由を、「ナド」

の語源が他の類似要素の存在に含みを持たせる「ナニ」に並列の「ト」がついた「ナニト」

であることから説明している。 

 

5.2.2 意味に関する研究 

5.2.2.1 山口(1988) 

山口(1988)は古語の例を多く用いてはいるが、「ナド」の意味を詳述しており、3 類、計 9

種に分類している。 

 

〇例示：上接語句に対して「その他」的な同類暗示性を担う 

 帷子や布やなど、さまざまに配り散らして（蜻蛉・中・天禄二年）      (p.24) 

この例示の「同類暗示性」に基づくもの 

〇代表性：たんなる一具体例にとどまらず「その他」を代表する意味あい 
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 五月などは、ましてはればれしからぬ空の気色に、えさわやぎ給はねど（源氏・若菜

下）  (p.26) 

〇重視性：上接語句のさす人物などに対する話手の重視的評価を感じさせる 

 いかに、ことにふれて、我などをばかくなめげにもてなすぞと、むづかり給ふ（大鏡・

伊尹伝） (p.26) 

〇軽視性：話手の軽視的評価－軽視性を感じさせる 

 まして清盛などがへろへろ矢、何程の事か候ふべき。（古活字本保元・上）  (p.26) 

その事態に依存してより事柄的にそれと連続する事態のありようを暗示する「周辺暗示性」

に基づくもの 

〇概要性：ある事柄の全体におけるその概要というほどの意。（1）文章や会話を引用した

り、（2）心中の思考内容を表示したりする例 

 からうたに、日をのぞめばみやこ遠しなどいふなることのさまをききて（土佐・一月

二十七日） (p.27) 

〇婉曲性：一つの事柄をありのまま端的に表現しないで、あたかも事柄の概要であるかの

ようにぼかして表現したと解せる用法 

 それよりのち、「司召にて」などて音なし。（蜻蛉・下・天禄三年）     (p.28) 

〇反撥性：助詞化の進行に伴う上接語句との一体化によって、「など」類本来の対象を抹

消視する支持性に上接語句を同化させることによる否定的評価 

 それよりのち、「司召にて」などて音なし。（蜻蛉・下・天禄三年）     (p.28) 

「ナド」の上接語句をたんに強める役割を担っているかに見える用法に基づくもの 

〇包括限定性：「その他」的意味やそこから生ずる例示性・代表性などをめだたせない代

わりに、同類のありようを包括することによって上接語句の実質を一般化しな

がら限定するような表示傾向 

 無論感服などする者は一人もない。（二葉亭四迷・平凡・四七）       (p.28) 

〇提示性：構文上その語句を強く取り立てる 

 うちなんかいくら大きくたって腹の足しになるもんか（夏目漱石・吾輩は猫である・

一）  (p.30) 

 

山口(1988)は、他の研究では触れられていない「ナド」の基本的な意味について詳述して

いる。さらに「同類暗示性」や「周辺暗示性」といった言葉からもわかるように、程度差は

あるものの、「例示」という機能が、これら全ての意味に関わっていることを指摘している

という点は本研究においても負うところが大きい。重要な研究だと考えられるが、山口(1988)

も、重視性は代表性と両立しやすい、包括限定性は軽視性・反撥性と両立しやすいなどと指

摘していることからも、これらの分類は一部重複する部分がある。また、提示性の実例に「ナ

ド」を用いたものがないことや、古典からの例を用いて分類を行っていることから、現代日

本語の「ナド」にはない用法も含まれている。以上を踏まえ、山口(1988)の分類を参考に、
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現代日本語における「ナド」の分類を行う。 

 

5.2.2.2 沼田(1986、1988、2000、2009) 

沼田(1986、1988、2000、2009)は、「ナド」の意味を、並列詞ととりたて詞に大きく二分

し、さらにとりたて詞を「疑似的例示」と「否定的特立」の二つに分けている。 

 

〇並列詞の「など」（並列詞への分類は奥津(1974)による） 

列挙された最終要素に後接し、その要素以外に、それと同一の集合をなすものとして並列

されるべき要素が他に存在することを示す。 

 江戸狩野の作品として、探幽、尚信、常信などが収録されている。   （沼田 2000:209） 

 今度の誕生日にはバラの花などを贈った。            （沼田 2009:99） 

〇とりたて詞の「など」 

・「疑似的例示」（沼田(1986、1988)では「柔らげ」）の「など 1」 

並列詞のように他の要素を列挙するわけではない。しかしそれがあることにより、とりた

てる「自者」「竹本さん」に対し、「他者」が存在するかのような意味合いを持たせる。 

 竹本さんなど、来春結婚する 10 組の中に入ってるんじゃないの。   （沼田 2009:233） 

・「否定的特立」（沼田(1986)では「否定的強調」）の「など 2」 

「自者」「太郎」が「僕の誕生パーティーにやって来た」の中で、特に否定的に特立され

ている。 

 よりにもよって、太郎などがやって来た。            （沼田 2009:235） 

 

5.2.2.3 山田(1995) 

また、山田(1995)は沼田(1986)をはじめとする諸研究を基に、ナドを 3 つに分類し、さらに

これらに加え新たに「上記のいずれにも分類しがたい用法」という項目を付け加えている。 

 

〇例示・同類を表す用法（沼田 2009 における並列詞の「など」）：「いくつかの列挙した事

柄を総括する、若しくは、総括することによって他にも同類の事柄の存することを暗示する

（仁田 1982）」 

 アメリカや日本などが反対の意思を表明した。             (p.338) 

〇叙述の弱め／和らげを表す用法（沼田 2009 における疑似的例示）：例示と意味的に連続す

る用法。明示された事柄以外の事柄の存在が想定しにくい。 

 増渕五段などそういう力戦型の傾向がありますからね。            (p.338) 

 これなどよくお似合いになると存じますが……（沼田 1986）         (p.338) 

〇話し手の評価を暗示する用法（沼田 2009 における否定的特立）：「X など P ない」で示

される構造は、「話者の頭のなかに、なにか非常に＜高い存在＞があって、それとの関連で、
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X のように＜低い＞ものが P することが思いもよらないことだ（寺村 1991）」という意味が

ある。 

 生まれた街なんか好きじゃないさ。（東京）                 (p.339) 

 羨ましいね。ぼくなんか、とうに卒業してしまった。（年の）         (p.339) 

評価のかけ離れが負ではなく正の方向に現れ、高い解釈をあたえるもの。 

 ドレッサーとかオーブンなんかまであるらしいよ。（限り）          (p.339) 

〇上記のいずれにも分類しがたい用法：提題の「ハ」を強めた「～に関して言えば」「他と

比較して～は」といった意味合いが感じられ、提題的。 

 私なんか、オンリー1 より、ベスト 1 の方がいいな。（東京）         (p.340) 

 空なんかクレヨンで塗ったみたいに青いんだ。（東京）            (p.340) 

 

山田の分類は、多くの先行研究で用いられている沼田の分類を発展させたものであるが、

低い評価だけでなく、高い評価を与える用法があることから否定ではなく「評価」という用

語を用いたことや、提題的な用法があると指摘している点は大きい。しかし、(17)～(21)の例

文はすべて「ナンカ」の例であり、「ナド」の例は挙げられていないため、「ナド」の例か

ら同様の分類ができるのかを確認する必要がある。また、「上記のいずれにも分類しがたい

用法」に関しては、「～に関して言えば」「他と比較して～は」という置き換えられる例を

挙げているのみで、これ以上の考察を行っていないことから、さらに詳しく検討する必要が

ある。 

 

5.2.2.4 小林(2014) 

小林(2014)は、多くの「ナド」の分類に関する先行研究を基に、「ナド」を分類し、以下

のように整理している。 

 

などの基本機能：文中要素を、前提集合が示す内容にふさわしい事態として取りたてられた

ものとして示す 

〇例示：文中要素を一例として取り上げ、同類の集合の存在を暗示する 

 〇仮想的例示：実際には同類の集合は具体的に想定できないが、その存在を暗示するこ

とにより文意を和らげる 

 〇概言：発話や思考内容を受けて、概略を示す 

〇特立：文中要素を当該事態にふさわしい例として際立たせて示す 

 〇提題：文中要素を提題としてとりあげる 

 〇否定的特立：文中要素を当該事態にそぐわない例として際立たせて示す 

                                  （小林 2014:32） 

 

小林(2014)は、「ナド」の機能として、まず大きく「例示」と「特立」という 2 つを立て、
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典型的な「例示」の機能に基づく用法として、「例示」「仮想的例示」「概言」の用法の 3

つと、さらに「特立」の機能に基づく用法として、「特立」「提題」「否定的特立」の用法

の 3 つの 2 種 6 項目を挙げている。「例示」「仮想的例示」「概言」がそれぞれ独立した用

法であるのに対し、「特立」「提題」「否定的特立」の 3 つに関しては同列に並び立つもの

ではない。「特立」と「否定的特立」の 2 つは、取り上げた要素が高評価されるもの、また

は低評価されるもののどちらかに対し、ふさわしさを表す場合「特立」、そぐわなさを表す

場合「否定的特立」と呼んでいる。しかし「提題」は、取り上げた要素が中立的なものを指

し、ふさわしさ、そぐわなさどちらを表すかは問題としない。つまり、「提題」には「特立

の提題」と「否定的特立の提題」があるということになる。 

小林(2014)が立てた「概言」という項目は、これまでいくつかの研究で「引用」という形

式のみでの基準でくくられていた項目であるが、これに「概略を示す」という意味的な基準

を設けたことにより、「引用」という名前で同一視されていた「仮想的例示」や「否定的特

立」に分類されるような「引用」を分けることができる。ただし、小林(2014)では、現代と

近世前期の「ナド」の用法の比較を目的としていることから、これらの分類の提示にとどま

っており、具体的な例文やそれぞれの分類に対する考察などは行われていない。 

 

5.2.2.5 まとめと問題点 

語源に基づく研究においても、用例に基づく研究においても、「例示」の意味があるとい

う点では共通している。用例に基づく研究では、この他に様々な意味が認められていたが、

以上に挙げた「ナド」の分類をまとめると、およそ以下のようになるだろう。 

 

表 1 「ナド」の先行研究の分類のまとめ 

山口(1988) 沼田(1986 他) 山田(1995) 小林(2014) 

例示 並列詞の「など」 例示・同類を表す用法 例示 

婉曲性 疑似的例示 叙述の弱め／和らげを表す用法 仮想的例示 

概要性   概言 

代表性  いずれにも分類しがたい用法 提題的 

重視性 

軽視性 否定的特立 話し手の評価を暗示する用法 

 

 

 

否定的特立 

反撥性 

包括限定性 

提示性 

  （高い評価を与えるもの） 

 

表 1 を見ると、多くの先行研究を踏まえているという点からも小林(2014)の分類は挙げら
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れた全ての用法を網羅しているように見える。ただし、前節でも述べたように、小林(2014)

の研究では、各分類の詳細な分析は行われていないため、検討の余地がある。 

また、以下のような例(22)(23)は、どちらも、分類するならば「否定的特立」や「話し手の

評価を暗示する用法」に入るものだと考えられるが、(22)の「（医療現場での）手違い」に

は明確な否定的評価が感じられるのに対し、(23)の「話し言葉と書き言葉の違いがあること」

はそれほど否定的な評価がなされているようには見えない。 

 

 「スペ患」とは、スペシャル患者の略。つまり、病院にとっての“VIP”のこと。

（中略）もちろん、医療の従事者たるものどんな患者を相手にしても最善を尽くすこ

とが求められている。手違いなどあってはならないし、平等に扱うべきは当然であ

る。しかし医者も看護師も神様ではない。「スペ患」にはいささか真剣にあたるよう

な気がする。               （高島徹治『プロが使う秘密の日本語』） 

 小学校に上がる前の子供たちは、話し言葉と書き言葉の違いがあることなど知りま

せん。彼らが字を覚える前に身につけた大部分は話し言葉なのです。小学校に上がっ

たあとのおもな課題は話し言葉を書き言葉に変えていくことで、これにより自分の作

文能力と読解能力を高めていくのです。 

               （李凌燕『中国の小学生はどう中国語を覚えるか』） 

 

「否定的特立」や「話し手の評価を暗示する用法」と呼ばれる用法には、「マイナス評価

を受ける要素をもつ対象に対しての低評価」や「プラス評価を受ける要素をもつ対象に対し

ての高評価」の意味があることは指摘されてきたが、(23)は、これら「評価の高低」ではな

く「親疎」が関わっていると考えられる。このような例についても検討が必要だといえる。 

 

5.2.3 「ナド」の例示に関する研究 

続いて、評価を表す「ナド」と「例示」の機能との関わりについて指摘している研究とし

て、川村(1983)を、さらにそれぞれの明示例の特徴について言及している研究として加波

(1995)、安部(2003)を取り上げる。 

 

5.2.3.1 川村(1983) 

川村(1983)は、「その他」の存在が読みとり難い例として以下の例(24)を挙げ、上接語句を

卑しめる効果は、「ナド」の＜任意的例示＞という意味特徴によるものだと説明している。 

 

 マウントバッテンなどという戦争屋は、歓迎宴をボイコットしてみせたり、妙なス

タンド・プレイを繰りかえしたものです。（深田祐介『新西洋事情』新潮文庫、p.162） 

 （川村 1983:54） 
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川村(1983)は、このマウントバッテンという人物はその存在を措定された「その他の戦争

屋たち」の中から、著者による何らかの価値判断を経ずに、たまたま例としてとり出された

に過ぎず、無条件に「その他の戦争屋たち」の各成員とさし換えられ得る存在であり、例示

の対象となっているものと潜在的にそうであるものとの間に価値の差は認められないとして

いる。 

ここで挙げられた例は、「卑しめる効果」とあるように「評価」を表す例だといえる。川

村(1983)は、「その他の例」つまり暗示例は読みとり難いとしつつも、潜在的に存在するこ

とを指摘しており、＜任意的例示＞という名称からも分かるように、この用法に「例示」が

関わっていることを示唆している。 

 

5.2.3.2 加波(1995) 

加波(1995)は、川村(1983)の述べる＜任意的例示＞が、肯定文なのに「ナド」が「例示」で

はなく、「軽視・謙遜」をあらわすものであるとしている。さらに、川村(1983)では指摘さ

れていない条件として、この用法が成り立つためには、「当該の事態に対して、話し手が否

定的感情を持っている」という条件を加える必要があると述べている。つまり、(24)を例に

考えると、「戦争屋」という語そのものに話し手の否定的感情がこもっていなければならな

いとし、「戦争屋」をプラス評価の語「紳士」に変えると、成り立ちにくくなると指摘して

いる。 

 

 ？マウントバッテンなどという紳士は、歓迎宴をボイコットしてみせたり、妙なス

タンド・プレイを繰りかえしたものです。                (p.7)  

 

5.2.3.3 安部(2003) 

安部(2003)は、沼田(2000)の分類を基に、とりたて詞といわれる「ナド」の意味について説

明している。このうち、「評価」の用法に関わるものとして以下の 3 つを挙げる。 

 

 戦争中は［温泉に行く］ナドできなかった。「高評価」          (p.14) 

 お金もないのに［温泉に行く］ナド許されるか。「低評価・軽視」     (p.14) 

 ［温泉に行く］ナド、夢のようだ。「プラスの評価」           (p.14) 

  

(26) は「戦争中にできなかったこと」、(27)は「お金がないときに許されないこと」、(28) 

は「“夢のようだ”と思うこと」という前提集合の中に、「温泉に行く」がそれぞれ当該要

素として位置付けられるとしている。この「当該要素」としてとりたてられる仕組みとして、

もともと「卑しめる」意味の「ナド」の説明に使われていた川村(1983)の＜任意的例示＞を、

「高評価」の意味の説明にも用いている。さらに、安部(2003)は、例を挙げる際には、説明
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に適した例を挙げるのが普通であるという理由から、川村(1983)が明示例を他の要素と「さ

し替えられ得る存在」として位置付けていたものを、より積極的な「前提集合が示す内容に

ふさわしい事態として取りたてられたもの」と修正した。また、高評価やプラス評価の場合、

加波(1995)の説明にある「否定的感情」は起こらないことを指摘している。 

ここまでに取り上げた先行研究と比較すると、「マイナス評価を受ける要素をもつ対象に

対しての低評価」、「プラス評価を受ける要素をもつ対象に対しての高評価」に加え、(26)

に見られるように「本来プラス評価を受ける要素をもつ対象に対して低評価」をする場合が

あることが新たな指摘だといえる。 

 

5.2.3.4 まとめと問題点 

第 1 章でも「評価」には「比較」という認知機能が働いており、そこにはカテゴリー化が

関わっていることを指摘したが、「評価」を表す「ナド」の意味にも「例示」が関わってい

ることを示唆する川村(1983)、加波(1995)、安部(2003)の＜任意的例示＞という考え方は、こ

れに通じるものだといえる。ここで、安部(2003)が述べる「前提集合が示す内容にふさわし

い事態」の「ふさわしい事態」とはどういうことなのか、これをカテゴリーの概念に当ては

めて考えてみたい。以下の例(29)(30)を見てみると、(29)の「腰のくびれ」は、安部(2003)の

分類では「プラスの評価」に入るものだといえるが、前提集合の中でも「最も優れていて例

としてふさわしい事態」、つまり理想例だといえる。一方(30)の「人の話」は、「低評価・

軽視」だといえるが、「聞かないもの」という前提集合のうち「特に酷い扱われ方をしてい

て例としてふさわしい事態」、つまり顕著例だと考えられる。つまり、「ふさわしい事態」

と言えるものをカテゴリーの観点で見てみると、意味によって理想例、あるいは顕著例と、

違いが出ることがわかる。これらの明示例の違いが用法の違いにどのように関わっているの

かについて検討する必要がある。 

 

 五十七歳という年齢を感じさせない、白く引き締まった肉体であった。腰のくびれ

など、信じられないほどだし、下腹に無用な脂肪が溜まっていることもない。  

                       （内田康夫『伊香保殺人事件』） 

 投資顧問会社に勤務する知人の同僚にアメリカ帰りの MBA（経営学修士）がいるの

だが、これがとんでもない自信家で、いわゆる「鼻につく男」で周囲の顰蹙を買って

いる。顧客に対しても、「余計なことは考えずに、言う通りにやればいい」と自信満々

で人の話など聞かない。当然、顧客と一悶着起こすのは時間の問題だった。      

 （中島孝志『35 歳までに決まる！お金持ちになれる人なれない人』） 

 

また加波(1995)では、「評価」の用法では明示例に否定的な感情が必要であるとされてい

たが、安部(2003)では、高評価、プラス評価の場合否定的な感情が起こらないとしている。

加波(1995)は肯定文であることを前提としているため、高評価の例が否定文である安部(2003)
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の指摘が完全に正しいとはいいきれないが、明示例が高評価、プラス評価の場合本当に否定

的な感情が起こらないのか、またどのような場合に「否定的感情」が起こるのかについて検

討したい。 

以上から、本節において解決するべき課題を以下にまとめる。 

課題 1：先行研究において挙げられた例を見ていくと「ナド」に取り立てられる事物は意

味によって違いがあることが分かる。これをカテゴリーの観点から分析すること

で、それぞれの意味においてどのような前提集合つまりカテゴリーが想起され、

取り立てられる事物がそのカテゴリーのどのような成員なのかを明らかにする。 

課題 2：どのような場合に「否定的感情」が起こるのかについて検討する。 

課題 3：多義語分析の課題ともなっており、先行研究において不十分であった、プロトタ

イプ的意味の認定、複数の意味の相互関係の明示及びそれらを統括するモデルの

提示を行う。 

課題 4：評価を表す用法のうち、高低の評価ではなく、明示例に対する親疎が関わってい

る例について検討する。 

 

 

5.3 分析 

「ナド」の意味を、明示例がカテゴリーの典型例となるタイプとして意味①、意味②、明

示例がカテゴリーの顕著例となるタイプとして意味③、意味④の計 4 つに分類した。さらに、

意味④は、明示例のもつ特徴によって、さらに 4 つの下位分類を立てた。 

 

5.3.1 意味① 

意味①：明示したある事物を典型例とするカテゴリーを想起させ、それ以外にも例が存在

することを示す 

 どんなに高価な材料でも、古くなってしまっては風味が台無し。粉やバター、卵な

どの基本的な材料は新鮮なものを使いましょう。とくに卵は古いものを使うと泡立ち

も悪く、ケーキが膨らまないこともあります。 

                 （村井りんご『簡単手作りクッキー&ケーキ』） 

 祥伝社（東京）がこのほど出版した「私、美人化計画」（定価 2980 円）には、自分

の顔写真をパソコンに取り込み、顔立ちを自由に変えられる CD‐ROM が付いてい

る。（中略）デジタルカメラなどで撮影した自分の顔写真に、日本髪や金髪などを

合わせ、眼鏡をかけさせることも可能だ。      （2003/10/17『読売新聞』朝刊） 

 

(31)は手作りケーキという話題の中で想起される「基本的な食材」というカテゴリーの典

型例として「粉やバター、卵」を明示し、それ以外にも新鮮なものを使った方がいい材料、

例えば「牛乳」やその他の材料があることを示している。また(32)は写真の加工ソフトの使
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い方という話題の中で想起される、「パソコンに取り込むための写真を撮影する方法」とい

うカテゴリーの典型例として「デジタルカメラ」を明示し、それ以外にも例えばカメラ機能

付きの携帯電話で撮影したり、紙の写真をスキャナで読み込んだりといった方法でも可能で

あることを示している。 

続いて、「例示」の 6 つの観点に基づき見ていく。(31)の「粉やバター、卵など」から分

かるように 2 つ以上の例を明示することが可能であることから、複数例が明示できるかとい

う観点①を満たす。 

  

 作り方 

1.じゃがいもは皮つきのまま洗って水がついたままラップで包み、電子レンジで約 4

分加熱する。熱いうちに皮をむき、約 1cm 角に切る。フライパンに油大さじ 1 1/2

を熱し、ひき肉をぽろぽろになるまで炒める。塩、こしょう各少々で調味し、粗熱を

とる。 

2. ボウルに卵を割り入れ、塩、こしょう各少々、1、万能ねぎを混ぜる。ひき肉やじ

ゃがいもなどはあらかじめ火を通してから卵液に混ぜると、焦げつきや生焼けの心

配がない。             (https://www.lettuceclub.net/recipe/dish/12625/) 

 

また、(33)の話題は、オムレツのレシピである。1 つ目の手順で調理した具材を、卵液に混

ぜるという説明であるため、「ひき肉やじゃがいも」は、聞き手にとっては旧情報である。

この文脈でも「ナド」は容認度が高いことから、旧情報も明示できるかという観点②も満た

しているといえる。また、(31)の「粉やバター、卵」は主題であるのに対し、(32)の「デジタ

ルカメラ」はこの文の主題ではないことから、明示例が主題以外になりうるかという観点③

も満たす。また、暗示されている例に関しては、(31)なら「牛乳」や「油」など、他のケー

キの基本的な材料が想定でき、(32)なら「スマートフォン」など、写真を撮る方法がある程

度明確に想定されており、暗示例が仮想のものではないため観点④も満たしているといえる。

また(31)の場合は同時に実現される、つまりケーキを作る際にすべてを同じ時に使用し、す

べてが同様に新鮮である必要があるといえる。(32)の場合は、デジタルカメラで写真が撮影

できれば、スマートフォンを使用する必要はなく、その逆も同様であるというように並列的

に挙げられることから、例によって観点⑤にも⑥にも該当するといえる。 

以上のように、意味①はすべての観点を満たしており、制限は見られない。 

意味①における「ナド」は話題の中で例として想起されるカテゴリーの中の、より典型的

なものを一つまたは複数挙げ、それ以外にも例があることを示している。「ナド」によって

暗示される例は、思いつくものであれば、典型例でも周辺例でも構わない。図に表すと以下

のとおりである。 
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図 1 意味①「ナド」 

 

5.3.2 意味② 

意味②：明示したある事物を典型例とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以外にも

例が存在するように示すことで、明示した事物の印象を弱める 

 今の日本の学生を見ていると、それほど強力なインセンティブを持ちえるのかな、

という気もします。彼らの消費行動はかなり歪で、私などが見ると汚いだけの数十

万円もするビンテージ・ジーンズを買ったりする。たしかにバブルの頃の学生は、タ

キシードを着て高級ホテルで食事をして、というような背伸びをしていましたけれど、

今の学生に、そういったインセンティブを持たせるのはかなり難しいように思うので

す。                 （福田和也・竹中平蔵『｢日本｣を超えろ』） 

 初めて一人で大阪にいくことになって、自由に出来る時間が夕方〜夜 9 時ぐらいま

であるんですが、皆様のおススメの観光もしくは、大阪の見所とか、ありましたらぜ

ひ教えて下さい！お店でもいいです。 

ミナミの道頓堀！タイガースが優勝した時に何人も川へ飛び込んだ橋などどうです

か？きっとニュース映像などで見た事あると思うけど・・・   （Yahoo!知恵袋） 

 

 今の日本の学生たちは、私が見ると汚いだけの数十万円もするビンテージ・ジーン

ズを買ったりする。 

 

(34)は、「ビンテージ・ジーンズを汚いだけと感じる人」の例として「私」を挙げ、「ナ

ド」を後接させることで、その他の例があるように示している。(34)と、「ナド」を省略し

た(36)を比較してみると分かるように、「ナド」を用いた(34)では「私」の印象が弱められて

いる。意味①の例では、それ以外の例が容易に思いついたのに対し、この例では、「私や A

さんや B さんが見ると汚いだけ」と、具体的に他の人を並列させるとやや不自然になること

から、他の人は想定されていないと考えられる。暗示例が想定されていない中で「ナド」を

用いたのは、見る人が見れば数十万円という価値がある物を、汚いだけとしか評価できない

ということは、少なからず後ろめたさや自分の能力の低さを感じるものだと推測できること

から、汚いという評価をした人物の明確化を避けるためだと考えられる。また、(35)は、大

阪の観光スポットを提案する文脈で「ナド」を用いている。提案者は、「道頓堀」一つしか

挙げていないが、ここに「ナド」をつけることにより、それ以外にも適当な場所があるよう

「ナド」で示される典型例 

話題の中で想起されるカテゴリー 

「ナド」で存在が 

暗示される他の例 
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示し、自分の案が最善とはいえないという意図を込め、印象を弱めている。 

また、「などと」という思考内容や言葉を引用する格助詞10の「と」を後接させた形には

次のような使われ方がある。これらは人や自分が話したことや考えなどを説明する文脈でよ

く用いられ、おおよそこのようなことを言った（思った）というような意味を表す。 

 

 地方競馬を所管する特殊法人地方競馬全国協会の幹部が馬券を買ったとして処分さ

れた問題で、警視庁は 9 日、■■■■元常務理事（中略）を競馬法違反（勝馬投票券

の購入禁止）の疑いで書類送検した。「買ってはいけないと知っていたが、買うとこ

ろを見つからなければ大丈夫と思った」などと話しているという。保安課などの調

べでは、■■元常務理事は昨年 10 月、大井競馬場（東京都品川区）のレースで 1800

円分の馬券を買った疑い。馬券はすべて外れた、という。 

                （2005/9/2『朝日新聞』夕刊） 

 ものごころつくころの幼児にとっての自然とは、緑の量ではなく、また大人から与

えられる自然体験でもない。わがいのちと共鳴する他の生き物たちの、いのちと、た

わむれ遊ぶことによって感知する生命界と天然との呼応である。けれども今、道にも

川にも虫もいない。私は孫と二人でわが家の庭をうろうろと虫を探す。アリしかいな

い。庭木の消毒をして悪かったな、などと思う。落葉を掘る。ゾウリ虫が一匹いた。

幼い者が歓声をあげる。ゾウリ虫を掌にのせる。くるりと丸くなる。 

 （森崎和江『いのちの素顔』） 

 

これも意味②の記述で説明ができる。(37)の「などと話している」という表現は、事件の

容疑者や犯人の供述を報道する際よく用いられる。この発言は容疑者の言葉を完全に再現し

たものではなく、新聞の限られたスペースに書くためにある程度内容をまとめたと考えられ

ることから、ここでの「ナド」は、実際にはもう少し様々な言い方があった、という可能性

を暗示し、この表現が一字一句間違いなく容疑者が話したことだという印象を弱めていると

考えられる。この文脈では、「買うところを見つからなければ大丈夫と思った」という供述

の後に、「1800 円分買った」「買った分はすべて外れた」という他の供述によって分かった

内容についても書かれている。このことから、この例を意味①のように複数の供述のうちの

1 つを挙げたと解釈した場合、「その他の例があることを暗示し、さらに後ろに別の例を挙

げていることになりやや不自然になる。また、(38)は、自分が考えたことを話す場面である

が、そもそも相手に「悪かったな」という負い目の気持ちがあることから、発話内容を曖昧

にぼやかしたいという感情があることが想像できる。そのようなことから、こちらも「ナド」

を後接させることで、自分が孫と虫探しをしていたその時に考えていたことは、正確にこの

                                                        
10 (38)は厳密には「引用」ではないが、仁田(1982:394)では「格助詞」の「と」の下位分類とし

て、「（5）思考内容や言葉を引用する」という用法を提示し、「さようならと言った」や「地

球は丸いと思う」などを例に挙げている。 
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通りだというわけではなく、多少異なっていたかもしれないという可能性を暗示し、印象を

弱めているといえる。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。 

 

 資格試験といえば、是非英語に関する資格もチャレンジしてください。できれば

TOEFL か TOEIC などどうですか。私も英語を勉強したいので誘ってくれればいっ

しょに勉強しましょう。     (http://www.bunkyo.ac.jp/~nemoto/lab/intro/faq.htm) 

 記事を読ませてもらってまた船旅をしてみたくなってきました。伊豆諸島もいいけ

ど思い切って小笠原がいいかな・・・ by えい♪ (2012-10-31 23:17)   

えい♪さん実は、私もこの映像を撮りながら、船旅をしてみたい衝動にかられてまし

た。離島への船旅など確かにいいかもしれません。私の場合は、昔行ったことのあ

る鹿児島の島々を訪れてみたいな思います。 by 老年蛇銘多親父 (2012-11-01 06:42) 

               (https://hmoyaji.blog.so-net.ne.jp/2012-10-24) 

 

意味②では、単一の例を明示する例が多いが、(39)では、「TOEFL か TOEIC」と例を 2

つ上げられているように、複数の例を挙げることも可能であるため観点①を満たす。 

また(40)では初めにコメントをした方が「船旅」「小笠原」というキーワードを挙げてお

り、回答者の「離島への船旅」という案は聞き手にとっての旧情報であることから観点②も

満たしている。さらに、前掲の例(37)の「買ってはいけないと知っていたが、買うところを

見つからなければ大丈夫と思った」はこの文の主題ではないことから、明示例が主題以外に

なり得るかという観点③も満たす。また、(37)は様々な供述のうちの 1 例を示しているとい

うより、実際の供述を要約したものであることから、他の供述を暗示しているわけではなく、

(39)は TOEFL か TOEIC と述べているように、他の検定は想定されていないと考えられるこ

とから、暗示例が明確に想定されているかという観点④は満たさず、暗示された例が想定さ

れていないため、観点⑤、⑥は検討できない。 

以上の検討において、意味②を制限する条件である観点④は、「それ以外にも例が存在す

るように示す」という表現に含まれる。 

以上をまとめると、意味②における「ナド」は、話し手が挙げた 1 つの例が典型例になる

ようなカテゴリーを聞き手側に想起させ、挙げられたその例の他にも例があるように感じさ

せることで、挙げられた例の印象を弱める効果を与えている。話し手が例示した例以外、他

の例が一つも想定できておらず、カテゴリーが架空のものであったとしても、聞き手側には、

中身のあるカテゴリーのように感じられるため、結果として、意味①と同様の図となる。例

示の観点から見ても、この聞き手側に見える暗示されている例は、(37)の場合は同時に実現

できる例（観点⑤）で、(39)の場合は並列的に設定されている例（観点⑥）であることから、

意味①と同じ結果だということがいえる。 
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      【話し手】                  【聞き手】 

図 2 意味②「ナド」 

 

5.3.3 意味③ 

意味③：主題として明示した聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を顕著例とする

カテゴリーを想起させ、それ以外にも近い特徴をもつ同時に実現されうる例が存在すること

を示すことで、カテゴリー全体のもつ特徴を際立たせる 

 五十七歳という年齢を感じさせない、白く引き締まった肉体であった。腰のくびれ

など、信じられないほどだし、下腹に無用な脂肪が溜まっていることもない。   

                                （＝(29)再掲） 

 1956 年 6 月のある日、私はここで偶然にシーヴァス・アイアンズと出会った。プロ・

ゴルファーとだけ紹介された彼と一緒に私はコースをまわり、その日の夜は彼の友人

たちの集まりに参加し、真夜中には彼と二人で峡谷に分け入って、彼の謎の師を捜し

求めた。（中略）彼と過ごした日のことが私の心の内奥に棲みつき、私の記憶、私の

考え方、私の知覚を形成し作り変えてきた。時折り、まるで彼がすぐそばにいるよう

な気持ちになる。ことにゴルフのプレー中など、本当に彼が目の前にいると思えて

くる。発音の不明瞭なスコットランドなまりの英語ではあるが、あの朗々たる声で私

に訓戒を垂れ、慰めの言葉をかけ、あるいは私のスイングの微妙な狂いを指摘しなが

ら、彼が私と並んでフェアウェーを濶歩してゆく―現実にそう感じられるのだ。 

 （マイケル・マーフィー『王国のゴルフ』） 

 

(41)は、その人物の体の「57 歳という年齢を感じさせない特徴」のうち、最も顕著な例と

して「腰のくびれ」を挙げ、「ナド」を後接させることで、「下腹」やその他にも近い特徴

をもつ例が存在することを示し、その人物の体が 57 歳とは思えないほど引き締まっていると

いう、カテゴリー全体のもつ特徴を際立たせている。また、(42)は、「私」が、15 年前に一

度、たった一日しか一緒にいなかった「シーヴァス・アイアンズ」というプロ・ゴルファー

の強い印象について説明する場面である。「すぐそばにいるような気持」のうち、「本当に

彼が目の前にいると思えてくる」としているように、最も顕著な例として「ゴルフのプレー

聞き手の中に設定されたカテゴリー 

「ナド」で

示される例 

「ナド」で存在を 

設定した他の例 

「ナド」で示される 

      典型例 

「ナド」で存在が 

設定された他の例 

話し手が設定したカテゴリー 
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中」を挙げている。「ナド」を後接させることにより、これ以外にも近い気持になる例が存

在することを示し、シーファス・アイアンズがそばにいるように感じるという特徴全体を際

立たせている。なお、(41)の「腰のくびれ」は、「顕著例11」ではあるが「引き締まっている」

という良い特徴を持ったものであることから、特に「理想例」にあたるといえる。(42)の「ゴ

ルフのプレー中」は、彼がすぐそばにいるような気持になることが理想的だとは考えにくい

ことから、「理想例」ではなく「顕著例」である。つまり、意味記述の「顕著例」という記

述は、「理想例」も含んだものだといえる。また、(41)が、「腰のくびれ」をはじめとする

体全体の特徴を際立たせることに焦点が置かれているのに対し、(42)は、彼がそばにいるよ

うに感じるという特徴全体を際立たせつつも、「ゴルフのプレー中」が他の状況に比べ感じ

方が顕著であることを示すことに焦点が置かれている。山口(1988)では、(41)のような場合を

「代表性」、(42)のような場合を「重視性」と別の意味に分けているが、明示例のもつ特徴

を際立たせているという共通の特徴から、本研究では一つの意味としてまとめた。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。(41)では「腰のくびれ」が例としてあ

がっているが、「ナド」によって示される他の例は、「下腹」など、引き締まっている肉体

の部位であると考えられる。しかし、明示例を「腰のくびれや下腹など信じられないほどだ」

のように複数にしてしまうと、それらが特に顕著であるというよりも、信じられないほど引

き締まっている部分の例を挙げている意味①あるいは意味②の解釈となってしまうため、複

数例が明示できるかという観点①は満たさない。 

 

  A：彼女の腰のくびれ、とても 57 歳とは思えないほど引き締まっていますね。 

＊B：確かに、腰のくびれなど信じられないほどですよね。     

 

また、(43)の容認度が低いことから聞き手にとって旧情報となるものは明示できないと考

えられるため観点②も満たさない。また、(41)の「腰のくびれ」も(42)の「ゴルフのプレー中」

もいずれもこの文における主題であるといえる。さらに、日本語記述文法研究会(2009b)では

「ナンカ」類（ナンカ、ナンテ、ナドの総称）の用法として「端的な例を述べる文の主題」

の用法を挙げている。「ナド」を用いた例自体は無いものの、本稿における意味③の用法を

「主題」として挙げていることから、この意味では明示されている例が主題を表していると

いえる。以上のことから、意味③は主題以外になり得るかという観点③も満たさないと考え

られる。 

また、(41)では、引き締まっている部位のほかの例として「下腹」が挙げられているため

暗示例が明確に想定されているかという観点④は満たしている。さらに、これら「腰のくび

れ」「下腹」が引き締まっているという事態は同時に実現することができることから観点⑤

に該当する。 

                                                        
11 籾山(2014:86)は、「顕著例」と「理想例」の定義からわかるように、「理想例」は、程度性

のある特徴に注目している場合は、「顕著例」の特殊な一種と考えられるとしている。 
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以上の分析において意味③を制限する条件として示した観点の①、②、③、⑤はそれぞれ

「主題として明示した聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を顕著例とするカテゴリ

ーを想起させ、それ以外にも近い特徴をもつ同時に実現されうる例が存在することを示すこ

とで、カテゴリー全体のもつ特徴を際立たせる」という表現に含まれる。 

以上の分析をまとめると、意味③における「ナド」は、カテゴリー全体の特徴を際立たせ

るために、最もその特徴が顕著に表れている例を挙げ、それ以外にもそれに近い例が存在す

ることを示している。図に表すと以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

     

 

図 3 意味③「ナド」 

 

5.3.4 意味④ 

意味④（スキーマ）：明示したある事物が顕著例となるようなカテゴリーを想起させ、仮

想のそれ以外のマイナスの特徴をもつ例と同一視することで、明示したその事物の価値を下

げ、その話題としたいマイナスの特徴を際立たせる 

 

意味④－1：明示したある事物が顕著例となるような、話題としたい否定的な特徴をもつも

ののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の否定的な特徴をもつ例と同一視することで、

明示したその事物の価値を下げ、その話題としたい否定的な特徴を際立たせる 

 「スペ患」とは、スペシャル患者の略。つまり、病院にとっての“VIP”のこと。

（中略）もちろん、医療の従事者たるものどんな患者を相手にしても最善を尽くすこ

とが求められている。手違いなどあってはならないし、平等に扱うべきは当然であ

る。しかし医者も看護師も神様ではない。「スペ患」にはいささか真剣にあたるよう

な気がする。                         （＝(22)再掲） 

 ホワイトが部屋にはいるなり撃ったと言ったその弾丸は、録音機の送話管を砕き、

判事が立っていた窓から優に六フィート以上は離れた壁にめり込んだのでした。しか

し、これは信じがたい。最悪のリヴォルヴァーの撃ち手でも、拳銃とキャベツの区別

もつかないような人間が撃ったとしても、標的からわずか十五フィートの距離から撃

って、六フィートもはずすなどありえない。 

                （カーター・ディクスン『第三の銃弾』） 

 

「ナド」で示される顕著例 

話題の中で想起されるカテゴリー 

「ナド」で存在が示された 

顕著例に近い特徴をもつ例 

顕著例に近い特徴をもつ明示された例 

顕著例 
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(44)の場合、「手違いなど」ということで、話者は「医療の従事者が患者に対ししてはな

らないこと」というカテゴリーの顕著例として「手違い」を位置づけている。話者が考える、

患者にしてはならない他の問題行動と「手違い」を同じカテゴリーに入れることで「手違い」

の評価を下げ、さらにその顕著例として位置づけられた「手違い」の「患者に対ししてはな

らない」という特徴をより際立たせている。また(45)の場合は、「下手な射撃」というカテ

ゴリーの顕著例として「標的からわずか十五フィートの距離から撃って、六フィートもはず

す」ことを挙げている。考えようとすれば、さらに近くから撃ってはずしたり、同じ距離か

らでもさらに大きくはずしたりと、よりひどい例を考えることは可能であるが、「最悪のリ

ヴォルヴァーの撃ち手でも、拳銃とキャベツの区別もつかないような人間が撃ったとしても」

という言葉から、この結果のありえなさは話者の想定の中で極めて顕著だと考えられている

といえる。「下手な射撃」の結果の顕著例として「標的からわずか十五フィートの距離から

撃って、六フィートもはずす」ことを位置づけ、他の悪い結果と同一視することにより、そ

の「下手である」という特徴をより際立たせている。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。まず、(44)では「手違いや差別などし

てはならない」と、複数の明示例を挙げることができることから観点①を満たしているとい

える。また、(44)では明示例が聞き手にとって新情報となっているが、以下の(46)例のように、

聞き手(A)が先に「手違い」を話題に出した場合にも、意味④の「ナド」を使うことはできる。

つまり、聞き手にとって旧情報も明示できることから、観点②を満たしているといえる。 

 

 A：あの病室の患者さんは VIP なので、手違いのないように対応してください。 

B：患者さんが誰でも手違いなどあってはならないし、平等に扱うのは当然でしょう。 

 

さらに、(44)の「手違い」は文の主題以外だといえるため観点③を満たしている。また、

(45)では「標的からわずか十五フィートの距離から撃って、六フィートもはずす」こと以外

のことが具体的には想定されていないと考えられる。つまり、暗示例が明確に想定されてい

るかという観点④を満たしていないため、観点⑤、⑥の検討は行わない。なお、該当した観

点④は意味記述の「仮想の」という表現に含まれる。 

 

意味④－2：明示した本来低評価されるべきではないある事物が顕著例となるような、価値

の低いもののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の価値の低い例と同一視することで、

明示したその事物の価値を下げ、その価値の低さを際立たせる 

 投資顧問会社に勤務する知人の同僚にアメリカ帰りの MBA（経営学修士）がいるの

だが、これがとんでもない自信家で、いわゆる「鼻につく男」で周囲の顰蹙を買って

いる。顧客に対しても、「余計なことは考えずに、言う通りにやればいい」と自信満々

で人の話など聞かない。当然、顧客と一悶着起こすのは時間の問題だった。 

                               （＝(30)再掲） 
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 文学部棟は、古い趣のある石造りの建物で―ということは、不便で暗い。要するに、

効率化優先の今の大学で、「文学」などという金にならない研究にはお金が出ない

のである。                      （赤川次郎『野性時代』） 

 

(47)と(48)の「人の話」と「文学」は本来低評価されるべき事物ではない。しかし、(47)の

場合、これは周囲の人間が自信家の同僚の行動から推測した評価であるが、「人の話など」

ということで、自信家の同僚が、しっかりと聞かなくてはいけない「人の話」を価値の低い

ものの顕著例として位置付け（ていると推測し）、その他の彼が価値が低いと考えるものと

同一視することで、「人の話」の価値の低さを際立たせている。また、(48)では大学内で予

算の配分が少ない「文学」に「ナド」を後接させることで、話者自身は低評価したいとは考

えていない「文学」を、大学にとって「金にならない」「価値の低い」研究の顕著例として

位置付け、その他の価値の低いものと同一視することでその特徴を際立たせている。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。まず、(47)では「人の話や助言なんか

聞かない」といえ、複数の明示例を挙げることができることから観点①を満たしているとい

える。また、(47)では明示例が聞き手にとって新情報となっているが、以下の例(49)のように、

聞き手(A)が先に「人の話」を話題に出した場合にも、意味④の「ナド」を使うことはできる。

つまり、聞き手にとって旧情報も明示できることから、観点②を満たしているといえる。 

 

 A：ねえ、ちょっと、人の話聞いてるんですか？ 

B：何を言っても無駄ですよ。彼はいつも人の話など聞きませんから。  

 

さらに、(47)の「人の話」は文の主題以外だといえるため、観点③を満たしている。 

また、(47)では「人の話」以外の話が具体的には想定されていないと考えられる。つまり、

暗示例が明確に想定されているかという観点④を満たしていないため、観点⑤、⑥の検討は

行わない。該当した観点④は意味記述の「仮想の」という表現に含まれる。 

 

意味④－3：対象にとって関わりの少ないある明示した事物が顕著例となるような、馴染み

のないもののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の馴染みのないものと同一視すること

で、明示したその事物の重要度を下げ、その重要度の低さを際立たせる 

 小学校に上がる前の子供たちは、話し言葉と書き言葉の違いがあることなど知りま

せん。彼らが字を覚える前に身につけた大部分は話し言葉なのです。小学校に上がっ

たあとのおもな課題は話し言葉を書き言葉に変えていくことで、これにより自分の作

文能力と読解能力を高めていくのです。 

                （李凌燕『中国の小学生はどう中国語を覚えるか』） 

 彼は階段を上がっていく父親に、救急車呼ぶよ、と大声で言った。父親は何度も小

さくうなずきながら階段を上がっていった。登は受話器をつかむと、生まれてはじめ
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てその番号にかけた。電話の相手に、何と言ったらいいかなどわからなかったし、

それを考える時間も冷静さもなかった。そのときからいったい何時間がたっている？

おれが大学から帰ったときにはすでに母親は倒れていたのだ。  （南木佳士『家族』） 

 

これは、課題 4 にも挙げた、高低の評価ではなく、話題となる人物と明示例の親疎が関わ

っている例である。(50)は、中国の小学生が中国語を覚える過程の説明において、小学校に

上がる前の子供たちが知らないこととして、「話し言葉と書き言葉の違いがあること」を挙

げている。字を学ぶ前の子供にとって、書き言葉は触れる機会のないものであり、まして話

し言葉と違うということは知る機会のない関わりのない事柄だといえる。これを顕著例とし

て位置付け、他の小学校に上がる前の子供たちにとって馴染みのない、重要度の低いものと

同一視することで、大人なら知っているべき重要なことでも、子供であるため知らなくて当

然だと、重要度の低さを際立たせる。また、(51)はこれまで救急車を呼んだことがなかった

話者にとって、救急車を呼ぶ時に「電話の相手に言うこと」というのは関わりの少ない事で

あり、そこに「ナド」を後接させることで、これを顕著例として挙げている。それにより、

彼にとって馴染みが少なく重要度の低い他の事物と、「電話の相手に言うこと」を同一視し、

今の今まで重要度の低いものだと考えていたということ示している。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。まず、(50)は「話し言葉と書き言葉の

違いがあることや言葉を漢字で表記する方法など知りません」ということもでき、複数の明

示例を挙げることができることから観点①を満たしているといえる。また、(50)では明示例

が聞き手にとって新情報となっているが、以下の(52)例のように、聞き手(A)が先に「話し言

葉と書き言葉の違いがあること」を話題に出した場合にも、意味④の「ナド」を使うことは

できる。つまり、聞き手にとって旧情報も明示できることから、観点②を満たしているとい

える。  

 

 A：うちの子、日記を書くときも全部話し言葉になってしまうんです。書き言葉は

違うってわからないんですかね。 

B：小学校に上がる前の子が、話し言葉と書き言葉の違いがあることなど知っている

わけないじゃない。                        

 

さらに、(50)の「話し言葉と書き言葉の違いがあること」は、文の主題以外だといえるた

め、観点③を満たしている。 

また、(50)では「話し言葉と書き言葉の違いがあること」以外の知識が具体的には想定さ

れていないと考えられる。つまり、暗示例が明確に想定されているかという観点④を満たし

ていないため、観点⑤、⑥の検討は行わない。該当した観点④は意味記述の「仮想の」とい

う表現に含まれる。 
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意味④－4：明示した、本来実現が肯定されるが、ある対象の予想される通常の状態に似つ

かわしくないと考えられるある事物が顕著例となるような、似つかわしくないもののカテゴ

リーを想起させ、想起された仮想の他の例と同一視することで、明示したその事物の評価を

下げ、その事物の似つかわしくなさを際立たせる 

 アイゼンは、サブリナと優雅にワルツを踊っている。いや、待て。と、夢の中でア

イゼンは思い始めた。おれがダンスを優雅になど踊れるわけがない…。そういえば

サブリナと優雅に踊ったのは、何とかいう同盟議会の上院議員だった。こいつはどう

やら夢を見ているようだな、と思った瞬間に、機械音が耳についた。 

                      （水沢蝶児『獅子と薔薇の銀河』） 

 近年の片親の増加は離婚の増加のためだけではなく、初めから結婚しないで子ども

をもつカップルや、同棲することもなく子どもを産む女性の増加によるものである。

このような片親家庭のすべてが片親手当や収入補助などの国家からの保障を受ける

とすると、社会保障費の削減など夢にもかなわないであろう。といって、古典的な

家族の崩壊はもう止めることのできないところまできている。 

 （マークス寿子『不安な国日本』） 

 

(53)は、ダンスが踊れないはずの自分が優雅にダンスを踊っていたことから、夢だと気づ

く場面である。ダンスが踊れることは本来はできることが望まれることではあるが、「ナド」

を後接させることで、話者である「アイゼン」にとって「ダンスを優雅に踊る」ことは期待

できないことの顕著例として位置付けられる。さらに他の期待できない事柄と同一視するこ

とで、ダンスが優雅に踊れることを期待することが無駄なことであると価値を下げ、実現の

不可能さを際立たせている。また(54)は本来各家庭から見れば、支払わなければならない税

金を減らすことにも繋がるため、実現が望まれる「社会保障費の削減」に「ナド」を後接さ

せることで、保障をしなければならない家庭が増えている日本において、それが期待できな

いことの顕著例として位置付けられる。さらに他の期待できない事柄と同一視することで、

「社会保障費が削減される」ことを期待することが無駄なことであると価値を下げ、実現の

不可能さを際立たせている。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。まず(53)は「おれがワルツやタンゴな

ど優雅に踊れるわけがない」と、複数の明示例を挙げることができることから観点①を満た

しているといえる。また、(53)では明示例が聞き手にとって新情報となっているが、以下の

(55)のように、聞き手(A)が先に「ダンス」を話題に出した場合にも、意味④の「ナド」を使

うことはできる。つまり、聞き手にとって旧情報も明示できることから、観点②を満たして

いるといえる。 

               

 A：明日のパーティーではダンスを踊ってもらいますよ。 

B：え、無理ですよ。私がダンスを優雅になど踊れるわけがないじゃないですか。 
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さらに、(53)の「ダンス」は、文の主題以外だといえるため、観点③を満たしている。 

また、(53)では「ダンス」以外が具体的には想定されていないと考えられる。つまり、暗

示例が明確に想定されているかという観点④を満たしていないため、観点⑤、⑥の検討は行

わない。該当した観点④は意味記述の「仮想の」という表現に含まれる。 

 

課題 2 に関わる問題として、ここまで、「ナド」がその対象の価値を下げ、低評価を表す

のは「それ以外のマイナスの特徴をもつ例と同一視」していることが原因であるという説明

をしたが、このように否定したい対象を多くの集団の中の 1 つとして捉えるということ自体

も、明示例の低評価に繋がっていることを、中俣(2010)の経験基盤的ヒエラルキー構造とい

う考え方を用いて説明する。 

中俣 (2010) は我々の経験に基づく「上位にあるものは数が少なく、下位にあるものは数

が多い」という知識を、以下のように図示し、この経験基盤的ヒエラルキー構造のメカニズ

ムをまとめている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 経験基盤的ヒエラルキー構造（中俣 2010:429） 

1．人間は経験に基づくヒエラルキー構造をもつ。この構造ではヒエラルキー下層にあるも

のは数が多い。 

2．1．の構造が十分定着すると、今度は「数が多い」ことが低評価を表すようになる。 

3．ある語が「属性に注目し、同様の事物を集合化する」という機能をもつとき、2．から

その後は低評価の意味を獲得する。 

 

このメカニズムを基に、中俣(2010)は以下の例(56)の「私（＝司会者）」は候補者に比べれ

ば注目度のヒエラルキーの下層に位置することから低評価の意味になると説明している。 

 

 やっぱりみんなはその候補を見に来ているので私など眼中にないのは分かっていな

がらも（F あの）誰よりも緊張していたような感じでした。   （中俣 2010:430） 

 

本論文では、さらにこのヒエラルキー構造の下層部分に注目し、注目度に関するヒエラル

キーの下層に位置づけられた集団を顕著例を中心とするカテゴリーとして捉えた。「（観客

にとって）注目する価値のない対象」というカテゴリーを想起した場合、「私（＝司会者）」

上位にあるもの 

下位にあるもの 
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は登壇する人間の中で最も選挙とは関係がなく、「注目する価値のない対象」の顕著例とし

て位置づけられることから、「私」の価値の低さが際立たされるのである。 

つまり、意味④における「ナド」は、明示した事物の話題としたい特徴と同じ特徴をもつ

もののカテゴリーを想起させ、その事物がその他大勢の中の 1 つであることを示すことで、

ヒエラルキー構造から、低評価を表し、さらにその他の否定的な特徴をもつ、価値が低い、

重要度が低い、期待できないといった例の中の顕著例としてその事物を位置付けることで、

対象に対する否定したり、軽視したり、重要度を下げたり、不可能だと判断するという気持

ちをより際立たせる。意味④－1 の否定として明示される例は元々否定的な評価をもつもの

であり、意味④－2 の軽視として明示される例は元々否定も肯定もされていない、または、

通常は肯定される可能性のあるもの、意味④－3 の重要度が低いものとして明示される例は、

馴染みがなく元々否定も肯定もされていないものそして意味④－4 期待できないものとして

明示される例は元々肯定的な評価をもつものだと考えられ、それぞれの評価からそれよりも

低い評価をされていることになる。 

これを図に表すと以下のようになる。円錐部分が、ヒエラルキー構造を表し、その下層部

が顕著例を中心とするカテゴリーとなっている。明示例はその中心例であり、暗示例はその

周辺に位置する。意味①～③とは異なり、想起される暗示例が、話題にそぐわないものであ

っても、明示例と同様の低評価を受ける特徴を有するものであれば該当するため、丸ではな

く、四角で表記した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 意味④「ナド」 

 

 

5.4 意味間の関連性 

これは課題 3 とも関わる議論であるが、まず、複数の意味の中で最も基本的なもので、中

立的なコンテクストで最も活性化されやすいことから意味①をプロトタイプとすると、意味

①と②は、意味①の「それ以外にも例が存在することを示し」たことを手段として、意味②

「ナド」で示される顕著例 

ある事物と同じ特徴を 

もつカテゴリー 

「ナド」で存在が 

示される他の例 

上位にあるもの 

下位にあるもの 

顕著例 
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の「明示した事物をやわらげる」という目的を果たすという関係にあるといえるため、意味

①から②へ「手段と目的の関係」に基づくメトニミーによって意味が拡張していると考えら

れる。 

また、意味③は顕著例を中心とするカテゴリー、意味①は典型例を中心とするカテゴリー

と想起されるカテゴリーの領域は異なるが「それ以外にも例が存在することを示す」という

スキーマが抽出できるため、類似性に基づくメタファーによって拡張し、さらに意味①の「そ

れ以外にも例が存在することを示し」たことが手段、意味③の「カテゴリー全体のもつ特徴

を際立たせる」ことが目的であると考えられるため、手段‐目的のメトニミーによっても拡

張していると考えられる。 

意味④－1、④－2、④－3、④－4 から抽出されたスキーマである意味④も顕著例を中心と

するカテゴリーを想起することから意味③と同様に、意味①の「それ以外にも例が存在する

ことを示す」というスキーマが抽出できるため、類似性に基づくメタファーによって拡張し、

さらに、意味①の「それ以外にも例が存在することを示」すことが手段となって、意味④の

「明示したその事物の価値を下げ、その話題としたいマイナスの特徴を際立たせる」という

目的を果たしていると考えると、意味①と④は手段と目的の関係にあると言えるため、意味

①から④へメトニミーによっても意味拡張していると考えられる。拡張を図にまとめると以

下のようになる。 

 

 カテゴリーのタイプ 

 典型例 顕著例（理想例） 

明示例 

 ＝ 

中心例 

  

    メトニミー      シネクドキー     メタファー＋メトニミー 

図 6 「ナド」の多義構造 

 

 

5.5 第 5 章のまとめ 

ここまでにまとめた意味記述は以下のとおりである。 

意味①：明示したある事物を典型例とするカテゴリーを想起させ、それ以外にも例が存在

することを示す 

意味②：明示したある 1 つの事物を典型例とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以

意味① 

意味② 
意味④－4 意味④－3 意味④－2 意味④－1 

意味④スキーマ 

意味③ 
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外にも例が存在するように示すことで、明示した事物の印象を弱める 

意味③：主題として明示した聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を顕著例とする

カテゴリーを想起させ、それ以外にも近い特徴をもつ同時に実現されうる例が存在すること

を示すことで、カテゴリー全体のもつ特徴を際立たせる 

意味④（スキーマ）：明示したある事物が顕著例となるようなカテゴリーを想起させ、仮

想のそれ以外のマイナスの特徴をもつ例と同一視することで、明示したその事物の価値を下

げ、その話題としたいマイナスの特徴を際立たせる 

意味④－1：明示したある事物が顕著例となるような、話題としたい否定的な特徴をもつも

ののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の否定的な特徴をもつ例と同一視することで、

明示したその事物の価値を下げ、その話題としたい否定的な特徴を際立たせる 

意味④－2：明示した本来低評価されるべきではないある事物が顕著例となるような、価値

の低いもののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の価値の低い例と同一視することで、

明示したその事物の価値を下げ、その価値の低さを際立たせる 

意味④－3：対象にとって関わりの少ないある明示した事物が顕著例となるような、馴染み

のないもののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の馴染みのないものと同一視すること

で、明示したその事物の重要度を下げ、その重要度の低さを際立たせる 

意味④－4：明示した、本来実現が肯定されるが、ある対象の予想される通常の状態に似つ

かわしくないと考えられるある事物が顕著例となるような、似つかわしくないもののカテゴ

リーを想起させ、想起された仮想の他の例と同一視することで、明示したその事物の評価を

下げ、その事物の似つかわしくなさを際立たせる 

 

本章では、「ナド」の意味分析を行った。その結果、これまで特に意味④は明示例が不適

切、暗示例が適切というように異質なものを想定するという解釈がなされてきたが、同じ不

適切な特徴をもつものを同一カテゴリーとして想定することで、雑多なもののうちの 1 つと

して捉える「ヒエラルキー構造」による解釈と、その中でも顕著に不適切であるという 2 つ

のアプローチにより対象のマイナスの特徴を表していると考えられることを示した。また、

川村(1983)や安部(2003)が述べていたように、評価を表すような用法において例示される事物

は「さし換えられ得る存在」や「前提集合が示す内容にふさわしい事態」とひとくくりにま

とめられるものではなく、文脈によって、顕著例であったり、理想例であったりすることが

明らかになった。さらに、評価の意味以外も含め、各意味の違いは、この例示される事物の

違いが影響しており、意味②の明示した対象の印象を弱める効果は典型例を、また意味③、

④の特徴を際立たせるという効果は顕著例を中心とするカテゴリーを想起するために引き起

こされるのだということを示した。さらに、意味③では、山口(1988)の分類の代表性と重視

性に当たる例が現在も使われていることが確認され、意味④では、従来指摘されていなかっ

た、評価を表す用法に、重要度の低さを際立たせる用法があることが明らかになった。  
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第 6 章 ナンカの多義語分析 

6.1 はじめに 

本章は、前章の「ナド」同様、例示の機能をもつ助詞「ナンカ」に対し、多義語分析の課

題に基づき意味分析を行うとともに、明示されている例と、考察対象語によって暗示された

例とそれらが形成するカテゴリーがどのようなものかという視点からそれぞれの語の意味の

再分類を試みる。加えて、意味記述をより精緻なものにするため、第 4 章で挙げた「例示」

の 6 つの観点からも検討を行う。 

まず、続く 6.2 では先行研究を概観し、先行研究の問題点と課題をまとめる。6.3 では「典

型例を中心とするカテゴリー」に基づくものと「顕著例を中心とするカテゴリー」に基づく

ものに分け「ナンカ」の意味分析を行い、6.4 ではそれぞれの意味間の関連性を明示し、最

後に 6.5 で結果をまとめる。 

 

 

6.2 先行研究 

まず、助詞の「ナンカ12」に関する先行研究を確認する。「ナンカ」は従来の研究におい

て「ナゾ」「ナンゾ」と共に「ナド」の話し言葉として扱われることが多く、個別に分析さ

れている研究は少ない。「ナド」と「ナンカ」の細かな文法上の制約の違いを指摘する研究

（益岡・田窪 1989、山田 1995、大曽 1996）や、意味の違いを指摘する研究（丸山 1996）は

あるが、意味の分類に関して「ナド」の一部としてではなく、「ナンカ」のみを対象に、詳

細な意味記述を行っている研究は、管見の限り見当たらなかった。しかし、以下の例(1)を見

ると、「ナド」では「話し言葉と書き言葉の違いがあること」があまり身近なものでないと

いう程度の意味になるのに対し、「ナンカ」を用いると、強い否定や軽視の意味が感じられ

ることがわかる。「ナド」と「ナンカ」は同じ文脈で置き換えが可能であっても、意味が異

なる場合があることから、両語の明確な分類のためにも、「ナド」と「ナンカ」はそれぞれ

を個別に分析する必要があると考えられる。 

 

 小学校に上がる前の子供たちは、話し言葉と書き言葉の違いがあることなど（／な

んか）知りません。彼らが字を覚える前に身につけた大部分は話し言葉なのです。 

 （李凌燕『中国の小学生はどう中国語を覚えるか』） 

 

ただし、先にも述べた通り、「ナンカ」のみを対象に詳細な分析を行っている研究は見当

たらないことから、本節では、「ナド」の一部として「ナンカ」を取り上げた研究ではある

                                                        
12 本論文では、副詞の用法（なんかこの部屋ちょっと暑くない？）と代名詞「何」＋副助詞「か」

の用法（なんか言った？）は、分析の対象としない。 
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が、とりたて詞などの助詞の研究として重要であると考えられる沼田(1986、1988、2000、2009)、

沼田では扱われていない用法を網羅した山田(1995)、および、認知的観点から複数の意味間

の関連性について言及している澤田(2007)の 3 つを取り上げる。 

 

6.2.1 沼田(1986、1988、2000、2009) 

沼田(1986、1988、2000、2009)は、「ナド」に関する奥津(1974)の分類を参考に、「ナド（ナ

ンカ・ナンゾ・ナゾ）」を以下のように「並列詞」と「とりたて詞」の 2 つに分け、とりた

て詞にあたるものをさらに 2 つに下位分類している。 

 

①並列詞  

 小さな男の子が、蝶、トンボ、カブトムシなどに、夢中で見入っている。 

                              （沼田 2009:230） 

 

列挙された最終要素に後接し、その要素以外に、それと同一の集合をなすものとして並列

されるべき要素が他に存在することを示す。 

 

②とりたて詞  

a．「疑似的例示」（沼田(1986、1988)では「柔らげ」）の「など 1」 

 これなどお客様によくお似合いになると存じますが、…。    （沼田 2009:233） 

 

「など」があることにより、とりたてる「自者13」「これ」に対し、「他者」が存在する

かのような意味合いを持たせる。「他者」をぼかして示すことで、婉曲的な表現に用いられ

ることがある。 

 

b．否定的特立（沼田(1986)では「否定的強調」）の「など 2」 

 よりにもよって、太郎などがやって来た。          （沼田 2009:237） 

 

「太郎」の背後に、漠然と社会通念から妥当だと肯定的に「想定」される「他者」がある

ように思われる。それは例えば、仲良しの友人と考えられる。適切な「他者」と不適切な「自

者」の差、加えて、適切性を欠くと考えられていた「太郎がやって来る（主張）」という事

態が、「実際に起きてしまった（自者―肯定）」と「話し手によって断定（断定）」される

ことが、「自者」「太郎」を一方的に強調するように見える。 

                                                        
13 沼田(2009)はとりたて詞の意味は、原則として、「自者と他者」「主張と含み」「肯定と否

定」「断定と想定」の 4 組 8 個の基本的特徴とその組み合わせで体系的に記述できるとしている。

このうち、「『自者』とは、とりたて詞がとりたてる文中の要素であり、『他者』はそれに端的

に対比される『自者』以外の要素である(沼田 2009:37)」。 
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 （太郎となど会わ）ない。              （沼田 2009:240） 

 

(5)のような場合は、「など」の作用域は「太郎と」ではなく「太郎と会う」になる。 

 

以上の記述の問題点として、まず沼田(2009)では「ナド（ナンカ・ナンゾ・ナゾ）」が同

じ意味を表せるとしているものの、用例に「ナド」以外を用いていないことが挙げられる。

また、並列詞ととりたて詞の分析を別々に行っており、両者に意味的な関連性があるかにつ

いては言及していない。また、否定的特立の説明において「自者」として明示されるものが、

「不適切」であるとしているが、「ドレッサーとかオーブンなんかまであるらしいよ。（山

田 1995:339）」のような「不適切」とは言いにくい、肯定的な評価をもつ「自者」の例も存

在する。このような例に関しても解釈を加え、この用法を「否定」ではなく「評価」として

まとめているのが山田(1995)である。 

 

6.2.2 山田(1995) 

山田(1995)は、「ナド・ナンカ」と「ナンテ」の比較を行う中で、様々な研究者のこれま

での分類をまとめる形で「ナド・ナンカ」を①～③の 3 つに再分類し、さらに、それらの分

類に当てはまらないものとして、④を挙げている。 

 

①例示・同類を表す用法 

 アメリカや日本などが反対の意思を表明した。         （山田 1995:338） 

いくつかの列挙した事柄を総括する、若しくは、総括することによって他にも同類の事柄

の存することを暗示する（仁田 1982）。 

②叙述の弱め／和らげを表す用法 

 これなどよくお似合いになると存じますが。          （沼田 1986:216） 

①の意味と連続的だが、明示された事柄以外の事柄の存在が想定しにくい。 

③話し手の評価を暗示する用法 

 生まれた町なんか好きじゃないさ。              （山田 1995:339） 

 ドレッサーとかオーブンなんかまであるらしいよ。        （山田 1995:339） 

(8)は明示されているもののレベルが、暗示されているものとはかけ離れて低いという「低

い評価」を表す例であり、一方(9)はこの評価のかけ離れが負ではなく正の方向に現れる、「高

い評価」を表す例である。 

④上記のいずれにも分類しがたい用法「提題的な用法」 

 空なんかクレヨンで塗ったみたいに青いんだ。         （山田 1995:340） 

提題の「ハ」を強めた「～に関して言えば」「他と比較して～は」といった意味合いが感

じられ、提題的である。 
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山田(1995)の分類は、「並列詞」「とりたて詞」といった違いに関わらず、助詞「ナンカ」

の意味を包括的に扱っており、それまでの研究において品詞の違いを理由に別個に扱われる

ことの多かった①と②の意味が連続的、つまり、関連性があることを指摘している。 

しかし、問題点として、こちらも①と②では「ナンカ」を用いた例がないことが挙げられ

る。また、④の意味に関しては、例を挙げてはいるが、他の用法とは違うという説明にとど

まり、ほとんど詳しい分析がなされていないため、さらなる分析が必要だといえる。また、

③の用法に関する説明では、明示例と評価のかけ離れた暗示例の比較によって明示例に対す

る評価が生まれると述べられているが、(11)のような場合「ナンカ」で明示された例に対し

て評価のかけ離れた例を想定する(11b)は不自然であり、むしろ明示されている例と同じ低い

評価をもつものを想定する(11c)のほうが自然だと考えられる。このような用法に対し、評価

のかけ離れたものとだけでなく、同等の評価をもつものと比べるという新たな視点を加えた

考察が必要だと思われる。 

 

 （落ちていた石を拾って帰ってきた子どもに） 

a.母親：やだ、石なんか拾ってこないでよ。                  

b.母親：やだ、石なんか拾ってこないでよ。お金や原石や化石こそ拾うべきよ。 

c.母親：やだ、石なんか拾ってこないでよ。もちろん木の枝やゴミもダメよ。 

 

6.2.3 澤田(2007) 

澤田(2007)は沼田（1986 他）の分類を基に、「とりたて詞」と呼ばれる「ナド・ナンカ」

の 2 つの意味に関して、認知的なスケールを用いて図示し、関連性を示している。なお、こ

の認知的スケールに用いられている「PREFER 値」について、澤田(2007)は以下のように説

明している。 

 

話し手が、話し手自身の価値判断によって、提示した要素がその文脈で問題となってい

る命題を満たす要素として、適切であると評価する度合いである。話し手は聞き手が同

様の P 値をもつとは仮定しない。PREFER 値のスケールとは、話し手が、対照集合の要

素を P 値の大きい順から小さい順に並べた順序列である(p.146) 

 

①強調の用法（沼田の「否定的特立」） 

 A：今度の委員長は山田さんが適任だと思うんだけど。 

   B：いやいや、山田さんなんか（「など」）ダメだ。田中さんこそ適任だ。 

                             （澤田 2007:158） 

 

(12)の B の文の話し手は、まず今度の委員長の候補者（対照集合の要素）を頭に浮かべて、

適切性を価値判断によって序列化する。これを図に表したものが以下の図 1 である。A の提
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案した山田（前提命題）は PREFER 値が低い。また、X1、X2 は田中さんと山田さん以外の

候補者を表す。 

 

 

図 1 例(12)における話し手 B の信念世界（澤田 2007:159） 

 

談話において、前提命題がある場合に「など」「なんか」で提示された要素は、問題とな

っている命題に対する主観的解答として PREFER 値が小さい。話し手は、前提命題のトピッ

クの再評価をし、自分の意見を表明するために使用している。 

 

②例示の用法 

複数例示の「など」（説明文・描写文）（沼田の「並列詞」の用法） 

 寺社奉行は、大名がなり、寺と神社及びその領地の人々などを管理し、訴訟の裁決

をする。                         （澤田 2007:162） 

一例をあげる「など」（消極的な意見表明）（沼田の「擬似的例示」） 

 A：今度の委員長、誰がいいかなあ。 

   B：田中さんなんか（「など」）いいんじゃない。         （澤田 2007:162） 

 

(14) の B の文の話し手は、図 1 の場合と同様に、まず今度の委員長の候補者（対照集合の

要素）を頭に浮かべて、適切性を価値判断によって序列化する。この文においては A からの

提案（対立する前提命題）はない。 

 

 

 

図 2 例(14)における話し手 B の信念世界（澤田 2007:163） 

 

談話において、対立する前提命題がない場合に「など」「なんか」で提示された要素は、

問題となっている命題に対する主観的解答として PREFER 値が大きい。話し手は、消極的に

自分の意見を表明し、他の要素の命題成立の可能性を残すために使用している。 

 

従来の研究では「強調の用法」にのみ「評価のかけ離れ」があるとされてきたが、澤田(2007)

は「一例をあげる『など』」においても、明示例と暗示例に優劣があることを指摘し、これ

ら 2 つの用法に、話し手の価値判断が関係しているという点から、関連があることを指摘し

ている。 

しかし、以上の記述には、以下のような問題点があると思われる。 

まず、PREFER 値という考え方について、②例示の用法の一例をあげる「など」では、暗

PREFER 値 大     田中    X1    X2     山田       小 

PREFER 値 大      田中       X1     X2       小 
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示例に比べ明示例の PREFER 値が大きいという説明であるが、山田(1995)の④の用法（空な

んかクレヨンで塗ったみたいに青いんだ。（＝(10)再掲））の明示例も暗示例に比べ PREFER

値は大きくなると考えられる。このように明示例が同様の評価をもっていても、②例示の用

法では明示例が消極的になるのに対し、山田(1995)の④の用法では、全く反対に明示例が強

調されているように感じる。この④のような用法を分類に取り込むには、PREFER 値という

説明では違いが説明できず不十分であることから、新たな視点の検討が必要だと考えられる。 

また、山田(1995)の問題点としても挙げたが、①強調の用法において、(11)のように評価の

かけ離れた暗示例が想起できず、同等の評価の暗示例を想起した場合、似たような評価のも

のをスケール上に並べることは困難になる。優劣ではなく、複数の同種のものを思い浮かべ

るのであれば、スケール上に順番に並べるよりも、ひとまとめに「不適切なもの」というよ

うな同一のカテゴリーとして想起する方が自然だと考えられる。加えて、「ナンカ」の基本

的な機能である「例を示す」ことは、自然とその明示例と暗示例が成員となる何らかのカテ

ゴリーが形成されることから、①強調の用法以外の他の用法においても同様に、何らかのカ

テゴリーが想定されていると考えられる。 

 

6.2.4 解決すべき課題 

先行研究を踏まえ、本稿において解決すべき課題を以下に示す。これらを解決しながら、

例示の機能をもつ助詞「ナンカ」のより精緻な意味記述を行う。 

課題 1：山田(1995)に挙げられている、④上記のいずれにも分類しがたい用法について、

さらに詳しい考察を行う。 

課題 2：山田(1995)の ③話し手の評価を暗示する用法について、明示例と暗示例がどのよ

うな例であるかを確認し、同等の評価をもつものと比べるという新たな視点が加

えられるか検討する。また、他の用法についても、同様に明示例と暗示例を確認

し、この視点からの考察が可能であるか検討する。 

課題 3：「ナンカ」のもつ意味をカテゴリーに基づき分類し、明示例の印象が弱まったり、

際立ったりする原因について、PREFER 値に代わる要因を検討する。 

課題 4：多義語分析の課題ともなっており、先行研究において不十分であった、プロトタ

イプ的意味の認定、複数の意味の相互関係の明示及びそれらを統括するモデルの

提示を行う。 

 

 

6.3 分析 

本節では、「ナンカ」によって形成されたカテゴリーが、下位カテゴリーのうちのどれを

中心としているものなのか、またそのカテゴリーにおいて明示例はどの下位カテゴリーなの

かという観点から、「ナンカ」の用法を「典型例を中心とするカテゴリーの典型例を示すタ

イプ」と「顕著例を中心とするカテゴリーの顕著例を示すタイプ」の 2 つに大別し説明する。 
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6.3.1 典型例を中心とするカテゴリーの典型例を示すタイプ 

6.3.1.1 意味① 

意味①：聞き手にとって新情報となる明示したある事物が典型例となるようなカテゴリー

を想起させ、それ以外にも例が存在することを示す 

 赤い水玉模様のハンカチに包まれた小さな四角い箱を掲げてみせると、亜美は照れ

くさそうに肩をすくめた。「どうってことのない、普通のお弁当よ。ウインナーの焼

いたのとか、卵焼きなんかが入ってるの」  （小池真理子『夜ごとの闇の奥底で』） 

 うちの両親は、仕事が遅くなって夕飯を食べそこねたときなどに、そろってよく浅

草までおすしを食べに行っていたらしい。（中略）子どもたちだけを平気で家におい

て、しょっちゅうね。でも日曜日だけは一緒に連れていってくれました。昼間ディズ

ニーの映画なんかを見て、夕飯は浅草か上野で食べる。それがとんかつだったって

わけです。                                   （山本益博『食べる』） 

 

意味①は、およそ沼田（2009 他）の①並列詞の用法や山田(1995)の①例示・同類を表す用

法に当たる用法である。(15)の場合、亜美が作った「普通のお弁当」の中身というカテゴリ

ーの中の典型例として、「ウインナーの焼いたの」と「卵焼き」を挙げ、聞き手にそれ以外

の例、例えばおひたしや炒め物なども入っていることを「ナンカ」で示している。 

また(16)の場合、「日曜日に両親と出かけてしたこと」というカテゴリーの中の典型例と

して「ディズニーの映画を見る」ことを挙げている。この例は二通りの解釈が可能である。

まず「ナンカ」の直前の要素、「ディズニーの映画」が焦点となる「直前焦点14」の場合、

筆者は毎週日曜日に必ず「ディズニーの映画」やそれ以外の映画など何かしらのものを「見

ていた」と解釈できる。一方「ナンカ」に前接する名詞句から「ナンカ」のあとの述語まで、

つまり「ディズニーの映画を見る」が焦点となる「後方移動焦点」の場合、「（ディズニー

の映画を）見る」以外の行動もしていた、例えば遊園地に行ったり、デパートに行ったりも

していたと解釈できる。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。 

(15)(16)を例に 6 つの観点を見ていく。まず意味①は、(15)の「ウインナーの焼いたのとか、

                                                        
14 沼田(2009)はとりたて詞の作用域内にある要素で、文脈から、他との範列的な対立関係を端

的に表す要素のことをとりたての焦点と呼んでいる。とりたての焦点は、とりたて詞の分布との

関係から、以下の 3 つに分けられる。 

直前焦点(Normal Focus)：〈学校〉自だけに／にだけ／にも行く。    （沼田 2009:65） 

後方移動焦点(Backward Focus)：〈茶ばかり飲んで〉自、〈仕事をし〉他ない。  （沼田 2009:68） 

               ＝〈茶を飲む〉ばかり自で〈仕事をし〉他ない。 

前方移動焦点(Forward Focus)：〈ご飯〉他をろくに食べずに、〈辛いおかず〉自を食べてばかり

いたからのどが渇いた。             （沼田 2009:71） 

なお、「ナンカ」は形態論的に述語に後接し難いため、を後方移動焦点として解釈した場合も、

上の後方移動焦点の「ばかり」のように直前焦点の形に言い換えることはできないが、沼田(2009)

は、「このことも後方移動焦点の存在を支えていると思われる(p.69)」と述べている。 
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卵焼き」から分かるように 2 つ以上の例を明示することが可能であることから複数例が明示

できるかという観点①を満たす。 

また、(17)のように聞き手が先に挙げたものの場合や、実際にお弁当を見せ、相手が中身

を全て把握している状態で説明する場合のように聞き手にとっての新情報でない場合、容認

度が下がる。また、(18)は「ナド」の検討で用いた前章の(33)を「ナンカ」に置き換えたもの

であるが、「ナンカ」を用いると、一般的な料理のテクニックを伝えるために、1 つ目の手

順とは関係なく、新情報として「ひき肉やじゃがいも」を挙げているような意味合いになる

ため、容認度が下がる。以上の例からも旧情報も明示できるかという観点②を満たしていな

いといえる。 

  

  A：私、ウインナーとか卵焼き大好きなんだよね。 

＊B：ちょうど今日のお弁当にウインナーとか卵焼きなんか入ってるよ。  

  作り方 

1.じゃがいもは皮つきのまま洗って水がついたままラップで包み、電子レンジで約 4

分加熱する。熱いうちに皮をむき、約 1cm 角に切る。フライパンに油大さじ 1 1/2

を熱し、ひき肉をぽろぽろになるまで炒める。塩、こしょう各少々で調味し、粗熱を

とる。 

?? 2. ボウルに卵を割り入れ、塩、こしょう各少々、1、万能ねぎを混ぜる。ひき肉や

じゃがいもなんかはあらかじめ火を通してから卵液に混ぜると、焦げつきや生焼け

の心配がない。                          

 

さらに、「ウインナーの焼いたのとか、卵焼き」や「ディズニーの映画」はこの文の主題

ではないため観点③を満たしている。また、暗示されている例に関しては、(15)なら「おひ

たし」や「おにぎり」など、実際にこのお弁当に入っている他のものが想定でき、(16)なら

他の種類の映画など、子供のころ実際に日曜日の昼間に行ったことが明確に想定できるため

観点④を満たしている。また(15)の場合は同時に実現される、つまり同時にお弁当に入って

いる可能性があるといえ、(16)の場合は、1 日でいろいろな映画を見たのではなく、ある日曜

日はディズニーの映画、またある日曜日はほかの映画というように並列的にあげられること

から、例によって観点⑤にも⑥にも該当するといえる。 

意味①を制限する要素となる観点②は意味記述の、「聞き手にとって新情報となる」とい

う表現に含まれる。 

 

ここで、課題 2 とも関わるが、「ナンカ」で想起される暗示例は、話し手や聞き手が思い

つくものであれば、明示例との優劣に関係なくカテゴリーの典型例でも周辺例でもカテゴリ

ーの成員となりうるが、明示例はカテゴリーの典型例となる理由を次の例文で確認する。 
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 A：あなたの部屋には何がありますか。 

   B： 普通の学生寮ですよ、机やタンス（なんか）があるだけです。 

     ??普通の学生寮ですよ、消しゴムやハンガー（なんか）があるだけです。 

 

例文(19)では、「ナンカ」の有無に関わらず、容認度には差が出る。例に挙がっている「机、

タンス」も「消しゴム、ハンガー」もどちらも「普通の学生寮にあるもの」というカテゴリ

ーの成員であることは確かであるため、返答として間違ってはいない。しかし、前者の方が、

聞き手は部屋の様子をよりイメージしやすく、返答としてふさわしく感じられる。これは、

「机、タンス」は「普通の学生寮にあるもの」と聞いて、想起しやすいつまり、よく目にす

る、目に付きやすいカテゴリーの典型例15であるのに対し、「消しゴム、ハンガー」は想起

しにくいカテゴリーの周辺例であるという違いからくるものだと考えられる。仮に想起され

るカテゴリーが「私の部屋にあるもの」というカテゴリーであった場合でも、アイドルのフ

ァンならポスターやグッズ、運動が好きな人なら運動器具といった、自分の部屋でよく目に

する頭に浮かびやすい典型例を例として挙げると考えられる。意味①の「ナンカ」はこのよ

うな、相手に例として示すという文脈で用いられるため、必然的により聞き手にイメージを

伝えやすい典型例と結びつくのである。 

以上をまとめると、意味①における「ナンカ」は話題の中で例として想起されるカテゴリ

ーの中の、より典型的なものを一つまたは複数挙げ、それ以外にも例があることを示してい

る。図に表すと以下のとおりである。なお、この意味①は「ナド」の意味①と類義関係にあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 意味①「ナンカ」 

 

6.3.1.2 意味② 

意味②：明示したある事物が典型例となるようなカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以

外にも例が存在するように示すことで、明示した事物の印象を弱める 

 律義な人で、人望も厚かったよ。最後まで NHK の専属だったから民放の落語番組

                                                        
15 カテゴリーの典型例は、言語共同体によって異なりうるものであり、さらに言えば、そのカ

テゴリーを話者本人以外知らないといった場合には、その話者にのみ典型的であるということも

起こりうる。 

「ナンカ」で示される 

       典型例 

「ナンカ」で存在が 

暗示される他の例 

話題の中で想起されるカテゴリー 
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には絶対出ない。（中略）やっぱり明治の男だね。死んだとき新聞なんかで、若い人

なんかが柳橋の晩年はみじめだったなんて書いてるのを見て、なに言ってんだろう

と思ったよ。みじめなんかじゃまるでなかったよ。大往生でしたよ。みんなここ十年

か二十年くらいのことしか知らないで書いてるんだもの、滅茶苦茶もいいところ。 

 （北村銀太郎『聞書き・寄席末広亭』） 

 いい年をした男に、なにかちょっと贈りものをしたい、という場合がある。（中略）

そういうときに、文房具というのは、案外いいものです。（中略）たとえば、上等の

手帖、これなんか貰うと嬉しいもんです。（中略）たかが手帖と思いますが、どう

して、あれには、いろいろな領域の技術が含まれている。大げさにいえば、いい手帖

には、一国の文化水準が出ている。     （神吉拓郎『たたずまいの研究』） 

 

意味②は、およそ沼田(2009 他)の疑似的例示や山田(1995)の②叙述の弱め／和らげを表す

用法に当たる用法である。この用法では、大きく分けて(20)のような、特にセンシティブで

あったり、明言を避けたりしたい文脈、この例の場合は「春風亭柳橋の晩年を批判するよう

な記事を書いた人」に該当する例を挙げる文脈と、(21)のような、何か、この例の場合は「い

い年をした男の人が貰うと嬉しいもの」として、自分の意見を提案するような文脈で用いら

れる。他の暗示例が具体的に想起されている場合は意味①となることから、意味①と意味②

は連続的だと言える。なお明示例が複数挙げられると暗示例が想起しやすくなり、意味①の

解釈がしやすくなるため、意味①に比べると意味②の明示例は 1 つになる場合が多い。 

(20)では、「みんなここ十年か二十年くらいのことしか知らない」とあることから、非難

の対象はほぼ「若い人」であり、(19)では、「いい手帖には、一国の文化水準が出ている」

という説明から、話者は「手帖」以外を想定しているとは考えにくい。しかし、これらの 1

つしか挙がっていない例に「ナンカ」をつけることで、話者が直接若い人だけを非難してい

るような印象や、手帖が喜ばれると言い切っているような印象を弱めている。 

ここで、課題 2、3 を確認する。澤田(2007)では、暗示例に比べ明示例の PREFER 値が大き

いという説明であったが、単純に優劣で例を挙げても「印象を弱める」という効果が出にく

いことを以下の例から説明する。 

 

 a.お金持ちと結婚したいなら、会社の社長なんかいいんじゃない？ 

b.お金持ちと結婚したいなら、会社の社長（や部長や課長）がいいんじゃない？ 

c.お金持ちと結婚したいなら、会社の社長（や弁護士やプロ野球選手）がいいんじゃ

ない？ 

 

(22a)の「ナンカ」の暗示例を具体的に挙げたのが(22bc)である。明示例「会社の社長」が

顕著例となるよう、社長に比べ評価の低い例「部長や課長」を並べた(22b)では、「会社の社

長」の印象が弱まっているようには見えない。一方「お金持ち」の典型例として挙げた「会
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社の社長」に対し、同等の評価をもつであろう「弁護士」や、お金持ちだが一般人から見る

とやや思いつきにくい周辺例である「プロ野球選手」を並べた(22c)では、(22b)と比べ「会社

の社長」の印象はやや弱まっているように感じられる。つまり意味②では、明示例はそのカ

テゴリーにおける典型例であり、暗示例は同等の評価をもつ典型例や周辺例であるといえる。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。 

 

 「会田先輩ってな、宝石の勉強してはるやん？（中略）そやから、かっこいい芸術

的なカードがいいんじゃないかなあと思うわ（中略）あっ、これなんかええんとち

ゃうかなあ」あつみがひきぬいたのは、シックで美しい色合いが組み合わされた、し

ゃれた絵のカードだった。「（中略）こんなきれいなカードやったら、絵が気に入っ

て、それだけで、華に興味を持ってくれるかもしれへん」あつみが、きっぱりと言い

切った。                        （令丈ヒロ子『ホンマに運命？』） 

 壁際のデスクは横浜家具で、作りは洋式だが、装飾に菊の花なんか散らしてあって

東洋趣味がただよう。座ってみた。私の体ですら椅子は小さいし机は低くて、板面は

両肱がなんとかはみ出さないくらいだ。        （藤森照信『建築探偵の冒険』） 

                  

(23)では、例えば「これとこれなんかええんとちゃうかなあ」と例を 2 つ上げることも可

能であるため、複数例が明示できるかという観点①を満たす。 

また(24)では椅子の装飾を読者に向けて描写する文であるため新情報といえるが、(23)では

直接カードの候補を見せていることから、聞き手にとって新情報ではなく、(25)のように聞

き手が提案したものに対しても用いることができることから、聞き手にとっての旧情報も明

示できるかという観点②を満たす。 

 

 A：これどうかな？ 

B：それなんかいいんじゃないかな。 

 

さらに、(23)の「これ」や(24)の「菊の花」はこの文の主題ではないため観点③も満たして

いる。また、(23)では「きっぱりと言い切った」とあるため、この時点ではこのカード以外

の候補は想定されていないと考えられ、(24)で描写されているニューグランドホテルに置か

れている椅子に関しても「菊の花」しか彫刻されていないことから、話者がそれ以外の候補

を明確に想定しているとは考えにくいため、観点④は満たしていない。つまり、暗示された

例がないため、観点⑤、⑥は検討できない。 

該当した観点④は、「それ以外にも例が存在するように示す」という表現に含まれる。 

以上をまとめると、意味②における「ナンカ」は、話し手が挙げた例が典型例になるよう

なカテゴリーを特に「聞き手側」に想起させ、挙げられたその例の他にも例があるように感

じさせることで、挙げられた例の印象を弱める効果を与えている。話し手が例示した例以外、
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他の例が一つも想定できておらず、カテゴリーが架空のものであったとしても、聞き手側に

は、中身のあるカテゴリーのように感じられるため、結果として、意味①と同様の図となる。

「ナド」の意味②同様、「ナンカ」の意味②も聞き手側に見える暗示されている例は、(23)

の場合は並列的に設定されている例（観点⑥）で、(24)の場合は同時に実現できる例（観点

⑤）であり、意味①と同じ結果だということがいえる。なお、この意味②は「ナド」の意味

②と類義関係にある。 

 

 

 

    

 

 

 

 

      【話し手】                  【聞き手】 

図 4 意味②「ナンカ」 

 

6.3.2 顕著例を中心とするカテゴリーの顕著例を示すタイプ 

6.3.2.1 意味③ 

意味③：主題として明示した聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を顕著例とする

カテゴリーを想起させ、それ以外の同時に実現されうる例が存在することを示すことで、カ

テゴリー全体のもつ特徴を際立たせる 

 今、人気のアイドルといえば誰ですか？上戸彩はすごいよねぇ。ドラマもやったし、

バラエティにもたまぁにでてるし、歌番組にもこの間でてたし・・。CM なんか 8 本

とったんでしょ！？引っ張りだこですねぇ。          （Yahoo!知恵袋） 

 なんだ君、休んでいるからよほど具合が悪いかと思っていたが、顔色なんかとても

いいじゃあないか。どこも悪そうに見えないな。そろそろ会社に出ろよ。みんな君を

待っているんだ。           （北杜夫『どくとるマンボウ医局記』）  

 

意味③は課題 1 にも挙げた、山田(1995)の④の「上記のいずれにも分類しがたい用法（空

なんかクレヨンで塗ったみたいに青いんだ。）」に当たる用法である。(26)は、「上戸彩の

活躍」というカテゴリーの中で、「ドラマ」や「バラエティ」「歌番組」を挙げつつ、最も

活躍が顕著な「CM」に「ナンカ」を後接させることで、「上戸彩の活躍」がめざましいと

いうカテゴリー全体の特徴も併せて際立たせている。 

また、(27)は、「どこも悪そうに見えない」と言っているように、同僚は複数の箇所を見

聞き手の中に設定されたカテゴリー 

「ナンカ」

で示される例 

「ナンカ」で存在を 

設定した他の例 

「ナンカ」で示される 

      典型例 

「ナンカ」で存在が 

設定された他の例 

話し手が設定したカテゴリー 
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て相手の体調のよさを判断している。そして、その「体調のよさが判断できる要素」という

カテゴリーの中で、最も調子が良いように見える「顔色」について「顔色なんか」と言うこ

とで、他の例、例えば「声」や、「体の動き」なども含め「体調の良さが判断できる要素」

というカテゴリー全体のよさを際立たせている。 

これを「例示」の 6 つの観点に当てはめ検討すると、まず(26)では「CM」が例としてあが

っているが、「ナンカ」によって示される他の例は、「ドラマ」や「バラエティ」など、上

戸彩の活躍を表すものであると考えられる。意味③はまず、挙げられる例を「CM やドラマ

なんかたくさん出てる」のように複数にしてしまうと意味②の解釈となってしまうため、複

数例が明示できるかという観点①を満たさない。 

 

  A：上戸彩って、最近 CM でよく見るよね。 

＊B：そうそう。CM なんか 8 本とったんだって。 

 

また、(28)の容認度が低いことから明示例は聞き手にとって新情報であると考えられるた

め観点②も満たしていない。また、「CM なんか 8 本とったんでしょ！？」という文は「CM」

について述べている文であることから、「CM」はこの文における主題であるといえる。さ

らに、日本語記述文法研究会(2009b)の「端的な例を述べる文の主題」としてあげられている

以下の「ナンカ」の例は、本稿における意味③の用法であることから、この意味では明示さ

れている例が主題を表しているといえる。以上のことから、意味③は主題以外になり得るか

という観点③は満たさないと考えられる。 

 

 A「駅前のラーメン屋さん、繁盛しているらしいね」 

   B「うん。今日なんか店の前に長い行列ができていたよ」         (p.240) 

  

また、(26)では、上戸彩の活躍を表す他の例として「ドラマ」「バラエティ」「歌番組」

などが挙げられており、(29)の場合も今日以外の行列ができていた日が想定できるため観点

④は満たしている。さらに、(26)の「ドラマ」「バラエティ」「CM」での活躍は同時に実現

することができ、(29)の長い行列も今日または別の日にできていたのではなく、今日も別の

日にもできていたと言えることから観点⑤に該当する。 

以上の意味③を制限する要素となる観点の①、②、③、⑤はそれぞれ意味記述の「主題と

して明示した聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を顕著例とするカテゴリーを想起

させ、それ以外の同時に実現されうる例が存在することを示すことで、カテゴリー全体のも

つ特徴を際立たせる」という表現に含まれる。 

 

ここで、課題 2、3 について以下の例で検討する。 
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 a. このサッカーチームの攻撃力はすごいね。A 選手は一人で 2 点取ってるし、MVP

を取った B 選手なんか 3 点取ってるんだよ。 

b.＊このサッカーチームの攻撃力はすごいね。MVP を取った B 選手は一人で 3 点取

ってるし、A 選手なんか 2 点取ってるんだよ。 

 

2 点取っている A 選手に比べ得点が多く活躍が顕著である B 選手に「ナンカ」を用いた(30a)

は適格な文であるのに対し、これを逆にした(30b)は非文になることから、意味③の明示例は

顕著例であり、暗示例と優劣の関係になっていると言える。また、顕著な明示例と優劣関係

にある暗示例を比較することで、明示例や明示例を含む全体の「特徴が際立つ」のだと考え

られる。 

つまり、意味③における「ナンカ」は、カテゴリー全体の特徴を際立たせるために、最も

その特徴が顕著に表れている例を挙げ、それ以外にもそれに近い例が存在することを示して

いる。なお、この意味③は「ナド」の意味③と類義関係にある。 

 

 

 

 

 

     

 

 

図 5 意味③「ナンカ」 

 

6.3.2.2 意味④ 

まず、意味④全体に共通する要素として抽出したスキーマを以下に提示する。 

意味④スキーマ：明示したある事物が顕著例となるような、話題としたいマイナスの特徴

をもつもののカテゴリーを想起させ、仮想の他のマイナスの特徴をもつ例と同一視すること

で、明示したその事物の価値を下げ、その話題としたいマイナスの特徴を際立たせる 

さらに、想起されるカテゴリーの特徴によって、意味④を 3 つに下位分類する。 

 

6.3.2.2.1 「否定されるもの・こと」 

意味④－1：明示したある事物が顕著例となるような、話題としたい否定的な特徴をもつも

ののカテゴリーを想起させ、仮想の他の否定的な特徴をもつ例と同一視することで、明示し

たその事物の価値を下げ、その事物の低劣さを際立たせる 

 「本当はヒラメだったけど、海が荒れて手に入りませんでした。だから、メバルに

「ナンカ」で示される顕著例 

話題の中で想起されるカテゴリー 

「ナンカ」で存在が示された 

顕著例に近い特徴をもつ例 

顕著例に近い特徴をもつ明示された例 

顕著例 
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変えました。でも、僕が市場に行って、一番新鮮なのを持ってきました」そう言うと、

お客さんは拍手して喜んでくれます。（中略）無理して冷凍のヒラメなんか出され

るより、ずっといいってわかってるんです。    （竹森健太郎『プロジェクト H』） 

 

意味④－1、2 は沼田(2009)において、否定的特立として分類されていた用法に当たるもの

である。(31)の場合、「ナンカ」を用い、話者は「否定的なもの」というカテゴリーの顕著

例として「冷凍のヒラメ」を位置付ける。話者にとっての「否定的な」他のもの（ここには

この文脈に合う「輸入物のヒラメ」などの食品でも、食品ではない「ゴミ」でも構わない）

と「冷凍のヒラメ」を同じカテゴリーに入れることで、「冷凍のヒラメ」の価値を下げ、さ

らにその顕著例として位置づけたことにより、「冷凍のヒラメ」の低劣であるという特徴を

より際立たせている。 

これを「例示」の 6 つの観点から検討すると、まず「養殖物や冷凍のヒラメなんか」とい

うことができるため、複数例が明示できるかという観点①を満たしている。また、(31)では

「冷凍のヒラメ」は聞き手にとって新情報となるが、以下の例(32)のように聞き手(A)が先に

「冷凍のヒラメを出すこと」話題に出した場合にも意味④の「ナンカ」を使うことはできる。

つまり、聞き手にとっての旧情報も明示できることから、観点②を満たしているといえる。  

 

 A：海が荒れて新鮮なヒラメが手に入らなかったなら、冷凍のヒラメを出せばいい

じゃないですか。 

B：冷凍のヒラメなんか出すより、新鮮な他の魚を買ってきて出した方がいいよ。                               

 

さらに、(31)の「冷凍のヒラメ」は主題ではないことから、観点③を満たす。 

また、(31)では「冷凍のヒラメ」が例として挙がっているが、「ナンカ」によって示され

る他の例として「冷凍のヒラメ」同様、食べる価値のないものが具体的に想定されてるとは

考えられない。つまり暗示例は仮想のカテゴリーであることから観点④を満たしておらず、

暗示例が明確に想定されていないことから観点⑤、⑥は検討できない。 

意味④を制限する要素である観点④は意味記述の「仮想の」という表現に含まれる。 

 

6.3.2.2.2 「軽視されるもの・こと」 

意味④－2：明示した、本来低評価されるべきではないある事物が顕著例となるような、価

値の低いもののカテゴリーを想起させ、仮想の他の価値の低い例と同一視することで、明示

したその事物の価値を下げ、その価値の低さを際立たせる 

 妹なの、私。辛かったわ、あの頃。女はそっと目を押さえた。敗ける、って嫌ね。

国なんか滅びたっていいけど、食物がないのが堪らないわ。実の姉妹が疑心暗鬼に

なって一杯のお椀を奪いあうのよ。        （三枝和子『うそりやま考』） 

 



第 6 章 ナンカの多義語分析 

78 

 

(33)の場合、話者は「国」のマイナスの特徴に注目しているわけではなく、「食物がない

のが堪らない」と言っているように、「国」が食物に比べれば「価値の低いもの」と考えて

いると解釈できる。つまり(33)は一般的には人々が大切にするはずである「国」を、「国な

んか」と言うことによって、「価値の低いもの」というカテゴリーの顕著例として位置付け、

他の価値の低いものと同じカテゴリーに含めることで「国」の価値を下げ、さらに顕著例と

して位置づけたことにより「国」の「価値が低い」という特徴をより際立たせている。 

これを「例示」の 6 つの観点に当てはめて検討すると、まず、(33)は「国や政府なんか」

といえるため、複数例が明示できるかという観点①を満たしている。また、以下の例(34)の

ように、聞き手(A)が先に「国が滅びること」を話題に出した場合にも意味④の「ナンカ」を

使うことはできる。つまり、聞き手にとっての旧情報も明示できることから、観点②を満た

しているといえる。  

 

 A：国が滅びるのって嫌よね。 

B：何言ってるの。国なんか滅びたっていいわよ。 

 

さらに、(33)の「国」は主題を表すが、以下の(35)のように主題でない例もあることから、

観点③を満たす。 

 

 自意識過剰！そんな人、沢山いますね。他人は貴女のことなんか見てないですよ！

その事に早く気付いて下さい。                （Yahoo!知恵袋） 

 

また、(33)では「国」が例として挙がっており、「ナンカ」によって示される他の例は、

話者にとっては価値のない軽視されるものであるが、それらは具体的には想定されていない

と考えられる。つまり暗示例は仮想のカテゴリーであることから観点④を満たしておらず、

暗示例が明確に想定されていないことから観点⑤、⑥は検討できない。意味④を制限する要

素である観点④は意味記述の「仮想の」という表現に含まれる。 

 

6.3.2.2.3 「似つかわしくないもの・こと」 

意味④－3：明示した、本来実現が肯定されるが、ある対象の予想される通常の状態に似つ

かわしくないと考えられるある事物が顕著例となるような、似つかわしくないもののカテゴ

リーを想起させ、仮想の他の例と同一視することで、明示したその事物の評価を下げ、その

事物の似つかわしくなさを際立たせる 

 「玲ちゃん。たまには、スタミナ定食でも食べさせてもらいなよ。ラーメンばっか

りじゃ、いつまでたっても、1・2・3 のオンパレードだぜ。5 なんか、一生とれない

よ。アッ、ハッ、ハーッ。そんじゃ、毎度ーっ」おにいちゃんは、ばかわらいを残し

てでていった。           （緒島英二『妖怪ばあさんのおくりもの』） 
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意味④－3 は沼田(2009)の分類の不備の指摘として、山田(1995)が提案した③話し手の評価

を暗示する用法の中の、評価の高い解釈の用法に当たるものである。山田(1995)では肯定文

（ドレッサーとかオーブンなんかまであるらしいよ。（＝(9)再掲））のみが挙げられていた

が、(36)の通知表の「5」も、最もよい評価を表し、本来とることが望まれる高い評価のもの

であることから、ここにはこのような否定文も含まれると考えられる。意味④－1、2 と少し

異なるのが、(36)では話者は「5」自体にマイナスの特徴を見出しているわけではないという

ことである。本来肯定されるべき「5 をとること」を、いつも 1 や 2 や 3 しかとれない「玲

ちゃん」に「似つかわしくない」と考え、「玲ちゃんに似つかわしくないこと」というカテ

ゴリーの顕著例として位置づけ、その他の「似つかわしくないこと」と同一視することで、

「（玲ちゃんが）5 をとること」に対する評価を下げ、「似つかわしくない」という特徴を

より際立たせている。これを「例示」の 6 つの観点に当てはめて検討すると、まず(36)は「100

点満点や通知表の 5 なんか」ということができるため、複数例が明示できるかという観点①

を満たしている。また、(37)のように、聞き手(A)が先に「5 をとること」話題に出した場合

にも意味④の「ナンカ」を使うことはできる。つまり、聞き手にとっての旧情報も明示でき

ることから、観点②を満たしているといえる。  

 

 A：うちの子、5 がとれるかしら。 

B：玲ちゃんが 5 なんか一生とれないよ。 

 

さらに、(36)の「5」は主題ではないことから、観点③を満たす。 

また、(36)では「（通知表の）5」が例として挙がっており、「ナンカ」によって示される

他の例は、対象にとって似つかわしくないものであるが、それらは具体的には想定されてい

ないと考えられる。つまり暗示例は仮想のカテゴリーであることから観点④を満たしておら

ず、暗示例が明確に想定されていないことから観点⑤、⑥は検討できない。意味④を制限す

る要素である観点④は意味記述の「仮想の」という表現に含まれる。 

続いて、課題 2 に関わる議論として、「ナンカ」がその対象の価値を下げ、低評価を表す

原因について検討する。これにも、第 5 章の「ナド」の分析の際にも取り上げた、中俣 (2010)

の経験基盤的ヒエラルキー構造が関わっていると考えられる。 

つまり、意味④における「ナンカ」は、明示した事物の話題としたい特徴と同等の評価を

もつもののカテゴリーを想起させ、その事物がその他大勢の中の 1 つであることを示すこと

で、ヒエラルキー構造から、低評価を表し、さらにその他の否定的、価値が低い、似つかわ

しくないといった例の中の顕著例としてその事物を位置付けることで、対象に対する低劣さ

や、価値の低さや、似つかわしくなさをより際立たせる。意味④－1 で否定として明示され

る例は元々否定的な評価をもつものであり、意味④－2 で軽視として明示される例は元々否

定も肯定もされていない、または、通常は肯定される可能性のあるもの、そして意味④－3

で似つかわしくないものとして明示される例は元々肯定的な評価をもつものだと考えられ、
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それぞれの評価からそれよりも低い評価をされていることになる。図に表すと次のようであ

る。意味①～③では、明示例からそれぞれの文脈に合う暗示例が想起されていたが、例えば

意味④－1 の「冷凍のヒラメ」から「ゴミ」を想起するように、意味④では、文脈に合わな

い例でも想起されうることから、文脈に関係なく特徴に共通点のある成員であることを示す

ため丸ではなく四角で示した。なお、この意味④は「ナド」の意味④と類義関係にあるが、

「ナド」は下位分類を 4 つ認めたのに対し、「ナンカ」は「ナド」の意味④－3 に当たる意

味が認められなかったことから、3 つとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 意味④「ナンカ」16 

 

6.4 意味間の関連性 

これは課題 4 とも関わる議論であるが、まず、複数の意味の中で最も基本的なもので、中

立的なコンテクストで最も活性化されやすいことから意味①をプロトタイプとする。意味②

は、意味①の「それ以外にも例が存在することを示す」という手段によって、「明示した事

物をやわらげる」という目的を達成していると考えられるため、意味①から②へ「手段と目

的の関係」に基づくメトニミーによって意味が拡張しているといえる。また、意味③と意味

①は顕著例と典型例というように、想起されるカテゴリーの領域は異なるが、「それ以外に

も例が存在することを示す」というスキーマが抽出できるため、類似性に基づくメタファー

によって拡張しているとみることができる。さらに意味①の「それ以外にも例が存在するこ

とを示す」ことが手段となり、意味③の「カテゴリー全体のもつ特徴を際立たせる」という

目的を果たしていると考えられるため、意味①から③へ手段と目的のメトニミーによっても

拡張しているといえる。また、意味④－1、④－2、④－3 から抽出されたスキーマである意

                                                        
16 澤田(2007)の「いやいや、山田さんなんか（など）ダメだ。田中さんこそ適任だ」のように

よりよい他者が想起できる場合というのは、この図の「上位にあるもの」が顕在化した場合であ

り、一方(15)の「石なんか拾ってこないでよ」のように、よりよい他者が想起できない場合とい

うのは、この「上位にあるもの」が限りなく背景化した場合だと言える。 

「ナンカ」で示される顕著例 

ある事物と同じ特徴をもつカテゴリー 

「ナンカ」で存在が 

示される他の例 

上位にあるもの 

下位にあるもの 

顕著例 
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味④も同様に、意味①とは想起するカテゴリーが異なるが、「それ以外にも例が存在するこ

とを示す」というスキーマが抽出できるため、類似性に基づくメタファーによって拡張して

いるとみることができる。さらに、意味①の「それ以外にも例が存在することを示す」こと

を手段として、結果として意味④の「明示したその事物の価値を下げ、その話題としたいマ

イナスの特徴を際立たせる」という意味を起こしていると考えられる。つまり、意味①と④

も手段と目的のメトニミーの関係にあると言え、意味①から④へ意味拡張していると考えら

れる。拡張を図にまとめると以下のようになる。 

 

 カテゴリーのタイプ 

 典型例 顕著例（理想例） 

明示例 

 ＝ 

中心例 

   

    メトニミー      シネクドキー     メタファー＋メトニミー 

図 7 「ナンカ」の多義構造 

 

6.5 第 6 章のまとめ 

ここまでに挙げた「ナンカ」の意味は以下の通りである。 

意味①：聞き手にとって新情報となる明示したある事物が典型例となるようなカテゴリー

を想起させ、それ以外にも例が存在することを示す 

意味②：明示したある事物が典型例となるようなカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以

外にも例が存在するように示すことで、明示した事物の印象を弱める 

意味③：主題として明示した聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を顕著例とする

カテゴリーを想起させ、それ以外の同時に実現されうる例が存在することを示すことで、カ

テゴリー全体のもつ特徴を際立たせる 

意味④スキーマ：意味④スキーマ：明示したある事物が顕著例となるような、話題とした

いマイナスの特徴をもつもののカテゴリーを想起させ、仮想の他のマイナスの特徴をもつ例

と同一視することで、明示したその事物の価値を下げ、その話題としたいマイナスの特徴を

際立たせる 

意味④－1：明示したある事物が顕著例となるような、話題としたい否定的な特徴をもつも

ののカテゴリーを想起させ、仮想の他の否定的な特徴をもつ例と同一視することで、明示し

たその事物の価値を下げ、その事物の低劣さを際立たせる 

意味④－2：明示した、本来低評価されるべきではないある事物が顕著例となるような、価

意味② 

意味③ 

意味④スキーマ 

意味④－1 意味④－2 意味④－3 

意味① 
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値の低いもののカテゴリーを想起させ、仮想の他の価値の低い例と同一視することで、明示

したその事物の価値を下げ、その価値の低さを際立たせる 

意味④－3：明示した、本来実現が肯定されるが、ある対象の予想される通常の状態に似つ

かわしくないと考えられるある事物が顕著例となるような、似つかわしくないもののカテゴ

リーを想起させ、仮想の他の例と同一視することで、明示したその事物の評価を下げ、その

事物の似つかわしくなさを際立たせる 

 

本章では、「ナンカ」意味分析を行った。その結果、従来の研究で分析が不十分であった

意味③について、顕著例を明示し、特徴を際立たせる用法であることを示した。また、課題

2 としてそれぞれの意味において明示例と暗示例が形成するカテゴリーの種類とそのカテゴ

リーにおけるそれらの例の位置づけを明らかにした。その結果、これまで特に意味④は明示

例が不適切、暗示例が適切というように評価のかけ離れたものを想定するという解釈がなさ

れてきたが、「ナド」と同様に、同等の評価をもつものを想定し、雑多なものの 1 つとして

捉え、かつその中の顕著例として捉えるという 2 つのアプローチによって対象へのマイナス

の特徴を表すという解釈が可能であることを示した。さらに課題 3 であった PREFER 値とい

う言葉では説明しきれなかった用法の特徴の違いを、典型例と顕著例という観点から考察し

た。その結果、意味②の明示した対象の印象を弱める効果は典型例を、また意味③④の特徴

を際立たせるという効果は顕著例を中心とするカテゴリーの中心例として明示例を想起する

ために引き起こされることを示した。
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第 7 章 ナンテの多義語分析 

7.1 はじめに 

本章は、前章までと同様、例示の機能をもつ助詞「ナンテ」に対し、多義語分析の課題に

基づき意味分析を行うとともに、明示されている例と、考察対象語によって暗示された例と

それらが形成するカテゴリーがどのようなものかという視点からそれぞれの語の意味の再分

類を試みる。加えて、意味記述をより精緻なものにするため、第 4 章で挙げた「例示」の 6

つの観点からも検討を行う。 

まず、続く 7.2 では先行研究を概観し、先行研究の問題点と課題をまとめる。7.3 では「典

型例を中心とするカテゴリーの典型例を示すタイプ」と「典型例を中心とするカテゴリーの

周辺例を示すタイプ」「顕著例を中心とするカテゴリー周辺例を示すタイプ」の 3 つに分け

「ナンテ」の意味分析を行い、7.4 ではそれぞれの意味間の関連性を明示し、最後に 7.5 で結

果をまとめる。 

 

 

7.2 先行研究 

「ナンテ」の意味の分類は先行研究ごとにばらつきが大きい。これは意味と形式のどちら

を重視するかで線引きが大きく異なるためだと考えられる。ここでは、意味と形式のどちら

も考慮した分類として国立国語研究所(1951)、大曽(1996)、磯山(2000)の記述を確認する。 

 

7.2.1 国立国語研究所(1951) 

国立国語研究所(1951)は形式面から大きく「格助詞」と「係助詞」に二分し、さらに「格

助詞」の用法に 2 つの意味を認めている。 

 

[Ⅰ]格助詞 

①次に来る動作・作用の内容を示す。例示的に、または軽しめて。 

 お嬢さまはほんとうは、生きていたのです。それに、なぜ、人は、死んだなんて、

いい加減なうそをつくのでしょう。                             (p.134) 

②同格の関係で次の語を修飾する。無視または軽視する気持ちを含む。 

 「ピンク・フラワーなんて喫茶店、知らないわよ。                     (p.134) 

 

[Ⅱ]係助詞 

〇ある事物を例示し、それを無視または軽視しようとする気持ちを示す。 

 「悪いわ、無理強いするの、歌なんて気が向いたときじゃなくちゃ歌えやしないわ。」 

                                                                     (p.134) 
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 「女にあまったれるなんて、男らしくないわよ。」                     (p.134)  

 

国語研究所(1951)では「格助詞」を「それのつく語に与えられる資格・意味」だとし、接

続に関しては「主として体言、その他体言相当のものにつく(p.6)」と述べている。一方、「係

助詞」は「課題の提示（提題）のしかた。課題の場をどんな意味あいのものとして設定する

か(p.6)」であるとし、接続については、体言または用言・助動詞、その他いろいろの語につ

く。文節の終り、または格助詞にとって代わる位置につく。同種の係助詞・終助詞・間投助

詞以外の助詞が後につく事はほとんどないと説明している。 

 

7.2.2 大曽(1996) 

大曽(1996)は、「ナンテ」を「ナド」に置き換えた場合の「ナド」の形式という観点から、

「ナンテ」を 4 つに大きく分類し、それぞれの場合ごとに意味を見ている。 

 

[A]「など」そのものに相当する場合。 

 君にも、もうあんな辛い研究所づとめなんてさせやしない、大事にするッ。【否定

的特立17】                                  (p.87) 

 晩ごはんのあとで、近所を散歩するなんてどうかな。【柔らげ】          (p.87) 

 

[B]「など」に引用の助詞「と」がついた「などと」に相当する場合。 

 次男だから親と関係ないなんて思ったら大間違いだぞ。【否定的特立】       (p.87) 

 よくお前と二人でいるとよう、瓜二つだなんて言われたもんだなあ。【柔らげ】 

                                          (p.87) 

 

[C]「などという」に相当する場合。 

 会議で抗議の原稿を配るなんてことはありますか。【柔らげ】             (p.87) 

 古いなあ。カマトトなんていい方、もうはやンないわよ。【否定的特立】    (p.87) 

                 

[D]「などというのは」に相当する場合。 

 男なんて単純よ。覚えときなさいね。【否定的なもの・名詞に後接する】    (p.88) 

 大学の先生から奥の細道の事をいろいろ教えてもらいながら、旅行するなんてすて

きですわね。【肯定的なもの・文に後接する】                    (p.88) 

 

                                                        
17 これらの「否定的特立」「柔らげ」といった分類は、大曽(1996)が沼田(1988)を参考につけ

たものである。これらの分類は、寺村(1991)が「など」に認めた「接尾辞」と「取り立て助詞」

の用法のうち、取り立て助詞の「など」の下位分類として、沼田(1988)が認めた用法である。 
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7.2.3 磯山(2000) 

磯山(2000)は、形式面から「係助詞的用法」「格助詞的用法」「連体修飾的用法」の 3 つ

の大別し、さらに細かくそれらの意味を分類している。 

 

○係助詞的用法における「なんて」 

①[提示＋例示]「T シャツやパンツなんて持ってかなくても買えばいいよ。」        (p.4) 

②[提示＋軽視]「いまの若い子の気持ちなんてそんなものよ。」                    (p.4) 

③[提示＋重視]「あたしはコギャルって好きよ。ボキャブラセンスなんてバツグンじゃな

い！」                                                                     (p.4) 

④[提示＋比較]「でもお父様、今日のなんていいほうよ。」                        (p.5) 

⑤[提示＋皮肉]「社長なんてよォ、なったらなったで大変だよな。」                (p.5) 

⑥[提示＋敬遠]「強大なコンピューターのとの戦いに、心理的駆け引きやテツガクなんて

持ち込んだら 2001 年宇宙の旅にはかなわない。（原文ママ）」                    (p.5) 

⑦[提示＋述部強調]「この道を抜けるなんて無茶だ。」                            (p.5) 

⑧[提示＋意外性]「他人の畑荒らし平気なんて。」                                (p.5) 

 

○格助詞的用法における「なんて」 

①[内容を示す＋例示]「韓国に行ったら、美味しいものを食べて、垢すりに行って…なん

て言っていたけど、出発前に熱を出すとは彼女も運が悪いわね。」                (p.8) 

②[内容を示す＋断定回避]「彼女は八月の末に実家に帰るなんて言っていた。」      (p.8) 

③[内容を示す＋軽視]「死にたいなんてどうして考えるの？」                     (p.8) 

 

○連体修飾的用法における「なんて」 

①[例示]「その庭園には、ラベンダー、カモミールなんてハーブがたくさんあるのよ。」 

                                       (p.9) 

②[軽重の評価]「『頑張ろう』なんて簡単な言葉じゃすまないんです。」             (p.9) 

      「トリュフなんてもの、食べたことがない。」                        (p.9) 

③[断定回避]「この辺りに、和光なんてとんかつ屋はありますか？」               (p.9) 

 

7.2.4 先行研究の検討 

3 つの先行研究での分類を見比べると、形式の面からは大きく「格助詞」と「係助詞」の

用法に分けられており、それぞれが、さらに 2 つに分けられていると考えられる。表にまと

めると以下の通りである。 
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表 1 「ナンテ」の先行研究分類まとめ 

国立国語研究所(1951) 大曽(1996) 磯山(2000) 

用法 意味 用法 意味 用法 意味 

格助詞① ・例示的 

・軽しめ 

[B]「などと」 

   に相当 

・否定的特立 

・柔らげ 

格助詞的 

用法 

①例示  ②断定回避 

③軽視 

格助詞② ・無視 

・軽視 

[C]「などという」 

   に相当 

・否定的特立 

・柔らげ 

連体修飾的

用法 

①例示  ②軽重の評価 

③断定回避 

係助詞 ・無視 

・軽視 

[A]「など」 

   に相当 

・否定的特立 

・柔らげ 

係助詞的 

用法 

①例示   ②軽視 

③重視   ④比較 

⑤皮肉   ⑥敬遠 

⑦述部強調 ⑧意外性 

[D]「などという

のは」に相当 

・否定的なもの 

・肯定的なもの 

 

このうち、国立国語研究所(1951)の分類には、以下の例(13)のような肯定的な意味は含まれ

ていない。また大曽(1996)の分類では、まず、「否定的特立」と「否定的なもの」の違いも

明確にはされていないことに加え、以下の例(14)のような、肯定とも否定とも柔らげとも考

えにくい例は分類できないことから、これらの分類では不十分だということがいえる。 

 

 今までワインは苦手だったんだけど、料理との相性で、こんなに美味しく味わえる

なんて思ってもみなかったんだよな。勿論、俺はグラス半分しか飲めないけどね。 

 （甲山蓮子『お試しください！』） 

 氷がなぜうくのか。なんて考えもしなかった。こおると体積がふえるなんて初めて

知った。水の分子に感心した。       （三輪睦雄『プロ教師おもしろ授業』） 

 

意味に関しては、磯山(2000)の分類が最も詳細なものだといえる。しかし、井島(2008)は、

磯山(2000)の係助詞的用法の⑤皮肉が、敢えて①～④に分類するとすれば、②軽視に入ると

考えられることから、この分類の基準のあいまいさを指摘している。井島(2008)は②と⑤の

分類基準を明確にするため、両者の相違点として⑤は「一般的に軽く扱われるようなもので

はない事物が取り上げられている」という説明を加えている。井島のこの指摘は、明示され

ている例がどういったものかという視点が分類の際有用であることを示すものではあるが、

「一般的に軽く扱われるようなもの」という判断基準だけでは分類が不十分であることを下

の例で確認する。 

 

 新しい会社（今の会社の関係会社）を 10 月に設立するので社長にならないかと打診

を受けました。正直、悩んでいます。（後略）              。  

まだ若いんだしなんでもやってみましょう!（中略）社長なんてなりたくてもなれな

い人がゴロゴロいるんですよ。（後略）            （教えて!goo） 
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 「〇〇ジャパンの社長なんだ」とわざわざ自慢している人なんて、大抵ロクでもな

いわけです。僕は、ソニーという本社が日本にあって海外展開している会社と、アメ

リカに本社を持ち日本に支社があるアップルという会社の両方を経験しているから、

「社長なんて、たいしたことないな」と肌で知っている。 

                   （前刀禎明『5 年先のことなど考えるな』） 

 

「一般的に軽く扱われるようなものではない事物」とされている「社長」に対し、(15)で

はなりたくてもなれないと述べ高評価しているが、一方(16)では低評価している。この時「ナ

ンテ」は「社長」の比較対象となる他の例の存在を暗示する。この暗示される例は、(15)な

ら「話者が考える一般的な人がなる典型的な職業」、(16)なら「理想的な人・職業」という

ように違いが出る。 

さらに、このように「ナンテ」が比較対象となる他の例を暗示すると考えると、磯山(2000)

の分類の④に挙げられた比較という特徴は、他の意味と④を弁別する特徴とはいえなくなる。

他にも、⑧意外性については、「ナンテ」の後ろが省略された形という形式面からの分類で

あるため、意味の面からは基準が曖昧である。磯山(2000)で⑧意外性に分類されている以下

の(17)も省略部分を補うと、(17a)のように「意外で嬉しい」場合は③重視に、(17b)のように

「意外で失望した」場合は②軽視や⑤皮肉に含めることもできてしまう。 

 

  こんなところで昔のことが蘇ってくるなんて…。        （磯山 2000:7） 

   a こんなところで昔のことが蘇ってくるなんて、感動で涙が出そうだ。 

   b こんなところで昔のことが蘇ってくるなんて、最悪の気分だ。 

 

以上のように分類が曖昧になってしまうのは、分類基準が「ナンテ」に前接する明示例、

または形式、または他の文の要素というように統一されていないためだと考えられる。 

ここで、これまでに挙げた先行研究の問題点を基に、本節において解決するべき課題を以

下に挙げる。 

課題 1：先行研究では不十分であった、評価を表すような用法で、かつ肯定とも否定とも

柔らげとも考えにくいような例についてさらに考察する。 

課題 2：明示例が「一般的に軽く扱われるようなものではない事物」という特徴をもつ 2

種類の例に関して、明示例がカテゴリーのどのような成員かという視点から両者

の違いについて考察する。 

課題 3：多義語分析の課題ともなっており、先行研究において不十分であった、複数の意

味の相互関係の明示及びそれらを統括するモデルの提示を行う。 
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7.3 分析 

本稿では、「ナンテ」の意味を分類するにあたり、「ナンテ」によって想起されたカテゴ

リーが典型例を中心とするものか、理想例を中心とするものか、また明示された例がそのカ

テゴリーの典型例であるか、周辺例であるかという観点から 3 つのタイプに分け、分析した。 

 

7.3.1 典型例を中心とするカテゴリーの典型例を示すタイプ 

7.3.1.1 意味① 

意味①：話者が想定する典型例を中心とするカテゴリーの典型例として、聞き手にとって

新情報となるある事物を明示し、それ以外にも例が存在することを示す 

 新宿区のとあるカプセルホテルへ宿泊したのですが、夜間は客引きが所狭しとなら

んでおりまして、「遊びませんか？」とか「可愛い娘いますよ」なんて声が飛び交

っていたのを今でも覚えています。 

             (https://mobile-g.hatenablog.com/entry/2018/05/12/013506) 

 ホノルル市内観光ライン Yellow line これでお買い物ざんまい。主要なホテル、ショ

ッピングスポットは網羅されているから、お買い物メインのコに。いっぱいお買い物

して荷物を置きにホテルに戻りたいなんてときにも便利です。   （『JJ Hawaii book』） 

 

(18)は「客引きの言葉」というカテゴリーの典型例として、「遊びませんか？」「可愛い

娘いますよ」という言葉を、(19)は「市内観光ラインの便利な利用法」というカテゴリーの

典型例として「荷物を置きにホテルに戻りたいとき」を明示し、そこに「ナンテ」をつける

ことでそれ以外の言葉や利用法もあることを示している。 

続いて、「例示」の 6 つの観点から検討する。意味①は(18)の「『遊びませんか？』とか

『可愛い娘いますよ』」から分かるように複数例を明示することが可能であるかという観点

①を満たす。 

 

  A：旅先では結構いっぱいお買い物をするので、ホテルに荷物を置きに戻ったりす

るのがいつも大変なんですが、ホテルまで Yellow line に乗ることもできますか。 

??B：はい、荷物を置きにホテルに戻りたいなんてときにも便利です。   

 

また、(20)のように聞き手が先に挙げた内容など、聞き手にとっての旧情報である場合、

容認度が下がる。このことから旧情報も明示できるかという観点②を満たさない。さらに、

「『遊びませんか？』とか『可愛い娘いますよ』」や「荷物を置きにホテルに戻りたい」は

この文の主題ではないため観点③は満たしている。また、暗示されている例に関しては、(18)

なら客引きの他の台詞が想定でき、(19)なら Yellow line の他の利用例が想定できるため観点

④も満たしている。また(18)の場合はこれら二つの言葉が同時に使われる可能性があるとい
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え、(19)の場合は、ある時の旅行では、荷物を置きに帰るときに利用し、またある時の旅行

では、他の場所の移動に利用するということも考えられるが、一度の旅行でそれら両方を行

うこともできることから、例によって観点⑤にも⑥にも該当するといえる。 

意味①を制限する要素となる観点②は意味記述の「聞き手にとって新情報となる」という

表現に含まれる。 

これを図に表すと図 1 のようになる。意味①では、明示される例は 1 つの場合も複数の場

合もあるが、その話題のカテゴリーにおいて、話者が想起しやすい典型例が挙がる。「ナン

テ」によって存在が暗示されるその他の例は、典型例に近いものでも周辺例に近いものでも

どんなものでも構わない。なお、この意味①は「ナド」と「ナンカ」それぞれの意味①と類

義関係にある。 

 

 

 

 

 

図 1 意味①「ナンテ」 

 

7.3.2 典型例を中心とするカテゴリーの周辺例を示すタイプ 

典型例に関する定義などは第 3 章でも確認した。では、典型例を中心とするカテゴリーを

想定した場合、そのカテゴリーの周辺例に位置づけられる例にはどのような特徴があるのだ

ろうか。「魚」というカテゴリーを例に考えてみたい。 

魚というカテゴリーを想起した場合、カツオやマグロなどの典型例には「想起しやすい（籾

山 2014:86）」という特徴がある。そこから考えると、典型例を中心とするカテゴリーの周

辺例、例えばウナギやヒラメには「想起しにくい」という特徴があるといえる。例えば魚の

絵を描きましょうと言われた時に、話者にとって「想起しにくい」周辺例のウナギを描いて

いる人がいれば、「珍しい」と感じるだろう。このタイプは、どれも明示した例自体やそれ

が実現したことに対して話者が何らかの「珍しさ」を感じるという意味が含まれる。 

 

7.3.2.1 意味② 

意味②（スキーマ）：話題となる状況で、話者が想定する典型例を中心とするカテゴリー

の周辺例として、ある事物を明示することで、並列的に設定された典型例との比較から周辺

例に対する珍しさを示す 

 

この意味②を、それぞれ明示される例の特徴によって 3 つに下位分類する。 

 

「ナンテ」で 

示される典型例 

話者が想起する典型例を 

中心とするカテゴリー 

「ナンテ」で存在が 

暗示されるその他の例 
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意味②－1：話題となる状況で、話者が想定する典型例を中心とするカテゴリーの周辺例と

して、主題となるある実際に実現した肯定的な評価の事物を明示することで、並列的に設定

された典型例との比較から周辺例が実現したことの珍しさを示し、よい特徴を際立たせる 

 小学校に入る前に、漢字が一つでも読めるようになったら、「漢字が読めるなんて

すごいね」、「えっ、こんな字も読めるんだ。すごいね」とほめてあげてください。 

           （和田秀樹『勉強できる子のママがささやく魔法の言葉』） 

 今までワインは苦手だったんだけど、料理との相性で、こんなに美味しく味わえる

なんて思ってもみなかったんだよな。勿論、俺はグラス半分しか飲めないけどね。 

 （＝(13)再掲） 

 

(21)は「ナンテ」がついていることによって、話者が、「小学校に入る前に漢字が読める

こと」と、話者が経験に基づいて想定した小学校に入る前の子どもの学力とを比較している

ように感じられる。この時想定されている例というのは、「小学校に入る前の子どもの学力」

の典型例であり、そのカテゴリーにおいては「漢字が読めること」は周辺例である。また、

(22)では、話者にとって「ワイン」の典型例は「美味しくないもの」で、明示されている「料

理との相性で美味しく味わえる」ことは「思ってもみなかった」とあるように、周辺例だと

いえる。この例での典型例は特に「ワイン」に対して世間一般の人が持っている典型的なイ

メージではなく、話者の個人的なイメージであるが、この典型例と比べて、明示されている

周辺例は話者にとって好ましい、肯定的な評価の物事であるため、両者の比較から、この周

辺例の良さが際立つのだと考えられる。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。まず、(21)「漢字も読めて、九九も言

えるなんてすごいね」と 2 つの明示例を挙げることができるため、複数例が明示できるかと

いう観点①を満たす。また、(21)は、まず聞き手となる「小学校に入る前の子ども」が漢字

を読むという行為を行ってから起こる発言であることから、聞き手にとっての新情報とはい

えない。つまり、聞き手にとっての旧情報も明示できることから、観点②も満たしていると

いえる。 

また、(21)(22)の明示例はいずれも文の主題だといえることから、意味②－1 は明示例が主

題以外になり得るかという観点③を満たしていない。 

また、(21)では「漢字が読める」が例として挙がっているのに対し、「ナンテ」によって

示される他の例は、文脈にははっきり表れていないものの、「小学生はひらがなとカタカナ

しか読めない」といった話者がより実現しやすい、現実的、身近だと考えるものが想定され

ていると考えられる。つまり暗示例は明確に想定されていることから観点④を満たしている。

さらに、漢字が読めることと読めないことは、同時に実現するものではないと考えられるこ

とから観点⑤ではなく観点⑥に該当するといえる。 

以上確認した意味②－1 を制限する要素となる観点③と⑥は意味記述の「話題となる状況

で、話者が想定する典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、主題となるある実際に
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実現した肯定的な評価の事物を明示することで、並列的に設定された典型例との比較から周

辺例が実現したことの珍しさを示し、よい特徴を際立たせる」という表現に含まれる。 

これを図に表すと 

 

図 2 のようになる。意味②－1 は、「信じられない」「思ってもみなかった」といった表

現と共起しやすいことからもわかる通り、明示される例は、話題のカテゴリーにおいて周辺

例であったり、または、もともとカテゴリーの成員ではなかった例が、その事物が実現した

ことで、カテゴリーの周辺例として再カテゴリー化されたりしていると考えられる。「ナン

テ」によって存在が暗示されるその他の例は、話者が自分の基準から普通はこうだと考える、

典型例に近いものが想起される。 

 

 

 

                    

 

 

図 2 意味②－1「ナンテ」 

 

意味②－2：話題となる状況で、話者が経験を基に判断する現実的な典型例を中心とするカ

テゴリーの周辺例として、理想的ではあるが非現実的なある事物を明示することで、並列的

に設定された典型例との比較から周辺例が実現することの珍しさを示し、非現実性を際立た

せる 

 新しい会社（今の会社の関係会社）を 10 月に設立するので社長にならないかと打診

を受けました。正直、悩んでいます。（後略）               

まだ若いんだしなんでもやってみましょう!（中略）社長なんてなりたくてもなれな

い人がゴロゴロいるんですよ。（後略）                （＝(15)再掲） 

 赤ちゃんが一人いるだけで、自分の時間もなく家事もおろそかになり、まるで赤ち

ゃんにふりまわされているような日もあります。何もかもすべて完璧になんてでき

っこありません。                   （藤原典子『暮しの手帖別冊』） 

 

(23)は本来は憧れられる職業である「社長」に、「ナンテ」をつけることで、回答者であ

る話者の考える一般的な人がなれる典型的な職業のカテゴリーにおいては周辺例であること

を示している。また(24)の場合は「何もかもすべて完璧にできる」ことは望ましいことでは

あるが、「ナンテ」によって、子育て中の人というカテゴリーにおいてはこれが周辺例であ

ることを示している。「ナンテ」によって他に想起される典型例は、(23)なら話者の考える

一般的な人にとってなれる可能性の高い職業であり、(24)なら家事などが適当になってしま

「ナンテ」で存在が暗示さ

れるより典型例に近い例 

話者が想定する 

典型例を中心とするカテゴリー 

「ナンテ」で示される

肯定的評価の周辺例 



第 7 章 ナンテの多義語分析 

92 

 

う人だと考えられる。「何もかもすべて完璧にできること」などの周辺例は実現することが

限りなく珍しいことであるため、より現実的な典型例と比較することで非現実性が際立つの

だと考えられる。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。まず、(24)は「何もかもすべて完璧に、

そして理想通りの子に育てるなんてできっこありません」ということができるため、複数例

が明示できるかという観点①を満たす。また、(24)は明示例が新情報となっているが、以下

の(25)のように、聞き手(A)が先に話題に出した場合にも意味②－2 の「ナンテ」を使うこと

はできる。つまり、聞き手にとっての旧情報も明示できることから、観点②も満たしている

といえる。 

 

 A：何でも常に完璧を目指しなさい。 

B：何もかもすべて完璧になんてできっこありません。 

 

また、(24)の明示例は文の主題だといえるが、(26)を見ると分かるように、主題でない例も

ある。以上のことから意味②－2 は、主題以外になり得るかという観点③を満たしている。 

 

 文藝春秋から全二十三巻の『藤沢周平全集』の刊行がはじまったとき、藤沢周平は

「小説を書くきっかけは」という質問に答えて語っていた。「やりたいものがあるか

らなんて、そんな立派なものではなくて、このままで人生が終るわけにはいかない、

そんな気持があったですね。       （半藤一利・尾崎秀樹『藤沢周平を読む』） 

 

また、(24)では「何もかもすべて完璧に」が明示例として挙がっており、「ナンテ」によ

って示される他の例は、文脈にははっきり表れていないものの、「ときどき失敗することが

ある」といった話者がより実現しやすい、現実的、身近だと考えるものが想定されていると

考えられる。つまり暗示例は明確に想定されていることから観点④を満たしている。さらに、

完璧であることとそうでないことは、同時に実現するものではないと考えられることから観

点⑤ではなく観点⑥に該当するといえる。意味②－2 を制限する要素となる観点⑥は、意味

記述の「並列的に設定された典型例との比較から」という表現に含まれる。 

以上の分析をもとに、図に表すと図 3 のようになる。なお、この意味②－2 は「ナド」の

意味④－4 と「ナンカ」の意味④－3 と類義関係にある。 

 

 

 

 

 

図 3 意味②－2「ナンテ」 

「ナンテ」で存在が暗示さ

れるより典型例に近い例 

話者の経験を基に判断する現実的な 

典型例を中心とするカテゴリー 

「ナンテ」で示される 

非現実的な周辺例 
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意味②－1 と、意味②－2 は、どちらも肯定的な評価の事物を明示するという点で共通して

いるが、意味②－1 が実際に実現した事物であるのに対し、意味②－2 は実現しない事物であ

るという点で異なっている。 

  

意味②－3：話題となる状況で、話者が経験してきた事物の典型例を中心とするカテゴリー

の周辺例として話者にとって関わりの少ないある事物を明示することで、並列的に設定され

た典型例との比較から周辺例に対する珍しさを示し、馴染みのなさを表す 

 「おい、こっちに来い。これから abc を教えてやるから」まるでなんでも知ってい

る指揮官が、部下に言うような口ぶりだった。わたしはいったいなんだろうとそばへ

行き、兄の手元をのぞき込んだ。「坐れ」でもわたしは立っていた。ムハンマドが手

に棒をもっているのを見て、たたく気ならすぐに逃げなきゃと思ったからだ。でもそ

の棒で、ムハンマドは地面に文字を書きつづけた。もっともわたしには、それが文字

だということはわからなかった。読み書きなんて、一度も習ったことがないのだ。 

                 （ワリス・ディリー『ディリー、砂漠に帰る』） 

 氷がなぜうくのか。なんて考えもしなかった。こおると体積がふえるなんて初めて

知った。水の分子に感心した。                  （＝(14)再掲） 

 

これは、課題 1 に挙げた、明示例が肯定でも否定でもやわらげでもない例である。これら

の「ナンテ」は、話者のこれまでの経験の中で関わりの多いもののカテゴリーにおいて、「読

み書き」や「氷がなぜ浮くのかについて考えること」が関わりの少ない、周辺例であること

を示している。「ナンテ」によって他に想起される普段接している典型例との比較から、「読

み書き」「氷がなぜ浮くのかについて考えること」の珍しさを示し、それらの馴染みのなさ

を表していると考えられる。 

これを「例示」の 6 つの観点に当てはめ検討すると、(27)は「読み書きや計算なんて、一

度も習ったことがない」ということができるため、複数例が明示できるかという観点①を満

たす。また、(27)は、「abc を教えてやる」や「（書かれた文字が）文字だということはわか

らなかった」という説明があることから、聞き手である読者にとって、「読み書き」は新情

報とはならない。つまり、聞き手にとっての旧情報も明示できることから、観点②も満たし

ているといえる。 

また、(27)の明示例はいずれも文の主題だといえるが、(29)を見ると分かるように、主題で

ない例もある。意味②－3 は明示例が主題以外になり得るかという観点③を満たしていると

いえる。 

 

 「あ、でも賀茂くん、ホントに占いなんて出来んの？」 

 （佐藤ケイ『天国に涙はいらない』） 
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また、(27)では「読み書き」が例として挙がっているのに対し、「ナンテ」によって示さ

れる他の例は、明示はされていないが文脈から「棒＝叩かれる」という話者がより実現しや

すい、現実的、身近だと考えるものだと推測できる。つまり暗示例は明確に想定されている

ことから観点④を満たしている。さらに、棒を使って読み書きを教える環境と叩く環境とい

うのは、同時に実現するものではないと考えられることから観点⑤ではなく観点⑥に該当す

るといえる。この意味②－3 を制限する要素となる観点⑥は意味記述の「並列的に設定され

た典型例との比較から」という表現に含まれる。 

これを図に表すと図 4 のようになる。なお、この意味②－3 は「ナド」の意味④－3 と類

義関係にある。 

 

 

 

 

 

 

図 4 意味②－3「ナンテ」 

 

またナンテの意味②－2 と、意味②－3 の違いは、意味②－2 が理想的ではあるが、現実的

ではないことを際立たせているのに対し、意味②－3 は人によっては身近なものである場合

も多く、話者にとって身近ではなく珍しいものだという意味にはなっても、それが理想的、

非現実的だという意味合いは含まれない。 

 

7.3.2.2 意味③ 

意味③：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーに周辺例として位置づけた複

数の例のうち、特に周辺的な例として聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を主題と

して明示しつつ、同時に実現されうるより典型例に近い例との比較から、明示した事物や複

数の周辺例全体がもつ特徴の珍しさの程度がはなはだしいことを表す 

 ・・なんとこちらは結成 30 周年のおじさんバンド！「スターダストレビュー」誘わ

れて行くようになって・・・私ももぅ 5 回目ぐらいかな？確かに歌は凄い！声域なん

て驚くぐらい広いし 50 代のおじさんとは思えない根元要！・・・まぁあの面白いト

ークも楽しみの一つだけど      (http://anouchka-kobe.jugem.jp/?month=201109) 

 袖口は失敗・首と裾は成功というこれまた、なんともチグハグなお洋服が完成☆ご

めんよ〜レイン。だって、ママ、初めての裁縫なんだもん・・・だいたい、1 回目な

んて裁断した布のドコとドコがくっつくのかわからなかったもの・・・爆こうやっ

て実践しながら少しづつ上達していくんだね・・・       （Yahoo!ブログ） 

 

「ナンテ」で存在が暗示さ

れるより典型例に近い例 

話者が経験してきた事物の 

典型例を中心とするカテゴリー 

「ナンテ」で示される

馴染みのない周辺例 
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(30)は「スターダストレビュー」というグループのヴォーカルを担当している「根元要」

の歌の凄さを説明する文脈において「ナンテ」を用いている。50 代のおじさんと聞けば、聞

き手は「50 代のおじさんの声の特徴」のカテゴリーを想定し、その典型例として、例えば「か

すれている」や「声量が出ない」などを想起するだろう。しかし、話者が見た「根元要」の

歌声は、通常の 50 代の男性には想起できないほどのもので、中でも「声域」は「驚くぐらい

広い」と説明しているとおり、50 代男性としては異常なほどの広さだったということが分か

る。つまり、(30)における「ナンテ」は、通常想起される 50 代男性の声の特徴のカテゴリー

の周辺例として根元要の声の様々な特徴を位置づけ、その中でも特に周辺的な例として驚く

ほど広い「声域」を明示することで、通常の 50 代男性の声との比較から、「声域」やそれを

含む彼の歌全体の凄いという特徴の珍しさの程度がはなはだしいことを表していると説明で

きる。(31)は話者が自分の作った子ども服の出来がよくない理由を説明する文脈において「ナ

ンテ」を用いている。聞き手は「手作りの服のレベル」のカテゴリーを想定し、その典型例

として、例えばプロが作った既製品にはない「生地の合わせのずれ」や「縫い目の乱れ」な

どを想起するだろう。しかし、話者のレベルは、想起しにくいほど悪く、今回は「部分ごと

に完成度が異なる」という状態であったが、特に「1 回目」つまり初めて服を作ろうとした

ときは、「布の合わせ方さえ分からなかった」と説明している通り、服の完成度以前の問題

だったということが分かる。つまり、(31)は通常の手作りの服のレベルと比べて、話者のレ

ベルは周辺的なものであり、中でも「初めて服を作ろうとした時」のレベルは、想定できな

いほどさらに周辺的で、話者のレベルの低いという特徴の珍しさの程度がはなはだしいこと

を表していると説明できる。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。まず(30)は「声域」が明示例として挙

げられているが、その他の例としては「声量」など、根元要の歌の凄さを表すものが考えら

れる。挙げられる例を「声域や声量なんて驚くくらいすごい」のように複数にしてしまうと

馴染みがないことを表す意味②－3 の解釈となってしまうため、複数例を明示できるかとい

う観点①を満たしていない。 

 

 A：今の歌手すごいね。何オクターブぐらい出てたんだろう。 

＊B：ほんと。声域なんて驚くぐらい広かったよね。        

 

また、(32)の容認度が低いことから、明示例は聞き手にとっての旧情報は明示できないと

考えられるため観点②も満たさない。また、(30)の「声域」も(31)の「1 回目」もどちらも文

における主題であるといえる。さらに、日本語記述文法研究会(2009b)の「端的な例を述べる

文の主題」としてあげられている以下の(33)の「ナンテ」の例は、本稿における意味③の用

法であることから、この意味では明示されている例が主題を表しているといえる。以上のこ

とから、意味③は明示例が主題以外になり得るかという観点③も満たしていないと考えられ

る。 
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 父の作ったシチューのおいしさにみんなが驚いた。兄なんて 3 杯もおかわりしたほ

どだ。                                 （p.240） 

 

また、(30)では、根元要の歌の凄さを表す他の例として「一般的な 50 代の声域」などが想

定でき、(31)では、今回の「パーツごとに完成度が違う」という周辺例は文脈に上がってお

り、また「普通の人の裁縫のレベル」という典型例も比較のために想定されていると考えら

れるため、暗示例が明確に想定されているかという観点④を満たしている。さらに、「声域

が広いこと」と「声量が多いこと」などは同時に実現することができ、「1 回目」も「2 回目」

も手際が悪いということは起こりうることから同時に実現するかという観点⑤に該当する。 

以上、意味③を制限する要素となる観点の①、②、③、⑤はそれぞれ意味記述の「話題と

なる状況で、典型例を中心とするカテゴリーに周辺例として位置づけた複数の例のうち、特

に周辺的な例として聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を主題として明示しつつ、

同時に実現されうるより典型例に近い例との比較から、明示した事物や複数の周辺例全体が

もつ特徴の珍しさの程度がはなはだしいことを表す」という表現に含まれる。 

これを図に表すと図 5 のようになる。なお、この意味③は「ナド」「ナンカ」それぞれの

意味③と類義関係にある。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 意味③「ナンテ」 

 

7.3.3 理想例を中心とするカテゴリーの周辺例を示すタイプ 

続いて、理想例を中心とするカテゴリーにおいて、周辺例にはどのような特徴が見られる

のかについて考えてみたい。例えば「クラッシック音楽」というカテゴリーを考え、例を挙

げようとした場合、まず世界的に有名な音楽家の曲が想起されるのではないだろうか。もち

ろん、クラッシック音楽に共通する要素を兼ね備えた曲という意味ならば「典型例」という

ことも可能ではあるが、このような場合想起されるのはクラッシック音楽の「理想例」だと

考えられる。音楽のような独自性が重要となる分野においては、想起しやすい例には作品と

して優れているという特徴があるためである。では、世界的に有名な作曲家の作品を中心例

とした場合、このカテゴリーの周辺にはどのような作品が来るのだろうか。理想例には「理

想的（籾山 2014:86）」という特徴があるが、反対に理想例を中心とするカテゴリーの周辺

例には「理想的ではない」という特徴があるといえる。話者にとって「理想的ではない」周

「ナンテ」で存在が暗示さ 

れるより典型例に近い例 

 

典型例を中心とするカテゴリー 

 

「ナンテ」で示される 

特に珍しい特徴をもつ周辺例 

 

「ナンテ」で存在が暗示される 

珍しい特徴をもつ他の周辺例 
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辺例ならば、そこには何らかの「否定的な要素」が存在するだろう。このタイプでは、謙遜

などの気持ちから敢えてそうする場合も含め、どれも明示した例に「否定的な要素」が認め

られる。 

 

7.3.3.1 意味④ 

意味④（スキーマ）：話題となる状況で、話者が想定する理想例を中心とするカテゴリー

の周辺例としてある事物を明示することで、並列的に設定された理想例との比較から明示し

た事物の否定的な評価を際立たせる 

 

この意味④を、それぞれ明示される例の特徴によって 2 つに下位分類する。 

 

意味④－1：話題となる状況で、話者が想定する理想例を中心とするカテゴリーの周辺例と

して、ある否定的な評価の事物を明示することで、並列的に設定された理想例との比較から

明示した事物の否定的な評価を際立たせる 

 昨日の午後から熱を出し、夜中は四十．二度まで上がりぐったりして苦しそうだっ

たので処方された座薬を使いました。今朝には熱が下がり、食欲もあります。（中略）

明日は保育園を休ませたほうがいいでしょうか？ 

明日 1 日様子を見られて、熱が出なければ明後日からというほうがいいと思いますよ

保育園で疲れて、また熱がでる、なんてことになったらもっと休まなくてはならな

くなりますしね                       （Yahoo!知恵袋） 

 自宅のほかにマンションを持っています。そこには週 2 日くらいしか行かないので

すが、行くときには車で行きます。先日そのマンションの自分の駐車場に停めようと

したところ、誰か知らない人の車が止まっていました。（中略）普段あまり停まって

ないからって、勝手に人の駐車場に停めるのなんて非常識じゃないですか？！ 

 （Yahoo!知恵袋） 

 

(34)では、「ナンテ」を用いることにより「病気からの回復後の子どもの体調」というカ

テゴリーの中の理想例、つまり健康な状態が維持されることが想定される。そのカテゴリー

においては「再び熱が出る」ことは周辺例である。また、(34)では、「ナンテ」によって、

「マンションにおける駐車場のマナー」というカテゴリーの中の理想例、つまり「使用権の

ある駐車場を使う」あるいは「部外者は有料駐車場を使う」といったことが想定される。そ

のカテゴリーにおいては「勝手に人の駐車場に停める」ことは周辺例となる。理想例と、こ

れらの否定的な明示例とを比較することで、よりこれらの例の否定的な評価を際立たせてい

ると考えられる。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。まず、(35)は「勝手に人の駐車場に停

めるのや家の前で大声で騒ぐのなんて非常識」と明示例を 2 つ挙げていうこともできるため、
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複数例を明示できるかという観点①を満たしている。また、(35)は、話者が初めに「先日そ

のマンションの自分の駐車場に停めようとしたところ、誰か知らない人の車が止まっていま

した」と述べていることから、「勝手に人の駐車場に停めるのなんて」の部分は新情報とは

いえない。つまり、聞き手にとっての旧情報も明示できるかという観点②を満たしていると

いえる。さらに、(35)の明示例は主題を表すが、以下の(36)のように主題でない例もあること

から、観点③を満たしている。 

 

 「この格好の時は、『私』。あなたみたいな美人が自分のことを『僕』なんて言っ

ちゃいけません」                     （姫野百合『恋の病』） 

 

また意味④－1 の例である(35)の「勝手に人の駐車場に停めるの」は暗示例が具体的に想定

されているかは判断しにくい。しかし、意味④－1 の例である(36)の「美人が自分のことを『僕』」

と呼ぶことに関しては「私」という理想例が挙げられていることから、場合によって暗示例

は具体的だといえる。つまり暗示例は仮想でもよいが明確に想定されていることもあること

から、暗示例が仮想のものではないという観点④を満たしている。また暗示例が具体的であ

る(36)の場合、「僕」と「私」は同時には実現しないものであることから、同時に実現する

かという観点⑤ではなく、並列的に設定されているかという観点⑥に該当すると考えられる。

以上の意味④－1 を制限する要素となる観点⑥は意味記述の「並列的に設定された理想例と

の比較から」という表現に含まれる。 

これを図に表すと図 6 のようになる。なお、この意味④－1 は「ナド」「ナンカ」それぞ

れの意味④－1 と類義関係にある。 

 

 

 

                   

 

図 6 意味④－1「ナンテ」 

 

意味④－2：話題となる状況で、話者が経験を基に判断する理想例を中心とするカテゴリー

の周辺例として、本来は否定的な評価ではないある事物を明示することで、並列的に設定さ

れた理想例との比較から明示した事物の否定的な評価を際立たせ、軽視する 

 「〇〇ジャパンの社長なんだ」とわざわざ自慢している人なんて、大抵ロクでもな

いわけです。僕は、ソニーという本社が日本にあって海外展開している会社と、アメ

リカに本社を持ち日本に支社があるアップルという会社の両方を経験しているから、

「社長なんて、たいしたことないな」と肌で知っている。      （＝(15)再掲） 

 ゆりの影は、相変わらず人をなめた口調で言う。「（中略）また、みんなから、パ

 

  理想例 

「ナンテ」で存在が暗示さ 

 れるより理想例に近い例 

話者が想定する理想例を中心とするカテゴリー 

「ナンテ」で示される 

否定的な周辺例 
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パやママからもばかにされて、勉強しろってうるさく言われてくらしたいの？（中略）」

ゆりも負けずに言い返した。「（中略）勉強なんてどうでもいいんだ。あたしはあ

たしらしく、素直に生きてりゃよかったんだ。四字熟語が全部書けたらえらいのか。

ツルカメ算が解けたらえらいのか！ 都道府県名が言えたからってどうだって言う

んだ！そんなものは、ぜえんぶ教科書に書いてある！それがえらけりゃ、教科書がい

ちばんえらいんだい！。    （芝田勝茂『マジカル・ミステリー・シャドー』） 

 

(37)(38)の「社長」や「勉強」は一般的には低評価を受ける対象ではない。しかし、「ナン

テ」をつけることで、(37)では人や職業というカテゴリーの理想例として「理想的な人や職

業」が、(38)では人生の送り方というカテゴリーの理想例として「自分らしく生きる」こと

やあるいは「素直に生きる」ことが想起され、「社長」や「勉強」がそのカテゴリーにおい

ては周辺例として位置づけられる。話者の考える理想的な人や職業、幸せになれる人生の送

り方と、これらの一般的には低評価にならない明示例とを比較することで、これらを軽視し、

否定的な評価を際立たせ軽視していると考えられる。これを「例示」の 6 つの観点に当ては

めて検討すると、まず、(38)は「勉強やテストなんてどうでもいい」ということができるた

め、複数例を明示できるかという観点①を満たしている。また、(38)では相手が「勉強しろ

ってうるさく言われてくらしたいの？」と「勉強」について言及していることから、聞き手

にとって新情報ではないといえる、つまり、聞き手にとっての旧情報も明示できるかという

観点②を満たしているといえる。さらに、(38)の明示例は主題を表すが、以下の例(39)のよう

に主題でない例もあることから観点③を満たしているといえる。 

 

 明日、テストがあるわけでもないし…。テストなんてことが頭にうかんだのがおか

しかった。                      （田中小実昌『香具師の旅』） 

 

また(39)の「テスト」は暗示例が具体的に想定されているとは考えにくい。しかし、(38)

の「勉強」については、文章中に「あたしはあたしらしく、素直に生き」るという理想例が

挙げられていることから、場合によって暗示例は具体的だといえる。つまり暗示例は仮想で

もよいが明確に想定されていることもあることから、暗示例が仮想のものではないという観

点④を満たしている、また暗示例が具体的である場合、「勉強」と「あたしはあたしらしく、

素直に生き」ることは、勉強ができない話者にとっては同時には実現しないものであること

から、同時に実現するかという観点⑤ではなく、並列的に設定されているかという観点⑥に

該当すると考えられる。意味④－2 を制限する要素となる観点⑥は意味記述の「並列的に設

定された理想例との比較から」という表現に含まれる。 

これを図に表すと図 7 のようになる。なお、この意味④－2 は「ナド」「ナンカ」それぞ

れの意味④－2 と類義関係にある。 
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図 7 意味④－2「ナンテ」 

 

意味④－1 と意味④－2 の違いは、明示されている例が、もともと否定的な評価を持ったも

のかそうでないかという点である。 

また、意味②－2 も意味④－2 も一般的には低評価を受ける対象ではないものという点では

共通しており、課題 2 に挙げた意味に該当する。磯山(2000)の分類ではどちらも⑤皮肉に分

類されているが、「ナンテ」によって暗示されるカテゴリーが、意味②－2 の場合は典型例

を中心とするものであるのに対し、意味④－2 は理想例を中心とするものであるという点で

違いがある。この比較する暗示例の違いによって、(23)「社長なんてなりたくてもなれない」

は非現実性を際立たせ、(37)「社長なんて、たいしたことないな」は軽視するというように

同じ「社長」という対象に対しても異なる意味が表されるのだと考えられる。 

 

7.3.3.2 意味⑤ 

意味⑤：話者が提示したい聞き手にとって新情報となる事物を、理想例を中心とするカテ

ゴリーの周辺例として位置づけ明示することで、仮想のより理想的な例との比較から明示し

た事物の否定的な要素を感じさせ、印象を弱める 

 茨城県の県南地区に住んでいます。日帰りでツーリングに行こうと思います。一般

道で行けるお奨めスポットありますか？ちなみに日光、袋田の滝、養老渓谷は行った

ので、それ以外でお願い致します。 

海沿いを走って鴨川なんていかがでしょうか。もう少し南下すれば鯨が食べられま

す。                            （Yahoo!知恵袋） 

 名古屋市内で、女性一人でも気楽に行ける、ジンギスカンのお店なんて無いですか？

もし有ったら教えて下さい。                 （Yahoo!知恵袋） 

 

(40)は人に自分の案を勧める文脈で、(41)は自分の希望を伝える文脈で「ナンテ」が使われ

ている。「ナンテ」をつけることによって、日帰りで行く場所というカテゴリーの中のより

理想的な案や、お店というカテゴリーの中の女性が人に場所を聞いたり行ったりするのに理

想的な店が想定され、その周辺例として「鴨川」や「女性一人でも気軽に行けるジンギスカ

ンのお店」が位置づけられる。本来は「ナンテ」をつける必要のない文脈で、「ナンテ」を

つけることにより、暗示された架空の理想的な例との比較から、自分の案や希望に、なんら

 

  理想例 

「ナンテ」で存在が暗示さ

れるより理想例に近い例 

話者の経験を基に判断する 

理想例を中心とするカテゴリー 

「ナンテ」で示される本来

は否定的ではない周辺例 
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かの否定的な要素が含まれていると感じさせ、その印象を弱めていると考えられる。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。 

 

 ストレスからか・・・体のあちこちが、“かゆい”んです！！我慢できない“かゆ

み”によく効く薬か、改善方法なんてありませんかね・・・（涙） 

 (http://kyoichi.seesaa.net/article/18467797.html) 

 

まず、(42)では、我慢できないかゆみへの対処法として「よく効く薬」「改善方法」と例

を 2 つ上げていることから、複数例が明示できるかという観点①を満たしている。 

 

  A：これどうかな？ 

??B：それなんていいんじゃないかな。 

 

また(43)のように聞き手が提案したものに対して用いると容認度が下がることから、聞き

手にとっての旧情報も明示できるかという観点②は満たさない。さらに、(40)で提案された

「鴨川」も、(42)で挙げられた「薬」や「改善方法」も主題ではないため観点③は満たして

いる。また、これらの用法では、自分の提案の印象を弱めるため、それ以外の候補があるよ

うに見せているが、実際にそれ以外の具体的な候補を想定しているとは考えにくいため、暗

示例が明確に想定されているかという観点④を満たしていないと考えられる。また、暗示さ

れた例がないため、観点⑤、⑥は検討できない。 

意味⑤を制限する要素となる観点②と観点④はそれぞれ、意味記述の「話者が提示したい

聞き手にとって新情報となる事物を、理想例を中心とするカテゴリーの周辺例として位置づ

け明示することで、仮想のより理想的な例との比較から明示した事物の否定的な要素を感じ

させ、印象を弱める」という表現に含まれる。 

これを図に表すと図 8 のようになる。なお、この意味⑤は「ナド」「ナンカ」それぞれの

意味②と類義関係にある。 

 

 

 

 

 

図 8 意味⑤「ナンテ」 

 

磯山(2000)の分類の④比較に分類されていた例の多くがこの意味⑤に当てはまる。磯山は

(40)のような例において、他の候補との「比較」に焦点を当てていたが、(41)のように他の例

が想起されにくいような場合については、分析されていなかった。本稿では、これらの用法

 

  理想例 

「ナンテ」で存在が暗示さ

れるより理想例に近い例 

架空の理想例を中心とするカテゴリー 

「ナンテ」で周辺例と

して位置づけられた例 



第 7 章 ナンテの多義語分析 

102 

 

に共通してみられる、謙遜ややわらげなどの「印象を弱める」という意味に焦点を当て、1

つの意味として分類した。 

 

 

7.4 意味間の関連性 

これは課題 3 とも関わる議論であるが、意味①は複数の意味の中で最も基本的なもので、

中立的なコンテクストで最も活性化されやすいことからプロトタイプ的意味だと考えられる。 

意味②のスキーマと意味①は、意味①が典型例を明示し周辺例などの存在を示すのに対し、

意味②のスキーマは、周辺例を明示し典型例の存在を示すという違いがあった。しかし、両

者の間には明示例によってその他の例の存在を示すというスキーマが抽出でき、一部類似性

が認められることから、メタファーによって意味①から意味②へと拡張しているといえる。

さらに、意味②は意味①のその他の例の存在を示すという手段によって、周辺例に対し「珍

しさを示す」という目的を果たしていることから、手段と目的の関係に基づくメトニミーに

よって意味①から拡張しているといえる。また、下位分類である意味②－1 は「ある実際に

実現した肯定的な評価の事物を明示する」、②－2 は「理想的ではあるが非現実的なある事

物を明示する」、②－3 は「話者にとって関わりの少ないある事物を明示する」というよう

にそれぞれ明示例の制約が強まったことに基づくシネクドキーによる意味②からの拡張であ

る。 

次に意味③は、意味①との間にそれ以外にも例が存在することを示すというスキーマが抽

出でき、一部類似性は認められることから、まずメタファーによる意味①からの拡張だとい

える。さらにそこから、それ以外にも例が存在することを示すという手段によって「特徴の

珍しさの程度がはなはだしいことを表す」という手段‐目的関係に基づくメトニミーによっ

ても拡張している。 

さらに、意味④のスキーマも同様に、明示例は周辺例で暗示例が理想例という点で意味①

とは異なるが、両者にはその他の例の存在を示すというスキーマが抽出できることから、メ

タファーによる拡張が起きているといえる。さらに、その他の例の存在を示すという手段に

よって、「明示した事物の否定的な評価を際立たせる」という目的を果たしていることから、

手段‐目的の関係のメトニミーにより意味①から拡張している。また、下位分類である意味

④－1 は「ある否定的な評価の事物を明示する」、④－2 は「本来は否定的な評価ではないあ

る事物を明示する」というようにそれぞれ明示例の制約が強まったことに基づくシネクドキ

ーによる意味④からの拡張である。 

最後に意味⑤は意味④スキーマの「明示した事物の否定的な評価を際立たせる」という手

段によって「印象を弱める」という目的を果たしていることから、手段‐目的のメトニミー

によって意味④から拡張していると説明できる。 

以上の考察から、「とか」の多義構造は以下のようになる。 
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 カテゴリーのタイプ 

典型例を中心例とする 理想例を中心例とする 

明

示

例

の

タ

イ

プ 

中

心

例 

  

周

辺

例 

 

 

 

 

 

 

 

 

    メトニミー      シネクドキー     メタファー＋メトニミー 

図 9 「ナンテ」の多義構造 

 

 

7.5 第 7 章のまとめ 

ここまでに確認した「ナンテ」の記述を以下にまとめる。 

意味①：話者が想定する典型例を中心とするカテゴリーの典型例として、聞き手にとって

新情報となるある事物を明示し、それ以外にも例が存在することを示す 

意味②（スキーマ）：話題となる状況で、話者が想定する典型例を中心とするカテゴリー

の周辺例として、ある事物を明示することで、並列的に設定された典型例との比較から周辺

例に対する珍しさを示す 

意味②－1：話題となる状況で、話者が想定する典型例を中心とするカテゴリーの周辺例と

して、主題となるある実際に実現した肯定的な評価の事物を明示することで、並列的に設定

された典型例との比較から周辺例が実現したことの珍しさを示し、よい特徴を際立たせる 

意味②－2：話題となる状況で、話者が経験を基に判断する現実的な典型例を中心とするカ

テゴリーの周辺例として、理想的ではあるが非現実的なある事物を明示することで、並列的

に設定された典型例との比較から周辺例が実現することの珍しさを示し、非現実性を際立た

せる 

意味②－3：話題となる状況で、話者が経験してきた事物の典型例を中心とするカテゴリー

の周辺例として話者にとって関わりの少ないある事物を明示することで、並列的に設定され

た典型例との比較から周辺例に対する珍しさを示し、馴染みのなさを表す 

意味③：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーに周辺例として位置づけた複

意味① 

意味③ 意味⑤ 

意味④－2 

意味④（スキーマ） 
意味②（スキーマ） 

意味④－1 

意味②－3 意味②－2 意味②－1 
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数の例のうち、特に周辺的な例として聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を主題と

して明示しつつ、同時に実現されうるより典型例に近い例との比較から、明示した事物や複

数の周辺例全体がもつ特徴の珍しさの程度がはなはだしいことを表す 

意味④（スキーマ）：話題となる状況で、話者が想定する理想例を中心とするカテゴリー

の周辺例としてある事物を明示することで、並列的に設定された理想例との比較から明示し

た事物の否定的な評価を際立たせる 

意味④－1：話題となる状況で、話者が想定する理想例を中心とするカテゴリーの周辺例と

して、ある否定的な評価の事物を明示することで、並列的に設定された理想例との比較から

明示した事物の否定的な評価を際立たせる 

意味④－2：話題となる状況で、話者が経験を基に判断する理想例を中心とするカテゴリー

の周辺例として、本来は否定的な評価ではないある事物を明示することで、並列的に設定さ

れた理想例との比較から明示した事物の否定的な評価を際立たせ、軽視する 

意味⑤：話者が提示したい聞き手にとって新情報となる事物を、理想例を中心とするカテ

ゴリーの周辺例として位置づけ明示することで、仮想のより理想的な例との比較から明示し

た事物の否定的な要素を感じさせ、印象を弱める 

 

本章では「ナンテ」の意味分析を行った。「ナンテ」の意味②、③、④、⑤はここまでに

分析を行った「ナド」「ナンカ」とは異なり、明示例がカテゴリーの周辺例であることを示

した。それに伴い、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例には、想起しにくいという特徴

があることから、それが想起されたり実現した場合、「珍しさ」を感じること、理想例を中

心とするカテゴリーの周辺例には、理想的ではないという特徴があることから、何らかの「否

定的な要素」が認められることを指摘した。このような視点から分析を行ったことにより、

先行研究では曖昧だった意味②－2 と意味④－2 の違いが、明示例自体の評価だけでなく、想

起する暗示例が典型例を中心とするものなのか、理想例を中心とするものなのかという違い

によるものであることが明らかになった。  
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第 8 章 トカの多義語分析 

 

8.1 はじめに 

本章は、前章までと同様、例示の機能をもつ助詞「トカ」に対し、多義語分析の課題に基

づき意味分析を行うとともに、明示されている例と、考察対象語によって暗示された例とそ

れらが形成するカテゴリーがどのようなものかという視点からそれぞれの語の意味の再分類

を試みる。加えて、意味記述をより精緻なものにするため、第 4 章で挙げた「例示」の 6 つ

の観点からも検討を行う。 

まず、続く 8.2 では先行研究を概観し、先行研究の問題点と課題をまとめる。8.3 では「ト

カ」の意味分析を行い、8.4 ではそれぞれの意味間の関連性を明示し、最後に 8.5 で結果をま

とめる。 

 

 

8.2 先行研究 

「とか」は、形式的には、引用的な「と」に選択並列の「か」が組み合わさったもの（森

山 1995）とされ、従来の研究では、例示の機能をもつ助詞として分析されてきた。 

「トカ」に例示的な用法のみを認めている研究には、国立国語研究所(1951)と仁田(1982)

がある。しかし、その後の研究では、この例示的な用法に加え、ぼかしや曖昧といった意味

を認める研究も出てきた（文化庁 1990、佐竹 1997、中俣 2008、日本語記述文法研究会 2009a、

大和 2010b 他）。文化庁(2000)の調査では、「鈴木さんと話とかしてました」のような表現

が若年層で使用の広がりがあると指摘されている。また、丸山(1996)、砂川(1999)ではこのぼ

かしや曖昧の意味から「引用」の意味を、天野(2001)では若者世代の用法として「卓立的例

示」の意味を認めている。 

そこで、用法ごとに分け、先行研究でどのように記述されているかを確認していく。 

 

8.2.1 例示的な用法に関する研究 

仁田(1982)は「例示」に関する意味に関し、例示された事物が「トカ」の後に述べる事柄

に同時に複数該当し得るかという観点から、以下のように 2 つに分類している。 

 

①同じ類に属する事物をいくらか例示し、例示された事物の一つが以下に述べる事柄に該当

し、該当するかもしれない事物が例示されたもののほかにも存することを暗示する。 

 黙っていないで、釈明するとか反論するとかすればよかったのに。     (p.412) 

 認めるとか認めないとか言って、もめていたよ。             (p.412) 
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②同じ類に属する事物をいくらか例示し、例示された事物すべてが以下に述べる事柄に該当

し、該当する事物が更にほかにもあることを暗示する。 

 太郎とか次郎とかには話してある。                   (p.412) 

 この本にはかちかち山とかこぶとりじいさんなどの話が載っている。    (p.412) 

  

また、森山(1995)は仁田の①のような方法を、いずれかを選ぶという意味に解釈されてし

まうことから「候補的並列」と呼び、両方の動きをすることはできないと述べている。 

仁田(1982)や森山(1995)に挙げられている例はいずれも、「A とか B とか」「A とか B」「A

とか B など」のように事物が複数挙がっている場合であるが、佐竹(1997)は「トカ」の新用

法として、(5)のような例示される事物が 1 つしかない場合を挙げている。 

 

他を暗示する機能：とりあえず答えたものの、それが完全な答えではない、あるいは、他

にも言うべきことがあるかもしれないという含みが感じられる（並列の痕跡が認められる） 

 「カラオケでは、だれの歌を歌うの？」「えー、アムロとか……」     (p.62) 

 

ここで、①の(2)の例文について考えてみる。(1)の例文が、「釈明する」または「反論する」

またはほかの黙っている以外の方法をとればよかったというように、1 つを選択する意味に

なっているのに対し、(2)の例文は、もめる際に、「認める」か「認めない」か、または別の

言葉か、どれかを言ったということを表しているとは考えにくい。これは文化庁(1990)の挙

げている「特に反対の意味のことばを二つならべて、どちらだかわからない（はっきりしな

い。）という意味」を表していると考えられるため、意味としては、例示ではなく、ぼかし

や曖昧に含めるべきだと考える。 

 

8.2.2 ぼかしや引用の用法に関する研究 

中俣(2008)は「トカ」のぼかしの用法について、他の要素が容易に類推できるか、類推し

にくいかという観点から、以下の 2 つに分類している。 

 

①他の要素が容易に類推できる 

 ／それなりにやっぱ公務員試験勉強し／／てー、しかも／／市役所とか、転勤とかな

いからー                               (p.156） 

②他の要素が類推しにくい   

 わたしが行ったときーはー、まあ西―ですけどね／／ふふ雨―とか全然降らなくてー  

 (p.156) 

 

①は、挙げられている例が 1 つであり、他の要素が類推できるということから、例示に含

めた(5)も含めることができる。この 2 つは、話者が他の例を想定して発言しているのか、挙
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げた例をぼかしたいと考えているのかの違いであり、明確に線引きをすることはできない。

しかし、分類しやすい例も存在する。これについては 8.3.1 で詳しく検討する。 

また、砂川(1999)は、「トカ」の後に、主に「言う」や「思う」といった動詞が選択され

る場合、「トカ」には引用マーカーとしての用法があるとしている。「トカ」に前置される

ものは、第三者の発言や思いなどである。 

 

 ‘Thank you’とか言ったの                       (p.67) 

 「やっぱり人間は信じちゃいけないねとか言って」「うん」         (p.69) 

  

さらに砂川は、「トカ」は並立助詞から副助詞を経て、動詞「言う」を伴うことで、引用

マーカーとして、文法化されているとし、この文法化のプロセスには、発言や思考を表わす

引用句には、根本的に連続性と、曖昧性が存在し、それが並立助詞の基本的性質と類似する

という背景があると述べている。先に例示の例として挙げられていた(2)もここに含めること

ができそうである。 

また、丸山(1996)は新聞特有の言い回し（伝聞）として、次のような例を挙げている。 

 

 「昨年より多い三、四十件になった」とか。                (p.125) 

 

8.2.3 その他の用法に関する研究 

天野(2001)は、「トカ」の若者世代の用法として、以下のような例を挙げ、これらを「卓

立的提示」としている。 

 

 銅メダルとかとっちゃって。                      (p.104) 

 （二十代の女性が、普通は女性が行かないような中華料理店に不本意ながら一人で

行くこととなり、ラーメンを夕食として食べるという自分でも驚くような出来事があ

ったことを友人に伝える場面で）ラーメンとか食っちゃってんだよ。      (p.105) 

 

この卓立的提示について、天野は、評価の際立ったものが集合として想定され、その一部

例示として「話」や「銅メダル」「ラーメン」といった事物が示されていると説明している。

(11)は「銅メダルとかいう大変価値の高いものをとっちゃって」というプラス評価の集合を

補って解釈すべきものとし、(12)はマイナス評価の集合を補うべきものとしている。中俣

(2008)などでは「否定的な評価を下す意味合いをもつことがあるが、『とか』にはそのよう

な意味合いはない」と述べられているが、これらの例は「トカ」に評価を表す用法があるこ

とを示している。 
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8.2.4 先行研究の問題点と課題 

以上の先行研究から、「トカ」には、おおよそ例示的な用法、ぼかしや引用を表す用法、

さらに評価を表す用法があることが確認できた。しかし、細かい分類基準や例文を見てみる

と、ずれも多く、また、ここに挙げた例文をすべて分類できる基準を示している研究は管見

の限り見当たらなかった。このことからも、分類を再検討する必要があるといえる。また、

砂川(1999)や天野(2001)には、部分的に引用や評価に関する用法に例示の基本的性質が関わっ

ているという説明があるものの、「トカ」の用法全体に対するそれぞれの用法間の関連性に

ついては説明がない。 

さらに、天野(2001)に挙げられた評価を表す「トカ」の用法に関してだが、評価の際立っ

たものが集合として想定されるという説明には疑問が残る。(11)の例文の場合、銅メダルと

同様に評価の際立ったものが集合として想定されるということになるが、(13a)のように評価

が際立っている他の例として「金メダル」や「銀メダル」を想定しているとは考えにくい。

むしろ、(13b)のように普段メダル圏外しかとれない話者が、普段の自分の成績を想定し、「銅

メダル」が普通ではないと考えているとするほうが自然だといえる。 

 

 a.？（金メダルとか銀メダル同様大変価値の高い）銅メダルとかとっちゃって。 

b.（いつも通り 5 位とか 6 位だろうと思っていたら）銅メダルとかとっちゃって。 

                                

また、以下の例文(14)は、一見評価を表しているように見えるが、この例は、複数の物語

を比較したときに、身近で事件が多いという特徴が特に顕著な例として漫画のキャラクター

をとりたてている。このような他の候補の中でも特徴が特に顕著な事物を提題的に示す例は、

先に挙げた(11)や(12)のように評価を表しているとはいいにくく、他の用法に比べると実例数

は少ないものの存在しているため、分類に加える必要があると考えられる。 

 

 渡る世間って事件起き過ぎじゃないですか？ 

それを言ったら、コナン君とか、身近で殺人事件起きすぎですね〜。 

                              （Yahoo!知恵袋） 

                              

以上の先行研究の問題点から本稿の課題として、以下の 4 点を挙げる。 

課題 1：砂川や天野で指摘されている「とか」の例示の機能が他の用法に関わっていると

いう考えに基づき、そこに新たに例として明示されたものと「とか」によって存

在が暗示されたものがどのようなカテゴリーを形成するのかという視点を取り入

れ検討する。それにより、助詞「トカ」の用法全体を分類しうる統括的な基準の

提示を試みる。 

課題 2：多義語分析の課題ともなっており、先行研究において不十分であった、プロトタ

イプ的意味の認定、「トカ」の用法全体に対する相互関係の明示及びそれらを統



第 8 章 トカの多義語分析 

109 

 

括するモデルの提示を行う。 

課題 3：特に(11)(12)のような評価を表す用法について、先行研究で述べられている解釈が

妥当であるかを検討する。 

課題 4：先行研究では扱われていなかった(14)のような新たな用法について、その特徴を

明らかにする。 

 

 

8.3 分析 

8.3.1 意味① 

意味①：話題に該当する事物を、典型例を中心とするカテゴリーの典型例として明示し、

それ以外にも例が存在することを示す 

 クーリングオフの措置なんですけれども、これはやはりそういう規定がありますよ

ということを勧誘の段階で念入りにさせるということも一つの方法だろうと思うの

です。（中略）書面で出す場合には、その部分は大事な事柄だから赤い活字で書くと

か、あるいは赤枠で囲むということが必要ではないか。          （国会会議録） 

 

(15)は、書類の大事な事柄を目立たせる手段の例を挙げる文脈で「トカ」を用いている。

話者が思いついた典型例として「赤い活字で書く」ことと「赤枠で囲む」ことを挙げており、

「トカ」を付けることでそれ以外にも手段があることを示している。この例では、大事な事

柄を目立たせるために「赤い活字で書き」、かつ「赤枠で囲む」というように両方の案を取

り入れることもできるが、一方を選択することも可能である。しかし、例によっては、明示

例全てが該当する場合と一つしか選択できない場合のどちらか一方の意味になるものもある。

まずは明示例全てが条件に該当しうる場合から例を見てみる。 

 

 「字…か、これ？」得体の知れない線を、指で空中になぞってみる。風乃。角張っ

て、やたらと入り組んでいて、とても文字とは思えない。黒髪の人間ばかりがいて、

豆の調味料とか米とか海草とか変なものを食べて、熱くない光の筒があって、こん

な文字を使う国。いったいどれほど遠いのだろう。 

                  （葛西伸哉『パメラパムラの不思議な一座』） 

 大型のレストランを買い取って、これを当ててチェーン店にして、それからこれら

にサリサリ・ストアというものを付けて、日用雑貨とか食料品も売るようにした。

これがまた当たって、バラワン・デパートになったんだ。 

                         （島田荘司『ネジ式ザゼツキー』） 

 めん鶏が、ひなを集める時にする４つの鳴き声があるそうです。（中略）三つ目は

危険を知らせる鳴き声で、鷹が襲って来るとか、危険に陥っている時の鳴き声です。 

 （Yahoo!ブログ） 



第 8 章 トカの多義語分析 

110 

 

(16)は異国の人間である話者が、日本人の変な食生活の特徴について例を挙げる文脈で「ト

カ」を用いている。話者の立場から見た「変なもの（食べ物）」というカテゴリーの典型例

として、日本人である「風乃」の普段の食事風景を見ている時に目についた「豆の調味料」

「米」「海藻」を挙げ、それ以外にも変な食べ物の例があることを示している。(17)は「サ

リサリ・ストアで売るようにしたもの」というカテゴリーの典型例が、(18)は「めん鶏が危

険に陥っている時」というカテゴリーの典型例がそれぞれ挙げられており、「トカ」により、

それ以外にも例があることが示されている。 

中俣(2015)は、このような全てに該当するという場合にも 3 つの種類があるとしている。 

 

 日本人は正月には神社｛や／とか｝お寺に行く。             (p.103) 

 私は正月はよく神社｛や／とか｝お寺に行く。              (p.103) 

 昨日、現場で同僚｛や／とか｝施主から面と向かって言われた。      (p.103) 

 

中俣(2015)の説明では、(19)はある日本人は神社に、ある日本人はお寺に行くという「複数

個体読み」の解釈であり、(20)はある時は神社に、ある時はお寺に行くという「別時間読み」

の解釈だとしている。さらに(21)は同僚と施主の両方から同時に言われたという「単純並列

読み」の解釈だとしている。この 3 種類に照らし合わせてみてみると、(16)は「風乃」一人

ではなく、日本人全体がもつ特徴を表していると考えられることから「複数個体読み」の解

釈の例だといえる。また(17)は「単純並列読み」、(18)はある時は鷹が襲って来て、またある

時は別の危険が来るという「別時間読み」の解釈の例だと考えられる。先行研究で仁田(1982)

の「例示された事物すべてが以下に述べる事柄に該当」する例として挙げられている例文

(3)(4)はどちらも「単純並列読み」の例であったが、このように全てが該当するといっても、

該当の仕方に違いがあることがわかる。 

 

また、(16)(18)の「豆の調味料とか米とか海草とか変なもの」「鷹が襲って来るとか、危険

に陥っている時」のように「トカ」の直後に「変なもの」や「危険に陥っている時」といっ

たカテゴリーを示す名詞がつく場合があるが、このような場合は、(18)のように明示例が 1

つの場合でも、それ以外の例が想起しやすいため、意味②より意味①として解釈しやすい。 

続いて、明示例のうちどれか一つしか条件に該当しない場合の例を見てみる。 

 

 将来家を購入しようと思っています。今からそのための資金をためようと思うので

すが、どのようにして貯めていくのがいいか検討しています。今までは貯蓄預金に

月々預けていましたがそれよりも定期とか少しでも金利がよいところに預けたほう

がいいのでしょうか？                      （Yahoo!知恵袋） 

 「エスカレーターであがってくる客の頭数を見て、とっさに見当つけるんですよ…

ひとつおきに椅子にかけさせなきゃ捌けないとか、この人数ならふたつおきで、十
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分だとか。けっこう頭を使う仕事なんです…（中略）」ムーヴィング・チェアは、

いわばリフトの椅子のようなものだ。それ自体はネックレスの真珠みたいに、途切れ

ることなく動いている。（中略）満員ではかえって興趣をそぐので、適当に間引きし

て客を乗せるのだ。                   （辻真先『迷犬ルパンの大活劇』） 

 

(22)は家を購入したいと考えている質問者が、資金を貯める方法を質問するという文脈で

「トカ」を用いている。「（貯蓄預金より効率的な）資金の貯め方」というカテゴリーの典

型例として思いついた、「定期」「金利がよいところ」を例として挙げ、それ以外にも例が

あることを示している。同様に(23)は遊園地のアトラクションであるホラーハウスの「ムー

ヴィング・チェアに客を座らせる方法」というカテゴリーの典型例が挙げられている。 

これらの例は前述の例とは異なり、どれか 1 つを選択するという意味になり、多くの場合、

一方を選択すると、もう一方やその他の例は選択されない。つまり(23)を例に見ると、エレ

ベーターからやってくる客の数を見て、「ひとつおき」か「ふたつおき」かまたはさらに間

をあけるか、どれか 1 つの方法を選ぶということである。 

この場合、「A とか B とか」「A とか B（など）」といった形は用いられるが、「A とか」

のように例が 1 つしかない形は用いられにくい。これは、例えば以下の(24a)のように候補が

複数示されている場合は、「カフェ」以外の候補を選ぶことは可能だが、(24b)のように候補

を 1つしか出さない場合は、挙がっていない候補を選択するということが難しいためである18。

このような候補を挙げる文脈で例が 1 つしかない場合は、その例の印象を弱めるという意味

②に含めるべきだろう。 

 

 a.「雨降ってきたし、雨宿りがてらカフェとかカラオケとか行かない」   

    「じゃあ、カラオケに行こう」                   

   b.「雨降ってきたし、雨宿りがてらカフェとか行かない」 

    ?「じゃあ、カラオケに行こう」                    

 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。まず、前掲の(17)なら「日用雑貨とか

食料品」、(23)なら「ひとつおきに椅子にかけさせなきゃ捌けないとか、この人数ならふた

つおきで、十分だとか」というように、その他の実例においても複数の例を明示することが

可能であることから観点①を満たしている。 

 小西 最後に、内館さんのきょうのファッションを、ちょっとチェックさせていた

だくと…。 

                                                        
18 実例は収集できなかったが、(24)を例に考えると、「雨降ってきたし、雨宿りがてらカフェ

とかちょっと座れるところ行かない」「じゃあ、カラオケに行こう」という文の容認度は低くな

いことから、このように「トカ」の後にカテゴリーを表す名詞（「ちょっと座れるところ」）が

つく場合であれば、明示例が 1 つの形でも、他の例の想起が容易になるため用いることができる

といえそうである。 
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内館 ドキーッ！ いきなり来ましたか！（笑） 

小西 いろいろな人とお会いになってるから、すごい苦労なさると思うんです。これ

は大変なエネルギーですよ。だけど、そうやってると自然に身につくものがあるんで

すね。たとえば、どっちかというとお顔がふっくらなさってますよね。それで自分で

研究なさって、ヘアにウエーブかけて、少し耳を隠そうとか、おでこを少し隠そう

とかなさっている。それだけでかなり小顔に見えます。そしてポイントとして口紅

をピッと塗って、目よりも口。そして大きめのイヤリングをする…。 

内館 きゃー、読まれちゃってる。  （内館牧子・小西良幸『潮』2003 年 8 月号） 

 

また、(25)は聞き手である「内館」の外見を見て、話者である「小西」が「ヘアにウエー

ブかけて、少し耳を隠そうとか、おでこを少し隠そうとか」と工夫を挙げているが、「きゃ

ー、読まれちゃってる」とあるように、話者が挙げた例は聞き手にとって意図的に行ったも

のであるため新情報とはいえない。ここから旧情報も明示できるかという観点②を満たして

いることが分かる。さらに、「日用雑貨とか食料品」や「ひとつおきに椅子にかけさせなき

ゃ捌けないとか、この人数ならふたつおきで、十分だとか」はこの文の主題ではないため観

点③も満たしている。また、暗示されている例に関しては、(17)ならこのストアに売ってい

る他の商品が想定でき、(23)なら「間を空けずに座る」や「いくつ空けても大丈夫だ」など

椅子への座らせ方が想定できるため、暗示例が明確に想定されているかという観点④も満た

している。また(17)の場合は、店内にこれらの商品が同時に陳列されていることから、同時

に実現されるといえ、(23)の場合は、ある時は 1 つおき、ある時は 2 つおきというように並

列的にあげられることから、例によって観点⑤にも⑥にも該当するといえる。以上から、意

味①を制限する条件は見られないことがわかった。 

分析をもとに、意味①を図に表すと以下の通りである。「トカ」で示される典型例は中央

に実線の丸で示した。明示される例の数は複数の場合も、1 つの場合もあるため、実線の 3

つの丸のうち必ず挙げられる 1 例として 1 つの丸を黒塗りに、任意で挙げられるその他の例

として 2 つをグレーで示している。また、存在が暗示される例は、明示されている例に比べ

ると存在がはっきりしないため、波線にグレーの丸で示した。暗示される例は思いつくもの

であれば典型例に近いものでも周辺例に近いものでも構わない。なお、この意味①は他の 3

語の意味①と類義関係にある。次章ではこれらを「それ以外にも例が存在することを示す」

用法として分析を行う。 

 

 

 

 

 

図 1 意味①「トカ」 

「トカ」で存在が 

暗示される他の例 

「トカ」で示される典型例 

話題の中で想起されるカテゴリー 
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8.3.2 意味② 

意味②：話者の経験や考えをもとに明示した１つの事物が典型例となるような典型例を中

心とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以外にも例が存在するように示すことで、明

示した事物の印象を弱める 

 最近、というか今の会社に転職してからというもの、一貫して白髪が増え続けてい

る。（中略）前のほうに集中はしているが。髪染めとかは考えないの？とも言われ

ることはあるが、全く考えていない。このままで問題ないと思うんだ。多少、苦労し

ているようにも見えるし（笑）                                  （Yahoo!ブログ） 

 山崎：この前、『日経エンタテインメント』見てびっくりしたわ。“スガシカオ、

山ごもり”、修行か（笑）。ヌンチャクでも振り回してんのかと思ったわ。    

スガ：滝とか打たれたけどね。          （山崎まさよし『対談上手』） 

 

(26)は著者の男性の髪を見た話者が、自らの考えから「髪染め」を提案する文脈において

「トカ」を用いている。著者の男性は気にしていない様子ではあるが、一般的にはセンシテ

ィブといえる話題に対する提案に「トカ」を用いることにより、聞き手は「髪染め」という

典型例を中心とした「白髪への対処」というカテゴリーを想起するため、「髪染め」という

案が気に入らなければ他の案もあるというように思わせることができる。その結果、1 例し

か挙げていない「髪染め」という案の印象が弱まると考えられる。大和(2010b)は述語を伴わ

ない「トカ」の単独用法として、①最適な候補を挙げる場合、②推測から候補を挙げる場合、

③皮肉や冗談を言う場合、そして④アドバイスやセンシティブな話題へ言及する場合を挙げ

ている。(26)からもわかるように、この傾向は述語を伴う「トカ」の用法においても共通し

ているといえそうである。 

一方(27)は他の要素が類推しにくい例である。山にこもって CD の楽曲制作をしていたと

いう話を聞いた「山崎」の「修行か」という言葉に対し、「（山崎が予想したヌンチャクは

振り回していないが）滝に打たれた」ということを話す文脈において「トカ」を用いている。

話者であるスガは楽曲制作に行っていたため、これ以外の修業は行っていたとは考えにくい。

しかし、「トカ」を用いることにより、ここにも架空のカテゴリーが想定され、「滝に打た

れた」という出来事の印象を弱めている。(26)のような場合に比べ、(27)では「トカ」を用い

る必要はないように思われるが、このような「トカ」の用法について、辻(1999)は、「不特

定化をほどこすことによって、話し手は聞き手に対して負う責任19を軽減することができ、

発話（の設定した対人関係）のもつ拘束力を弱めることができる。若者語としての『とか』

は、このような対人関係的機能に変則的なまでに寄りかかった用法とみなしうる(p.20)」と説

明している。意味②は、「A とか」という形式をとり、示される例は 1 つである。さらに他

                                                        
19 辻(1999)は、「ヤマギワという先生から電話があったわよ」と「トカ」を用いずに断言して

いたとしたら、その名前が誤っていたとしてその責任を問いうるだろうが、「ヤマギワとかいう

先生…」と「トカ」を用いていた場合にはそこまでの責任は問えないだろうとしている。 
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の候補が容易に想起できてしまうと、意味②よりも意味①の解釈に寄ってしまうことから、

「とか」の後にカテゴリーを表す名詞もつかない。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。 

 

 高校生の人に 100 の質問こんにちは！早速だけど何年生？星座は？男？女？どこに

住んでるの？特技はある？逆に苦手な事は？趣味は何？彼氏か彼女とかいる？好き

な人はいる？今まで何人と付き合った？（後略）       (http://100mon.jp/q/2273) 

 

(28)では、「彼氏」「彼女」と例を 2 つ上げており、ある程度まとまりを感じられるもの

であれば複数例を挙げることも可能であることから、観点①を満たす。 

 

 A：これどうかな？ 

B：それとかいいんじゃないかな。 

 

また(29)のように聞き手が提案したものに対して用いても容認度が高いことから、聞き手

にとっての旧情報も明示できるかという観点②を満たしている。さらに、(27)の「滝」はこ

の文の主題ではないため観点③を満たしている。また、これらの用法では、自分の提案の印

象を弱めるため、それ以外の候補があるように見せているが、(27)の「滝」も(28)の「彼氏」

「彼女」もそれ以外の具体的な候補を想定しているとは考えにくいため、暗示例が明確に想

定されているかという観点④を満たしていないと考えられ、また、暗示された例がないため、

観点⑤、⑥には該当しない。意味②を制限する要素となる観点の④は、「それ以外にも例が

存在するように示す」という表現に含まれる。 

意味②における「トカ」は、話し手が挙げた例が典型例になるようなカテゴリーを特に「聞

き手側」に想起させ、挙げられたその例の他にも例があるように感じさせることで、挙げら

れた例の印象を弱める効果を与えている。話し手が例示した例以外、他の例が一つも想定で

きておらず、カテゴリーが架空のものであったとしても、聞き手側には、中身のあるカテゴ

リーのように感じられるため、結果として、意味①と同様の図となる。 

 

 

 

 

    

 

 

 

【話し手】    図 2 意味②「トカ」     【聞き手】 

聞き手の中に設定されたカテゴリー 話し手が設定したカテゴリー 

「トカ」で示される 

      典型例 

「トカ」で存在が 

設定された他の例 

話者の考えをもとに

「トカ」で示される 

     典型例 

「トカ」で存在を 

設定した他の例 
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(26)は暗示例が想起しやすいことから、意味①に近いカテゴリーが聞き手の中に形成され

ると考えられるが、(27)のような場合は、暗示例の存在が想起しにくいため、話し手が想起

しているものと近い、中身のない架空のカテゴリーが聞き手の中に形成されると考えられる。 

 

8.3.3 意味③ 

意味③：見聞きしたことをもとに明示した聞き手にとって新情報となるある事柄が典型例

となるような典型例を中心とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以外にも典型例に近

い例が存在するように可能性を示すことで、明示した事柄が見聞きした情報で定かではない

ことを表す 

 「シャリーは？」「ああ、すぐ帰るよ。今、犬の散歩に出ていてね」「ああそうか、

たしかジュンとかいう名前だったな」「そうそう、よく覚えてるな。珍種なんで驚

くぞ」昭直は意味あり気な笑みを浮かべキッチンの方へと消えた。 

                          （安西水丸『夜の草を踏む』） 

 お客様に頂いての飲んだピノ・ノアールがどうも気になって行きつけのお店で見て

みると、ブルゴーニュに多いようなのですが、何だかお高いワインが多いです。それ

に、以前ワインに詳しい方（1 本数十万円のワインを保有しているとか）から聞いた

話では、ブルゴーニュは当たりハズレが大きいとか。ブルゴーニュはほとんど飲ん

だことがないし、そんな状態でピノ・ノアールを飲むとなると…というわけで、試し

にお手ごろ（といっても安くはないですが）のハーフボトルで試してみることにしま

した。                                 （Yahoo!ブログ） 

 

(30)は知人の家で飼われている犬の名前を確認するという文脈において、「トカ」が用い

られている。それにより、真っ先に思いついた「ジュン」という名前を中心とし、これと似

たような名前、例えば「ジョン」や「ジャン」、または全く別の名前を成員とする「そのう

ちの犬の名前」というカテゴリーが想起される。そしてこれらの他に近い例が存在する可能

性を示すことで、「ジュン」という名前がどれくらいか前に聞いた情報で定かではないとい

うことを表している。また(31)も同様に、ワインに詳しい人から聞いたブルゴーニュ産のワ

インに関する話をするという文脈において「トカ」を用い、特にワインの批判ともとられる

可能性のあるこの発言が、あくまでも人から聞いた情報であるということを表している。(30)

は、よりその引用内容が「定かではない」ということに焦点が当てられているのに対し、(31)

はより「伝聞」に近い用法である。以下の(32)のように「伝聞」の「そうだ」とも置き換え

ができることからも「他から見聞きした情報である」ということに焦点が当てられているこ

とがわかる。ただし、この場合においても、「定かではない」という意味が完全に失われる

わけではないことを以下の(33ab)で確認する。 

 

 以前ワインに詳しい方（1 本数十万円のワインを保有しているとか）から聞いた話
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では、ブルゴーニュは当たりハズレが大きいそうです。 

 a.問 6  B さんは、9時に家を出発し、自転車で 12kmはなれた公園まで行きました。

はじめの 30 分間は時速 12km で走り、しばらく止まって休み、その後は時速 18km

で走ったら、ちょうど 10 時に公園についたそうです。B さんの進んだようすを表す

グラフを下の図にかき入れ、B さんが休んでいた時間を求めなさい。 

              （杉山吉茂、藤原正彦、森本光生他『新しい数学 2』） 

b.??問 6  B さんは、9 時に家を出発し、自転車で 12km はなれた公園まで行きまし

た。はじめの 30 分間は時速 12km で走り、しばらく止まって休み、その後は時速 18km

で走ったら、ちょうど 10 時に公園についたとか。B さんの進んだようすを表すグラ

フを下の図にかき入れ、B さんが休んでいた時間を求めなさい。 

 

(33a)は中学生の数学の教科書の問題文である。このような場合「そうだ」は容認されるが、

(33b)のように「とか」と置き換えると不自然になる。これは、「伝聞」の「とか」にも「定

かではない」という意味が残っているためだと考えられる。つまり、正確さが求められる数

学の問題文では「定かではない」ことを表すことが不自然であるため(33b)の容認度が下がる

のだといえる。 

形式について見てみると、(30)からわかるように、「トカ」の後にカテゴリーを表す名詞

がつく場合もある。さらに「ジョンとかジュンとかいう名前」のように候補となる名称を並

列させることも可能であるため、例は 1 つでも複数でも構わない。また名称などの体言も引

用句などの用言も取りうる。(31)の場合は「とか」に前接するのは用言に限られ、「A とか B

とか」のように並列させることもできない。 

以下に挙げる(34)(35)は、仁田(1982)や文化庁(1990)で指摘されていた「とか」の用法に一

部特徴が類似している例である。ここで、文化庁(1990)がこのような用法に対して行った「特

に反対の意味のことばを二つならべて、どちらだかわからない（はっきりしない。）という

意味」という説明について考えながら、以下のような例がどのような意味を表しているのか、

また、意味③に含めることが妥当であるかを検討する。 

 

 ハウスボートにやってきたもう一人の男は、絵描きらしかった。顔つきは優しく、

縮れっ毛で、アンドリューとかアンドリュースとかいう名前だったが、ベンにはそ

れがファーストネームなのかラストネームなのかわからなかった。 

                       （リドリー・ピアスン『炎の記憶』） 

 今日の夜あたりから関東に台風 13 号が来るとか来ないとか・・・実は今度の連休を

利用して、千葉進出をしようと思ってたのですが・・・行き先は 1 日目亀山のオカッ

パリ、2 日目高滝のボートを考えていたのですが、台風の直後とか濁りが入るだろう

し、正直あんまり釣れそうにないですよねぇ。特にダム湖だと、濁りは×というイメ

ージがかなりあるのですが。う〜ん、どうしたものか・・・     （Yahoo!ブログ）                              
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(34)は似た名詞を二つ並べた例であり、(35)は反対の意味の動詞を二つ並べた例である。

(34)のような例は、文化庁(1990)の説明にある「特に反対の意味のことば」の「特に」に当て

はまらないそれ以外の例だといえるだろう。意味を見てみると、一見複数の候補が挙がって

おり、そのうちのどれか 1 つを選ぶというという意味ともとれるため、意味①－2 の例のよ

うに見える。しかし、(34)で話者である「ベン」がいいたいのは、「アンドリュー」と「ア

ンドリュース」と「その他の名前」という候補のうちのどれか 1 つが正しいということより、

そのような名前であったことは記憶しているが、「本人または他の人から聞いた情報である」

ため、「定かではない」ということだと考えられる。つまり意味③に含めるのがよいといえ、

「どちらかわからない（はっきりしない）という意味」という文化庁(1990)の説明と通じる

ところがあるといえる。 

一方(35)の場合、も「天気予報という他者から聞いた情報である」ため「定かではない」

と説明できるため、意味③に含めることができる例だといえる。また、「来る」と「来ない」

という「反対の意味のことば」が並んでいるため、形式の上では文化庁(1990)の指摘と一致

するように見える。しかしこの例は台風が「来る」のか「来ない」のか「どちらだかわから

ない」という意味だとは考えにくい。この例はむしろ「来る」という答えが決まっており、

「来ない」が選択される可能性はほとんどないが、「来る」にしても何時ごろなのか、どの

程度の威力を保ち、どの程度のスピードで「来る」のかなどの「詳細が定かではない」とい

うことに重点が置かれているように感じられる。また、捉え方によっては、台風が来るとわ

かっていながら旅行を計画していることに対する気恥ずかしさなどを柔らげるため、台風が

来るという確定している事実をあえて「定かではない」ように示しているとも考えられる。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。 

 

 お寺をでて、あるきだしたとき、女の着物のお尻のところが、かなり皺になってる

のに、ぼくは気がついた。（中略）女は着物をきたまま、お寺の本堂のタタミにあお

むけになったのだが、そんなに皺がよったのは、スフとか人絹とかいう安物の生地

だったからにちがいない。                （田中小実昌『香具師の旅』） 

(36)では、生地の名前の候補として「スフ」と「人絹」という 2 つの例を挙げていること

から、複数例が明示できるかという観点①を満たす。 

 

  A：ブルゴーニュは当たりハズレが大きいのよね。 

＊B：そうそう、ブルゴーニュは当たりハズレが大きいとか。    

 

また(37)のように聞き手が事前に話したものに対して用いる場合、容認度が低いことから、

聞き手にとっての旧情報も明示するかという観点②を満たしていない。さらに、前掲の(31)

も(36)も主題以外を明示しているといえるため観点③は満たしている。また、これらの用法

では、自分の提案の印象を弱めるため、それ以外の候補があるように見せているが、明示例
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以外の具体的な候補を想定しているとは考えにくいため、暗示例が明確に想定されているか

という観点④は満たしてないと考えられ、また、暗示された例がないため、観点⑤、⑥は検

討できない。 

意味③を制限する要素となる観点②の新情報かという部分と観点④の暗示例が仮想のカテ

ゴリーであるという 2 点は「見聞きしたことをもとに明示した聞き手にとって新情報となる

ある事柄が典型例となるような典型例を中心とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以

外にも典型例に近い例が存在するように可能性を示すことで、明示した事柄が見聞きした情

報で定かではないことを表す」という表現に含まれる。 

これら意味③を図に表すと以下の通りである。「とか」で示される典型例は基本的には 1

つであるが、(34)(35)のように場合によっては 2 つの例が並ぶ場合もある。存在が暗示される

例は、存在は示されているが、具体的な例である必要はないため白抜きの破線で表している。

また、意味②は考えつくのであればカテゴリーの周辺例でも構わなかったが、意味③の場合

は、それほど周辺的な例は想起されないのではないかといえる。これは、話者の発言が定か

ではないとしても、聞き手が本当の答えを知っている場合でない限り、話者が典型例として

挙げた例から大きくかけ離れた話や言葉を想起するというのは不自然だといえるためである。

よって、「とか」で存在が暗示される他の例は典型例に比較的近い例だと考えられる。なお、

前述の意味②とこの意味③は「ナド」「ナンカ」の意味②、および「ナンテ」の意味⑤とそ

れぞれ類義関係にある。次章ではこれらを「明示した事物の印象を弱める」用法として分析

を行う。 

 

 

 

 

 

 

図 3 意味③「トカ」 

8.3.4 意味④ 

意味④は、天野(2001)が卓立的提示として挙げていたもので、課題 3 に関わるものである。

先行研究の問題点でも述べたように、天野は明示されている例に対し、プラスの評価のきわ

だったものが集合として想定される場合（＝例(38)）とマイナスの評価のきわだったものが

集合として想定される場合（＝例(39)）とで分類していた。しかし、この分け方はやや不自

然だといえる。(38)で取り上げられている「銅メダル」を例に考えてみると、天野の説明で

は、プラスの評価の際立ったもの（例えば金メダルや銀メダル）が集合として想定される場

合（＝例(40a)）「銅メダル」はプラスの評価に、マイナスの評価の際立ったもの（例えば予

選敗退やメダル圏外）が集合として想定される場合（＝例(40b)）「銅メダル」はマイナスの

評価になるということになる。しかし、金メダルや銀メダルと比較すれば銅メダルのプラス

見聞きした情報をもとに 

「トカ」で示される典型例 

話題の中で想起されるカテゴリー 

「トカ」で存在が 

暗示されるよく似た他の例 
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評価はかすんでしまうし、5 位や 6 位と比較すれば銅メダルのマイナス評価は和らぐことか

ら、(40ab)はやや容認度が下がると考えられる。むしろ、金メダルや銀メダルのように銅メ

ダルよりプラス評価の順位が想定されていれば、(41a)のように銅メダルにはマイナスの評価

が感じられやすく、5 位や 6 位のように銅メダルよりマイナスの評価の順位が想定されてい

れば、（41b）のように銅メダルにはプラスの評価が感じられやすくなると考えられる。 

 

 銅メダルとかとっちゃって。                  （＝(11)再掲） 

 （二十代の女性が、普通は女性が行かないような中華料理店に不本意ながら一人で

行くこととなり、ラーメンを夕食として食べるという自分でも驚くような出来事があ

ったことを友人に伝える場面で）ラーメンとか食っちゃってんだよ。（＝(12)再掲） 

 a.？（金メダルとか銀メダル同様大変価値の高い）銅メダルとかとっちゃって。  

                                （＝(13a)再掲） 

   b.？（5 位とか 6 位同様大変価値の低い）銅メダルとかとっちゃって。  

 a.（いつも通り金メダルとか銀メダルだろうと思っていたら）銅メダルとかとっち

ゃって。                                                       

     b.（いつも通り 5 位とか 6 位だろうと思っていたら）銅メダルとかとっちゃって。 

                                                                 （＝(13b)再掲） 

 

これらはいずれも、普段の自分の成績を「典型例」として想定し、実際に出た「銅メダル」

という結果を「周辺例」として挙げていると解釈することができる。前章の「ナンテ」の分

析では、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例には「想起しにくい」という特徴があるこ

とから、それらが取り上げられることには「珍しい」という意味が含まれることを指摘した

が、ここでは、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例が好ましくない場合も含めこれらが

どのようなものかについて、さらに深く検討したい。 

まず、第 3 章の理論的背景でも挙げたが、カテゴリーには「一般的なカテゴリー(common 

categories)」と「アド・ホック・カテゴリー(ad hoc categories)」が存在する。Barsalou(1983)

は、「一般的なカテゴリー」の例として、「鳥」や「家具」や「果物」を挙げており、「ア

ドホック・カテゴリー」の例としては「キャンプ旅行の時に持っていくもの」、「ハロウィ

ンパーティーに着そうなコスチューム」「アンティークの机を探す場所」を挙げている。 

前章でも例として挙げたように、「一般的カテゴリー」である「魚」というカテゴリーを

考えた場合、カツオやマグロといった典型例に対し、ウナギやヒラメといった周辺例は想起

しにくく、これらを魚の例として挙げれば「珍しい」という印象を相手に持たれるだろう。 

一方「アド・ホック・カテゴリー」である「キャンプ旅行の時に持っていくもの」を例に

考えてみると、その周辺例はより多様な特徴が考えられる。まず、大きく分けると、持って

行った場合「プラス評価」になるものと「マイナス評価」になるものが考えられる。「プラ

ス評価」になるものであれば、大部分は「典型例」に入るであろうが、「プラス評価」であ



第 8 章 トカの多義語分析 

120 

 

りながら「周辺例」に含まれるものを考えてみると、持って行ければよいが、「現実的には

難しいもの」や持って行くことを思いつかないような、「身近ではないもの」などが考えら

れる。これらは実際に持って行った場合、つまり「実現した場合」は喜んだり感動したりと

いったプラスの感情と結びつくが、「実現しない場合」は諦めのようなマイナスに近い感情

と結びつきやすい。また、「マイナス評価」になるものの場合は、持って行くと「問題にな

ってしまう」ようなものや、持って行くことに意味がなく、「重要ではないもの」などが考

えられる。 

典型例を中心とする「一般的なカテゴリー」の周辺例に認めた「珍しい」という印象は、

プラスやマイナスの評価が考慮されていないものであった。プラス評価のものが実現した場

合、実現しない場合、マイナス評価のものが挙がった場合すべてを考慮するといずれの周辺

例の場合も典型例ではないものに対しては「ありえない」という印象が認められるといえる。 

そこで、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例を表す「トカ」の用法を、まず明示例が

プラス評価のものとして「望ましいがありえないと考えていたことが実現した場合」「望ま

しいが現実的でない場合」「話者にとって身近ではない場合」の 3 つと、明示例がマイナス

評価のものとして「実現が望ましくない場合」と「重要性がない場合」の 2 つの計 5 つに下

位分類する。 

まず、意味④全体のスキーマとして以下のものを挙げる。 

 

意味④（スキーマ）：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、

ある事物を明示し、話者の経験から想定しやすい典型例が存在することを示すことで、並列

的に設定された典型例との比較から明示した事物がありえないことであることを表す 

 

8.3.4.1 明示例がプラス評価をもつもの 

まずは、明示例がプラス評価をもつ 3 つの下位分類について見ていく。 

 

意味④－1：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、主題とな

る実現しにくいある事物を明示し、話者の経験から実現が想定しやすい典型例が存在するこ

とを示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示したありえない事物が実現し

たことへの驚き表す 

 三宅宏実選手ヘルニアで銅メダルとかすごすぎるから私も何でもできる気がしてき

た                          (https://twitter.com/naaan_ha) 

 昨日、生徒さんがルービックキューブを持ってきて来て、解けないんです～先生解

いて～と持ってきました。いやこれ先生も解けないわ！（中略）そしたら、別のお母

さんが私解けます～と言って解いていました！なんか攻略法があるみたいで。（中略）

六面全部揃えるとか素敵すぎます。これは惚れるわ～。         （Yahoo!ブログ） 
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(42)はオリンピックの重量挙げでの三宅選手の成績に対し「トカ」を用いている。それに

より、ヘルニアを患っている選手の成績として想定する典型例が想起される。そのカテゴリ

ーの中の周辺例として銅メダルという実現が困難で想定しにくい結果を位置づけることで、

自分の想定した成績と比較してそのありえないと考えていた結果が実現したことへの驚きを

表している。(43)も同様に、話者である「先生」が、ルービックキューブを行った場合揃え

られる面数の典型例として、例えば一面、または二面というものが想定される。それに対し、

六面全部を揃えることを周辺例として位置づけることで、一般的な人の技術と比較して、あ

りえないと考えていた出来事が起きたことへの驚きを表している。この意味④－1 は話者が

想定した事物より、そのモノや実現したコトが難しいことや好ましいことである場合であり、

プラスの評価性が感じられる。 

これを「例示」の 6 つの観点に当てはめ検討する。まず(43)は「片手でルービックキュー

ブを回したり、あっという間に六面全部揃えるとか素敵すぎ」ということもでき、2 つ以上

の明示例を挙げることが可能だといえることから、複数例が明示できるかという観点①を満

たす。また、(43)は、「解いていました」という言葉があることから、「六面全部揃える」

ことは新情報ではないと考えられる。つまり、聞き手にとっての旧情報も明示できることか

ら、いずれの下位分類も観点②を満たしているといえる。 

さらに、意味④－1 に関しては、「ナンテ」の意味②－1 と類義関係にある意味でもあるが、

「ナンテ」同様、確認した限りでは明示例が主題以外にはならないといえそうである。よっ

て意味④－1 は観点③を満たさない。また、(43)のルービックキューブを「六面全部揃える」

に対しては、「これ先生も解けない」と述べているように、話者の経験から実現しやすいと

考えられる結果が想定されており、暗示例が文脈に現れていることから、暗示例が明確に想

定されているかという観点④を満たしている。また、(43)において、ルービックキューブを

六面全部揃えることと、解けないことは同時に実現することではないことから、観点⑤では

なく、観点⑥に該当するといえる。 

以上見てきた意味④－1 を制限する要素となる観点③および観点⑥は意味記述の「話題と

なる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、主題となる実現しにくいある

事物を明示し、話者の経験から実現が想定しやすい典型例が存在することを示すことで、並

列的に設定された典型例との比較から明示したありえない事物が実現したことへの驚き表す」

という表現にそれぞれ含まれる。なお、この意味④－1 は「ナンテ」の意味②－1 と類義関係

にある。 

 

意味④－2：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、実現しに

くいある事物を明示し、話者の経験から実現が想定しやすい典型例が存在することを示すこ

とで、並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の実現がありえないことである

ことを表す 

 ふつう開幕戦というのは前年の 1、2、3 位に開幕権があるんですよ。で、その後は
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もうね、各球団と連盟とすり合わせて日程決めますから。今パ・リーグには月曜のマ

ンデーゲームがあるでしょう。でもやっぱりね、うん、みんな金・土・日・祝日の試

合がほしいですからね。でも、土日全部もらうとかできません。ウチに土日枠を二

十日分くださいなんて言ったら、5 球団の担当から大ブーイングですよ。 

 （狭間信幸・竹森健太郎『プロジェクト H』） 

 僕も、「いいな~留学いいな~」とか嘆きながら大学で学食を食べてたときに気づい

たのです。「あれ、そういえばだけど、まわりの留学から帰ってきた人たち、みんな

英語ペラペラになってるっけ？」と。多少うまくはなっている感じはしましたけど、

べつに理想的なほど超ペラペラではなかったのですよ。（中略）まあそうか、留学一

年間で完璧にネイティブレベルになるとか不可能だもんなあ…と受け入れたのです

が（後略）                        (http://arairio.com/english/18_06_22) 

 

(44)はプロ野球のパ・リーグにおいて、開幕戦の日程の希望を出すという文脈で、実現不

可能な希望に対し「トカ」を用いている。それにより、他の球団も「金・土・日・祝日の試

合が欲しい」とあるように、これまでのシーズンに作られた各球団がおおよそ均等に「金・

土・日・祝日」に当たるような日程が典型例として想起される。そのカテゴリーの周辺例と

して土日全部をもらうという実現が不可能で想定しにくい希望を位置づけることで、典型例

との比較から、この希望の実現のありえなさを表している。(45)も同様に、一年間の留学で

身に付けられる一般的な英語力が典型例として想起され、そのカテゴリーに周辺例としてネ

イティブレベルの英語が位置付けられている。この典型例との比較によって、ネイティブレ

ベルの英語が実現することのありえなさを表している。この意味④－2 は通常考えられる事

物と比べ、話者が明示した事物が実現困難である場合であり、実際に実現した場合を表す意

味④－1 とは異なり、これらは実際には実現しない、あるいは話者に実現しないと思われて

いる事物である。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。まず(44)は、「全戦ドーム球場にして

もらったり、土日全部もらうとかできません」といえることから、複数例が明示できるかと

いう観点①を満たす。また、(44)の明示例は聞き手にとって新情報だといえるが、以下の例

(46)のように、聞き手(A)が先に明示例を話題に出した場合にも意味④－2 の意味で「ナンテ」

を使うことはできる。つまり、聞き手にとっての旧情報も明示できることから、観点②を満

たしているといえる。 

 

 A：土日がいいなら、土日全部もらえばいいじゃないですか。 

B：土日全部もらうとかできません。そんなこと言ったら、5 球団の担当から大ブー

イングですよ。                          

 

さらに、(47)は主題ではないことから、明示例が主題以外になりうるかという観点③を満



第 8 章 トカの多義語分析 

123 

 

たすといえる。 

 その頃には「ギターだこ」ができていて指先が固く爪が肉の中に引っ込んでいるん

です。そうなる事でとても弦を押さえやすくなります。だから女性は爪のお手入れと

かできません。ごっつい指先になります。              （Yahoo!ブログ） 

 

また、(44)はプロ野球の試合で「土日全部もらう」に対して、より実現しやすい試合スケ

ジュールを明言してはいないが、各チームが「なるべく均等に土日をもらえるようにする」

ということが想定されていると容易に推測できる。つまり暗示例が文脈に現れやすく、現れ

ない場合も、想定は容易だといえることから、暗示例が明確に想定されているかという観点

④を満たしているといえる。さらに、(44)において、土日を全部もらうことと他球団に分け

ることは同時に実現することではないことから、観点⑤ではなく、観点⑥に該当するといえ

る。この意味④－2 を制限する要素となる観点⑥は意味記述の「並列的に設定された」とい

う表現に含まれる。なお、この意味④－2 は「ナド」の意味④－4「ナンカ」の意味④－3 お

よび、「ナンテ」の意味②－2 と類義関係にある。 

 

意味④－3：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、話者にと

って関わりの少ないある事物を明示し、話者の経験から想定しやすい典型例が存在すること

を示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の存在や実現が話者に

とってありえないことであることを表す 

 私は黒や白や灰色などの無彩色が好きで、いつも買う服が黒や白ばかりです。今ま

でデザインが違うしコーディネーで雰囲気を変えられるかなーと思ってたのですが、

最近どんなに違う服を着ても基本が黒や白なので毎日服が変わりばえしないことに

気づきました。でも今更明るいパステルカラーとか着るのも自分に似合わないよう

な感じがして…。どうすればいいでしょうか？               （Yahoo!知恵袋） 

 12 カラットってどれくらいの大きさ？ブルーダイヤがオークションにかけられ 40

億円～68億円の値段がつくであろうと話題ですが 12カラットのダイヤとか全然縁が

無い生活してますから 12 カラットと言われてもどれくらいの大きさかわかりません 

 (http://iztalk.blog.fc2.com/blog-entry-180.html) 

 

(48)は無彩色の服が好きな話者の視点から「明るいパステルカラー」の服に対し、「トカ」

を用いている。これにより、普段着ている「黒白灰色」の服が典型例として位置付けられ、

その周辺例として「明るいパステルカラー」が位置づけられる。そして典型例との比較から

この周辺例が話者にとってはありえないものであることを表している。また、(49)は一般的

な暮らしをしている人が目にしたり、所有したりする（ブルー）ダイヤの大きさを典型例と

し、12 カラットを周辺例と位置付けている。それにより、典型例と比較され、12 カラットと

いう大きさが、話者にとっては身近にはありえないものであることを表している。この意味
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④－3 の明示例は 12 カラットのダイヤのように価値が高く、一般的にプラス評価を受けるも

のもあれば、パステルカラーの服のように文脈がなければ特にプラスにもマイナスにもなら

ないものもある。しかし、いずれの場合もマイナスの評価を受けるものではないという点で

共通している。さらに、これらが周辺例に位置づけられるのはあくまでも話者の視点であり、

他の人にとってはパステルカラーなどは典型例になる可能性もあるという点で意味④－2 と

は異なる。ただし、その境界は曖昧であり、12 カラットのブルーダイヤは、誰にとっても身

近ではなく、手に入らないものと考えた場合は、意味④－2 にもなりうる。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。まず(48)は「赤や緑の原色や明るいパ

ステルカラーとか似合わない」ということができることから、複数例が明示できるかという

観点①を満たす。また、(48)の明示例は聞き手にとって新情報だといえるが、以下の例(50)

では聞き手(A)が先に明示例を話題に出した場合にも意味④－3 の意味で「トカ」を使うこと

はできる。つまり、聞き手にとっての旧情報も明示できることから、観点②を満たしている

といえる。 

                          

 A：白黒ばかりというなら、パステルカラーに挑戦してみては？ 

B：今更明るいパステルカラーとか自分に似合わない気がします。   

 

さらに、(48)の「パステルカラー」は、文の主題ではない。よって観点③を満たすといえ

る。また、(48)の「明るいパステルカラー」に対しては、「黒や白や灰色などの無彩色が好

き」とより関わりの多い例が想定されていることから、暗示例が明確に想定されているかと

いう観点④を満たしている。また(48)では全身モノトーンにすることとパステルカラーを取

り入れることは同時に実現することではないことから、観点⑤ではなく、観点⑥に該当する

といえる。意味④－3 を制限する要素となる観点⑥は意味記述の「並列的に設定された」と

いう表現に含まれる。なお、この意味④－3 は「ナド」の意味④－3 と「ナンテ」の意味②－

3 とそれぞれ類義関係にある。 

これら 3 つの意味を図に表すと以下の通りである。「トカ」で示される周辺例は 1 つであ

り、存在が暗示される典型例は、存在は示されているが、具体的な例である必要はないため

白抜きの破線で表している。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 意味④－1,2,3「トカ」 

「トカ」で示される 

存在や実現が困難な周辺例 

話題の中で想起されるカテゴリー 

「トカ」で存在が暗示される 

他の典型例 
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8.3.4.2 明示例がマイナス評価をもつもの 

続いて、明示例がマイナス評価をもつ 2 つの下位分類について見ていく。 

意味④－4：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、望ましく

ないことから想定していなかったある事物を明示し、話者の経験から想定しやすい典型例が

存在することを示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示したありえない事

物に対する驚き表す 

 

 原発も予断を許さない状況ですが…地震大国日本に原発危なすぎるんでしょうね。。

今の電気使いまくる生活はみんなであきらめる時かもしれないなと思いました。特定

地方の人をこんな危険にさらすなら考え直さなくちゃと思います。まず法人が考え直

してほしいですけど…工場の電気つけっぱなしとかありえないからー！（法人はつ

かえば使うほど安くなるから工場の電気切らないと聞きました。東電の偉い人色々考

え直してほしい）                               （Yahoo!ブログ） 

 今日も塾の宿題やってこなかった私。自分が悪いのは分かるけど…だれもいない部

屋に一人宿題やらせるとかひどすぎる…本当に本当にわからないから出来ないのに

一人で出来ると思いますか…？                    （Yahoo!ブログ） 

 

(51)の話者は「工場の電気をつけっぱなしにすること」に対し、「ありえない」と述べて

いるようにマイナスの評価を行っている。「トカ」を用いることによって、話者は原子力発

電所を廃止し発電量が減った場合の生活を考えたとき典型例として、電気を節約する生活を

想定し、それとは反対の「電気をつけっぱなしにすること」を不適切な周辺例として位置付

け、そのありえない行為を行っていることへの驚き表している。(52)も同様に宿題を忘れて

きた時の教師の対応の典型例として、例えばさらに宿題の期限を延ばす、または他の課題を

課すというものが想定される。それに対し、だれもいない部屋で一人で宿題をやらせるとい

う出来事を周辺例として位置づけることで、その対応がありえないことであったという驚き

を表している。この意味④－4 は想定したことより、存在しているモノや発生したコトが話

者の判断では望ましくないことである場合であり、マイナスの評価性が感じられる。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。まず(51)は、「入り口開けっぱなしで

エアコン使ったり、工場の電気つけっぱなしとかありえない」といえることから、複数例が

明示できるかという観点①を満たす。また、(51)の明示例は聞き手にとって新情報だといえ

るが、以下の例(53)のように、聞き手(A)が先に明示例を話題に出した場合にも意味④－4 の

意味で「ナンテ」を使うことはできる。つまり、聞き手にとっての旧情報も明示できること

から、観点②を満たしているといえる。 

  

 A：工場は電気をたくさん使った方が得なので、いつもつけっぱなしです 

B：工場の電気つけっぱなしとかありえないからー！         



第 8 章 トカの多義語分析 

126 

 

さらに、(54)も主題ではない。よって明示例が主題以外になるかという観点③を満たすと

いえる。 

 

 釣果もないので早々に切り上げて近くの定食屋に入り・・・地魚お刺身定食で〜す

^^美味しかったですが、値段と比べると案外だったな・・・orz まぁ、地魚刺身にサ

ーモンとか入っていなかっただけでもヨシとしませう（笑）     （Yahoo!ブログ） 

 

また、(51)の、「工場の電気つけっぱなし」に対しては「今の電気使いまくる生活はみん

なであきらめる時かもしれない」というより望ましい状態が想定されている。つまり暗示例

が文脈に現れやすいといえることから、暗示例が明確に想定されているかという観点④を満

たしているといえる。さらに、(51)は節電することとつけっぱなしにすることは同時に実現

することではないことから、観点⑤ではなく、観点⑥に該当するといえる。 

以上意味④－4 を制限する要素である観点⑥は意味記述の「並列的に設定された」という

表現に含まれる。なお、この意味④－4 は「ナド」「ナンカ」「ナンテ」それぞれの意味④

－1 と類義関係にある。 

 

意味④－5：典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、本来望ましいものである事物

を明示し、話題となる状況でより望ましいと考えられる典型例が存在することを示すことで、

並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の価値を下げ、話者にとってありえな

いことであることを表す 

 どうせテレビ買うなら大画面にしようって思ってたけど二十が限界って切ない。ま

ぁ、6 畳の部屋なんで三十とか置いても見づらいだけなんだけどね。（Yahoo!ブログ） 

 D＞うーん。キぐるみにかかれているとおり。キぐるみのマチは実在するのだよ。

事実は小説よりキなりってのはおもう。それにしても長いよね。びっくりなのはアレ

を 2 時間でよんだきみ！ 

晶＞入り込んじゃって、かえって来れなくなったよ。ぬけがらだった。2 時間後同居

人が心配していたよ。（中略） 

D＞なんども、書いている最中やめてやらあ！って泣いた。 

晶＞ほんと、読んだ後に「こりゃ、学校とかいってるばやいじゃねーな！」て思っ

たよ。きみがやめなくてよかったよ。ほっ。君の作品は、想像力のナイ人々をも無理

矢理どっかに連れてっちゃうほど、おかしなパワーががある。あんなの読んだことな

いもん。                  （D［di:］・鹿島田真希・黒田晶『文藝』） 

 

(55)は「大画面にしようと思っていた」という言葉に反して「30 インチのテレビ」に対し、

「置いても見づらいだけ」と述べているように、本来は望ましいはずの大画面のテレビに対

しマイナスの評価を行っている。「トカ」を用いることによって、話者は 6 畳の部屋に合う
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サイズを典型例として、大きすぎる「30 インチのテレビ」を不必要な周辺例として位置付け、

購入する対象としてはありえないものであることを表している。(56)は、本来勉強及び学校

は重要なものであるが「学校」に対し「行ってる場合じゃない」と述べているように、意味

がないものというマイナスの評価を行っている。この文脈では、2 時間抜け殻になるほどの

衝撃を受けるほどの小説を読み終えた話者が、その時重要だと考えたものを典型例として、

「学校」を不必要な周辺例と位置付け、今やるべきこととしてはありえないことであること

を表している。この意味④－5 は本来マイナス評価を受けるものではない事物に対し、その

時の状況や話者の判断から評価を下げ、望ましくないありえないこととしている場合であり、

マイナスの評価性が感じられる。 

続いて、「例示」の 6 つの観点について検討する。まず(56)は、「塾や学校とかいってる

場合じゃない」といえることから、複数例が明示できるかという観点①を満たす。また、(56)

の明示例は聞き手にとって新情報だといえるが、以下の例(57)のように、聞き手(A)が先に明

示例を話題に出した場合にも意味④－5 の意味で「ナンテ」を使うことはできる。つまり、

聞き手にとっての旧情報も明示できることから、観点②を満たしているといえる。 

        

 A：学校休んでるから、調子が悪いのかと思ったら、本読んでたの？ 

B：いや、これ読んでみて！学校とかいってる場合じゃないって思えるから。 

 

さらに(56)の「学校」は、文の主題ではない。よって明示例が主題以外になりうるかとい

う観点③を満たすといえる。また、(56)の「学校」に対しては「キぐるみという作品を読む

こと」がより望ましい事物として想定されている。つまり暗示例が文脈に現れやすいことか

ら、暗示例が明確に想定されているかという観点④を満たしている。また(56)において、本

を読み続けることと、中断して学校に行くことは、同時に実現することではないことから、

観点⑤ではなく、観点⑥に該当するといえる。この意味④－5 を制限する要素となる観点⑥

は意味記述の「並列的に設定された」という表現に含まれる。なお、この意味④－5 は「ナ

ド」「ナンカ」「ナンテ」の意味④－2 と類義関係にある。 

以上の分析をもとに意味④－5 を図に表すと以下の通りである。「トカ」で示される周辺

例は 1 つであり、存在が暗示される典型例は、存在は示されているが、具体的な例である必

要はないため白抜きの破線で表している。 

 

 

 

 

 

 

図 5 意味④－4,5「トカ」 

「トカ」で示される 

 ありえない周辺例 
「トカ」で存在が暗示される 

他の典型例 

話題の中で想起されるカテゴリー 
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先行研究で見たように、天野(2001)において意味④－1 に当たる例がプラスの評価を表すも

のとして、意味④－4 に当たる例がマイナスの評価を表すものとして説明がされていた。確

かに意味④－4 と④－5 は軽視やマイナスの評価が、④－1 はプラスの評価が伴っていると考

えられるが、意味④－2、④－3 の場合、明示例として挙げられている事物は、本来プラスを

されるものであっても、実現できないものや自分の身近でないということをプラスに評価し

ているとは考えにくい。つまり、天野(2001)では単純にプラスとマイナスのみに分けていた

が、意味④－2、④－3 のように単純にプラスとはいいにくいものも存在するということがい

える。 

次章では「トカ」の意味④－1～5 および、それぞれと類義関係にある 3 語の意味を「評価

を際立たせる」用法と呼び分析を行う。 

 

8.3.5 意味⑤ 

意味⑤：話題となる特徴をもつものの顕著例を中心とするカテゴリーの顕著例として聞き

手にとって新情報となるある 1 つの事物を主題として明示し、同時に実現されうるそれ以外

の例が存在するように示すことで、明示した事物の特徴を際立たせる 

 渡る世間って事件起き過ぎじゃないですか？                

それを言ったら、コナン君とか、身近で殺人事件起きすぎですね〜。 （＝(14)再掲） 

 R&B じゃないけど、ドリカムやドラゴンアッシュとかも好き。吉田美和には影響を

受けた。考え方とかすごい前向きだし、歌手になるためにすごい努力とかして、夢

に向かってちゃんと頑張ってる人だと。       （斎藤環『若者のすべて』） 

 

以上の例は課題 4 に当たるものである。(58)は「渡る世間は鬼ばかり」というドラマの中

では事件がよく発生することを指摘した相手に対し、殺人事件が発生するドラマやアニメと

いうカテゴリーの顕著例として「名探偵コナン」というアニメを明示している。「トカ」に

より、殺人事件が発生する他のドラマやアニメの存在が示されるが、それらとの比較から、

「名探偵コナン」の事件発生件数が多いという特徴をより際立たせている。 

また(59)は話者が DREAMS COME TRUE の吉田美和という歌手の良さについて述べる文

脈で「トカ」が用いられている。吉田美和の為人がカテゴリーとして想起され、その中の理

想例として「考え方」を挙げることによって、その前向きであるという特徴が際立っている

ということを表していると考えられる。  

意味④が「トカ」によって明示した対象を予想外またはおかしいと直接評価しているのに

対し、意味⑤ではそのような評価は行っておらず、「トカ」の後に述べられた特徴が際立っ

ていることを表しているという点で異なる。 

この意味⑤を「例示」の 6 つの観点に当てはめ検討する。(58)では事件の起こる多さが顕

著な作品として「コナン君（名探偵コナン）」が挙がっているが、同様の特徴をもつと考え

られる例を並べて「コナン君や金田一少年とか身近で殺人事件起きすぎ」のように複数にし
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てしまうと他の例の存在を示す意味①や印象を弱める意味②の解釈となってしまう。「コナ

ン君とか金田一少年とか身近で殺人事件起きすぎ」とするとさらに意味⑤としての解釈はし

にくくなる。以上のことから、複数例が明示できるかという観点①を満たさないといえる。 

 

  A：コナン君って旅行に行くと必ず事件に遭遇しますよね。 

＊B：そうそう。コナン君とか、身近で殺人事件起きすぎですね～。   

 

また、(60)の容認度が低いことから明示例は聞き手にとって新情報であると考えられるた

め、旧情報も明示できるかという観点②は満たさない。また、(58)の「コナン君」も(59)の「考

え方」もこれらの文における主題であるといえることから、意味⑤の明示例は主題以外にな

り得るかという観点③も満たさないと考えられる。 

また、(59)では歌手の吉田美和の為人のうち、話者が影響を受けた部分の例として「考え

方」が挙げられているが、他にも「努力をする姿勢」などが文脈からも想定できるため暗示

例が明確に想定されているかという観点④を満たす。さらに、(59)の「考え方が前向き」で

あることや「努力家」といった特徴は同時に実現することができることから観点⑤に該当す

る。これらの意味⑤を制限する要素となる観点の①、②、③、⑤は意味記述の「話題となる

特徴をもつものの顕著例を中心とするカテゴリーの顕著例として聞き手にとって新情報とな

るある 1 つの事物を主題として明示し、その他にも同時に実現されうる近い特徴をもつ例や

それ以外の例が存在するように示すことで、明示例を含む近い特徴をもつ暗示例全体の特徴

を際立たせる」という表現にそれぞれ含まれる。 

以上の分析をもとに意味⑤を図に表すと以下の通りである。「トカ」で示される顕著例は

基本的には 1 つであり、存在が暗示される例は、存在は示されているが、具体的な例である

必要はないため白抜きの破線で表している。また、暗示例は考えつくのであればカテゴリー

の周辺例でも構わない。なお、この意味⑤は「ナド」「ナンカ」「ナンテ」それぞれの意味

③と類義関係にある。次章ではこれらを「特徴を際立たせる」用法として分析を行う。 

 

 

 

 

 

     

 

図 6 意味⑤「トカ」 

 

 

「トカ」で示される顕著例 

話題の中で想起されるカテゴリー 

「トカ」で存在が暗示される 

他の例 
顕著例 

 



第 8 章 トカの多義語分析 

130 

 

8.4 意味間の関連性 

これは課題 2 とも関わる議論であるが、意味①は複数の意味の中で最も基本的なもので、

中立的なコンテクストで最も活性化されやすいことからプロトタイプ的意味だと考えられる。 

意味②は「それ以外にも例が存在することを示す」ことによって、「明示例の印象を弱め

る」という手段‐目的の関係に基づくメトニミーによる意味①からの拡張である。 

意味③は、まず意味①との間に、「話題に該当しうる事物を明示し、それ以外にも例が存

在することを示す」というスキーマが抽出でき、一部類似性が認められることから、まずメ

タファーによる意味①からの拡張だといえる。さらに、「それ以外にも例が存在することを

示す」という手段によって、「明示した事柄が定かではないことを表す」という目的を果た

していることから、手段と目的の関係に基づくメトニミーによる拡張だといえる。 

また、意味④のスキーマ及び、意味④－1、意味④－2、意味④－3、意味④－4、意味④－5

は、評価を表す用法である。このうち、意味④のスキーマは意味①との間に「話題に該当し

うる事物を明示し、それ以外にも例が存在することを示す」というスキーマが抽出でき、一

部類似性が認められることから、まずメタファーによる意味①からの拡張だといえる。さら

にそこから、「それ以外にも例が存在することを示す」ことによって、「典型例との比較か

ら明示した事物の評価を表す」という手段‐目的の関係に基づくメトニミーによっても拡張

している。、意味④－1、意味④－2、意味④－3、意味④－4、意味④－5 はそれぞれこの意

味④のスキーマに対し、明示例の種類という部分に関する制約が強まったことに基づくシネ

クドキーによる意味④のスキーマからの拡張である。 

最後に意味⑤は、意味①との間に「話題に該当しうる事物を明示し、それ以外にも例が存

在することを示す」というスキーマが抽出でき、一部類似性は認められることから、まずメ

タファーによる意味①からの拡張だといえる。さらにそこから、「それ以外にも例が存在す

ることを示す」ことによって「明示した事物の特徴を際立たせる」という手段‐目的関係に

基づくメトニミーによっても拡張している。 

以上の考察から、「とか」の多義構造は以下のようになる。 
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 カテゴリーのタイプ 

典型例を中心例とするカテゴリー 顕著例（理想例）を中心例 

とするカテゴリー 

明

示

例

の

タ

イ

プ 

中

心

例 

  

周

辺

例 

  

    メトニミー      シネクドキー     メタファー＋メトニミー 

図 7 「トカ」の多義構造 

 

 

8.5 第 8 章のまとめ 

各意味の記述を以下にまとめる。 

意味①：話題に該当する事物を、典型例を中心とするカテゴリーの典型例として明示し、

それ以外にも例が存在することを示す 

意味②：話者の経験や考えをもとに明示した１つの事物が典型例となるような典型例を中

心とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以外にも例が存在するように示すことで、明

示した事物の印象を弱める 

意味③：見聞きしたことをもとに明示した聞き手にとって新情報となるある事柄が典型例

となるような典型例を中心とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以外にも典型例に近

い例が存在するように可能性を示すことで、明示した事柄が見聞きした情報で定かではない

ことを表す 

意味④（スキーマ）：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、

ある事物を明示し、話者の経験から想定しやすい典型例が存在することを示すことで、並列

的に設定された典型例との比較から明示した事物がありえないことであることを表す 

意味④－1：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、主題とな

る実現しにくいある事物を明示し、話者の経験から実現が想定しやすい典型例が存在するこ

とを示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示したありえない事物が実現し

たことへの驚き表す 

意味④－2：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、実現しに

意味① 

意味② 意味③ 

意味⑤ 

④－2 

意味④（スキーマ） 

④－1 ④－3 ④－4 ④－5 
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くいある事物を明示し、話者の経験から実現が想定しやすい典型例が存在することを示すこ

とで、並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の実現がありえないことである

ことを表す 

意味④－3：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、話者にと

って関わりの少ないある事物を明示し、話者の経験から想定しやすい典型例が存在すること

を示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の存在や実現が話者に

とってありえないことであることを表す 

意味④－4：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、望ましく

ないことから想定していなかったある事物を明示し、話者の経験から想定しやすい典型例が

存在することを示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示したありえない事

物に対する驚き表す 

意味④－5：典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、本来望ましいものである事物

を明示し、話題となる状況でより望ましいと考えられる典型例が存在することを示すことで、

並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の価値を下げ、話者にとってありえな

いことであることを表す 

意味⑤：話題となる特徴をもつものの顕著例を中心とするカテゴリーの顕著例として聞き

手にとって新情報となるある 1 つの事物を主題として明示し、同時に実現されうるそれ以外

の例が存在するように示すことで、明示した事物の特徴を際立たせる 

  

以上の分析により、意味①の例示の機能は拡張した他の用法にも維持されており、明示例

と暗示例とそれらが形成するカテゴリーの種類という 3 つの観点から立てた分類基準により、

先行研究で挙げられていた例、および収集した実例の全ての分類が可能となった。また、用

法間の関連性についても、意味①を中心としてそれぞれの意味に拡張していることが明らか

になった。また、意味④に関しては、天野(2001)のいうように、プラスマイナスの評価の際

立ったものが集合として想定されるのではなく、いずれも話者が経験から想定する典型例が

想定されているのだということが明らかになった。プラスやマイナスの評価性が生じる原因

としては、想定された典型例に対し、明示例が困難なものであったり、適切でないものであ

ったりするためであり、文脈により変化するものであることを説明した。さらに、これまで

先行研究では分析されていなかった意味⑤の用法については、カテゴリーの顕著例のもつ特

徴を際立たせる用法であることが明らかになった。 

 



第 9 章 類義語分析 文体差 

133 

 

第 9 章 類義語分析 

 

9.1 はじめに 

本章は、前章までに分析した各分析対象語の意味のうち、類義関係にあると考えられるも

の同士を比較し類義語分析を行うことを目的とする。 

それに先立ち、まず意味の違い以外で 4 語の容認度に影響を与えると考えられる「文体差」

「統語的制約の差」について 9.2、9.3 で確認する。その後、4 語のもつ意味を「それ以外に

も例が存在することを示す」用法、「明示した事物の印象を弱める」用法、「特徴を際立た

せる」用法、「評価を際立たせる」用法の 4 つに分け、9.4～9.7 でそれぞれ類義語分析を行

う。最後に 9.8 でまとめを行う。 

 

 

9.2 文体差 

9.2.1 分析対象語の文体差に関する先行研究 

分析対象語の文体差に関する先行研究を見てみる。 

まず、大曽(1996)は「ナンカ」に関して、「統語的特徴、表現機能ともほとんど『など』

と同じで、『など』のくだけた会話に現れる形と言える」と説明している。 

日本語記述文法研究会(2009b)においても、「など」は比較的かたい文体で用いられるのに

対し、「なんか」はくだけた文体で用いられるとされている。 

中西(2012)は、「ナド」「ナンカ」「ナンテ」は置き換え可能なことがあるとしつつも、

用いられる文体に違いがあることを指摘し、「ナド」は(1)のような書きことばなど堅い文体

で好まれると述べている。 

 

 政府税制調査会は、中高所得の年金受給者への課税強化や住宅ローン減税の規模の

縮小｛など／？なんか／？なんて｝を税制改正答申に盛り込んだ。（中西 2012:215）

  

これに対して、「ナンカ」「ナンテ」は(2)のような話しことばなどくだけた文体で好まれ

ると述べ、次のような例では「ナド」の容認度が下がるとしている。 

 

 お兄ちゃん｛？など／なんか／なんて｝大嫌い！       （中西 2012:215） 

 

前章までの多義語分析によって、「ナド」「ナンカ」「ナンテ」にはそれぞれ複数の意味

が確認されたが、この中西(2012)の挙げている例は、(1)が「ナド」の意味①「それ以外にも

例が存在することを示す」用法であるのに対し、(2)は、「ナド」の意味④「評価を際立たせ
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る」用法と、「ナド」「ナンカ」「ナンテ」の意味が異なっている。ここに文体差が感じら

れるということは、語だけでなく、意味によっても文体差がある可能性が考えられる。しか

し、前述の先行研究では、これらの意味の違いによる文体差に関しては特に言及されていな

い。沼田(2000)は、このような意味の違いについて、次のように述べている。 

 

疑似的例示や否定的特立のとりたて詞としては、「など」より「なんか」「なんて」「な

（ん）ぞ」の方がより実際の用例には現れやすいかもしれない。また、文脈なしに用例

を見た場合は、「など」より「なんか」などの方がとりたて詞としての解釈がしやすい。

「なんか」などは「など」より口語的な語形と考えられるが、このことは、疑似的例示

にしろ否定的特立にしろ、とりたて詞としての「など」や「なんか」が口語表現で発達

したものであることを窺わせる。「など」「なんか」「なんて」「な（ん）ぞ」には、

文中での分布、文体的特徴など異なる点もある(p.194) 

 

以上の記述において、沼田(2000)は、疑似的例示つまり本論文の「明示した事物の印象を

弱める用法（「ナド」「ナンカ」の意味②と「ナンテ」の意味⑤）」や否定的特立つまり「評

価を際立たせる用法（それぞれの意味④に当たるもの）」といったとりたて助詞の意味が口

語表現で発達した可能性を指摘している。この指摘は語ごとだけでなく、各語の意味ごとに

も文体差がある可能性を示唆していることになる。 

また、「ナンテ」と「トカ」の特定の意味用法に限定し、その文体差について言及してい

る先行研究に日本語記述文法研究会(2009b)がある。日本語記述文法研究会(2009b)では、「ナ

ンテ」と「トカ」のぼかしの意味（ナンテの意味⑤とトカの意味②③）に対し、「なんて」

はくだけた文体で用いられ、(3)のような「とか」は、おもに話しことばで用いられるとして

いる。 

 

 田中さんは、ドライブとか好き？（並列に関わるもの） 

 （日本語記述文法研究会 2009b:154） 

 

9.2.2 先行研究のまとめと検討 

ここまでに挙げた先行研究で用いられていた表現をまとめる。 

・「ナド」は「比較的かたい文体」「書きことばなど堅い文体」特に意味②④は「口語表

現」 

・「ナンカ」は「くだけた会話」「くだけた文体」「話しことばなどくだけた文体」「口

語的な語形」特に意味②④は「口語表現」 

・「ナンテ」は「話しことばなどくだけた文体」「口語的な語形」特に意味④は「口語表

現」意味⑤は「口語表現」「くだけた文体」 

・「トカ」は特に意味②③が「話しことば」 
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ここで、「書きことば」「話しことば」のような表現について考えてみる。「書きことば」

という表現は「ナド」によく用いられ、それ以外の語には「話しことば」や「口語」といっ

た表現が用いられていることが分かる。しかし、以下の例(4)では「ナド」が話しことばにお

いて、(5)では「ナンカ」が書きことばにおいてそれぞれ使用されている。 

 

 えー私は今日はえ今まで行った旅行私は旅行が凄く好きなんですけれどもえーそこ

でえー特に見た印象深いものなどや後自分の住んでいた場所についてもやはりそこ

で起きた印象深い出来事などについてお話ししていきたいと思います 

  （日本語話し言葉コーパス CSJ 講演 ID:S00F0197 25-29 歳女性 独話・模擬） 

 大抵の人はお客さんや取引先に頭を下げて働いているのに、お金を貰いつつ感謝され

るのだからこんなに良い仕事はない。それにホームヘルパーなんかを頼む人は一人

暮らしの人が多いから、彼等は決められた日時に私が行くのを心待ちにしてくれてい

て、頼りにしてくれている。 （ひのもと由利子『やっぱりノープロブレムへの旅』） 

 

このことから、これらの語は「書きことば」「話しことば」という尺度だけでは区切れな

いことが分かる。しかし、同じ「書きことば」であっても、中西(2012)で挙げられていた「ナ

ンカ」の許容度が低い(1)と、上記の「ナンカ」が許容される(5)では、何らかの「差」が見ら

れる。 

 

9.2.3 文体差に関する先行研究と本節での課題 

そこで、「書きことば」「堅い文体」、「話しことば」「くだけた文体」というのはどう

いったものなのか、先行研究においてこれらの差に関して言及している記述を確認する。 

國廣(1982)は文体的特徴を「語体的特徴」と「（狭義の）文体的特徴」とに分け、説明し

ている。「語体的特徴」の「語体」は、「文語体」「口語体」から取られたものであるとし、

口語の例として「アシタ、アス」、文語の例として「ミョウニチ」を挙げている。また（狭

義の）文体差としては、時間的な「廃語・古語・新語」の別、地理的な各地の方言臭、使用

者の特徴に基づく年齢差・性別・職業別、使用場面に基づく「堅苦しい・くだけた」や「学

識語」、社会的機能に基づく「丁寧語・敬語・悪態語」などの別が考えられるとしている。 

また、宮内(2012)は、「フォーマルな／フォーマルでない」という概念の説明の中で、「話

しことば」と「くだけた」といった表現が異なる特徴を指すことを指摘している。宮内は「フ

ォーマルな」は、「改まった」と言い換えることのできるものであり、「フォーマルでない」

といった場合は「くだけた」特徴を指すとしている。さらに、話し言葉であっても、改まっ

たものとくだけたものがあり、書き言葉も同様であるとし、「フォーマルさ」と「話し言葉

的・書き言葉的」という概念は、異なる尺度であると述べている。 

以上見たように、國廣(1982)と宮内(2012)では、共通して、語体差や話しことば・書きこと

ばといった特徴と（狭義の）文体差やフォーマルさといった特徴が異なるものであることが
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指摘されている。 

本研究では、主に書きことばコーパスを用いて用例を収集していることもあり、語体差に

ついては、これ以上の言及はしないこととする。ただし、同じ「ナンカ」を用いても(2)と(5)

の文体差が異なっているように、（狭義の）文体差のみを見ても、本研究で考察対象として

いる語は、単純に改まったものと、くだけたものとに二分することは難しい。つまり、「ナ

ド」「ナンカ」「ナンテ」「トカ」はそれぞれの語単位ではなく、それぞれの意味別に（狭

義の）文体差を見ていく必要があると考えられる。 

 

9.2.4 文体差調査 

まず、これまでの分析で用いてきた BCCWJ の用例に対する（狭義の）文体差の確認の方

法として、宮内(2012)を挙げる。 

宮内(2012)は、本論文でも例文の収集に用いている BCCWJ でサンプルとされているメディ

ア／ジャンルの文体差を比較し、書籍 2〈文学〉、書籍 1〈文学以外20〉、新聞、白書の順に、

よりフォーマルな特徴が見られるとしている。そこで、この宮内(2012)に基づき、「ナド」

「ナンカ」「ナンテ」「トカ」の出現頻度を調べた。結果を表 1 に示す。21 

 

表 1 メディア／ジャンル別出現頻度（件）（括弧内は非コアデータの出現頻度） 

 白書 新聞 書籍 1 書籍 2 

ナド 613  1358 363 24 

ナンカ 0 (0) 1 16 10 

ナンテ 0 (3) 17 27 10 

トカ 0 (28) 21 79 24 

 

表 1 から分かるように、最もフォーマルな特徴が見られるとされる白書においては、「ナ

ド」は 613 件あるのに対し、「ナンカ」「ナンテ」「トカ」は 1 件もない。このことから、

改まった文体では「ナド」がこの 4 語の中で最も用いられやすいといえる。また、新聞、書

籍 1 と見ていくと、出現頻度に大きな差はあるものの「ナド」に続くのは、「トカ」「ナン

テ」の順であることが見てとれる。さらに、書籍 2〈文学〉まで来ると、4 語の出現頻度の差

はかなり少なくなる。 

                                                        
20 文学以外とは、0 総記、1 哲学、2 歴史、3 社会科学、4 自然科学、5 技術・工学、6 産業、7

芸術・美術、8 言語、分類なしの 10 項目である。 
21 検索対象語数は、白書が 228,172 語、新聞が 360,526 語、書籍 1 が 183,410 語、書籍 2 が 50,990

語（すべてコアのみ）とサンプルのメディア／ジャンルによって差が見られるため、メディア／

ジャンル間の検索件数の多少につては問題としない。また、白書の「ナンカ」「ナンテ」「トカ」

については検索件数が 0 件であったため、参考までに括弧内に非コアの検索件数を挙げた。これ

は表 2 についても同様である。なお、コアデータに含まれるサンプル（コアサンプル）は、それ

以外（非コアサンプル）に比べて形態論情報の解析精度が高い。 
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続いて、意味別でも出現頻度に差が見られるのか、以下の表 2 で確認する。なお、沼田(2000)

が口語表現で発達したと述べている疑似的例示と否定的特立に相当すると考えられる意味に

ついては、灰色で網かけを施した。 

 

表 2 意味別出現頻度 

  白書 新聞 書籍 1 書籍 2 

ナド 意味① 613 件[100%] 1318 件[97%] 264 件[73%] 9 件[38%] 

意味② 0 件[0%] 28 件[2%] 31 件[8%] 0 件[0%] 

意味③ 0 件[0%] 0 件[0%] 7 件[2%] 1 件[4%] 

意味④ 0 件[0%] 12 件[1%] 61 件[17%] 14 件[58%] 

ナンカ 意味① 0 件(0 件[0%]) 0 件[0%] 2 件[13%] 1 件[10%] 

意味② 0 件(0 件[0%]) 0 件[0%] 3 件[19%] 0 件[0%] 

意味③ 0 件(0 件[0%]) 0 件[0%] 1 件[6%] 0 件[0%] 

意味④ 0 件(0 件[0%]) 1 件[100%] 10 件[62%] 9 件[90%] 

ナンテ 意味① 0 件(0 件[3%]) 1 件[6%] 1 件[4%] 0 件[0%] 

意味② 0 件(2 件[67%]) 9 件[53%] 7 件[26%] 4 件[40%] 

意味③ 0 件(0 件[0%]) 0 件[0%] 1 件[4%] 0 件[0%] 

意味④ 0 件(1 件[33%]) 7 件[41%] 16 件[59%] 5 件[50%] 

意味⑤ 0 件(0 件[0%]) 0 件[0%] 2 件[7%] 1 件[10%] 

トカ 意味① 0 件(28 件[100%]) 17 件[81%] 75 件[95%] 21 件[87%] 

意味② 0 件(0 件[0%]) 0 件[0%] 0 件[0%] 3 件[13%] 

意味③ 0 件(0 件[0%]) 3 件[14%] 4 件[5%] 0 件[0%] 

意味④ 0 件(0 件[0%]) 1 件[5%] 0 件[0%] 0 件[0%] 

意味⑤ 0 件(0 件[0%]) 0 件[0%] 0 件[0%] 0 件[0%] 

 

表 2 の結果をみると、ナドは、その全ての意味が用例として収集できたのに対し、ナンカ、

ナンテ、トカは用例数も少なく、トカの意味⑤に関しては 1 件も収集することができなかっ

た。このような結果になった原因を考えてみると、まず、用例の収集に書きことばコーパス

を用いたことで、話しことばの用例が収集できなかったことが考えられる。しかし、宮内

(2012)はこれらのメディア／ジャンルのうち、書籍 2 については会話文が含まれており「話

し言葉的な傾向が強い」としていることから、書きことばか話しことばかという違いはそれ

ほど関係がないと考えられる。そこで、もう一方の尺度である「フォーマルさ」に注目して

みると、校閲の入る書籍では、完全にくだけた文体というものが出にくいのではないかと推

測できる。 

この「フォーマルさ」が低い用例を収集するため、『BTSJ 日本語自然会話コーパス 2018



第 9 章 類義語分析 文体差 

138 

 

年版』のデータの中から、最もくだけた会話であると考えられる「親しい同性の友人同士雑

談」を対象に用例数を調べた。データは 1 本が 20 分程度で、女性同士が 9、男性同士が 10

の合計 19 本であった。話者はいずれも 10 代から 20 代半ばの大学生または大学院生である。

結果を表 3 に示す。 

 

表 3 くだけた会話における意味別出現頻度（件） 

 合計 意味① 意味② 意味③ 意味④ 意味⑤ 

ナド 0 0 0 0 0  

ナンカ 18 2 1 1 14  

ナンテ 12 0 5 1 6 0 

トカ 966 358 190 322 74 22 

 

表 3 を見ると、くだけた文体においては、「ナド」は 1 例もみられず、「トカ」の使用が

多いことが分かる。 

 

9.2.5 調査結果の考察 

表 2 と表 3 から分かる、4 語の文体差をまとめる。 

まず、全体を見てみると、最もフォーマルな特徴が見られるとされる白書において使用さ

れている「ナド」は、全て意味①の意味で用いられている。また、非コアのサンプルではあ

るが、「トカ」についても同様の特徴が見られる。このことから、改まった文体では「それ

以外にも例が存在することを示す」いわゆる「例示」の用法が用いられやすいといえる。 

これを語別に見てみると、改まりが低くい場合の分布に違いがあることがわかる。「ナド」

については、白書から書籍 1〈文学以外〉まででは、意味①での使用頻度が最も多いものの、

書籍 2〈文学〉では、意味④の「その話題としたいマイナスの特徴を際立たせる」用法の使

用が多くなり、くだけた文体では全く用いられない。白書においての出現頻度を比べた限り

では「ナド」と「トカ」は類似した傾向を見せたが、「トカ」は改まった文体からくだけた

文体まで全てのジャンルで意味①が最も多く、「ナド」とは異なる分布を示した。ただし、

改まった文体では意味①以外の出現頻度が極端に少なかったが、くだけた文体においては他

の 3 語に比べても使用頻度が多く、意味①以外のすべての意味においても多くの用例が見ら

れた。 

また、「ナンカ」については、意味④の「その話題としたいマイナスの特徴を際立たせる」

用法での使用が新聞、書籍 1、書籍 2、くだけた会話のいずれにおいても最も多いことが分か

る。「ナンカ」が他の 3 語に比べて改まった文体で用いられにくいのも、改まった文体で用

いられにくい意味④が最も使用されているためだと考えられる。 

最後に「ナンテ」についてだが、「ナンテ」は改まった文体でも、「ナンカ」に比べると
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やや用いられやすく、非コアのサンプルでは白書にも使用が確認できる。意味別に見ると、

「ナンカ」同様、意味④の「評価を際立たせる」用法が最も多い。さらに、沼田(2000)で挙

げられていた疑似的例示とも否定的特立とも異なる用法である意味②の「周辺例が実現する

ことの珍しさを示す」用法での使用が意味④に次いで多いことがわかる。 

 

9.2.6 本節のまとめ 

以上の結果のまとめとして、4 語の各意味の分布を、白書を最も改まった文体、親しい友

達との会話を最もくだけた文体としスケールに表し、本論文における文体差の指標とする。

なお、メディア／ジャンルごとの総用例数に対し用例数の割合が 30％以上であったものを濃

いグレーで、30％未満のものを薄いグレーで示した。数字は用例数である。 

 

  改まった文体                       くだけた文体 

ナ 

ド 

意味① 613 1318 264 9 0 

意味② 0 28 31 0 0 

意味③ 0 0 7 1 0 

意味④ 0 12 61 14 0 

ナ

ン

カ 

 

意味① 0 0 2 1 2 

意味② 0 0 3 0 1 

意味③ 0 0 1 0 1 

意味④ 0 1 10 9 14 

ナ

ン

テ 

意味① 0 1 1 0 0 

意味② 0 9 7 4 2 

意味③ 0 0 1 0 1 

意味④ 0 7 16 5 6 

意味⑤ 0 0 2 1 0 

ト

カ 

意味① 0 17 75 21 37 

意味② 0 0 0 3 20 

意味③ 0 3 4 0 33 

意味④ 0 1 0 0 8 

意味⑤ 0 0 0 0 2 

図 1 ナド、ナンカ、ナンテ、トカの文体差 

 

次節より行う類義語分析では、この結果も参考に各語の類似点や相違点を考察していく。 



第 9 章 類義語分析 統語的制約 

140 

 

9.3 統語的制約 

「ナド、ナンカ、ナンテ、トカ」は統語的制約の差が大きく、統語的制約により置き換え

ができない場合が相当数存在する。そこで、次節より行う類義語分析で、制約のない例を中

心に意味の違いを検討していくため、本節では各語のおおよその統語的制約の差を明確にす

る。なお、語の意味ごとの制約の違いについても一部言及するが、詳しくは、各意味の類義

語分析を行う際に扱うこととする。 

 

9.3.1 格助詞との共起制限に関する先行研究と検討 

まず、格助詞の共起制限に関する記述を確認する。 

山田(1995)は「ナド、ナンカ、ナンテ」の 3 語に関して、格助詞が前接する場合と後接す

る場合に分け、寺村(1991)の分析を再検討する形でそれぞれの制限について検討している。 

「名詞句＋格助詞＋当該形式」、つまり「ナド、ナンカ、ナンテ」に格助詞が前接する場

合については、3 形式とも共通して「ガ、ヨリ」は不可だが、「ニ、ヘ、デ、ト、カラ」は

可能であるとしている。寺村(1991)の判断と異なるものとしては「マデ、ヲ、ノ」の 3 つを

挙げており、マデについては、「9 時までナド／ナンカ／ナンテ、とても待っていられない

よ。／関空までナド／ナンカ／ナンテ、送っていけないわ」といった文の場合は容認度が高

いとしている。また、ヲ格については、対象を表す場合は容認度が低い（??そんな男をナド

／ナンカ／ナンテ知らないよ）が、経過域を表す場合はやや容認度が上がる（？そんな所を

ナド／ナンカ／ナンテ通らなかったよ）としている。さらに、ノについては、準体助詞の場

合のみ前接できるとしている。 

一方「名詞句＋当該形式＋格助詞」、つまり「ナド、ナンカ、ナンテ」に格助詞が後接す

る場合について、「ナンテ」に関しては後接できる格助詞はないとしているが、「ナド、ナ

ンカ」の場合は「マデ」以外の「ニ、ヘ、デ、ト、カラ、ヲ、ノ、ガ、ヨリ」の 9 つが可能

であると述べている。ただし、意味によって差があるとし、以下のような表にまとめている。 

 

表 1            （山田 1995:342） 

 例示・同類 提題的 叙述の和らげ 話者の評価の暗示 

NK＿ × ？ 〇 〇 

N＿K 〇 ？ ？ 〇 

 

これらの条件を見てみると、容認度判定に使われている例はいずれも、各語の意味④の用

法であり、意味別の制約については表にまとめられているもののみで「？」などの記号が何

を意味しているのかの説明がない。また、「トカ」と格助詞との共起制限に関する記述は管

見の限り見当たらなかった。ここでは、類義表現の分析にあたり、統語的制約によって置き

換えができない場合の見当をつけることを目的としているため、格助詞別の共起制限につい
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て詳しくは言及しないが、山田(1995)の表を補足するとともに、「トカ」に関しても検討を

行う。例文を検討した結果をまとめたのが以下の表である。 

 

表 2 意味別に見た格助詞との共起制限 

  意味① 意味② 意味③ 意味④ 意味⑤ 

ナド NK＿ × 〇 △ 〇  

N＿K 〇 〇 × 〇 

ナンカ NK＿ × 〇 △ 〇  

N＿K 〇 〇 × 〇 

ナンテ NK＿ 〇 〇 △ 〇 〇 

N＿K × × × × × 

トカ NK＿ 〇 〇 〇 〇 △ 

N＿K 〇 〇 × 〇 × 

 

山田(1995)では「？」となっていた「提題的」に相当する「ナド、ナンカ、ナンテ」の意

味③と「トカ」の意味⑤については、例文を見てみると、いずれの語も格助詞を後接させる

ことはできない。また、実例が少ないため△としたが、以下の例(1)のように、「ニ、デ」に

ついては前接している例が確認できた。山田が「『ハ』を強めた『～に関して言えば』『他

と比較して～』といった意味合い」と述べていることからも、確認できなかった他の格助詞

についても「ハ」と近い共起関係になることが予測できる。 

 

 食器棚を探してたんだけど（中略）決めるまでにかなり悩んで、ニトリになんか（な

ど／なんか／とか）4 回も行きました。        (https://yaplog.jp/miltia/archive/769) 

 

ただし、この意味に関しては、類義関係にあると考えられる 4 語の意味すべてに同じ傾向

が見られたため、類義語分析では特に問題としない。 

また、先行研究が見当たらなかった「トカ」との共起制限についてだが、先ほど挙げた意

味⑤以外は、どの意味においても前接、後接ともに比較的容認度が高かった。ただ意味③に

関しては、「言う、思う、考える」のような動詞が後接する例が多く、格助詞は共起しない。 

 

9.3.2 語・句・文との共起制限に関する先行研究と検討 

続いて「語・句・文」との共起制限を見ていく。丸山(1996)は「体連語22、句、文（引用）」

                                                        
22 「体連語」や「体副形成子」といった用語は、水谷(1991)の「水谷文法」で用いられたもの

である。丸山は、これを基に、各用語の定義を再検討している。以下に、丸山(1991)で挙げられ

ている各用語の説明をまとめる。 

体連語：体言相当の連語 
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が「ナド、ナンカ、ナンテ、トカ」に前接するかを見ている。まとめると以下のようになる。 

 

表 3 丸山(1996)に基づく語・句・文との共起制限 

 体連語 句 文（引用） 

ナド 〇 〇 〇 

ナンカ 〇 × × 

ナンテ 〇 〇 〇 

トカ 〇 〇 〇 

 

この結果を見ると、「ナド、ナンテ、トカ」の 3 語には制約がないのに対し、「ナンカ」

は、句や文が前接することができない。これは、4 語の置き換えを検討するうえで大きな制

約だといえる。 

ただし、丸山(1996)では〇と×で共起ができるかどうかのみを判断しているため、それぞ

れの語と語・句・文との共起のしやすさに違いがあるのかまでは、この表からは分からない。

そこで、大まかな傾向を見るため、中納言現代日本語書き言葉均衡コーパスを利用し、「語」

に当たる品詞として「名詞、代名詞、準体助詞」の 3 つ、「句・文」に当たる品詞として「連

体詞、動詞、形容詞、助動詞、終助詞」の 5 つについて、各語（書字形出現形「など」AND

品詞の小分類が副助詞）（書字形出現形「なんか」AND 品詞の小分類が副助詞）（書字形出

現形「なんて」AND 品詞の小分類が副助詞）（書字形出現形「と」AND 品詞の大分類が助

詞、書字形出現形「か」AND 品詞の大分類が助詞）との共起数を調べた。 

結果をまとめたのが以下の表である。 

 

表 4 各品詞と 4 語との共起数 

 名詞 代名詞 準体助詞 計 連体詞 動詞 形容詞 助動詞 終助詞 計 

ナド 128,487 

[90.5%] 

544 

[0.38%] 

18 

[0.01%] 

129,049 

[90.9%] 

1 

 

9,892 

[6.96%] 

507 

[0.35%] 

2,366 

[1.66%] 

176 

[0.12%] 

12,942 

[9.1%] 

ナンカ 7,709 

[87.5%] 

786 

[8.92%] 

21 

[0.23%] 

8,516 

[96.7%] 

0 47 

[0.53%] 

68 

[0.77%] 

168 

[1.90%] 

12 

[0.13%] 

295 

[3.3%] 

ナンテ 7,876 

[48.4%] 

163 

[1.00%] 

73 

[0.44%] 

8,112 

[49.8%] 

10 

[0.06%] 

4,436 

[27.3%] 

395 

[2.42%] 

3,075 

[18.9%] 

248 

[1.52%] 

8,164 

[50.2%] 

トカ 26,725 

[49.6%] 

8,836 

[16.4%] 

101 

[0.18%] 

35,662 

[66.3%] 

2 7,009 

[13.0%] 

1750 

[3.25%] 

8,369 

[15.5%] 

1,038 

[1.92%] 

18,166 

[33.7%] 

 

                                                                                                                                                                            

体副形成子：いわゆる副助詞（クライ・スラ・ダケ・ナド・ノミ・バカリ・ホド・マデ・等・

ナドナド・等々・サエ）。体言相当・副詞相当の表現を形成するという機能を重視し、接尾辞の

一種とみなすことで副助詞を辞から詞へ組み込もうとするもの。 
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表 3 では「ナンカ」は句や文とは共起しないとなっていたが、結果を見てみると、「ナン

カ」に動詞や形容詞が前接する例が数例出ている。これは、「捻じれ」「助け」「待ち伏せ」

のような動詞連用形が名詞化したものが前接している例や、「寂しくなんかない」「静かに

なんかしない」のような形容詞の連用形＋ない／するの間に入るような例などが含まれてい

るためである。また、副助詞という制限はかけているものの、「なんか夢みたい」のような

副助詞ではない例も何例か含まれている。これは「ナンテ」の「なんてきれいなんだ」のよ

うな用法にもいえる。コーパスの性質上、500 件を超える例が表示されないため、全ての例

から句・文ではない例、あるいは副助詞ではない例を除外することはできない。しかし、「ナ

ド」「ナンカ」は「語」と共起しやすいのに対し、「ナンテ」はどちらも同程度に共起し、

「トカ」は「ナド」ほどの極端な差はないがやや「語」と共起しやすい傾向が見て取れる。 

そこで上に挙げた丸山(1996)の表に、さらに共起のしやすさ違いが分かるよう、「◎」の

記号を増やし以上の結果を反映させる。 

 

表 5 語・句・文との共起制限 

 語 句 文（引用） 

ナド ◎ 〇 〇 

ナンカ ◎ × × 

ナンテ 〇 〇 〇 

トカ ◎ 〇 〇 

 

共起のしやすさの違いは、置き換えの可否に関わるものではない。しかし、「ナンテ」が

用いられている例には、他の 3 語の例に比べ「句・文」が前接しているものが多いなどの傾

向は、類義語分析において比較する例を選定する際、考慮しておかなければならないことだ

といえる。 

 

9.3.3 その他の統語的制約に関する先行研究と検討 

続いて、語・句・文以外の特徴を見ていく。これらの統語的制約について言及している先

行研究には、益岡・田窪(1989)、寺村(1991)、山田(1995)、丸山(1996)、日本語記述文法研究

会(2009a、2009b)などがあるが、「ナド、ナンカ、ナンテ、トカ」の 4 語全てにおいて、先

行研究に挙げられている項目を全て網羅しているという点から、これらのうち丸山(1996)の

項目を基に検討する。 

丸山(1996)は例文を検討したうえで、各語の特徴を以下のように表にまとめている。 
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表 6           （丸山 1996:135） 

 

まず、表の「体副形成子＋係助詞の機能」は、「係助詞」に「体副形成子（いわゆる副助

詞）」としての機能があるかということを表している項目である。ここに「ナンテ」が該当

しているのは、丸山(1996)において「ナンテ」が「係助詞23」に分類されており、さらに「体

副形成子」の用法があるためである。しかし、「ナド、ナンカ」と派生用法としての「トカ」

はもともと「体副形成子（いわゆる副助詞）」であることから、この項目に該当しない。つ

まり、この項目に関しては、「ナンテ」が「ナド・ナンカ・トカ」とは異なる係助詞に分類

されるという前提がなければ成立しないことから、以下の議論からは除外した。 

その上で、以上の表における容認度判断を見ていくと、非文とまではいえない項目も少な

くない。そこで、丸山(1996)に挙げられている例文を中心に、容認度を再度検討する。丸山

(1996)の判定と異なる判定をしたものには二重下線を付し、実例を挙げた。 

 

【並列】 

 和食とか（＊など/＊なんか/＊なんて）、洋食とか（＊など/＊なんか/＊なんて）、

中華とかあると思いますけど。                     (p.124) 

                                                        
23 丸山(1996)は国立国語研究所(1951)の分類を基に、「ナンテ」を「係助詞」としている。国

立国語研究所(1951)の分類を確認すると、「ナンテ」のうち引用にかかわるもの（「死んだなん

て、いいかげんな嘘をつくのでしょう。」「ピンク・フラワーなんて喫茶店、知らないわよ。」

(p.134)）を格助詞「と」との関連で「格助詞」に分類しており、その他のもの（「歌なんて気が

向いた時じゃなくちゃ歌えやしないわ。」「女にあまったれるなんて、男らしくないわよ。」(p.134)）

を「は」などとの関連から「係助詞」としている。なお、丸山(1996)は国立国語研究所(1951)が「ナ

ンテ」を「係助詞」に分類した要因として、格助詞の前に位置することができないことが大きい

と述べている。 

用法 ナド ナンカ ナンテ トカ 

並列 × × × 〇 

体副形成子としての機能 

（形成された体言相当表現が、格成分・連体成

分・述語として働く） 

〇 〇 × 〇 

その他の副助詞の機能 

（格助詞のあと、「ている」の間、動詞連用形

のあと、など） 

〇 〇 × × 

体副形成子＋係助詞の機能 × × 〇（ナドハ） × 

引用 

 

〇 × 〇（ナドト） 

〇（ナドトイウ） 

〇 

直後の体言の内容を例示 〇 × × 〇 

連用成分として述語に係る 〇 × 〇 〇 
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【体副形成子としての機能】 

 湾岸危機など（なんか/＊なんて/とか）は予想できなかった。      

 夏目漱石など（なんか/＊なんて/とか）の本がある。          

 安い果物なんか（など/＊なんて/とか）だと、甘味が足りないんです。  

 

【副助詞の機能】 

 宝石の買い付けになんか（など/なんて/？とか）いかないよ。       (p.130) 

 私は別に外見にこだわってなんか（など/なんて/*とか）いないの。    (p.130) 

 むなしくなんか（など/なんて/??とか）ないよ。             (p.130) 

 ぺこぺこお辞儀したりなんか（など/なんて/とか）するのもみっともないわよ。(p.131) 

 

「副助詞の機能」に関して、丸山(1996)と判断が異なっていた「ナンテ」と「トカ」の(6)

～(9)の実例を挙げる。 

 

(6)の実例：格助詞が前接する 

 このコは、どうして公園になんて行ったのでしょう？   （新堂冬樹『小説現代』） 

 今回、台風も大型ということで（中略）運休になるのも見越せるのに、遊びにとか、

行かれる方の気持ちが理解できない                 （Yahoo!知恵袋） 

(7)の実例：「ている」の間に入る 

 もちろん支えてくれいる仲間や家族がいるコトは決して忘れてなんていない。 

                              （Yahoo!ブログ） 

(8)の実例：形容詞の連用形に後接する 

 「ケイタイ電話なんて困るわ。あんな重たいもの」「重たくなんてないよ。いった

い何年前の話をしているんだ」              （林真理子『不機嫌な果実』） 

 ちなみに私の今年の運勢は末吉でした。別に悔しくとかないですよ。 

 (https://www.yamanashiken.jp/outdoor/254.html) 

(9)の実例：「たり」が前接する 

  社員の君に課長が尾行をつけたり、自宅の周辺で聞き込みをしたりなんて、それは

行き過ぎだ                        （清水一行『横領計画』） 

 「真弓ちゃんは無事なんですか？声を聞かせてくれたりとかは…」「要求は手紙で

来たので。無事かどうかは―何とも」          （七穂美也子『天上の治癒者』） 

 

【引用】 

 夜道に気をつけろよ、なんて（などと/＊なんか/とか）言われてね。   (p.132) 

 「東京・中野のサトルです」なんて（などという/＊なんか/とかいう）具合に。(p.132) 
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【直後の体言の内容を例示】 

 「初期サインは」「カウンセリングの面談料は」など（＊なんか/なんて/とか）具

体的な質問に対し、                            (p.129) 

 

「直後の体言の内容を例示」に関して、丸山(1996)と判断が異なっていた「ナンテ」に対

しの実例を挙げる。 

 

(19)の実例：直後の体言の内容を例示 

 あなたが遭遇した、テレビ、映画のロケ現場を教えてください。懐かしいドラマか

ら、今放送中のものまで、この女優さんはやっぱり綺麗だった、とか、こんなところ

見ちゃった、なんて裏話があったら、知りたいです。         （Yahoo!知恵袋） 

【連用成分として述語に係る】 

 自殺者がまた出るなんて（など/＊なんか/とか）今の日本はおかしくなっている。 

                            (p.132) 

 

以上の検討の結果を踏まえ、整理すると、以下のようになる。容認度の判定が変わったも

のは下線を付し、用法の項目の（ ）の中には上記の例で確認した形式を記した。 

 

表 7 その他の統語的制約 

 

以上の結果を見ると、「トカ」については、副助詞の機能における制約が一部あるものの

全体的に制約がほとんどないことが明らかになった。副助詞の機能はブログなどに用例が多

く、くだけた文体でみられる用法といえるかもしれないが、一部書籍からも例が見つかった

ことから、やや改まった文体でも用いられる表現もあることがうかがえる。「トカ」に続き

「ナド」も統語的な制約が少ない。また、「ナド」の口語体といわれることの多い「ナンカ」

用法 ナド ナンカ ナンテ トカ 

並列（A とか B とか C とか） × × × 〇 

体副形成子としての機能（格助詞や係助詞・格

助詞「の」・助動詞「だ」が後接） 

〇 〇 × 〇 

副助詞の機能（格助詞が前接、「ている」の間、

動詞・形容詞の連用形のあと、「たり」が前接） 

〇 〇 〇 △ 

引用 

 

〇 × 〇（ナドト） 

〇（ナドトイウ） 

〇 

直後の体言の内容を例示 〇 × 〇 〇 

連用成分として述語に係る 〇 × 〇 〇 



第 9 章 類義語分析 統語的制約 

147 

 

だが、表 5 でも確認した句・文が前接できないという制約もあり、「ナド」に比べ制約が多

い。この制約に加え「直後の体言の内容を例示」、つまり、「例示された例を成員とするカ

テゴリーを示す名詞」が後接できないという制約も他の 3 語には見られないものであり、4

語の置き換えを検討するうえで重要な制約だといえる。また「ナンテ」は、表 2 で確認した

格助詞との共起制限と合わせて見ても、助詞や助動詞の後接に関する制限が強いといえる。 

ただし、この結果は、語ごとの制約を示したものであるため、意味別に見てみると、制約

の上では可能な形式であっても、そのような形式にならないものも多い。例えば「並列」の

形式には「トカ」が該当しているが、「トカ」の意味すべてが「並列」の形式をとるわけで

はなく、特に意味①の「それ以外にも例が存在することを示す」用法の場合に多く見られる

といった差がある。これら意味ごとの制約については、次節からの類義語分析の中で適宜紹

介していくものとする。 

 

9.3.4 本節のまとめ 

以上の結果から、「ナド、ナンカ、ナンテ、トカ」は、語ごと、意味ごとに制約が異なっ

ていることが分かる。ここまでに見た語ごとの特徴を以下にまとめる。 

 

「ナド」：格助詞、語句文、その他の共起制限が比較的少ない。ただし、制約はないものの、

前接する要素は語であることが多い。 

「ナンカ」：句文（引用）が前接できない、「例示された例を成員とするカテゴリーを示す

名詞」が後接できないという特徴は他の 3 語にはない「ナンカ」のみの特徴だといえる。 

「ナンテ」：格助詞、係助詞、助動詞「だ」が後接できないという特徴、さらに、前接する

要素が語と句文ほぼ同程度であるという特徴は他の 3 語にはない「ナンテ」のみの特徴

だといえる。他の 3 語、特に「ナンカ」「ナド」は語が前接する例がほとんどであるた

め、これらと比べれば「ナンテ」は句文が前接しやすいといえるだろう。 

「トカ」：格助詞、語句文、その他の共起制限、いずれも最も少なく、多様な条件で用いる

ことができる。「A トカ B トカ」のように並列の形式は「トカ」にしかない。 

 

この結果を見ると、特に「ナンカ」と「ナンテ」の制約に差が大きく、すべての語が共通

して置き換えられる形式というのは、この 2 語の制約がない場合に限られることが分かる。 

次節からの類義語分析では、はじめに分析対象となる意味の統語的な制約を確認したうえ

で、意味的に置き換えが可能なもの、不可能なものを 2 語ずつ検討していく。なお、統語的

な制約があるものをすべて排除してしまうと、用例数も少なく、使用場面に偏りが出てしま

う可能性もあるため、例えば、「ナンテ」には助詞が後接できないが、省略できる助詞に関

しては「ナンテ」と置き換える場合のみ助詞を省略するなど、文全体の意味が変わらない範

囲で形式の操作を行うこととする。  



第 9 章 「それ以外にも例が存在することを示す」用法の類義語分析 

148 

 

9.4 「それ以外にも例が存在することを示す」用法の類義語分析 

9.4.1 はじめに 

本節は、「ナド、ナンカ、ナンテ、トカ」の「それ以外にも例が存在することを示す」用

法、つまり、それぞれの意味①を考察対象とし、これらの語の類似点・相違点を考察する。 

まず、前章までの多義語分析によって得られた、本節での考察対象となる各語の意味①の

意味記述と例文を再掲する。 

 

ナド意味①：明示したある事物を典型例とするカテゴリーを想起させ、それ以外にも例が

存在することを示す 

 どんなに高価な材料でも、古くなってしまっては風味が台無し。粉やバター、卵な

どの基本的な材料は新鮮なものを使いましょう。とくに卵は古いものを使うと泡立

ちも悪く、ケーキが膨らまないこともあります。                

                （村井りんご『簡単手作りクッキー&ケーキ』） 

 祥伝社（東京）がこのほど出版した「私、美人化計画」（定価 2980 円）には、自分

の顔写真をパソコンに取り込み、顔立ちを自由に変えられる CD‐ROM が付いてい

る。（中略）デジタルカメラなどで撮影した自分の顔写真に、日本髪や金髪などを

合わせ、眼鏡をかけさせることも可能だ。     （2003/10/17『読売新聞』朝刊） 

 

ナンカ意味①：聞き手にとって新情報となる明示したある事物が典型例となるようなカテ

ゴリーを想起させ、それ以外にも例が存在することを示す 

 赤い水玉模様のハンカチに包まれた小さな四角い箱を掲げてみせると、亜美は照れく

さそうに肩をすくめた。「どうってことのない、普通のお弁当よ。ウインナーの焼い

たのとか、卵焼きなんかが入ってるの」  （小池真理子『夜ごとの闇の奥底で』） 

 うちの両親は、仕事が遅くなって夕飯を食べそこねたときなどに、そろってよく浅草

までおすしを食べに行っていたらしい。（中略）子どもたちだけを平気で家において、

しょっちゅうね。でも日曜日だけは一緒に連れていってくれました。昼間ディズニー

の映画なんかを見て、夕飯は浅草か上野で食べる。それがとんかつだったってわけ

です。                                          （山本益博『食べる』） 

 

ナンテ意味①：話者が想定する典型例を中心とするカテゴリーの典型例として、聞き手に

とって新情報となるある事物を明示し、それ以外にも例が存在することを示す 

 新宿区のとあるカプセルホテルへ宿泊したのですが、夜間は客引きが所狭しとならん

でおりまして、「遊びませんか？」とか「可愛い娘いますよ」なんて声が飛び交っ

ていたのを今でも覚えています。 

 (https://mobile-g.hatenablog.com/entry/2018/05/12/013506) 

 ホノルル市内観光ライン Yellow line これでお買い物ざんまい。主要なホテル、ショ
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ッピングスポットは網羅されているから、お買い物メインのコに。いっぱいお買い物

して荷物を置きにホテルに戻りたいなんてときにも便利です。  （『JJ Hawaii book』） 

                               

トカ意味①：話題に該当する事物を、典型例を中心とするカテゴリーの典型例として明示

し、それ以外にも例が存在することを示す 

 大型のレストランを買い取って、これを当ててチェーン店にして、それからこれらに

サリサリ・ストアというものを付けて、日用雑貨とか食料品も売るようにした。こ

れがまた当たって、バラワン・デパートになったんだ。 

                                        （島田荘司『ネジ式ザゼツキー』） 

 「エスカレーターであがってくる客の頭数を見て、とっさに見当つけるんですよ…ひ

とつおきに椅子にかけさせなきゃ捌けないとか、この人数ならふたつおきで、十分

だとか。けっこう頭を使う仕事なんです…（中略）」ムーヴィング・チェアは、い

わばリフトの椅子のようなものだ。それ自体はネックレスの真珠みたいに、途切れる

ことなく動いている。（中略）満員ではかえって興趣をそぐので、適当に間引きして

客を乗せるのだ。                （辻真先『迷犬ルパンの大活劇』） 

 

なお、意味記述にも反映させてあるが、第 4 章で検討した例示の機能の分類基準に照らし

合わせた結果をまとめると以下のとおりである。 

 

表 1 それ以外にも例が存在することを示す用法の助詞の機能の分類 

 ①複数例 ②旧情報 ③主題 ④暗示例 ⑤同時 ⑥並列 

ナド① 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

ナンカ① 〇 × 〇 〇 〇 〇 

ナンテ① 〇 × 〇 〇 〇 〇 

トカ① 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

 

ここから、ナド意味①とトカ意味①は制約がなく、ナンカ意味①とナンテ意味①は聞き手

にとって新情報となる明示例しか示せないという同じ傾向を示していることが分かる。 

 

続いて、第 9 章 2 節、3 節で検討した、文体差と統語的制約のうち、この用法に当てはま

る記述を確認する。 

 

9.4.1.1 文体差 

まず、文体差のスケールから、各語の意味①に該当するものだけを抜き出したものが以下

の図である。 
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 改まった文体                   くだけた文体 

ナド① 613 1318 264 9 0 

ナンカ① 0 0 2 1 2 

ナンテ① 0 1 1 0 0 

トカ① 0 17 75 21 37 

図 1 「それ以外にも例が存在することを示す」用法の文体差 

 

ここからわかるように、「ナド」と「トカ」の意味①に関しては、比較的広範囲で多用さ

れているようであるが、特に「ナド」は改まった文体での使用が多いのに対し「トカ」はく

だけた文体での使用が多い。「ナンカ」と特に「ナンテ」は意味①での使用例が少なく、「ナ

ンカ」はくだけた文体で、「ナンテ」は中間的な文体での使用が見られた。 

 

9.4.1.2 統語的制約 

続いて、統語的制約の表から、各語の意味①に該当するものを抜き出し、助詞・助動詞類

と句・文類の結果をまとめ、近い形式のものは隣同士に並べたものが以下の表である。 

 

 表 2「それ以外にも例が存在することを示す」用法の統語的制約 

 

丸山(1996)の挙げていた項目のうち、副助詞としての機能の中の「『ている』の間に入る

か」「動詞・形容詞の連用形に後接するか」という項目に関しては、この用法での使用例は

見当たらなかったため除いた。なお、「＿N」とは「直後の体言の内容を例示」の機能に当

たるものである。また、丸山(1996)の項目にはないが、実例を見ると、「ナド」と「トカ」

のこの用法には以下の(9)ように文末に置かれるものもあることから、「＿。」の項目を、さ

らに、「ナド」に関しては(10)のように繰り返しの形も見られたことから「＿ ＿」の項目を

加えた。 

 

 血行を促し新陳代謝を高めるリラクゼーション効果があるエッセンシャルオイルを

ピックアップしてみましょう。（中略）ぐっすり眠りたいときには、ローマンカモミ

ール、ネロリ、ラベンダーなど（とか）。これらが、よく知られている代表的な香

りです。             （『ロングル・アージュのネイルアート&ネイルケア』） 

 N 格＿ N＿格/係/の/だ N＿ ＿N 句/文/引用＿ 連用成分 並列 たり＿ ＿。 ＿ ＿ 

ナド① × 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 

ナンカ① × 〇 〇 × × × × 〇 × × 

ナンテ① 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × 

トカ① 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 
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 暇を見つけては、篤は東京の町をまた歩き回った。大通りのよく整備された道、街

路樹、歩道、西洋風建築の家、土蔵造りの商家、軍隊施設、各種の学校、各所の河岸

市場などなど、篤にはすべて興味深いものであった。 

                  （松定ちよし『桃の木のトリック』） 

 

表を見ると分かるように、4 語が共通して置き換えられるのは、直前に名詞か「たり」が

来る場合で、かつ後方に助詞や助動詞の「だ」、名詞が来ない場合のみだといえる。ただし、

後方の助詞が省略できる場合、および後方の名詞の前に「の」が挿入できる場合、「ナンテ」

と「ナンカ」の制約がなくなるため 4 語が置き換えられるようになる。 

 

本節では、2 語ずつを比較しながら各語の意味の違いを見ていくため、2 語間の文体差、お

よび置き換えができる場合については各項でさらに詳しく検討することとする。 

 

9.4.2 先行研究とその検討 

「ナド、ナンカ、ナンテ、トカ」の「それ以外にも例が存在することを示す」用法に関す

る先行研究の記述を確認する。 

「ナンテ」に関する記述に、山田(1995) と大曽(1996)がある。山田(1995)では「複数の名

詞に後接しても、例示・同類を表す用法とは解釈されない(p.339)」と述べられており、大曽

(1996)でも以下の例(11)を挙げ、このような用法はないことが指摘されている。 

 

 あの店は日用品や週刊誌｛など／なんか／*なんて｝売っている。 （大曽 1996:88） 

 

しかし、お店に並ぶ商品を説明するという、(11)と同様の文脈だと考えられる以下の例(12)

では、「ナンテ」が使用されている。 

 

 映画館で『チャーリーとチョコレート工場』にちなんでチョコレートポップコーン

やチョコレートドリンクなんて売っていたけど、ワタシはあのウォンカさんのチョ

コレートが食べたかった。  (https://movie.walkerplus.com/mv34484/review/5.html) 

 

確かに、「ナド、ナンカ」に比べると、純粋に例を挙げているだけではなく、かつ挙がっ

ている例にも制約がありそうだが、本節では(12)のような例があることから、「ナンテ」に

も「それ以外にも例が存在することを示す」用法が存在するとみなし、その他の語との違い

を検討していきたい。 

また、丸山(1996)は以下の例(13a)を挙げ、「ナンテ」と「ナド、ナンカ」との違いとして、
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「句を受けて情況語24になる場合も、『など』とは違って、後ろの部分の例示をしているの

ではなく、後ろの部分が『なんて』の前の部分の説明、若しくは前の部分から導かれた結論

のようなものになっている(p.132)」と説明している。「ナンテ」と「ナド」の違いに焦点を

当てると、この「後ろの部分の例示をしているのではない」という説明は、「それ以外にも

例が存在することを示す」用法にはならないと言い換えることができる。つまり、(13b)のよ

うに「ナド」の場合は意味①の「それ以外にも例が存在することを示す」用法になるが、「ナ

ンテ」の場合は(13c)のように意味④の「評価を際立たせる」用法の解釈になってしまい、意

味①の解釈にはならないということである。 

しかし(13a)の「ナド」が必ず意味①になるかといえば、(13d)のように意味④の「低評価を

際立たせる用法」のような解釈も可能だといえる。これについては 9.4.3.2 で検討する。また、

確かに(13a)のような場合、意味①の「それ以外にも例が存在することを示す」用法とは解釈

できないが、(13d)の「悲しいニュース」ように「ナンテ」の後ろに例で示されたカテゴリー

を説明するような名詞がくる場合「ナンテ」は意味①として解釈することが可能になる。 

 

 a 自殺者がまた出るなんて今の日本はおかしくなっている。   （丸山 1996:132） 

b（通り魔が出たり、）自殺者がまた出るなど、今の日本はおかしくなっている。 

c 自殺者がまた出るなんて（信じられない、）今の日本はおかしくなっている。 

d 自殺者がまた出るなど（信じられない、）今の日本はおかしくなっている。 

e 通り魔が出た、自殺者が出たなんて悲しいニュースが相次いでおり、今の日本は 

 おかしくなっている。                     

 

以上のように、「ナド」と「ナンテ」が置き換えられるような例において「ナンテ」が意

味①として解釈されるためには、前後の語・句・文の関係も重要だと考えられる。これにつ

いては、「ナド」と「ナンテ」の比較をする際、さらに分析を深めたい。 

 

9.4.3 分析 

本項では、「ナド、ナンカ」「ナド、ナンテ」「ナド、トカ」「ナンカ、トカ」「ナンテ、

トカ」の 5 つ25のぺアに対し、それぞれの意味の違いを見ていく。 

 

9.4.3.1 「ナド」と「ナンカ」の類義語分析 

まず、「ナド」と「ナンカ」について検討する。 

図 1 にも示したが、「ナド」と「ナンカ」の文体差について、例文を見ながら再度確認す

る。 

                                                        
24 丸山(1991)では、情況語を副詞的連用修飾成分のことだとしている。 
25 「ナンテ、ナンカ」の組に関しては、統語的制約が大きく、置き換えられる例が極端に少な

い事から、分析のペアから除外した。 
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 だって、うちの兄貴だってー、大学時代はプヨプヨしてたけどー、社会人になって

ー、なんか、肉体労働系なのよ。でさー、はしり、働き始めたら、一気になんか、が、

ゴツゴツになってきてー、すげーんだ。おれが、普通になんか、こう、なに、う、つ、

スマートにこうスポーツなんか（＊など）やってる、とさー、全然体かなわないわ

けね。      （BTSJ 親しい同性友人同士雑談（男男）JM012－575,577,578） 

 保安林の公益的機能の発揮に対する要請に対応するため、過密化し、土砂の流出、

崩壊や流木を発生させるおそれがある水土保全機能が著しく低下した保安林等につ

いては、国土の保全や水源のかん養等が持続的に図られるよう複層林の誘導・造成な

ど（＊なんかの）治山事業による森林整備を実施する。 

                （林野庁『平成 14 年度 森林・林業白書』） 

 

以上の例から、「ナド」は友人同士の会話のようなくだけた文体では容認度が落ち、「ナ

ンカ」は白書のような改まった文体では容認度が落ちるということが確認できる。 

 

続いて「ナド」と「ナンカ」の統語的制約を比べると、「ナンカ」の方が制約が強く、「ナ

ンカ」が使用できる文では全て「ナド」の使用が可能だといえる。一方「ナド」が使用でき

る文のうち、①名詞が後接する場合、②句や文や引用が前接する場合、③連用成分として述

語に係る場合26、④文末に使われる場合、⑤2 度繰り返して使われる場合の 5 つの条件におい

ては「ナンカ」が使用できない。ただし、①のうち「ナンカの N」のように「の」が介在さ

せられる場合は使用が可能となる。 

 

ではこれらの条件に当てはまらない例から、両者の意味の違いを見てみる。 

 

 どんなに高価な材料でも、古くなってしまっては風味が台無し。粉やバター、卵な

ど（なんか）の基本的な材料は新鮮なものを使いましょう。とくに卵は古いものを

使うと泡立ちも悪く、ケーキが膨らまないこともあります。     （＝(1)再掲） 

 人生は、偶然や必然や突然なんか（など）のつづら織りなのだから、それを一言で

答えるのはほんとうに難しい。       （増田喜昭他『子どものスイッチ』） 

 

(16) を見ると、「ナド」の場合、「粉」「バター」「卵」を一つずつ個別のものとして取

り上げ、さらに暗示例もそれぞれ独立して存在しているように捉えられるのに対し、「ナン

カ」を使った場合は、これらの明示例を一群として取り上げ、そこにさらに他のもの、つま

                                                        
26 条件③の「連用成分として述語に係る場合」とは、「自殺者がまた出るなんて今の日本はお

かしくなっている(丸山 1996:132)」のような例を指すが、この場合、連用成分となって述語に係

るかどうかというよりも、分析対象語の直前が「文」になっているため「ナンカ」を使用するこ

とができない。つまり「ナンカ」が使えない条件の③は②の「句や文や引用が前接する場合」に

含めることも可能である。 
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り暗示例が入る余地があるというように捉えられる。 

また、(17)のように明示例として抽象的なものを挙げる際に「ナンカ」を用いた場合、よ

り明示例の個々の際立ちは低くなる。    

 

このような「一群」として、「個別のもの」としてといった捉え方の違いについて、山梨

(1995、2000)は「統合的スキーマ」と「離散的スキーマ」という概念を用いて説明している。

山梨(1995)は「統合的スキーマ」について「われわれの認知のフォーカスが統合的に＜集合

それ自体＞におかれる場合（山梨 1995:127）」と定義し、「離散的スキーマ」については「認

知のフォーカスが離散的に＜集合のメンバー＞におかれる場合（山梨 1995:127）」と定義し

ている。また山梨(2000)は、統合的スキーマの例として例(18)を、離散的スキーマの例として

例(19)を挙げている。なお、(18)は、チームが統一された存在として前景化される場合だとし、

一方(19)はチームを構成するメンバーが前景化される場合だとしている。 

 

 あのチームは球団名が変わった。               （山梨 2000:77） 

 あのチームは動きがばらばらだ。                （山梨 2000:77） 

 

この概念に「ナド」と「ナンカ」を当てはめて考えると、「ナド」を用いた場合、複数の

明示例を個別に捉えているように感じられるのは、＜離散的スキーマ＞に基づく認知作用が

働いており、認知のフォーカスが集合のメンバーに置かれているためだといえる。また、「ナ

ンカ」を用いた場合、複数の明示例が一群として認識されているように捉えらるのは、＜統

合的スキーマ＞に基づく認知作用が働いており、認知のフォーカスが集合それ自体に置かれ

ているためだといえる。 

以下の(20)は具体物の明示例が「と」で繋がれている例であり、(21)は、明示例が抽象的な

概念であった(17)の例の助詞を「と」に変更したものである。仁田(1982)では並列助詞の「と」

は「同じ類に属する事物を幾つか列挙し、全部が一団を成し、以下に述べる事柄に該当し、

該当する同類の事物がそれだけであることを示す」と説明されている。本来ならば「ナド」

の「それ以外にも例が存在することを示す」という特徴とは相容れないはずであるが、「ナ

ド」の場合は(20)のような例が一定数存在する。 

 

 串揚げパーティしようかと思ってますこれ意外においしい〜って具がありましたら 

教えてください！！えびと牛肉といかなど（?なんか）はそろえてあります 

 （Yahoo!知恵袋） 

 人生は、偶然と必然と突然??なんか（など）のつづら織りなのだから、それを一言

で答えるのはほんとうに難しい。                （＝(17)再掲） 

 

(20)において「ナド」の容認度が高くなるのは、「ナド」がカテゴリーの成員に焦点を置
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くという性質を持つことから、明示されており特に注目しやすい明示例に焦点が当たり、暗

示例の存在が希薄化し、「と」の「全部列挙」と類似した状態となるためだと考えられる。

一方「ナンカ」はカテゴリーそれ自体に焦点が置かれることから、カテゴリーの成員である

明示例への注目は低くなる。(21)のような抽象的な対象であれば個々への注目はより低くな

る。そのため明示例のみに注目する「と」とは共起しにくいのではないかと考えられる。 

 

 あの店では様々な食料品などが売っている。 

 あの店では様々な食料品なんかが売っている。 

 

同様に、(22)の「ナド」は「肉」「野菜」「パン」といった「食料品」の種類が「様々」

であることを表しやすい。これは「食料品」という明示例に焦点が当たっているためだとい

える。一方(23)の「ナンカ」は「食料品」「日用品」「衣類」といった「商品」のカテゴリ

ーが「様々」であることを表しているという解釈になりやすい。これは「食料品」という明

示例への注目が低く、カテゴリーそれ自体の方に焦点が当たっているためだといえる。 

さらにこれは、何かの名称を列挙するような文脈において違いとなる。以下の 2 つの例を

比較してみよう。 

 

 デニムは御存知の通り、"ヒゲ"や"アタリ"なんか（など）と呼ばれる独特の色落ち

が魅力で、（後略）             (http://interbreed.jugem.jp/?eid=1372) 

 「暫」はいわば祝祭劇。大勢の俳優が舞台にズラリと顔を揃えるのもお祝いムード

満点です。俳優が扮するのは「腹出し」「鯰坊主（なまずぼうず）」「女鯰（おんな

なまず）」など（??なんか）と呼ばれる個性的なキャラクター達。 

 (https://thunderparty.jp/contents/148011) 

 

(24)は「デニムの独特の色落ち」に対し、「ヒゲ」あるいは「アタリ」という名称がある

ことを説明する文であり、(25)は「（歌舞伎俳優が扮する）個性的なキャラクター」の種類

として「腹出し」「鯰坊主」といったものがあることを説明する文である。つまり、(24)の

「ヒゲ」と「アタリ」は同じものを指すのに対し、(25)の「腹出し」「鯰坊主」は別のもの

を指すという点で異なっている。「ナド」はいずれの文でも用いることができるが、「ナン

カ」は(25)のような場合にも、やはり同一のものの名称を羅列している(24)のような解釈が強

くなるため容認度が下がる。google の検索エンジンで「”などと呼ばれる”」と「”なんかと呼

ばれる”」というキーワードで検索を行ったところ、複数の例が列挙されている例において、

「ナド」は 98 例中、69 例が(24)のようなタイプ、29 例が(25)のようなタイプというようにど

ちらの例も見られたのに対し、「ナンカ」は 9 例中 9 例が(24)のようなタイプ27であった。こ

                                                        
27 「ナド」に比べ「ナンカ」の用例数が少なかったため、「”なんかと呼ばれ”」「”なんかと

称され”」「”なんかといわれ”」「”なんかって呼ばれ”」というキーワードでも検索してみたとこ
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れは、(25)のようなあるカテゴリーに属するものの名称を一つ一つ挙げる行為が、そのカテ

ゴリーの成員「それぞれに焦点を当てる」ことにつながるためだと考えられる。 

以上をまとめると、「ナンカ」は「ナド」に比べ、＜統合的スキーマ＞に基づく認知作用

が働いていることからカテゴリー全体に焦点が当たりやすいのに対し、「ナド」は＜離散的

スキーマ＞に基づく認知作用が働いていることから、カテゴリーの成員に焦点が当たりやす

いといえる。 

続いて、「ナド」と「ナンカ」の評価性の違いについて見てみる。 

 

 家内からすると、わたしが魚釣り用の帽子など（なんか）をとっておくのが理解で

きないらしい。 

 家内からすると、わたしが魚釣り用の帽子なんかをとっておくのが理解できないら

しい。「どうしてあんなきたない帽子をいつまでもとっておくのか、気がしれないわ、

ジョージ。いい恥さらしよ。裏地はとれちゃってるし、つばに穴はあいてるし、バン

ドは、あなたがマス釣り用のフライをさしこむもんだからボロボロだし、それに魚く

さいし」      （コーリイ・フォード『わたしを見かけませんでしたか？』） 

 

(26)の例で「ナド」を用いた場合、「それ以外にも例が存在することを示す」用法として

の解釈がしやすく、「わたし」が「魚釣り用の帽子」や他のものをとっておくという意味で

理解されるのに対し、「ナンカ」を用いた場合、「評価を際立たせる」用法の解釈となり、

「魚釣り用の帽子」に対し「家内」が否定的な感情を持っているという意味で解釈される。

実際の用例では、(27)のように、「家内」が「魚釣り用の帽子」を非難していることから、

後者の解釈が正しいのだが、「ナド」はマイナスの評価性になりにくく、「ナンカ」はなり

やすいという特徴があることが分かる。 

この特徴は、両語が「それ以外にも例が存在することを示す」用法として用いられる場合

にも見られる。 

 

 「中を見せてもらいます」返事も聞かずに捜査員は、ケースを開いた。錠はかかっ

ていなかった。中身は、着替えや軽い読み物など（なんか）の雑品だけで、手がか

りになるようなものはいっさいなかった。      （森村誠一『人間の証明』） 

 水道の締め忘れはよいのですが、火のつけ忘れ、ガス栓の閉め忘れなど（なんか）

が、たび重なる場合、家族だけでなく、隣人に大きな迷惑をかけることがあります。 

 （宮坂圭一『在宅介護奮闘記』） 

 

(28)は明示例が通常マイナス評価を受けるものではない例であり、(29)は明示例がマイナス

                                                                                                                                                                            

ろ、2 例、1 例、1 例、4 例の合計 8 例見られた。こちらも用例数は少なかったが、8 例全てが同

一のものの名称の羅列であった。 
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評価を受けるものの例である。いずれの例においても、「ナド」を用いた場合には、明示例

をただ列挙しているだけのように感じる。一方「ナンカ」は、(28)の場合「着替えや軽い読

み物」を軽視しているように捉えられるが、(29)の場合「火のつけ忘れ、ガス栓の閉め忘れ」

をわずかに否定しているように捉えられる。 

このように「ナンカ」を用いるとマイナスの評価性を帯びやすい原因としては、「ナンカ」

の「評価を際立たせる」用法である意味④－1、④－2 のもつ「否定」や「軽視」の意味が背

後で活性化しているためだと考えられる。 

また、以下の(30)(31)の例では、「ナンカ」によりマイナスの評価が感じられやすい。 

 

 千葉で起きた、給食のパンをのどに詰まらせて亡くなった男の子の事故。自分達が

子供の頃も。よく男子は「牛乳一気飲み」「パンの早食い」なんか（など）やって

ましたね。。。まさか、こんな日常の中のちょっとした「おふざけ」でこんな事故が

起きるとは。。。                       （Yahoo!ブログ） 

 アルバイトから帰ってきて珍しくベアトリクスがいるなと思ったらアパートの部屋

全体がウォークイン・クロゼットみたいになっていたこともあった。啞然として戸口

で立ち尽くすキーリを尻目にペアトリクスは鏡の前でうきうきと服をあわせたりな

んか（など）していて―（原文ママ）         （壁井ユカコ『キーリ』） 

 

このような例でマイナスの評価が感じられやすいのは、「牛乳の一気飲み」「パンの早食

い」あるいは「鏡の前でうきうきと服をあわせる」といった明示例自体がマイナス評価を受

けるものであるというだけでなく、動詞が後接するという形式にも要因があると考えられる。

「それ以外にも例が存在することを示す」用法の例を見ていくと、「ナド」に関しては、助

詞の他に助動詞の「ダ」、あるいは例で示されたカテゴリーを説明するような名詞が後接す

る場合、「ナンカ」は、名詞は後接できないため、助詞、助動詞の「ダ」が後接する場合が

ほとんどであり、(30)(31)のように、動詞が後接する例は稀である。一方、第 9 章 7 節で検討

する「評価を際立たせる」用法においては動詞が後接する例が大半を占める。このことから、

動詞が後接する例は、より「評価を際立たせる」用法としての解釈がしやすいため、マイナ

スの評価が感じられやすいのだと考えられる。 

 

以上の分析から「ナド」と「ナンカ」の違いをまとめる。まず「ナド」は友人同士の会話

など、くだけた文体では容認度が落ちる。また、例を列挙する場合、評価性は感じられず、

＜離散的スキーマ＞に基づく認知作用によりカテゴリーの成員、特に明示例に焦点が当たり

やすくなる。一方「ナンカ」は白書のような改まった文体では容認度が落ちる。また、例を

列挙する場合、軽視や否定といったマイナスの評価性を帯びやすく、＜統合的スキーマ＞に

基づく認知作用により、カテゴリーそれ自体に焦点が置かれやすくなる。 

 



第 9 章 「それ以外にも例が存在することを示す」用法の類義語分析 

158 

 

9.4.3.2 「ナド」と「ナンテ」の類義語分析 

次に、「ナド」と「ナンテ」についてさらに詳しく検討する。 

 

「ナド」と「ナンテ」の文体差について、例文を見ながら再度確認する。 

 

 その場でデザイン考えて作っていくなんて、、、（中略）で普段てどうやって作っ

てたんだっけっと改めて考えてみた。今日は作ろうとか、デザインデーなんて決めて

朝から作業を張り切って始めるがいつもうまく考えや案がまとまるわけではないの

で、しばらくして気晴らしに散歩やら電話したり、メールしたり本見たりなんて（な

ど）してるうちに、なんとなくこんなんにしようかな。。。っとか考えがまとまる。

っということは公開製作は私には無理。(http://cogumo.jp/blog/2007/07/post_37.html) 

 比較的開発が進んでいる国においても地域間格差が大きいため、域内および国内の

格差を是正し、貧困問題を緩和することで、域内経済の安定的発展のための基礎を固

めることが重要です。こうした問題に対して、わが国は、教育、保健医療分野など

（＊なんて）基礎生活分野への支援を中心に貧困対策や域内格差是正のための支援

を行っています。      （外務省『2002 年版 政府開発援助（ODA）白書』） 

 

「ナンテ」の「それ以外にも例が存在することを示す」用法は、くだけた会話には実例が

見当たらなかった。これは、くだけた会話においては「トカ」が使用されやすく、「ナンテ」

を用いることができそうな文脈でも、「トカ」が優先的に選択されるためだと考えられる。

「ナド」は友達同士のような非常にくだけた会話では容認度が落ちるが、(32)程度のくだけ

た文体であれば容認度が高いことから、両語はある程度くだけた文体においては差が見られ

ないといえる。一方「ナンテ」は(33)から分かるように、白書のような改まった文体では容

認度が落ちる。 

 

また、「ナド」と「ナンテ」の統語的制約を比べると、「ナド」が使用できる文のうち、

「ナンテ」が使用できないのは、①格助詞や係助詞、助動詞の「ダ」が後接する場合、②文

末に使われる場合、③2 度繰り返して使われる場合の 3 つの場合である。ただし、①の格助

詞が後接する場合でも、格助詞を省略することが可能であれば「ナンテ」と置き換えること

が可能である。 

反対に、「ナンテ」が使用できる文のうち「ナド」が使用できない場合については、表 1

を見ると、格助詞が前接する場合のみだといえるが、これは「ナド」の場合、格助詞が全く

前接しないというわけではなく、「ナド」は格助詞が前にも後ろにも付き得るのだが、特に

(34)のように前接した場合、意味④の「評価を際立たせる」用法として解釈しやすくなるこ

とから、「それ以外にも例が存在することを示す」用法では(35)のように後接する場合の方

が一般的だということを示すものである。 
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 ハワイになど行った。 

 ハワイなどに行った。 

 

一方「ナンテ」は格助詞を後接させることができないため、格助詞を付ける場合は必然的

に前接させることになる。ただし、「ナンテ」は「それ以外にも例が存在することを示す」

用法自体実例が少ないうえ、格助詞が前接する場合というのは非常に稀であるため、ここで

大きな差として取り上げる必要はないと考えられる。 

「ナンテ」と「ナド」の置き換えの可否に関わる要因は、表 1 に示した格助詞の有無のよ

うな単純なものだけではない。両語には考慮しなければならない大きな違いがある。中西

(2012)は「ナンテ」の特徴として、「引用の『と』を含むことがある(pp.215-216)」と指摘し

ている。大曽(1996)も同様の観点から、置き換えられる「ナド」の形式の違いを基に「ナン

テ」を 4 つに分類し、それぞれ例を挙げている。 

 

(A)「など」そのものに相当する場合。 

 でその石垣では珊瑚礁なんて見れるんですよね。            (p.87) 

(B)「など」に引用の助詞「と」がついた「などと」に相当する場合。 

 次男だから親と関係ないなんて思ったら大間違いだぞ。         (p.87) 

(C)「などという」に相当する場合。 

 会議で講義の原稿を配るなんてことはありますか。           (p.87) 

(D)「などというのは」に相当する場合。（主題の位置に来る場合） 

 今どき次男なんてそうそういるもんじゃありませんよ。         (p.87) 

 

挙げられた他の例文などから見て、(B)は「思う」や「言う」が後接できるような場合、(C)

は「こと」など名詞が後接する場合、(D)は主題を表す場合、(A)はそれ以外の場合だといえ

そうである。ただし、(36)～(39)の例文は意味①の「それ以外にも例が存在することを示す」

用法の例ではないため、意味①でもこれら 4 つが言えるのか検討する必要がある。そこでま

ず(B)、(C)、(D)について、意味①の実例があるかを確認する。(A)については、「ナド」が何

の言葉も補わずに「ナンテ」と置き換えられる場合であり、このような単独の「ナド」と「ナ

ンテ」の置き換えについては先行研究の課題としていたため、後で詳しく検討する。 

 

 外部から参加した人たちにとって、「料理学校で取る昼食」も楽しみの一つではな

いだろうか。食後のカフェを片手に、「あなたどちらにお住まい？あら奇遇ね、私も

七区よ」「アメリカからご旅行で？素敵ですね」「ご夫婦で参加ですか。それは結構

なことで」なんて（などと）、会話も弾むに違いない。一日かぎりの人々に知識や

技術をがんがん詰め込むよりは、トータルで一日楽しませてあげたほうがよいと私は

考えるのだが、シェフにはそういう考えは通用しない。 
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 （塚本有紀『パリ食いしんぼう留学記』＝(B)） 

 ホノルル市内観光ライン Yellow line これでお買い物ざんまい。主要なホテル、ショ

ッピングスポットは網羅されているから、お買い物メインのコに。いっぱいお買い物

して荷物を置きにホテルに戻りたいなんて（などという）ときにも便利です。  

 （＝(19)再掲＝(C)） 

 決まると、喜びの相づちで「よかったです」「頑張ります」「嬉しいです」など（な

どと／なんて）、営業マンは短いが相手の心を的確に捉えられる言葉が出るように、

日常の会話の中でも意識して人の心に食い込める話力を磨いておくことである。 

 （阪本亮一『成果が即上がる営業のコツ』＝(B)） 

 

(40)は「ナドと」と置き換えられることから(B)の例、(41)は「ナドという」と置き換えら

れることから(C)の例だといえる。(D)は、「ナンテ」「ナド」の意味③の「カテゴリー全体

のもつ特徴を際立たせる」用法はあったものの、「それ以外にも例が存在することを示す」

用法の例はなかった。例からわかるように、意味①の「それ以外にも例が存在することを示

す」用法で該当するのは、分類の(B)(C)であった。 (B)には、(42)のように、「ナド」が用い

られてはいるが「ナドと」と置き換えられるような場合も含む。以降の分析では、 (B)(C)

のような場合の意味の違いを検討する際には、必要に応じ「と」「という」の語を補うこと

とする。 

 

続いて、先行研究の検討で課題としていた、分類の(A)にもあたる「ナド」と「ナンテ」が

置き換えられる例において、「ナンテ」が意味①の「それ以外にも例が存在することを示す」

用法として解釈されるための前後の語・句・文の関係について、さらに検討してみる。 

先行研究の検討では、丸山(1996)の(43a)のような場合、「それ以外にも例が存在すること

を示す」用法とは解釈できないという指摘に対し、(43b)の「悲しいニュース」ように「ナン

テ」の後ろに例で示されたカテゴリーを説明するような名詞が来る場合「ナンテ」はこの用

法として解釈することが可能になることを示した。これらを大曽(1996)の 4 分類に当てはめ

てみると、(43a)のように「ナド」としか置き換えができない場合「ナンテ」にはならないが、

「ナド」と「ナドという」のどちらにも置き換わる場合には、「ナンテ」は「それ以外にも

例が存在することを示す」用法になる。 

 

 a 自殺者がまた出るなんて（など）今の日本はおかしくなっている。（＝(13a)再掲） 

b 通り魔が出た、自殺者が出たなんて（など／などという）悲しいニュースが相次い

でおり、今の日本はおかしくなっている。            （＝(13d)再掲） 

  

さらに、実例に基づき検討していく。まずは、名詞が後接する例について見ていく。 
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 最近 au でカシオ防水携帯が発売されましたよね。登山に良いかなと目を付けていた

のですがよくよく考えてみたら登山用？スポーツタイプの腕時計で防水、高度計、コ

ンパス、GPS なんて（など／などという）便利な機能が付いた物があるんですね。 

 （Yahoo!知恵袋） 

 

 (38b)が句を受ける例であったのに対し、(44)は名詞を受ける例であるという違いはあるが、

この例も後ろに例で示されたカテゴリーを説明するような名詞がくる場合、つまり、「防水、

高度計、コンパス、GPS」＝「便利な機能」という関係になっている場合である。このよう

に「ナド」と「ナドという」がどちらも置き換えられる場合には「ナンテ」と「ナド」は置

き換えが可能となる。 

ただし、名詞が後接しているといっても(45)のように、後接している名詞が明示例の追加

説明になっているような場合には置き換えることができない。さらに(46)のように後接して

いる文が導き出された理由が、明示例として挙げられているような文脈でも同様である。こ

れらはどちらも「ナド」を「ナドという」に置き換えることはできない文である。 

 

 県農会は、一九〇二年（明 35）から主として柑橘苗の育成配布を行い、一九〇六年

（明 39）までに日向夏、ネーブルオレンジ、温州みかん、金九年母、夏橙など（＊

などという／＊なんて）三万二五五四本を養成して県内を中心に県外にも配布しま

した。            （山本末之・長友大・髙妻達郎『日向夏ものがたり』） 

 琵琶湖、日本最大の湖である。昔から景勝の地として知られ、灌漑・水運・水産を

はじめ、上水道・発電など（＊などという／＊なんて）利用価値の高い湖である。 

                      （横山吉男『東海道歴史ウオーク』） 

 

また、(47)のように、後接する名詞が修飾要素のない単語のみの場合、「ナドという」と

は置き換えられても、「ナド」とは置き換えられない。 

 

 新宿ホノルル市内観光ライン Yellow line これでお買い物ざんまい。主要なホテル、

ショッピングスポットは網羅されているから、お買い物メインのコに。いっぱいお買

い物して荷物を置きにホテルに戻りたいなんて（などという／＊など）ときにも便

利です。                           （＝(19)再掲） 

 

これは、「ナンテ」の場合、「＊防水、高度計、コンパス、GPS なんて、便利な機能が付

いた物がある」のように後接名詞との間に読点をつけて文を区切ることが出来ないのに対し、

「ナド」の場合、「防水、高度計、コンパス、GPS など、便利な機能が付いた物がある」の

ようにそれができることから、後接する文が独立しているように感じられることに原因があ

ると考えられる。(44)は「便利な機能が付いた物があるんですね」だけでも文として独立し
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ているが、(47)の「ときにも便利です。」のように形式名詞だけでは、「どのような」とい

った情報が不足しており文として独立していると感じにくいことから「ナド」が使いにくい

のだと考えられる。つまり、名詞が後接する例において「ナド」と「ナンテ」がそのまま置

き換えられるのは、「ナド」と「ナドという」がいずれも用いることのできる場合であり、

そのためには例で示されたカテゴリーを説明するような修飾要素をもつ名詞が後接する必要

がある。 

続いて「それ以外にも例が存在することを示す」用法の「ナンテ」が、名詞が後接しない

例において「ナド」と置き換えられる場合について見ていく。 

 

 『自分が買いたいと思える企画』『家族や友達に買ってもらえる企画』といった、

身近なコミュニティーでの購買行動を想像しながら、次第に視点を変え、多くの消費

者の声に耳を傾け、話題のお店に足を運び、他社の打ち出した企画を敏感に情報収集

し、業界の違うたくさんの人から話を聞き、市場の動向をチェックし、参考になりそ

うなセミナーや勉強会にも積極的に参加し…なんて（など）しているうちに、いつ

の間にか仕事が楽しくなりだしました。 

  (http://www.donescience.com/day-of-employee/村林-博行/) 

 日本語を勉強しながら日本料理を習得してみませんか？  母国で家族や友人へ出汁

を使った和食、繊細な飾り寿司、独特なお弁当など（なんて）振る舞うことができ

るようになります。   (https://www.kudan-japanese-school.com/jp/cookingclass.php) 

 

(48)のように、動作を動詞の連用形、て形、あるいはタリの形で列挙し、「する」や「や

る」を後接させるような例や(49)のように「ナドを」「ナドが」などの格助詞が省略された

ような例では、「ナンテ」は「ナド」と置き換えることができる。 

以上をまとめると、「それ以外にも例が存在することを示す」用法において「ナド」と「ナ

ンテ」が置き換えられるのは、まず、大曽の分類の(B)(C)に当たるもの、つまり「ナドと」

「ナドという」あるいは「ナド」が用いられているが「ナドと」も用いることができるもの

を「ナンテ」と置き換える場合、またその逆に「ナンテ」を「ナドと」あるいは「ナドとい

う」に置き換える場合である。そして、分類の(A)に当たるもの、つまり「ナンテ」が単独の

「ナド」と置き換えることができる場合としては、まず、例で示されたカテゴリーを説明す

るような修飾要素をもつ名詞が後接する例で、「ナド」と「ナドという」がいずれも用いる

ことのできる場合、次に動作を動詞の連用形、て形、あるいはタリの形で列挙し、「する」

や「やる」を後接させる場合、そして「ナドを」「ナドが」の格助詞が省略されたような場

合の 3 つがある。 

 

ここで、両語が置き換えられるそれぞれの場合にどのような意味の違いがあるかを見てい

く。なお、前述のとおり、格助詞が後接する文では「ナンテ」を用いることはできないため、
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格助詞の省略が可能であれば省略した形で「ナンテ」と置き換える。また、「ナド」につい

ても必要に応じ「と」「という」を補い置き換えることとする。 

まず、(A)に分類される、例で示されたカテゴリーを説明するような修飾要素をもつ名詞が

後接する場合について見ていく。 

 

 まず最初に、女性の肌の滑らか感を強調してみましょう。 修正する写真は、レベ

ル補正など（なんて）基本的なレタッチは終了させておきます。肌の部分を選択し

てぼかすという作業をします 

 （村上俊一『いますぐ使える Photoshop Elements for Windows』） 

 

ここまで、「それ以外にも例が存在することを示す」用法の「ナンテ」が「ナド」と置き

換わる場合について様々な条件を見てきた。しかし、それらの条件を満たす(50)の例であっ

ても、「ナンテ」を用いると、「レベル補正」が些末な仕事であると「軽視」しているよう

な意味合いとなり、「評価を際立たせる」用法としての解釈となる。つまり、形式の制約を

除いても、「ナンテ」は「ナド」に比べ、「軽視」などの評価性を帯びやすいということが

分かる。 

 

 最近 au でカシオ防水携帯が発売されましたよね。登山に良いかなと目を付けていた

のですがよくよく考えてみたら登山用？スポーツタイプの腕時計で防水、高度計、コ

ンパス、GPS なんて（など）便利な機能が付いた物があるんですね。 （＝(44)再掲） 

 特に三ヵ月未満の乳児の場合は、医者もあせらなければならない。この年齢層の乳

児には、尿路感染症とか化膿性髄膜炎などの（なんて）、重い細菌性疾患が少なく

ないのである。                （柳瀬義男『ヘボ医だから言えること』） 

 浩平は摩耶に協力して、五月のイベントの準備に集中していた。岡野節子は国際電

話で出演者のスケジュール調整におおわらわで、安田隆はポスター、チラシ、チケッ

ト、プログラムなど（？なんて）、もろもろの刷りものの準備に余念がなかった。 

 （高木仁三郎『高木仁三郎著作集』） 

 

以上の例を見ると、「ナド」を用いた場合、明示例に評価性は感じられないが、「ナンテ」

の場合には、(51)なら「珍しさ」、あるいは(52)なら「否定」といった評価性が明示例に感じ

られる。言い換えれば、「珍しさ」や「軽視・否定」の意味合いが感じられる例ほど容認度

が高くなりやすく、そうではない(53)のような例では容認度が下がる。また、例を見ていく

と、(51)も(52)もそうだが、特に名称を列挙するような例が多くみられる。これは、先にも述

べたように「ナンテ」に「引用表示の機能がある」ことや、また、名称を挙げるということ

はその明示例が相手の知らないものである場合が多く、そこに「珍しさ」の意味合いが感じ

られやすいためだと考えられる。これらは、前節の「ナンカ」同様、「ナンテ」の場合にも、



第 9 章 「それ以外にも例が存在することを示す」用法の類義語分析 

164 

 

意味②、意味③の「珍しさ」、あるいは意味④－1、④－2 の「否定」や「軽視」の意味がそ

れぞれ背後で活性化するためだと考えられる。 

これは、(A)の分類のうちの名詞が後接しない例についても同様だといえそうである。 

 

 『自分が買いたいと思える企画』『家族や友達に買ってもらえる企画』といった、

身近なコミュニティーでの購買行動を想像しながら、次第に視点を変え、多くの消費

者の声に耳を傾け、話題のお店に足を運び、他社の打ち出した企画を敏感に情報収集

し、業界の違うたくさんの人から話を聞き、市場の動向をチェックし、参考になりそ

うなセミナーや勉強会にも積極的に参加し…なんて（など）しているうちに、いつ

の間にか仕事が楽しくなりだしました。                  （＝(48)再掲） 

 日本語を勉強しながら日本料理を習得してみませんか？  母国で家族や友人へ出汁

を使った和食、繊細な飾り寿司、独特なお弁当など（なんて）振る舞うことができ

るようになります。                        （＝(49)再掲） 

 

(54)の場合、「ナンテ」では自身の行った行動を雑多なものとして扱い、「軽視」の意味

合いになる。また、(55)の場合は、外国人には通常作れない和食やお寿司やお弁当を「珍し

い」ものとして扱っているような意味合いになる。 

次に、(B)、(C)の例について見ていく。 

 

 外部から参加した人たちにとって、「料理学校で取る昼食」も楽しみの一つではな

いだろうか。食後のカフェを片手に、「あなたどちらにお住まい？あら奇遇ね、私も

七区よ」「アメリカからご旅行で？素敵ですね」「ご夫婦で参加ですか。それは結構

なことで」なんて（などと）、会話も弾むに違いない。一日かぎりの人々に知識や

技術をがんがん詰め込むよりは、トータルで一日楽しませてあげたほうがよいと私は

考えるのだが、シェフにはそういう考えは通用しない。              （＝(40)再掲） 

 ホノルル市内観光ライン Yellow line これでお買い物ざんまい。主要なホテル、ショ

ッピングスポットは網羅されているから、お買い物メインのコに。いっぱいお買い物

して荷物を置きにホテルに戻りたいなんて（などという）ときにも便利です。  

 （＝(19)再掲） 

 ぼくらが子どものころには、野原でひっくりかえって遊ぶとか、線路へ行って耳つ

けて音聞くとか、市電が通るところに釘おいてペチャンコになって剣だ剣だなんて

（などと）いってよろこんだりしてたけど、いまはそういう直接体験の中で遊ぶっ

てことがなくなってますよね。       （天野祐吉・安野光雅『ことば・把手・旅』） 

 

引用の「と」を含む以上の例では、「ナンテ」は(A)に分類される例とは異なり、(56)の明

示例のように「珍しさ」や「軽視・否定」の意味合いがない場合でも容認度が高く、前の文
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を受けそのような発言、思考、あるいは場合に対し、それ以外にも類似した発言、思考、場

合が存在することを表す。一方、(56)(57)を「ナドと」「ナドという」に置き換えた場合、前

述のとおり、「ナド」は改まった場合に用いられやすいことから、「ナンテ」に比べ、やや

改まったような印象になる。また、そこから(58)のように、前接する文に、例えば「幼稚で

ある」などの「否定的」に捉えられそうな要素がある場合には、客観的な立場からその発言

を軽視して捉えているような意味合いになる。 

 

以上の分析から「ナド」と「ナンテ」の違いをまとめる。まず、両者が置き換えられるの

は、大曽(1996)の分類の(A)のうち、①例で示されたカテゴリーを説明するような修飾要素を

もつ名詞が後接する例で、「ナド」と「ナドという」がいずれも用いることのできる場合、

②動作を動詞の連用形、て形、あるいはタリの形で列挙し、「する」や「やる」を後接させ

る場合、そして③「ナドを」「ナドが」の格助詞が省略されたような場合の 3 つと、分類の

(B)(C)に当たるものである。 

「ナド」は、(A)では評価性は感じられない。それに対し、(B)(C)では改まりが感じられ、

引用内容に「否定的」な要素が感じられる場合にはやや軽視したような印象となる。 

一方「ナンテ」は白書のような改まった文体では容認度が落ちる。また、(A)では、明示例

に「珍しさ」や「軽視・否定」の意味合いが感じられる例ほど容認度が高くなりやすく、例

を示すという意味の背景に明示例に対する「珍しさ」や「軽視・否定」といった意味が活性

化する。それに対し(B)(C)では、「珍しさ」や「軽視・否定」の意味合いのない明示例の場

合も容認度が高く、前の文を受けそのような発言、思考、あるいは場合に対し、それ以外に

も類似した発言、思考、場合が存在することを表す。 

 

9.4.3.3 「ナド」と「トカ」の類義語分析 

「ナド」と「トカ」について検討する。 

図 1 にも示したが、「ナド」と「トカ」の文体差について、例文を見ながら再度確認する。 

 

 そいで、“ちかいじゃないすか、うち結構買いもの行ってますよ”っていう話んな

って、でー、なんか、それからちょくちょく来てくれるようんなって、で、あたしが

向こうに行ったときも、なか、サービスしてくれたりとか（＊など）、したの。 

              （BTSJ 親しい同性友人同士雑談（女女）JF001－28） 

 日本旅行に関する情報の提供及び案内を始め我が国の文化，生活，産業等あらゆる

情報を外国人旅行者に提供している。例えば，茶の湯，生花，紙漉きなどを自分でし

てみたいとか（＊など）起震車に乗ってみたいなど（とか）「見る」から「体験し

たい」との問い合わせが最近増加している。 

             （総理府内閣総理大臣官房審議室『平成 3 年版 観光白書』） 

 住宅投資の減少、消費や設備投資の幾分の減速等の要因から最終需要が減速してい
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るが、これが今後「巡航速度」にスムーズに落ち着くことは、在庫循環がこのように

変質しているとすれば充分に可能である。ただし、このことはあらゆる種類の景気循

環が消滅したとか（＊など）、今回の景気拡大が永遠に続くとか（など）を意味す

るものではない。                  （経済企画庁『平成 3 年版 経済白書』） 

 

以上の例から、「ナド」は友人同士の会話のようなくだけた文体では容認度が落ちること

がわかる。また「トカ」が白書のような改まった文体で用いられる場合28、(60)のように「A

トカ B（ナド）」という形で例と例の間に現れることが多い。このような場合の「トカ」は

「ナド」と置き換えることができないが、(61)の「A トカ B トカ」のように、後方にも「ト

カ」が用いられる場合には「ナド」と置き換えることができる。なお、改まりが強い文ほど

「トカ」は例と例の間や繰り返して使われることが多く、「A トカ」のように単独で用いら

れることは少ない。 

続いて「ナド」と「トカ」の統語的制約を比べると、両語とも制約は少ないが、「トカ」

の場合、「ナドナド」のように 2 度繰り返して使われる場合には置き換えができない。一方

「ナド」は、格助詞が前接する場合と、先述の「A トカ B」のような並列した例の間に用い

られる場合においては使用できない。ただし、「ナンテ」との比較の際にも確認したが、全

ての「ナド」に格助詞が前接しないというわけではなく、「それ以外にも例が存在すること

を示す」用法では格助詞は後接する場合の方が一般的だということである。 

 

ではこれらの条件に当てはまらない例から、両者の意味の違いを見てみる。 

 

 ホームヘルパーをしているとき、それはボランティアではなかったけれど、お年寄

りの家にお邪魔して掃除とか食事の世話とか（など）決められた仕事をするのだが、

私が何か一つ仕事をする度に、お年寄りは、有難う、すみません、と一々お礼を言っ

たり恐縮したりする。       （ひのもと由利子『やっぱりノープロブレムへの旅』） 

 浩平は摩耶に協力して、五月のイベントの準備に集中していた。岡野節子は国際電

話で出演者のスケジュール調整におおわらわで、安田隆はポスター、チラシ、チケッ

ト、プログラムなど（とか）、もろもろの刷りものの準備に余念がなかった。 

 （＝(53)再掲） 

 

(62)(63)は、カテゴリーを説明するような名詞が直後に来る例であるが、両語を比べてみる

と、(62)で「トカ」を用いた場合は「掃除」「食事の世話」に加え、他の「決められた仕事」

を行う、つまり「決められた仕事」が明示例の一つであるように捉えられるのに対し、「ナ

                                                        
28 図 1 は「コア」の用例のみを収集した結果であるため、「改まった文体」つまり「白書」

における「トカ」の例は 0 件であったが、「非コア」での「白書」における「トカ」の例は 28

件であった。上記の(60)(61)も「非コア」の用例である。 
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ド」を用いた場合には、「掃除」「食事の世話」が「決められた仕事」であるように捉えら

れる。(63)においても、「トカ」は「ポスター、チラシ、チケット、プログラム」と「もろ

もろの刷りもの」が別物であるように捉えられ、「ナド」では「ポスター、チラシ、チケッ

ト、プログラム」が「もろもろの刷りもの」であるように捉えられる。これらの違いは、「ナ

ド」は「A ナド B ナド C」のように明示例の間に用いることができないのに対し、「A トカ

B トカ C」のように「トカ」は明示例の間に用いることができることが原因だと考えられる。

つまり、「トカ」は後方にも明示例が置けるため、名詞が直後に来た場合にはカテゴリーを

説明する名詞ではなく明示例の一つとして捉えやすくなるのである。 

 

 串揚げパーティしようかと思ってますこれ意外においしい〜って具がありましたら 

教えてください！！えびと牛肉といかなど（??とか）はそろえてあります 

 （＝(20)再掲） 

 どんなに高価な材料でも、古くなってしまっては風味が台無し。粉やバター、卵な

ど（とか）の基本的な材料は新鮮なものを使いましょう。とくに卵は古いものを使

うと泡立ちも悪く、ケーキが膨らまないこともあります。        （＝(1)再掲） 

 

また、「ナド」と「ナンカ」の分析の際も確認したが、(64)のように明示例が「全部列挙」

の「と」で繋がれた例において「トカ」を用いた場合、容認度が下がる。つまり、「ナド」

はカテゴリーの成員の特に明示例に焦点が当たるため、暗示例が想起しにくい文脈でも用い

られるが、「トカ」は、暗示例が想起しにくい文脈では容認度が下がることから、「ナド」

よりも暗示例に焦点が当たりやすいということがいえる。この違いから、(65)のように「の」

の介入により、後方の名詞が明示例の一つではなく、カテゴリーを説明するような名詞であ

ることが明らかとなる場合、「トカ」は「粉やバター、卵」以外の暗示例の存在が、「ナド」

の場合より強く感じられる。「ナド」は、暗示例の存在が曖昧である分、挙げられた 3 つの

例が確実に該当しうるものであるような確からしさが感じられるのに対し、「トカ」は暗示

例に焦点が当たるため、明示例の印象を弱める、あるいは明示例が不確実であるように感じ

させる。 

ここで「ナド」と「トカ」の意味記述から、それぞれの語の特徴を見ておく。「ナド」は

「明示したある事物を典型例とするカテゴリーを想起させ」それ以外にも例が存在すること

を示すのに対し、「トカ」は「話題に該当する事物を、典型例を中心とするカテゴリーの典

型例として明示し」それ以外にも例が存在することを示す。比較すると分かるように、「ナ

ド」は明示例を積極的に典型例と「した」上で、他の例を想起させるのに対し、「トカ」は

話題に該当する事物のカテゴリーがはじめに設定され、そこに典型例を挙げていることから、

「ナド」よりも強く暗示例の存在が想定されているということが分かる。 

 

以上の分析から「ナド」と「トカ」の違いをまとめる。まず「ナド」は友人同士の会話な
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ど、くだけた文体では容認度が落ちる。また、例を列挙する場合、暗示例の存在はそれほど

強く示されない分、明示例一つ一つが確実に該当しうるものであるような確からしさをもつ。

一方「トカ」は白書のような改まった文体でも用いることはできるが例と例の間に現れるこ

とが多い。また、例を列挙する場合、暗示例の存在がより強く感じられる分、明示例の印象

を弱める、あるいは不確実であるように感じさせる。 

 

9.4.3.4 「ナンカ」と「トカ」の類義語分析 

続いて、「ナンカ」と「トカ」について検討する。 

まず、「ナンカ」と「トカ」の文体差について、例文を見ながら再度確認する。 

 

 だって、うちの兄貴だってー、大学時代はプヨプヨしてたけどー、社会人になって

ー、なんか、肉体労働系なのよ。でさー、はしり、働き始めたら、一気になんか、が、

ゴツゴツになってきてー、すげーんだ。おれが、普通になんか、こう、なに、う、つ、

スマートにこうスポーツなんか（とか）やってる、とさー、全然体かなわないわけ

ね。                                  （＝(14)再掲） 

 抑え投手が補強ポイントの巨人は三山球団代表が「何せ今日のことだから。大リー

グのルールとか手順とか（なんか）を研究します」と慎重に言葉を選んだ。 

 （2004/1/21『北海道新聞』朝刊） 

 

以上の例(66)から、「ナンカ」も「トカ」も友人同士の会話のようなくだけた文体での容

認度は高いことが分かる。一方改まった文体について見ていくと、「トカ」は白書でも使用

例が見られるが、文が前接するものか、あるいは例と例の間に現れるもので「ナンカ」と置

き換えができないものばかりであった。純粋な文体差を見るために「ナンカ」の統語的制約

のない例に限ってみると改まった文体の例は見当たらなかった。(67)のように新聞に用いら

れている場合もインタビューへの回答のような話しことばが引用として挿入されている場合

であった。つまり、両語が置き換えられる場合に限れば、「ナンカ」と「トカ」は文体差が

ほとんどないことになる。 

 

続いて「ナンカ」と「トカ」の統語的制約を比べると、「ナンカ」の方が制約が強く、「ナ

ンカ」が使用できる文では、全て「トカ」の使用が可能である。一方「トカ」が使用できる

文のうち、①格助詞が前接する場合、②名詞が後接する場合、③句や文や引用が前接する場

合、④連用成分として述語に係る場合、⑤並列された例の間に現れる場合、⑥文末に使われ

る場合の 6 つの条件においては、「ナンカ」が使用できない。ただし、②のうち、「ナンカ

の N」のように「の」が介在させられる場合は使用が可能になる。 

 

ではこれらの条件に当てはまらない例から、両者の意味の違いを見てみる。 
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 午前十一時ぐらいから 4 時ぐらいで大阪で遊ぶとなったら皆さんどこへ行きます

か？（中略）十一時頃から映画館開いてるので何か見て 1 時過ぎくらいから遅めのラ

ンチ。それから百貨店や電器屋さんなんか（とか）でウインドショッピングをして 2

時半頃かな。で、疲れたら喫茶店へ行く。それでもう 4 時前になるでしょう。 

 （Yahoo!知恵袋） 

 いつも行くバーの店長（二十八歳男性）に「今度デートしよっか？」とメールが入

ってきました。まぁ、食事に行くくらいだと思うのですが、こういう人の場合、食事

代なんか（とか）は出してもらっていいのでしょうか？       （Yahoo!知恵袋） 

 

例が 2 つ列挙されている(68)の例では、「ナンカ」の場合、「百貨店」と「電器屋」とい

う 2 つの候補は挙げているものの、明確にこの 2 つを指しているというよりは、それらをあ

る程度の時間見て回れるような「大型の店舗」といったカテゴリーそれ自体に焦点が当たっ

ている。一方「トカ」の場合は、「百貨店」と「電器屋」も候補として挙げつつ、その他の

例の存在をやや強く示しているように感じられる。例が 1 つしか挙げられていない(69)の例

では、「ナンカ」の場合、「食事代」は、お茶しかしなかった場合の「お茶代」など「食事」

に限定しない、より広範囲の「飲食全般にかかる費用」というカテゴリーに焦点が当たって

いる。一方、「トカ」の場合は、「食事代」はまず例の一つとして挙げ、それ以外のデート

にかかる費用も存在するということが強く示される。つまり「トカ」は＜離散的スキーマ＞

に基づく認知作用が働いているということができる。 

「ナド」や「ナンカ」の分析の場合と同様に、google 検索で「”とかと呼ばれる”」という

キーワードを検索した結果、37 例中、26 例が同一物の名称を挙げる例であり、11 例が異な

るものの名称を挙げる例であった。この結果からも、「トカ」が「ナド」と同じ＜離散的ス

キーマ＞に基づいていることが分かる。 

また、「ナンカ」の場合は、(68)の「百貨店や電器屋」なら、しっかりしたショッピング

ができる店ではなく、気軽なウィンドウショッピングができる程度の店、(69)の「食事代」

なら、デート代全てではなく、負担が大きくならない程度の費用というように、「その程度」

といった「軽視」のようなマイナス評価の意味合いも感じられる。 

 

以上の分析から「ナンカ」と「トカ」の違いをまとめる。まず「トカ」は改まった文体で

は例と例の間や文に後接する形で用いられることが多く、「ナンカ」と置き換えられる形式

に限定すると、両語には文体差はほとんどない。また、「ナド」との比較でも示された特徴

ではあるが、「ナンカ」で例を挙げる場合、軽視や否定といったマイナスの評価性を帯びや

すく、＜統合的スキーマ＞に基づく認知作用により明示例を含むカテゴリーそれ自体に焦点

が当たりやすくなる。一方、「トカ」で例を挙げる場合は、「ナンカ」とは異なり、＜離散

的スキーマ＞に基づく認知作用により、カテゴリーの成員に焦点が当たるが、暗示例の存在

がやや強く感じられる。 
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9.4.3.5 「ナンテ」と「トカ」の類義語分析 

最後に、引用の要素が含まれるという共通点持の特徴をもつ「ナンテ」と「トカ」につい

て検討する。 

まず、「ナンテ」と「トカ」の文体差について、例文を見ながら再度確認する。 

 

 そいで、“ちかいじゃないすか、うち結構買いもの行ってますよ”っていう話んな

って、でー、なんか、それからちょくちょく来てくれるようんなって、で、あたしが

向こうに行ったときも、なか、サービスしてくれたりとか（なんて）、したの。 

              （＝(59)再掲） 

 都市においては家だけでなくそこに暮らす人々の生活そのものが軒を接しているた

めに，それだけ他人の生活との間に摩擦が生じやすい。自分一人位がどうこうしても

さほどの影響はないだろうとか，皆がやっていることだからとか（なんて）いう気

持ちが，こうした生活環境の中で駅前の「自転車放置問題」や深夜の「カラオケ騒音」

そして道端の「空カン公害」をもたらしている。 

 （経済企画庁『昭和 56 年版 国民生活白書』） 

 財政赤字が積み上がった大きな原因には、過去十数年間、景気対策の名のもとで注

ぎ込まれた巨額な公共事業費があります。社会資本の充実とか、景気刺激策とか（な

んて）響きのいい言葉の裏に、政治家による地元への利益誘導がしばしば忍び込み

ます。                       （2004/12/26『中日新聞』朝刊） 

 

図 1 では「ナンテ」は友人同士の会話のようなくだけた文体では容認度が落ちるとされて

いたが、上の例(70)からも分かるように、くだけた文体における「トカ」を「ナンテ」に置

き換えることは不可能ではない。ただし、先述のとおり、このようなくだけた文体では使用

できないわけではないが「トカ」が選択されやすいためか「ナンテ」の使用例は見られない。

また、白書の例である(71)も「トカ」を「ナンテ」に置き換えることはできる。しかし、「ト

カ」を用いた場合と比べると「ナンテ」にした場合には、意味④の「評価を際立たせる」 用

法として解釈する方が自然となる。他の「トカ」の例では例の間に現れる例で、「ナンテ」

と置き換えられず、「ナンテ」には白書での使用例はないことから、白書のような改まった

文体で「ナンテ」が「それ以外にも例が存在することを示す」 用法として用いられるのか判

断はできないが、(72)のように新聞ではこの用法で「ナンテ」が使用できる。つまり、実際

の使用例で見ると「トカ」がくだけた文体から改まった文体までいずれの文体でも使用され

るのに対し、「ナンテ」は中間程度の文体でしか用いられない。しかし、置き換えの可否と

いう点で見ると、両語ともくだけた文体から改まった文体までいずれの文体でも使用は可能

だといえる。 

 

続いて「ナンテ」と「トカ」の統語的制約を比べると、表 1 を見た限りでは、「ナンテ」
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の方が制約が強く、「ナンテ」が使用できる文では、全て「トカ」の使用が可能である。一

方「トカ」が使用できる文のうち、①格助詞や係助詞、助動詞の「ダ」が後接する場合、②

「A トカ B」のような並列した例の間に用いられる場合、③文末に使われる場合の 3 つの条

件においては、「ナンカ」が使用できない。 

ここで、「ナド」と「ナンテ」の比較の際参考にした、大曽(1996)の分類を基に、制約を

さらに検討したい。 

 

 最近 au でカシオ防水携帯が発売されましたよね。登山に良いかなと目を付けていた

のですがよくよく考えてみたら登山用？スポーツタイプの腕時計で防水、高度計、コ

ンパス、GPS なんて（など／とか）便利な機能が付いた物があるんですね。 

 （＝(51)再掲） 

 外部から参加した人たちにとって、「料理学校で取る昼食」も楽しみの一つではな

いだろうか。食後のカフェを片手に、「あなたどちらにお住まい？あら奇遇ね、私も

七区よ」「アメリカからご旅行で？素敵ですね」「ご夫婦で参加ですか。それは結構

なことで」なんて（などと／とか）、会話も弾むに違いない。一日かぎりの人々に

知識や技術をがんがん詰め込むよりは、トータルで一日楽しませてあげたほうがよい

と私は考えるのだが、シェフにはそういう考えは通用しない。        （＝(40)再掲） 

 ホノルル市内観光ライン Yellow line これでお買い物ざんまい。主要なホテル、ショ

ッピングスポットは網羅されているから、お買い物メインのコに。いっぱいお買い物

して荷物を置きにホテルに戻りたいなんて（などという／＊とか／とかいう）とき

にも便利です。                               （＝(19)再掲） 

 

例を見ると「ナド」と置き換えられる(73)のような分類(A)に当てはまる場合と、「ナドと」 

と置き換えられる(74)のような分類(B)に当てはまる場合には「トカ」がそのまま置き換わる

ことが分かる。ただし、「ナドという」と置き換えられる(75)のような分類(C)に当てはまる

場合には「トカ」単独では置き換えができず、「トカいう」という形にしなければならない。

また、「ナドというのは」と置き換えられる分類(D)は、前述のとおり、「ナンテ」の意味③

の「カテゴリー全体のもつ特徴を際立たせる」用法はあったものの、「それ以外にも例が存

在することを示す」用法の例はなかった。 

つまり、「ナンテ」の方が制約が強く、「ナンテ」が使用できる文では、全て「トカ」の

使用が可能であるとしたが、「ナンテ」が使用できる文のうち、「ナド」とは置き換えられ

ず、「ナドという」と置き換えられるような場合のみ「トカ」は「トカいう」の形にしなけ

れば置き換えられないということである。 

 

ではこれらの条件に当てはまらない例から、両者の意味の違いを見てみる。まずは名詞が

前接する例を見てみる。 
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 竜彦「光線がいいと撮り、人間が面白くて撮り、角度がいいといっちゃあ撮り、犬

も撮り猫も撮り、ビルも撮りゃあ、車も撮り、酔っぱらいも撮り、ヤクザも撮り、頼

まれてモデルも撮り、なにを見てもあんた、この角度で、この絞りで、このレンズで

行きゃあ、いけるなんてことばかり頭にある」 

和彦「ええ」 

竜彦「物を見ても人を見ても、光線とレンズと角度なんてことが、すぐ頭をかけ巡

る。こう撮りゃあ、絵になると思う。面白い、と思う。受ける、と思う」 

 （山田太一『早春スケッチブック』） 

 ダイハツ「ハイゼット」の最新モデル！新古車です(^_^;) 新古車なので、本来なら

絶対に選択しない最上位クラス！なので、フロントにメッキパーツがついていたり…

荷台の上部に作業灯が付いてたりしてます！他にも、パワーウインドウとかリモコン

キーとか（なんて）、便利な機能満載です！       (http://sinonomestore.com/?cat=10) 

 この映画は、狙撃手とか数学者とか自閉症とか（なんて）重いテーマなのかと思い

きや、私的には家族がテーマな気がしました。ウルフ家の兄弟と障害者施設での絆、

続編に超期待です。 

     (https://blog.goo.ne.jp/apollo_mania/e/1594948a012b60e8a61daf24af6d4c19) 

 

他の 3 語についても確認したが、まず「ナンテ」は(76)から分かるように、「ナド」と同

様、全部列挙の「と」で列挙した明示例に後接させることができる。この特徴から、「ナン

テ」も、明示例に焦点が当たりやすく、暗示例の存在が希薄だということがいえる。さらに、

google 検索によって「”なんてと呼ばれる”」というキーワードで検索を行った結果、5 例中 3

例が同一物の名称を列挙するタイプ、2 例が異なるものの名称を列挙するタイプであったこ

とから、「ナンテ」は＜離散的スキーマ＞に基づく認知作用によりカテゴリーの成員に焦点

が当たりやすいということがいえる。 

また、(77)(78)は、いずれの例も、「便利な機能」や「重いテーマ」というプラスやマイナ

スの評価を含むカテゴリーを説明する名詞が後接している。しかし、「トカ」を用いた場合、

前に列挙された例にはプラスやマイナスの評価は感じられない。一方「ナンテ」を用いた場

合には(77)なら明示例の「パワーウインドウとかリモコンキー」に対し「珍しさ」が、(78)

なら「狙撃手とか数学者とか自閉症」というテーマに「否定」の評価がそれぞれ感じられる。

文の解釈によっては、「それ以外にも例が存在することを示す」用法ではなく、「ナンテ」

の意味②や④の「評価を際立たせる」用法だと捉えることもできる。つまり、「トカ」とは

異なり「ナンテ」は「珍しさ」や「軽視・否定」のような評価性を持っていることが分かる。 

続いて、文が前接する例を見る。 

 

 外部から参加した人たちにとって、「料理学校で取る昼食」も楽しみの一つではな

いだろうか。食後のカフェを片手に、「あなたどちらにお住まい？あら奇遇ね、私も
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七区よ」「アメリカからご旅行で？素敵ですね」「ご夫婦で参加ですか。それは結構

なことで」なんて（とか）、会話も弾むに違いない。一日かぎりの人々に知識や技

術をがんがん詰め込むよりは、トータルで一日楽しませてあげたほうがよいと私は考

えるのだが、シェフにはそういう考えは通用しない。              （＝(40)再掲） 

 町がいろいろな意味で有利になるようなものができれば、それで町の財政が潤うと

いうことをイの一番に考えるのは当然のことでございます。そういう意味で、私は先

ほど交通安全センターの件で申し上げましたが、（中略）地元で反対をしている、賛

成をしないという状況の中で、なおかつ、ただ単に地元で納得しろという説得だけで

はいかないと思うのですが、それらについて、たとえばいつごろまでに説得できそう

だとか（なんて）、見通しをお持ちであれば見通しについて伺いたいと思います。 

 （第 094 回国会会議録） 

 

(79)は分類の(B)に当たる例であるが、前述の特徴通り、この例において「ナンテ」を用い

た場合、「あなたどちらにお住まい？あら奇遇ね、私も七区よ」「アメリカからご旅行で？

素敵ですね」「ご夫婦で参加ですか。それは結構なことで」という一連の台詞が会話が弾ん

だ場合の例として具体的に想定され、暗示例の存在はそれほど強くは想起されないが、「ト

カ」を用いた場合、暗示例に焦点が当たりやすいことから、この一連の台詞はあくまでも一

例であり、これらとは異なる他の会話が存在することが強く示される。 

また、(80)の場合も「トカ」を用いた場合は、「いつごろまでに説得できそうだ」という

考え以外にも様々な暗示例が想定されているような意味合いになるが、「ナンテ」を用いた

場合、「見通し」の例が「いつごろまでに説得できそうだ」というものであるような意味合

いになる。この違いは「ナド」と置き換えてみるとはっきりする。「トカ」の場合は(81a)の

ように「ナド」と置き換わるため分類では(A)として解釈されているのに対し、「ナンテ」の

場合は(81b)のように「ナドという」と置き換わるため分類では(C)として解釈されているの

である。 

 

 a たとえばいつごろまでに説得できそうだとか（＝など）、見通しをお持ちであれ

ば見通しについて伺いたいと思います。 

b たとえばいつごろまでに説得できそうだなんて（＝などという）、見通しをお持ち

であれば見通しについて伺いたいと思います。 

 

この違いは、「ナンテ」が分類の(A)と置き換えられるのは、例で示されたカテゴリーを説

明するような名詞が後接する場合であるという前述の条件によるものであり、さらに「トカ」

の暗示例の存在がより強く感じられるという特徴とも一致する。 

 

以上の分析から「ナンテ」と「トカ」の違いをまとめる。まず、両者が置き換えられるの
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は、大曽(1996)の分類の(A)(B)に当たるものであり、分類の(C)に当たるものは「トカいう」

という形にする必要がある。「ナンテ」は白書のような改まった文体や友人同士の会話のよ

うなくだけた文体では置き換えは可能だが使用例はない。また、明示例に焦点が当たりやす

く、暗示例の存在は感じられにくい。名詞が前接する場合は「珍しさ」や「軽視・否定」の

意味合いが「トカ」よりも強く感じられやすくなる。一方「トカ」は「ナンテ」のような評

価性はなく、明示例とは異なる暗示例の存在が強く感じられやすくなる。 

 

9.4.4 本節のまとめ 

以上、「ナド、ナンカ、ナンテ、トカ」の各意味①である、「それ以外にも例が存在する

ことを示す」用法の類義語分析を行った。 

その結果、まず先行研究で指摘されていた「ナド」と「ナンテ」が置き換えられる場合に

ついては、大曽(1996)の分類の(A)のうち、①例で示されたカテゴリーを説明するような修飾

要素をもつ名詞が後接する例で、「ナド」と「ナドという」がいずれも用いることのできる

場合、②動作を動詞の連用形、て形、あるいはタリの形で列挙し、「する」や「やる」を後

接させる場合、そして③「ナドを」「ナドが」の格助詞が省略されたような場合の 3 つと、

分類の(B)(C)に当たるものだということが明らかになった。 

 

各語の意味記述と違いは、まとめると以下のとおりである。 

ナド意味①：明示したある事物を典型例とするカテゴリーを想起させ、それ以外にも例が

存在することを示す 

「ナド」を単独で用い例を列挙する場合、評価性は感じられない。＜離散的スキーマ＞に

基づく認知作用によりカテゴリーの成員、特に明示例に焦点が当たりやすくなり、暗示例の

存在はそれほど強く示されない分、明示例一つ一つが確実に該当しうるものであるような確

からしさをもつ。また、「ナドと」「ナドという」という形で用いる場合、やや改まりが感

じられ、引用内容に「否定的」な要素が感じられる場合には、やや軽視したような印象とな

る。 

 

ナンカ意味①：明示したある事物が典型例となるようなカテゴリーを想起させ、それ以外

にも例が存在することを示す 

「ナンカ」で例を列挙する場合、軽視や否定といったマイナスの評価性を帯びやすく、＜

統合的スキーマ＞に基づく認知作用により、カテゴリーそれ自体に焦点が置かれる。 

 

ナンテ意味①：話者が想定する典型例を中心とするカテゴリーの典型例として、聞き手に

とって新情報となるある事物を明示し、それ以外にも例が存在することを示す 

「ナド」同様、＜離散的スキーマ＞に基づく認知作用により、カテゴリーの成員、特に明

示例に焦点が当たりやすく、暗示例の存在は感じられにくい。また、「ナド」と置き換わる
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ような文では、「珍しさ」や「否定」の意味合いが感じられる例ほど容認度が高くなりやす

く、例を示すという意味の背景に明示例に対する「珍しさ」や「軽視・否定」といった意味

が活性化する。それに対し「ナドと」「ナドという」と置き換わる引用のような文では、「珍

しさ」や「軽視・否定」の意味合いは少なく、またこれらの意味合いのない明示例に対して

も容認度が高い。明示例となる文を受けそのような発言、思考、あるいは場合に対し、それ

以外にもこれと類似した発言、思考、場合が存在することを示している事を表す。 

 

トカ意味①：話題に該当する事物を、典型例を中心とするカテゴリーの典型例として明示

し、それ以外にも例が存在することを示す 

「トカ」で例を列挙する場合、評価性はない。また、明示例は＜離散的スキーマ＞に基づ

く認知作用により、カテゴリーの成員に焦点が当たるが、暗示例の存在がやや強く感じられ

る分、明示例の印象を弱める、あるいは不確実であるように感じさせる。 
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9.5 「明示した事物の印象を弱める」用法の類義語分析 

9.5.1 はじめに 

本節は、「ナド、ナンカ、ナンテ、トカ」の「明示した事物の印象を弱める」用法、つま

りそれぞれの「ナド」「ナンカ」の意味②、「ナンテ」の意味⑤、「トカ」の意味②と意味

③を考察対象とし、これらの語の類似点・相違点を考察する。 

まず、前章までの多義語分析によって得られた、本節での考察対象となる各語の意味の意

味記述と例文を再掲する。 

 

ナド意味②：明示したある事物を典型例とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以外

にも例が存在するように示すことで、明示した事物の印象を弱める 

 初めて一人で大阪にいくことになって、自由に出来る時間が夕方〜夜 9 時ぐらいま

であるんですが、皆様のおススメの観光もしくは、大阪の見所とか、ありましたら

ぜひ教えて下さい！お店でもいいです。 

ミナミの道頓堀！タイガースが優勝した時に何人も川へ飛び込んだ橋などどうです

か？きっとニュース映像などで見た事あると思うけど・・・      （Yahoo!知恵袋） 

 地方競馬を所管する特殊法人地方競馬全国協会の幹部が馬券を買ったとして処分さ

れた問題で、警視庁は 9 日、■■■■元常務理事（中略）を競馬法違反（勝馬投票券

の購入禁止）の疑いで書類送検した。「買ってはいけないと知っていたが、買うとこ

ろを見つからなければ大丈夫と思った」などと話しているという。保安課などの調

べでは、■■元常務理事は昨年 10 月、大井競馬場（東京都品川区）のレースで 1800

円分の馬券を買った疑い。馬券はすべて外れた、という。 

 （2005/9/2『朝日新聞』夕刊） 

 

ナンカ意味②：明示したある事物が典型例となるようなカテゴリーを聞き手に想起させ、

それ以外にも例が存在するように示すことで、明示した事物の印象を弱める 

 律義な人で、人望も厚かったよ。最後まで NHK の専属だったから民放の落語番組に

は絶対出ない。（中略）やっぱり明治の男だね。死んだとき新聞なんかで、若い人な

んかが柳橋の晩年はみじめだったなんて書いてるのを見て、なに言ってんだろうと

思ったよ。みじめなんかじゃまるでなかったよ。大往生でしたよ。みんなここ十年か

二十年くらいのことしか知らないで書いてるんだもの、滅茶苦茶もいいところ。  

 （北村銀太郎『聞書き・寄席末広亭』） 

 いい年をした男に、なにかちょっと贈りものをしたい、という場合がある。（中略）

そういうときに、文房具というのは、案外いいものです。（中略）たとえば、上等の

手帖、これなんか貰うと嬉しいもんです。（中略）たかが手帖と思いますが、どう

して、あれには、いろいろな領域の技術が含まれている。大げさにいえば、いい手帖

には、一国の文化水準が出ている。          （神吉拓郎『たたずまいの研究』） 
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ナンテ意味⑤：話者が提示したい聞き手にとって新情報となる事物を、理想例を中心とす

るカテゴリーの周辺例として位置づけ明示することで、仮想のより理想的な例との比較から

明示した事物の否定的な要素を感じさせ、印象を弱める 

 茨城県の県南地区に住んでいます。日帰りでツーリングに行こうと思います。一般道

で行けるお奨めスポットありますか？ちなみに日光、袋田の滝、養老渓谷は行ったの

で、それ以外でお願い致します。                    

海沿いを走って鴨川なんていかがでしょうか。もう少し南下すれば鯨が食べられま

す。                              （Yahoo!知恵袋） 

 名古屋市内で、女性一人でも気楽に行ける、ジンギスカンのお店なんて無いですか？

もし有ったら教えて下さい。                    （Yahoo!知恵袋） 

 

トカ意味②：話者の経験や考えをもとに明示した１つの事物が典型例となるような典型例

を中心とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以外にも例が存在するように示すことで、

明示した事物の印象を弱める 

 最近、というか今の会社に転職してからというもの、一貫して白髪が増え続けている。

（中略）前のほうに集中はしているが。髪染めとかは考えないの？とも言われるこ

とはあるが、全く考えていない。                 （Yahoo!ブログ） 

 山崎：この前、『日経エンタテインメント』見てびっくりしたわ。“スガシカオ、山

ごもり”、修行か（笑）。ヌンチャクでも振り回してんのかと思ったわ。 

スガ：滝とか打たれたけどね。           （山崎まさよし『対談上手』） 

 

トカ意味③：見聞きしたことをもとに明示した聞き手にとって新情報となるある事柄が典

型例となるような典型例を中心とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以外にも典型例

に近い例が存在するように可能性を示すことで、明示した事柄が見聞きした情報で定かでは

ないことを表す 

 「シャリーは？」「ああ、すぐ帰るよ。今、犬の散歩に出ていてね」「ああそうか、

たしかジュンとかいう名前だったな」「そうそう、よく覚えてるな。珍種なんで驚

くぞ」昭直は意味あり気な笑みを浮かべキッチンの方へと消えた。  

                          （安西水丸『夜の草を踏む』） 

 以前ワインに詳しい方（1 本数十万円のワインを保有しているとか）から聞いた話

では、ブルゴーニュは当たりハズレが大きいとか。（中略）…というわけで、試し

にお手ごろ（といっても安くはないですが）のハーフボトルで試してみることにしま

した。                              （Yahoo!ブログ） 

 

なお、意味記述にも反映させてあるが、第 4 章で検討した例示の機能の分類基準に照らし

合わせた結果をまとめると以下のとおりである。 
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表 1 明示した事物の印象を弱める用法の助詞の機能の分類 

 ①複数例 ②旧情報 ③主題 ④暗示例 ⑤同時 ⑥並列 

ナド② 〇 〇 〇 × － － 

ナンカ② 〇 〇 〇 × － － 

ナンテ⑤ 〇 × 〇 × － － 

トカ② 〇 〇 〇 × － － 

トカ③ 〇 × 〇 × － － 

 

ここから、ナド意味②とナンカ意味②とトカ意味②が仮想の暗示例を存在するように示す

という共通の特徴をもち、ナンテ意味⑤とトカ意味③がそれに加えて聞き手にとっての新情

報となる明示例しか示せないという傾向をもっていることが分かる。 

 

続いて、第 9 章 2 節、3 節で検討した、文体差と統語的制約のうち、この用法に当てはま

る記述を確認する。 

 

9.5.1.1 文体差 

まず、文体差のスケールから、各語の「明示した事物の印象を弱める」用法に該当するも

のだけを抜き出したものが以下の図である。 

 

 改まった文体                   くだけた文体 

ナド② 0 28 31 0 0 

ナンカ② 0 0 3 0 1 

ナンテ⑤ 0 0 2 1 0 

トカ② 0 0 0 3 20 

トカ③ 0 3 4 0 33 

図 1 「明示した事物の印象を弱める」用法の文体差 

 

ここからわかるように、「ナド」の意味②に関しては、比較的改まった文体で多用されて

いるようである。「ナンカ」と「ナンテ」はどちらも使用例が少ないという点は共通してい

るが、「ナンカ」はくだけた文体で、「ナンテ」は中間的な文体での使用が見られた。「ト

カ」は意味②より③の方が改まった文体で使用されているが、使用例が多いのはいずれもく

だけた文体である。 

 

9.5.1.2 統語的制約 

続いて、統語的制約の表から、各語の「明示した事物の印象を弱める」用法に該当するも
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のを抜き出し、助詞・助動詞類と句・文類の結果をまとめ、近い形式のものは隣同士に並べ

たものが以下の表である。 

 

表 2 「明示した事物の印象を弱める」用法の統語的制約 

 

丸山(1996)の挙げていた項目のうち、並列と副助詞としての機能の中の「『ている』の間

に入るか」「動詞・形容詞の連用形に後接するか」という項目に関しては、この用法におい

ても使用例は見当たらなかったため除いた。なお、「＿N」とは「直後の体言の内容を例示」

の機能に当たるものである。この項目における「トカ」の意味③の用例は以下の例(11)のよ

うに「トカいう」という形の場合のみ該当し「ナド」も「ナドという」という形のみ該当す

るため△とした。また、丸山(1996)の項目にはないが、実例を見ると、「ナンテ」「トカ」

のこの用法には文末に置かれるものもあることから、「＿。」の項目を加えた。 

 

 「シャリーは？」「ああ、すぐ帰るよ。今、犬の散歩に出ていてね」「ああそうか、

たしかジュンとかいう名前だったな」「そうそう、よく覚えてるな。珍種なんで驚

くぞ」昭直は意味あり気な笑みを浮かべキッチンの方へと消えた。  （＝(9)再掲） 

 

表を見ると分かるように、4 語が置き換えられるのは、直前に格助詞か名詞か「たり」が

来る場合でかつ後方に助詞や助動詞の「だ」、名詞が来ない場合のみだと言える。ただし、

後方の助詞が省略できる場合、および後方の名詞の前に「の」が挿入できる場合、「ナンテ」

と「ナンカ」の制約がなくなるため 4 語が置き換えられるようになる。 

 

以上確認した 4 語の間で統語的な制約のない例、制約がなくせる例を中心に、文体差を考

慮に入れつつ意味の相違点を考察していく。 

 

9.5.2 先行研究とその検討 

「ナド、ナンカ、ナンテ、トカ」の「明示した事物の印象を弱める」用法に関する先行研

究の記述を確認する。 

日本語記述文法研究会(2009b)は、このような用法を「ぼかし」と呼び、ぼかしを表す「ナ

 N 格＿ N＿格/係/の N＿だ N＿ ＿N 句/文/引用＿ 連用成分 たり＿ ＿。 

ナド② 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 × 

ナンカ② 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 × 

ナンテ⑤ 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

トカ② 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

トカ③ 〇 × 〇 〇 △ 〇 × 〇 〇 
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ンカ」と「ナド」について、両語間に意味用法の違いはないが、「ナド」は比較的かたい文

体で用いられるのに対し、「ナンカ」はくだけた文体で用いられると述べている。また、「ナ

ンテ」も、くだけた文体で用いられるため「ナンカ」と似ているが、用いられる範囲は「ナ

ンカ」より狭く、(12)のように提案する場合などは置き換えられるが、それ以外の(13)のよう

な場合「ナンカ」は「ナンテ」と置き換えられないとしている。 

 

 有馬温泉｛なんか.／なんて｝いいんじゃない？             (p.153) 

 暇なときには、推理小説｛なんか／？なんて｝読みます。        (p.153) 

 

またぼかしの「トカ」についても、おもに話しことばで用いられるとし、ぼかしを表すと

りたて助詞「ナンカ」「ナド」に近く、置き換えても意味はほとんど変わらないとしている。 

 

日本語記述文法研究会(2009b)の記述を見てみると、違いとして挙げられているのはほぼ文

体差のみで、意味に関してはほとんど変わらないという説明にとどまっている。この点につ

いて、実例を見ながら本当に文体差以外の違いがないのか検討する必要があるといえる。 

また、唯一、置き換えができない例として違いが挙げられている「ナンカ」と「ナンテ」

だが、以下の(14)のように提案以外の例でも置き換えられる例はある。さらに(15)のように「ナ

ンテ」を「ナンカ」という形では置き換えられない場合でも「ナンカと」や「ナンカという」

のように言葉を補えば置き換えられる例もある。 

 

 名古屋市内で、女性一人でも気楽に行ける、ジンギスカンのお店なんて（なんか）

無いですか？もし有ったら教えて下さい。             （＝(6)再掲） 

 今、美容業界が激しく推しているのが 2 つあって 1 つは酸熱トリートメント。（中

略）次は前下りのショートヘア。一部ではハンサムショートなんて（なんかと）言

われていますね。ドラゴンボールのトランクスみたいな感じって言えば伝わるかな？ 

(https://hairpeppino.com/info/2914288) 

 

「ナンカ」と「ナンテ」は特に統語的な制約の差が大きく、元々置き換えられる例が少な

いが、このような置き換えの可否についてもさらに詳しく検討したい。 

 

9.5.3 分析 

本項では、「ナド、ナンカ」「ナド、ナンテ」「ナド、トカ」「ナンカ、トカ」「ナンテ、

トカ」「ナンテ、ナンカ」6 つ全ての組み合わせに対し、それぞれの意味の違いを見ていく。 
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9.5.3.1 「ナド」と「ナンカ」の類義語分析 

まず、「ナド」と「ナンカ」について検討する。 

図 1 にも示したが、「ナド」と「ナンカ」の文体差について例文を見ながら再度確認する。 

 

 なんか主催って訳じゃないし、そんなにやんなくてもって、まん、むしろ私なんか

（＊など）、むしろ自分がやるほうだったじゃん、いつも。ホスト役だったじゃん。

だから、ゲストとして行くの、すごい楽しみにしてたわけよ。 

 （BTSJ 親しい同性友人同士雑談（女女）JF011－371） 

 地方競馬を所管する特殊法人地方競馬全国協会の幹部が馬券を買ったとして処分さ

れた問題で、警視庁は 9 日、■■■■元常務理事（中略）を競馬法違反（勝馬投票券

の購入禁止）の疑いで書類送検した。「買ってはいけないと知っていたが、買うとこ

ろを見つからなければ大丈夫と思った」などと話しているという。保安課などの調

べでは、■■元常務理事は昨年 10 月、大井競馬場（東京都品川区）のレースで 1800

円分の馬券を買った疑い。馬券はすべて外れた、という。     （＝(2)再掲） 

 ブイヤベースなど（なんか）は、やはり地中海沿岸へ行くと、どんな安い所で食べ

ても、あれだけ動いているものを使っているのだから、腕さえよければ旨いはず。と

ころが、腕が悪いとブイヤベースというのは手もつけられない味になる。 

            （辻静雄『辻静雄コレクション』） 

 

以上の例から、「ナド」は友人同士の会話のようなくだけた文体では用いることができな

いことが確認できる。また、「ナド」の使用例の中で最も改まりの強い新聞の例を見てみる

と、(17)のように「ナドと言う」や「ナドと思う」といった発言や思考を説明するような文

での用法のみであった。「ナンカ」には文が前接できないという制約があるため、新聞での

用例とは置き換えることができない。さらに改まりの度合いの低い文学以外の書籍の例であ

る(18)では、「ナド」を「ナンカ」に置き換えることができる。つまり、「ナンカ」と置き

換えられる形式の「ナド」の例のみを考えた場合、完全にくだけた文体では差が見られるが、

やや改まった文体では両語に差は見られないといえる。 

続いて「ナド」と「ナンカ」の統語的制約を比べると、「ナンカ」の方が制約が強く、「ナ

ンカ」が使用できる文では、全て「ナド」の使用が可能だといえる。一方「ナド」が使用で

きる文のうち、①名詞が後接する場合、②句や文や引用が前接する場合、③連用成分として

述語に係る場合29、の 3 つの条件においては、「ナンカ」が使用できない。ただし、①のう

ち、「ナンカの N」のように「の」が介在させられる場合は使用が可能となる。 

                                                        
29 条件③の「連用成分として述語に係る場合」とは、「自殺者がまた出るなんて今の日本はお

かしくなっている(丸山 1996:132)」のような例を指すが、この場合、連用成分となって述語に係

るかどうかというよりも、分析対象語の直前が「文」になっているため「ナンカ」を使用するこ

とができない。つまり「ナンカ」が使えない条件の③は②の「句や文や引用が前接する場合」に

含めることも可能である。 
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ではこれらの条件に当てはまらない例から、両者の意味の違いを見てみる。 

 

 一般的には土地を売りたいなどの場合には仲介を利用しますが、（中略）売れるま

でに時間がかかることもよくあり、すぐにお金がほしいときは仲介は向きませんし、

あまりにも売れないと販売価格を下げざる得ないので思っていた金額でうれるとは

限りません。他方買取りでの長所ですが、まず仲介でなく直接仲介業者が購入してく

れるので（中略）早ければ数日で入金してくれます。相続税の支払いがあり、期日に

間に合わないと延滞金が発生するときなどにいいです。 

              (http://www.youngvoicesconcerts.com/dottideuruka.html) 

 円卓というのはレストランにとってはとても便利なテーブルで、「何人がけ」とい

う厳密な決まりをもたないテーブルなんです。（中略）偶数席でも奇数席でもどんと

こい。しかも必要のない椅子を取り払ってしまっても不自然でなく「空席ができない」

から、お祝いの席なんかにいいのです。結婚披露宴のほとんどが円卓である理由。

急な用事で参加できなくなる人や、何かの理由で急に参加しなくちゃいけなくなった

人にやさしいから。        (https://www.1101.com/restaurant/2016-09-29.html) 

 

以上の例は、自分の意見を述べたり、相手に何かを提案する文脈である。このような文脈

において「ナド」と「ナンカ」が用いられている例を見ていくと、それぞれが置き換えられ

ないというほどの違いではないが、「ナド」は(19)のように、比較的詳しく具体的な意見や

提案を挙げる傾向があるのに対し、「ナンカ」の場合は(20)のように、ものの名称や簡潔な

意見や提案を挙げる傾向がある。google の検索エンジンで「ときなどにいい」と「ときなん

かにいい」という文字列を含む用例を収集し、明示例が複数ありそれぞれの意味①だと判断

されるものを除いた結果、「ときなどにいい」は 20 例、「ときなんかにいい」は 123 例見ら

れた。これらの例の「とき」を修飾する語や文の文節数をカウントしたのが下の表 3 である。 

 

表 3 「とき―にいい」を修飾する語・文の文節数 

文節数 1 つ 2 つ 3 つ 4 つ 5 つ以上 合計 

ナド 1 (5%) 5 (25%) 5 (25%) 6 (30%) 3 (15%) 20 

ナンカ 17 (14%) 42 (34%) 33 (27%) 17 (14%) 14 (11%) 123 

 

表を見ると、「ナド」の場合、文節数が 4 つ以上の用例だけで全体の 45%を占めるのに対

し、「ナンカ」の場合は 25%にとどまる。一方文節数が 2 つ以下の用例を見てみると、「ナ

ド」は 30%であるのに対し、「ナンカ」は 48%とほぼ半数を占める。以上のことからも、「ナ

ド」は比較的詳細に、「ナンカ」は比較的簡潔に明示例を挙げているということがわかる。 

これらの傾向は、前節の「それ以外にも例が存在することを示す」用法において「ナド」

に認めた、＜離散的スキーマ＞に基づく認知作用により明示例一つ一つを個別に捉えるとい
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う特徴と、「ナンカ」に認めた、＜統合的スキーマ＞に基づく認知作用により明示例を一群

として捉えるという特徴がこの用法においても存在することによるものだと考えられる。つ

まり、「ナド」の場合は、明示例一つ一つに焦点が当たることで、暗示例にはまた別の例を

想起するため、詳細で具体的な例を挙げた場合にも後接させやすい。しかし、「ナンカ」は、

カテゴリーそれ自体に焦点が置かれやすいことから、詳細で具体的な例を挙げた文脈では、

選択されにくいのではないかと考えられる。 

 

続いて、一人称を前接させるような文を見てみる。 

 

 最近亡くなった諸井薫氏は、作家として死亡広告が出たが、彼は、社長業もやり、

雑誌編集者としても名を成すという三つの顔を持っていた。私など（なんか）も、

経済アナリストといわれているが、実はコレクター（蒐集家）と呼んでもらいたいと

思うときもある。              （勝見明・森永卓他『PRESIDENT』） 

 今の日本の学生を見ていると、それほど強力なインセンティブを持ちえるのかな、

という気もします。彼らの消費行動はかなり歪で、私など（なんか）が見ると汚い

だけの数十万円もするビンテージ・ジーンズを買ったりする。たしかにバブルの頃の

学生は、タキシードを着て高級ホテルで食事をして、というような背伸びをしていま

したけれど、今の学生に、そういったインセンティブを持たせるのはかなり難しいよ

うに思うのです。                   （福田和也・竹中平蔵『｢日本｣を超えろ』） 

 

以上の例はどちらも「ナド」に「私」が前接する例である。前述のとおり、「ナド」はく

だけた文体では用いられない改まった表現であるため、「ナド」を用いた場合の方が丁寧さ

を感じる。また、「ナンカ」は意味④の「評価を際立たせる」用法が背後で活性化すること

により、軽視や否定といったマイナスの評価性を帯びやすいことから、(21)の場合、「ナン

カ」を用いた場合であれば「私」以外の人の存在を暗示し印象を弱めることで、自分をやや

軽視したり卑下するような意味合いになる。一方「ナド」の場合、丁寧に「私」の印象を弱

めることで謙遜のような効果を生む。そこから(22)の場合、「ナンカ」では「ビンテージ・

ジーンズ」に関する知識のない自分を卑下しているような印象になり、「ナド」では謙遜し

つつも、「ビンテージ・ジーンズ」の良さが分からない自分を悪くは思ってはおらず、むし

ろ価値を見出している若者に対し否定的な考えを持っているような印象になる。 

 

以上の分析から「ナド」と「ナンカ」の違いをまとめる。まず「ナド」は友人同士の会話

など、くだけた文体では用いられにくい。また、個々の成員に焦点が当たりやすいことから、

比較的詳細な明示例を挙げる傾向がある。また、一人称が前接する場合は、謙遜のような意

味合いになる。一方「ナンカ」では、カテゴリーそれ自体に焦点が置かれやすいことから、

明示例に詳細な例が挙げにくい。また、一人称が前接する場合は軽視や否定といったマイナ
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スの評価性を帯びやすく卑下のような意味合いとなる。 

 

9.4.3.2 「ナド」と「ナンテ」の類義語分析 

次に、「ナド」と「ナンテ」についてさらに詳しく検討する。 

 

「ナド」と「ナンテ」の文体差について、例文を見ながら再度確認する。 

 

 雨が降ろうが体調が悪かろうが、ちびちびずるずる水を汲みに行くのである。償い

を課せられた者はこうでなくちゃな。もとはどんな暮らしをしていたんだろうなん

て（などと）考える人間もいるだろうね。なにしろ体の芯を北風が吹き抜けている

ように見えるらしいから。        （川崎徹『彼女は長い間猫に話しかけた』） 

 地方競馬を所管する特殊法人地方競馬全国協会の幹部が馬券を買ったとして処分さ

れた問題で、警視庁は 9 日、■■■■元常務理事（中略）を競馬法違反（勝馬投票券

の購入禁止）の疑いで書類送検した。「買ってはいけないと知っていたが、買うとこ

ろを見つからなければ大丈夫と思った」などと（＊なんて）話しているという。保

安課などの調べでは、■■元常務理事は昨年 10 月、大井競馬場（東京都品川区）の

レースで 1800 円分の馬券を買った疑い。馬券はすべて外れた、という。 

                               （＝(2)再掲） 

 

「ナンテ」も「ナド」も「印象を弱める」用法では、くだけた会話には実例が見当たらな

い。しかし(23)のようにややくだけた文体である書籍の文学からの実例では、「ナンテ」の

使用は認められ、この場合「ナド」と置き換えることも可能である。また、「ナド」はやや

改まった文体である新聞でも(24)のように用いられる。この場合、形式的には「ナンテ」と

置き換えることも可能だが、くだけすぎた印象になるため使用できない。つまり、ややくだ

けた文体においては、両語に差はないが、新聞程度にやや改まった文体では「ナド」は使用

できるが「ナンテ」は使用できないということになる。 

 

また、「ナド」と「ナンテ」の統語的制約を比べると、「ナド」が使用できる文のうち、

「ナンテ」が使用できないのは、格助詞や係助詞、助動詞の「ダ」が後接する場合である。

ただし、格助詞が後接する場合でも、格助詞を省略することが可能であれば「ナンテ」と置

き換えることが可能である。 

反対に、「ナンテ」が使用できる文のうち「ナド」が使用できない場合については、図 1

を見ると、文末に来る場合のみだといえるが、「それ以外にも例が存在することを示す」用

法でも検討した、大曽(1996)の 4 つの分類を基にさらに詳しく置き換えの制約があるかを確

認する。 
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(A)「など」そのものに相当する場合／(D)「などというのは」に相当する場合。（主題の位

置に来る場合） 

 茨城県の県南地区に住んでいます。日帰りでツーリングに行こうと思います。一般

道で行けるお奨めスポットありますか？ちなみに日光、袋田の滝、養老渓谷は行った

ので、それ以外でお願い致します。                    

海沿いを走って鴨川なんて（など／などというのは）いかがでしょうか。もう少し

南下すれば鯨が食べられます。                     （＝(5)再掲） 

(B)「など」に引用の助詞「と」がついた「などと」に相当する場合。 

 雨が降ろうが体調が悪かろうが、ちびちびずるずる水を汲みに行くのである。償い

を課せられた者はこうでなくちゃな。もとはどんな暮らしをしていたんだろうなん

て（などと）考える人間もいるだろうね。なにしろ体の芯を北風が吹き抜けている

ように見えるらしいから。                      （＝(23)再掲） 

(C)「などという」に相当する場合。 

 目標は一日に二十五人のドクターを訪問すること。大学病院は研修医も含めると八

百人の大所帯だ。どのドクターも多忙を極めるから、「気がついたら一日中、小走り

してたり（笑）」なんて（などという）ことも。 

 （矢嶋恵理・高山周子『外資系企業就職ガイドブック』） 

 

以上のように、「印象を弱める」用法では「それ以外にも例が存在することを示す」用法

のような細かい制約はなく、基本的に(B)に当たるものの場合は「と」を、(C)に当たるもの

の場合は「という」をそれぞれ補えば、「ナンテ」を「ナド」に置き換えることができる。

「それ以外にも例が存在することを示す」用法では、「ナンテ」の後に明示例の説明になる

ような要素が続く場合、様々な制約があったが、「印象を弱める」用法は、暗示例が具体的

に想定しにくいことが重要であるため、そもそも暗示例の存在が明確になるような明示例の

説明を付けることがない。そのためこのような細かな制約が起こらないのだといえる。 

 

ここで、両語が置き換えられるそれぞれの場合にどのような意味の違いがあるかを見てい

く。なお、前述のとおり、格助詞が後接する文では「ナンテ」を用いることはできないため、

格助詞の省略が可能であれば省略した形で「ナンテ」と置き換える。また、「ナド」につい

ても必要に応じ「と」「という」を補い置き換えることとする。 

まず、(A)(D)に当たる例から見ていく。 

 

 名古屋市内で、女性一人でも気楽に行ける、ジンギスカンのお店なんて（など）無

いですか？もし有ったら教えて下さい。             （Yahoo!知恵袋） 

 カーちゃんは、お産婆さんでしたから、お呼びが来ると、どんな用事があってもす

ぐにカバンを抱えて、家を飛び出して行く、仕事一途の責任感の強い律儀な専門家で
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した。後に残されたマーちゃんの事などは（＊なんて）、考えてはいたのでしょう

が、マーちゃんには伝わってはきませんでした。 

                  （古閑雅之『マーちゃんが過ごした日々』） 

 

(28)では、「ナンテ」を用いた場合、女性が一人でジンギスカンを食べに行くことを理想

的ではないと否定しているような意味合いになるのに対し、「ナド」を用いた場合、「ジン

ギスカンのお店」に対する評価性は感じさせず、印象が弱まる。この違いは、それぞれの意

味記述にも表れている。両語の意味記述を比べると、「ナド」は「典型例を中心とするカテ

ゴリー」の「典型例」を挙げるのに対し、「ナンテ」は「理想例を中心とするカテゴリー」

の「周辺例」を挙げるという違いがある。「理想例を中心とするカテゴリーの周辺例」には

「典型例」にはない「否定」の意味合いが生じる。そのため、(28)にこのような意味の差が

生まれるのだといえる。 

また、この違いは(29)のような場合に置き換えの可否に関わる差となる。(29)は「ナド」は

使用できるが「ナンテ」は使用できない。これは、母親（カーちゃん）が考えることという

カテゴリーにおいて、自分の子供（マーちゃん）のことというのは典型的あるいは理想的だ

といえるが、理想と比較して周辺的だとはいえないためである。つまり、このように、それ

が当たり前だといえる文脈でかつ理想的だと考えられる文脈では「ナド」を「ナンテ」と置

き換えることはできないということがいえる。 

 

次に、(B)、(C)の例について見ていく。 

 

 インフォームドコンセントの普及により、担当医は検査や治療法の説明をして同意

を求めたり「手術と薬による治療がありますが、どちらにしますか？」などと（な

んて）聞きます。しかし、ふつうは「わからないのでお任せします」ということに

なったり、希望することを言えずに終わってしまいます。 

 （寺下謙三『プライベートドクターをもつということ』） 

 目標は一日に二十五人のドクターを訪問すること。大学病院は研修医も含めると八

百人の大所帯だ。どのドクターも多忙を極めるから、「気がついたら一日中、小走り

してたり（笑）」なんて（などという）ことも。             （＝(27)再掲） 

 

引用の「と」を含む以上の例では、「それ以外にも例が存在することを示す」用法におけ

る特徴と同様、「ナドと」「ナドという」を使用した場合、「ナンテ」に比べ、やや改まっ

たような印象になる。またそこから、(31)のように「一日中小走りをする」など「否定的」

に捉えられそうな要素がある場合には、改まりつつも、その発言をやや軽視して捉えている

ような意味合いになる。一方、「ナンテ」を用いた場合は、いずれの例も理想的な聞き方、

状態に対して、明示例として挙げられたその思考や発言や状態が周辺的であることを表し、
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否定の意味合いを感じさせる。 

 

以上の分析から「ナド」と「ナンテ」の違いをまとめる。まず、両者が置き換えられる場

合に関し、「それ以外にも例が存在することを示す」用法のような細かな制約はない。 

「ナド」は、(A)(D)に当たる例の場合、明示例に評価は加えず、印象を弱める。それに対

し、(B)(C)では、やや改まったような意味合いとなり、引用内容に「否定的」な要素が感じ

られる場合には、やや軽視したような印象となる。一方「ナンテ」は新聞のようなやや改ま

った文体では用いることができない。また、(A)(D)に当たる例では、理想例に対する周辺例

が明示されるため、否定の意味合いが感じられる。そこから、当たり前でかつ理想的な明示

例に対しては使用できない。(B)(C)でも同様に、発言、思考、状態を、何らかの理想例に対

する周辺例として捉えることで否定の意味合いを感じさせる。 

 

9.4.3.3 「ナド」と「トカ」の類義語分析 

「ナド」と「トカ」について検討する。 

図 1 にも示したが、「ナド」と「トカ」意味②と意味③の文体差について、例文を見なが

ら再度確認する。まずは「ナド」と「トカ」の意味②を比べてみる。 

 

 そっか。アメリカか。でもさ、格安航空券とか（＊など）あったらね。（行ける、

行ける。）安そうだよね。（うん。全然行ける。） 

   （BTSJ 親しい同性友人同士雑談（女女）JF001－706-712） 

 若手たちが緊張している。ええと、軟らかい話題を探さなくては―。「みんな、彼

女とか（＊など）はいるの？」言いながら後悔した。まるっきりオッサンの会話だ。

しかも唐突。                      （奥田英朗『空中ブランコ』） 

 調べなど（＊とか）では、■■さん親子は砂浜を散歩し、東端のコンクリート製堤

防のそばで■■さんが■■ちゃんを堤防の上に抱え上げようとした瞬間、足元の砂浜

が陥没し、■■ちゃんが腰まで埋まった。■■さんが慌てて引き上げようとしたが、

長さ約二．三メートル、幅約〇．八メートル、深さ約一．六メートルの穴ができ、

■■ちゃんは両手首だけを残して全身が砂に埋まったという。 

 （2001/12/31『西日本新聞』朝刊） 

 カーちゃんは、お産婆さんでしたから、お呼びが来ると、どんな用事があってもす

ぐにカバンを抱えて、家を飛び出して行く、仕事一途の責任感の強い律儀な専門家で

した。後に残されたマーちゃんの事など（とか）は、考えてはいたのでしょうが、

マーちゃんには伝わってはきませんでした。           （＝(29)再掲） 

 

図 1 を見ても分かるように、「ナド」が新聞や文学以外の書籍といったやや改まった文体

で用いられるのに対し、「トカ」の意味②は文学や友達同士での会話といったくだけた文体
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で用いられる傾向があり、両語が共通して用いることのできる文体は限られている。例の(32)

は友達同士の会話、(33)は文学からの例であるが、少しくだけた話しことばになると「ナド」

は「それ以外にも例が存在することを示す」用法としての解釈が強くなり、「印象を弱める」

用法として解釈しにくくなる。また、(34)のような新聞の例では「トカ」は容認度が落ちる。

両者が共通して用いられるのは、(35)のようなくだけすぎていない文体の書籍に限られる。 

次に、「ナド」と「トカ」の意味③とを比べてみる。 

 

 で、なんか、あた、こないだ、あれいつだっけな、26 日ぐらいにー、あたしがバイ

トに行ってたときに、あーの、「人名 7」店長が来て、“あたしもう、こん、今月辞

めるんですよー”とか（＊などと）言って。で、“今日とあと、31 日しかこな、あ、

明日とー、もうあと 31 しか来ないんですよ”とか（＊などと）言ってって。 

 （BTSJ 親しい同性友人同士雑談（女女）JF001－47-48） 

 二人は高校二年生で、昨年まで同じ後志管内の高校に通っていた。調べに対し、男

子高校生は「（女子高校生を）自宅に送り届けるため、二人で車を盗んだ」などと

（＊とか）話しているという。          （2003/4/16『北海道新聞』朝刊） 

 客の多くはリピーター。カウンターでメンバーカードと運転免許証を提示すれば、

わずか数分で車が手に入る（例外あり）。「何だかビデオ屋さんみたいでしょ」と白

石太一郎所長（27）。その気軽さは走行距離にも表れるとか（＊など）。「一日 100

キロ超の遠出派が主流だけど、中には 20－30 キロで返却するケースも」。 

 （2004/10/5『西日本新聞』朝刊） 

 「シャリーは？」「ああ、すぐ帰るよ。今、犬の散歩に出ていてね」「ああそうか、

たしかジュンとか（などと）いう名前だったな」「そうそう、よく覚えてるな。珍

種なんで驚くぞ」昭直は意味あり気な笑みを浮かべキッチンの方へと消えた。 

 （＝(9)再掲） 

                             

引用の「トカ」は「ナドと」と対応する場合がある。文体差のみを検討するため、そのよ

うな場合には適宜「と」を補った。まず、(36)のようなくだけた文体では「ナド」の容認度

は落ちる。また、改まった文体である新聞は、「ナド」と「トカ」どちらも使用されるが、

「ナド」は容疑者の自供や有名人のコメントなどを引用する(37)のような例が大半であり、

このような場合、「トカ」の容認度は落ちる。一方新聞において「トカ」が用いられる場合

(38)のように文末に用いられる。「印象を弱める」用法では「ナド」は文末で用いることが

できないため、このような場合でも置き換えることはできない。つまり、両語は新聞で用い

られることはあるが、双方を置き換えることはできないということになる。「ナド」と「ト

カ」の意味③に関しても、「トカ」の意味②と同様、両語が置き換えられるのは(39)のよう

な、くだけすぎていない文体の書籍だといえる。 
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続いて「ナド」と「トカ」の統語的制約を比べると、「ナド」と「トカ」の意味②はほと

んど制約はないが、「ナド」の場合、文末に置くことができない。また「ナド」と「トカ」

の意味③を比べてみると、「ナド」が文末に置けないという部分は共通するが、「トカ」の

意味③は、格助詞と係助詞が後接する場合と連用成分として述語に係る場合、「ナド」と置

き換えることができない。また名称を挙げるような文脈では「ナド」は「ナドという N」、

「トカ」は「トカいう N」という形になる。 

なお、「トカ」の意味③には、(40)のような 2 つの例を挙げ「定かではない」ことを表す

ような用法があるが、このような用法は「A トカ B トカ」という形が定型化しているため、

「ナド」と置き換えることができない。 

 

 今日の夜あたりから関東に台風 13 号が来るとか（＊など）来ないとか（＊など）・・・

実は今度の連休を利用して、千葉進出をしようと思ってたのですが・・・行き先は 1

日目亀山のオカッパリ、2 日目高滝のボートを考えていたのですが、台風の直後とか

濁りが入るだろうし、正直あんまり釣れそうにないですよねぇ。特にダム湖だと、濁

りは×というイメージがかなりあるのですが。う〜ん、どうしたものか・・・                         

 （Yahoo!ブログ） 

 

ではこれらの条件に当てはまらない例から、両者の意味の違いを見てみる。まずは「ナド」

と「トカ」の意味②について見ていく。 

 

 初めて一人で大阪にいくことになって、自由に出来る時間が夕方〜夜 9 時ぐらいま

であるんですが、皆様のおススメの観光もしくは、大阪の見所とか、ありましたらぜ

ひ教えて下さい！お店でもいいです。  

ミナミの道頓堀！タイガースが優勝した時に何人も川へ飛び込んだ橋など（とか）

どうですか？きっとニュース映像などで見た事あると思うけど・・・（Yahoo!知恵袋） 

 デキ婚です。今 9 週なんですが十月（十八週）に式ををします。A ラインを着たい

のですが、お腹は目立ちますか？妊婦用の A ラインのドレスとか（など）あります

か？                            （Yahoo!知恵袋） 

 

以上の例は、相手に自分の考えを提案したり要望として伝えたりする文脈である。前節で

の「それ以外にも例が存在することを示す」用法の分析から明らかになったそれぞれの特徴

としては、「ナド」は暗示例の存在はそれほど強く示されない分、明示例が確実に該当しう

るものであるような確からしさをもつというものであり、「トカ」は暗示例の存在がより強

く感じられる分、明示例に対しぼかしや曖昧さが生まれ、明示例を気軽に挙げているような

意味合いとなるというものであった。以上の例もこれらの特徴に近いといえる。(41)の例で

は「ナド」を用いた場合に比べ「トカ」に変えた場合の方がそれ以外の案の存在が強く感じ
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られ、気軽な提案をしているように感じる。また(42)の例も同様に、「トカ」の場合、妊婦

用の A ラインのドレス以外が提案される余地を残し、やや遠慮がちに自分の希望を述べてい

るような意味合いになるのに対し、「ナド」の場合他の例が「トカ」ほど強く感じられない

ため、「トカ」よりも明示例が明確に示されているような意味合いになる。印象を弱める効

果が「トカ」よりも小さいため、読み方によっては、「ナド」の意味④‐3 の「馴染みのな

いもの」を示す用法ともとることができる。 

 

 知的好奇心は年をとるにしたがって動脈硬化をきたすのが普通で、げんに私などに

もその徴候はすでに現われかけており、場合によってはそれが良い結果を生むことも

あると私は都合よく考えているのだが、林さんの場合は、年とともにますます関心の

幅が広がっていったような節がある。     （澁澤龍彦『日本作家論集成 上』） 

 先日、家族旅行で長崎に行った時も嫁さんがホテルをキャンセルしたんですよね。

前もって。何故か聞いたら、口コミ観たら評判が今一だったと。やっぱり、そうです

よね。気になりますね。私とかは、全くそういうのを観る気がなく無頓着なもので

すからふ～んてな感じですが、特に奥様方は気にされるみたいですね。 

(https://www.k-murata.co.jp/blog/syacho_blog/%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F%

E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB-2) 

 今の日本の学生を見ていると、それほど強力なインセンティブを持ちえるのかな、

という気もします。彼らの消費行動はかなり歪で、私など（とか）が見ると汚いだ

けの数十万円もするビンテージ・ジーンズを買ったりする。たしかにバブルの頃の学

生は、タキシードを着て高級ホテルで食事をして、というような背伸びをしていまし

たけれど、今の学生に、そういったインセンティブを持たせるのはかなり難しいよう

に思うのです。                        （＝(22)再掲） 

 

これらは一人称を挙げる例である。「ナド」が用いられた(43)の例の場合、「場合によっ

てはそれが良い結果を生むこともあると私は都合よく考えているのだが」からも分かるよう

に話者自身は知的好奇心がなくなっていくなど一見マイナスの出来事に対してもそれほど悪

いこととは捉えていない。「ナド」を用いた場合、「私」が普通である、あるいは良い行為

をしていると考えつつも、聞き手に他にも同様の人がいるかのような印象を与えることで、

丁寧に謙遜しているような意味合いになりやすい。一方、「トカ」が用いられた(44)の例の

場合、「全くそういうのを観る気がなく無頓着なものですから」から分かるように、話者は

口コミなどを気にしないことを自分の無精であるとマイナスに捉えている。「トカ」を用い

た場合、「私」の能力が低い、間違っているという意識から、「私」以外の人の存在を感じ

させ、「私」の印象を弱めているような意味合いになりやすい。これらの違いは置き換えが

できなくなるほどの明確な違いではないが、(45)の場合、「ナド」を用いると、話者は、「今

の日本の学生」の方がおかしく、ビンテージ・ジーンズを「汚い」と感じる自身を普通であ
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る当然であると考えているように感じられる。これを「トカ」に置き換えた場合には、自分

の感性が不十分であることからこれらのジーンズの価値が理解できないといった意味として

も捉えることができる。 

続いて、「トカ」の意味③に関する例を見ていく。 

 

 「シャリーは？」「ああ、すぐ帰るよ。今、犬の散歩に出ていてね」「ああそうか、

たしかジュンとか（などと）いう名前だったな」「そうそう、よく覚えてるな。珍

種なんで驚くぞ」昭直は意味あり気な笑みを浮かべキッチンの方へと消えた。 

 （＝(9)再掲） 

 辞書を食べる…これは、猛勉強をする人々のあいだでよく言われたセリフだ。暗記

したページを食べて腹の中へ入れてしまうという心意気だが、もちろん私などはこん

な経験は持ち合わせていない。（中略）今となっては似合わないが、受験勉強中のな

ぐさみとして一度くらいはやっておけばよかったなどと（とか）思うこともあるの

だ。                       （村松友視『食べる屁理屈』） 

 

(46)のように何かの名称を思い出せないという文脈で「トカ」を使うことがあるが、この

ような文脈で「ナドと」を用いた場合、「トカ」のように「不確かさ」という意味合いがか

なり弱まる。前節でも特徴として挙げたが、「ナド」に「と」をつけた場合、一歩引いたよ

うに改まった立場から、その発言をやや軽視して捉えているような意味合いになる。この例

においても「ジュン」という名前をやや軽視して捉えているようにも感じられる。 

また、(47)は自分の思考を述べる文脈であるが、(47)の場合、「ナドと」では「辞書を食べ

てみる」以外の考えが存在しているという意味合いが感じられにくいのに対し、「トカ」に

変えた場合は、「辞書を食べる」という考えがおかしいことであるかもしれないという話者

の遠慮から、「辞書を食べる」という行為やそれに近い行為というように曖昧にさせている

ような意味合いが感じられる。 

また、「トカ」と「ナド」の特徴の違いとして挙げられるのが、「トカ」は伝聞を表すの

に対し、「ナド」にはそのような機能はないということである。これは「トカ」の意味③の

意味記述の「見聞きしたことをもとに」という要素で表されている。以下の例ではこの違い

が意味の違いとして表れている。 

 

 恵方巻きは、食べ終わるまでしゃべっちゃダメとか（などと）いう話だが、小さな

子供がいるのにそれはムリってものだ（笑）          （Yahoo!ブログ） 

 「うちの子がポケモンカードを欲しい欲しいと言ってお宅に行ったが、カードをも

らえなかったと言って、泣いて帰ってきたんだ。教会はウソをつくのか！！幼い子を

だますのか！！」「○○ちゃんのお父さんですね。○○ちゃんは塾があるとか（な

ど）で、途中で帰ってしまったのです。カードは集会の最後で配ることになってい
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ますので、それでもらえなかったと思います。」私は途中で帰っていった○○ちゃん

のことを覚えていたので、そう話しました。 

                 （内越言平『ひとりの小さなおともだちが』） 

 

(48)のように「という話」といった伝聞だと分かる要素のある文脈では、「トカ」も「ナ

ド」も恵方巻に関する話が人から聞いた話であるということが分かる。一方(49)のような文

脈では、「と聞いた」「と話していた」などの言葉がなくても、「トカ」を用いた場合、「塾

がある」ということを「〇〇ちゃん」やその周りの人から聞いたという意味合いになる。し

かし、「ナド」を用いた場合、「塾がある」というのが帰った理由の一つとして挙げられて

いるように感じられる。 

 

以上の分析から「ナド」と「トカ」の違いをまとめる。まず「ナド」と「トカ」の意味②、

意味③が置き換えられるのは書籍などのくだけすぎていない文体に限られる。「ナド」は明

示例を示していても、暗示例の存在はそれほど強く示されない分、印象を弱める効果は少な

い。また「ナドと」という形で用いた場合は、改まりつつ、その発言をやや軽視して捉えて

いるような意味合いになることもあり、「聞いた」「話していた」のような伝聞の要素のな

い文脈で用いると例の提示として解釈される。一方「トカ」の意味②は暗示例の存在がより

強く感じられる分、明示例に対しぼかしや曖昧さが生まれ、明示例の印象を弱める効果が強

くなる。さらにそこから「トカ」の意味③では「不確かさ」を強く表す。また、「聞いた」

「話していた」のような伝聞の要素のない文脈においても伝聞を表すことができる。 

 

9.4.3.4 「ナンカ」と「トカ」の類義語分析 

続いて「ナンカ」と「トカ」について検討する。 

まず、以下の「トカ」の意味③の例を「ナンカ」に置き換えて見てみる。 

 

 で、なんか、あた、こないだ、あれいつだっけな、26 日ぐらいにー、あたしがバイ

トに行ってたときに、あーの、「人名 7」店長が来て、“あたしもう、こん、今月辞

めるんですよー”とか（＊なんかと）言って。で、“今日とあと、31 日しかこな、

あ、明日とー、もうあと 31 しか来ないんですよ”とか（＊なんかと）言ってって。 

 （＝(36)再掲） 

 「シャリーは？」「ああ、すぐ帰るよ。今、犬の散歩に出ていてね」「ああそうか、

たしかジュンとか（＊なんかと）いう名前だったな」「そうそう、よく覚えてるな。

珍種なんで驚くぞ」昭直は意味あり気な笑みを浮かべキッチンの方へと消えた。  

                             （＝(9)再掲） 

 

統語的制約にも関わることだが、「ナンカ」は文や句を前接させることができないことや、
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そもそも伝聞のような意味は持っていないことから、(50)の発言や思考、状況説明などの文

脈や(51)の名称を挙げるような文脈といった「トカ」の意味③に当たる文では、「ナンカ」

の容認度は落ちる。そこで、本節では、「ナンカ」と「トカ」の意味②について、両語の違

いを検討する。 

まず、「ナンカ」と「トカ」意味②の文体差について、例文を見ながら再度確認する。 

 

 そっか。アメリカか。でもさ、格安航空券とか（なんか）あったらね。（行ける、

行ける。）安そうだよね。（うん。全然行ける。）           （＝(32)再掲） 

 私の仲良くなった子で、クリスチャンネームを付けてもらったのかマーガレットと

いう十五、六才の女の子がいて、彼女は口が不自由で、その上手足も不自由だった。

（中略）こういう施設であっても車椅子なんか（とか）はないし、だから彼女はい

つも四つん這いになって歩いていた。 

 （ひのもと由利子『やっぱりノープロブレムへの旅』） 

 

「ナンカ」と「トカ」の意味②は、いずれも友達同士の会話の(52)のようなくだけた文体

から、文学以外の書籍の(53)のようなやや改まった文体まで、ほぼ同様の範囲で使用できる。 

 

続いて「ナンカ」と「トカ」の統語的制約を比べると、「ナンカ」の方が制約が強く、「ナ

ンカ」が使用できる文では、全て「トカ」の使用が可能である。一方「トカ」が使用できる

文のうち、①名詞が後接する場合、②句や文や引用が前接する場合、③連用成分として述語

に係る場合、④文末に使われる場合の 4 つの条件においては、「ナンカ」が使用できない。

ただし、①のうち、「ナンカの N」のように「の」が介在させられる場合は使用が可能にな

る。 

 

ではこれらの条件に当てはまらない例から、両者の意味の違いを見てみる。 

 

 デキ婚です。今 9 週なんですが十月（十八週）に式ををします。A ラインを着たい

のですが、お腹は目立ちますか？妊婦用の A ラインのドレスとか（なんか）ありま

すか？                             （Yahoo!知恵袋） 

 二十九歳の男です。一昨日から突然あごや頬にニキビが大量に（二十カ所くらい）

出来てしまいました。（中略）よきアドバイスをお願いします週末まで仕事が忙しく

医者にはいけません 

ストレスの可能性が強いですね。とりあえず薬局でオロナイン H 軟膏なんか（とか）

を買ってぬりぬりしておいてください。つぶさないほうがいいですよ。 

 （Yahoo!知恵袋） 
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(54)は自分の要望を挙げる例であり、(55)は自分の考えを提案する例である。「ナンカ」を

用いた場合、いずれの例も「妊婦用の A ラインのドレス」や「オロナイン H 軟膏」をそれと

近いものを含めたカテゴリー全体に焦点が当たり、例を明示してはいるが、「そのようなも

の」というように印象を弱めている。一方、前項で確認したように、「トカ」の意味②には

暗示例の存在がより強く感じられるという特徴があった。この特徴は、案をもらいたい場合

と与える場合とで異なる効果をもたらしている。(54)のような案をもらいたい文脈では、要

望は一つだが、その明示例の印象を弱めることで、回答者が他の提案をしてくれる余地を残

すという効果を生んでいるように感じられるが、(55)のような案を与える文脈では、印象を

弱めているというより、提案者が「オロナイン H 軟膏」以外の薬の購入も想定しているよう

に感じられ「それ以外にも例が存在することを示す」用法として解釈しやすい。 

 

 田口さんからは「どうぞ、好きにやってください」というお言葉をいただいていた

ので、そう言われたからには、原作と同じことをやっても芸がないな―なんて思いつ

つ（笑）。そういうことも含めて、僕なんか（とか）は頭で考えてしまうタイプな

んですが、田口さんは額のあたりに穴があいていて、そこから入れたものを細胞の中

とかで考えているんじゃないかな（笑）。   （佐藤環妃『COSMOPOLITAN 日本版』） 

 警察の業務についても、八十年代に留置管理業務と一般刑事業務とは分けて、要す

るに収容者の起居動静については取り調べ手続とは区別されるということが、一歩前

進したというふうにやはり私なんか（??とか）は思います。（第 162 回国会会議録） 

 

また、一人称を挙げる(56)(57)のような例では、「ナンカ」は軽視や否定といったマイナス

の評価性を帯びやすく卑下のような意味合いとなることから、(56)では「頭で考えてしまう」

ことを否定的に捉えているような意味合いに、(57)では自分の発言に対しこのような考え方

をしている「自分」を卑下しているような意味合いになる。一方「トカ」では、「私」以外

の人の存在がより強く感じられることから、(56)では私以外にも「頭で考えてしまう」グル

ープがいるような意味合いになる。しかし、(57)のように、その場での自分の意見を述べる

ような文脈において、文末に「私なんかは思います」というような形で用いる場合には、同

様のグループが想起しにくいためか「トカ」の容認度が下がる。 

 

以上の分析から「ナンカ」と「トカ」の意味②の違いをまとめる。まず両語は完全にくだ

けた文体からやや改まった文体まで同様の範囲で用いることができる。「ナンカ」では、挙

げられた明示例を含むカテゴリー全体に焦点が当たりやすくなる。また、一人称が前接する

場合は軽視や否定といったマイナスの評価性を帯びやすく卑下のような意味合いとなり、文

末に「私なんかは思います」というような形で発言を弱めるような用法もある。 

一方「トカ」の意味②は暗示例の存在がより強く感じられる分、提案するような文脈では

「それ以外にも例が存在することを示す」用法としての解釈がしやすくなる。また一人称が
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前接する場合は同様の特徴をもつ人のグループがいるような意味合いになるため、その場限

りの発言などでは容認度が下がる。 

 

9.4.3.5 「ナンテ」と「トカ」の類義語分析 

次に、「ナンテ」と「トカ」の意味②と意味③について検討する。 

図 1 にも示したが、「ナンテ」と「トカ」意味②と意味③の文体差について、例文を見な

がら再度確認する。まずは「ナンテ」と「トカ」の意味②を比べてみる。 

 

 そっか。アメリカか。でもさ、格安航空券とか（なんて）あったらね。（行ける、

行ける。）安そうだよね。（うん。全然行ける。）           （＝(32)再掲）  

 おれをさらけ出したもの、というのが大前提にあって、通す背骨は「恋愛」。やは

り、どうせ書くなら、すぐ形になるものがいいし、映像化される可能性も含んでおき

たい、と考えると、それなりに時制に沿ったものが望ましいから、日韓共催のサッカ

ーのワールド・カップに注目が集まっている今なら、近くて遠い隣国である日本と韓

国の海峡を越えた恋愛物語なんて（とか）どうだろうと思い、登場人物のキャラク

ター設定を始めた。                        （田原成貴『いかれポンチ』） 

 

用例の分布のみを見ると「ナンテ」の方がやや改まっており、「トカ」の意味②はくだけ

た文体だといえるが、上の例を見ると「ナンテ」は(58)のような友達同士の会話においても

置き換えが可能であり、一方「トカ」も(59)のような文学以外の書籍のやや改まった文体で

も容認度が高い。つまり、両語はくだけた文体からやや改まった文体までほぼ同様に用いる

ことができるということができる。 

次に、「ナンテ」と「トカ」の意味③とを比べてみる。 

 

 客の多くはリピーター。カウンターでメンバーカードと運転免許証を提示すれば、

わずか数分で車が手に入る（例外あり）。「何だかビデオ屋さんみたいでしょ」と白

石太一郎所長（27）。その気軽さは走行距離にも表れるとか（＊なんて）。「一日

100 キロ超の遠出派が主流だけど、中には 20－30 キロで返却するケースも」。 

                               （＝(38)再掲） 

 で、なんか、あた、こないだ、あれいつだっけな、26 日ぐらいにー、あたしがバイ

トに行ってたときに、あーの、「人名 7」店長が来て、“あたしもう、こん、今月辞

めるんですよー”とか（なんて）言って。で、“今日とあと、31 日しかこな、あ、

明日とー、もうあと 31 しか来ないんですよ”とか（なんて）言ってって。 

                               （＝(36)再掲） 

 荷物をかついでいると、裸足の若いブラジル人二人が私たちからバックパックを取

り、ホテルに向かって走っていった。なんて親切なスタッフがいるんだろう。やはり
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社長のゲストということで、待遇がより一層いいんだなぁなんて（とか）思ってい

た。フロントに着くと、鍵を渡され部屋に案内された。 

 （田中菜穂『ゲット・オン・ザ・バス！』） 

 

「トカ」の意味②とは異なり、意味③は(60)の新聞からの用例のように文末で伝聞のよう

な意味を表す用法として用いられることがある。しかし、「ナンテ」はこのような「トカ」

とは置き換えることができないことから、置き換えができるもののみを見た場合、両語の文

体差としては、(61)の友達同士の会話のようなくだけた文体から(62)の文学以外の書籍のよう

なやや改まった文体まで同様に用いることができるといえる。 

 

続いて「ナンテ」と「トカ」の統語的制約を比べると、図 1 においては「トカ」の意味②

は制約がないため、「ナンテ」が使用できる文では、全て「トカ」の意味②の使用が可能で

ある。一方「トカ」の意味②の文のうち、格助詞や係助詞、助動詞の「ダ」が後接する場合

においては、「ナンテ」が使用できない。また「ナンテ」が使用できる文のうち、連用成分

として述語に係る場合においては「トカ」の意味③と置き換えることができない。なお、直

後に名詞が来る場合は「トカいう」と語を補えば置き換えることが可能となる。 

また、「トカ」の意味③の文については、助動詞の「ダ」が後接する場合のみ「ナンテ」

と置き換えることができない。 

 

ではこれらの条件に当てはまらない例から、両者の意味の違いを見てみる。まずは「トカ」

の意味②と「ナンテ」を比較する。 

 

 名古屋市内で、女性一人でも気楽に行ける、ジンギスカンのお店なんて（とか）無

いですか？もし有ったら教えて下さい。                  （＝(6)再掲） 

 山崎：この前、『日経エンタテインメント』見てびっくりしたわ。“スガシカオ、

山ごもり”、修行か（笑）。ヌンチャクでも振り回してんのかと思ったわ。    

スガ：滝とか（なんて）打たれたけどね。             （＝(8)再掲） 

 

いずれの例も、「トカ」を用いた場合、明示例にはプラスやマイナスの評価は感じられな

ず、暗示例の存在が強く感じられることから、(64)のように明示例以外の例が想起できなさ

そうな例においても何らかの他の例が存在するように見える。一方「ナンテ」を用いた場合

には、(63)なら、女性一人でジンギスカンに行こうとしていることに対し、「女性が行きた

がるお店としては理想的ではないかもしれないが」といった含みが、(64)なら滝に打たれる

ことを「シンガーソングライターが曲作りの過程で行うこととしては理想的ではないかもし

れないが」といった否定的な含みが感じられる。 
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続いて、「トカ」の意味③と「ナンテ」を比較する。 

 

 「シャリーは？」「ああ、すぐ帰るよ。今、犬の散歩に出ていてね」「ああそうか、

たしかジュンとか（なんて）いう名前だったな」「そうそう、よく覚えてるな。珍

種なんで驚くぞ」昭直は意味あり気な笑みを浮かべキッチンの方へと消えた。 

 （＝(9)再掲）                       

 

何かの名称が思い出せないような場面で「トカ」を用いた場合、「不確かさ」という意味

合いが出るのに対し、「ナンテ」では、「不確かさ」は弱まり、この名前に対しやや否定的

な意味合いが出る。「ジュン」という名前は、犬の名前としてはそれほど変わったものでは

ないため、この文脈で「ナンテ」を用いるのは飼い主に対する批判の気持ちがある場合だろ

うが、およそ犬には付けないような名前が挙がっていれば容認度はさらに上がる。 

また、「トカ」と「ナド」の特徴の違いとも共通するが、「ナド」同様、「ナンテ」にも

「トカ」のような伝聞の機能はない。 

 

 恵方巻きは、食べ終わるまでしゃべっちゃダメとか（なんて）いう話だが、小さな

子供がいるのにそれはムリってものだ（笑）             （＝(48)再掲） 

 以前ワインに詳しい方（1 本数十万円のワインを保有しているとか）から聞いた話

では、ブルゴーニュは当たりハズレが大きいとか（＊なんて）。（中略）…という

わけで、試しにお手ごろ（といっても安くはないですが）のハーフボトルで試してみ

ることにしました。                          （＝(31)再掲） 

 旦那、又は彼が仕事で参っている時、どうやって励ましますか？？？ 

男性回答者です。妙な励ましは裏目にでます。触れないほうが吉。景気付けにむやみ

に明るく振舞われても鬱なので何気に明るめでいつも通りが良いです。ところで共に

生活している旦那ならまだしも、彼なら彼女に仕事で参ってる所を悟られるなといい

たい！なんて（＊とか）ね。                    （Yahoo!知恵袋） 

 

(66)は「いう話」という伝聞であることを示す表現があるのに対し、(67)は「トカ」が文末

に来ている。そのため(66)は「ナンテ」の容認度も高いが、(67)では「ナンテ」の容認度が落

ちる。なお、両語が置き換わる場合、「トカ」はその内容が「定かではない」ことを表すの

に対し、「ナンテ」は、その内容が「おかしい」「信じられない」といった否定の意味合い

になる。 

また、「ナンテ」は話者が提示したい事物であればなんでもよいのに対し、「トカ」は見

聞きしたことしか明示例として挙げられないため、(68)のように自分の考えを述べるような

文脈では用いることができない。 
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以上の分析から「ナンテ」と「トカ」の違いをまとめる。まず、両語が置き換えられる形

式の文に限定すると、文体差としてはほぼなく、完全にくだけた文体からやや改まった文体

まで同様に用いることができる。「ナンテ」は、理想例に対する周辺例が明示されるため、

明示例に否定の意味合いが感じられる。また、「ナド」同様、伝聞の機能はなく、「聞いた」

「話していた」のような伝聞を表すような要素のない文では容認度が落ちる。 

一方「トカ」の意味②は明示例にはプラスやマイナスの評価は感じられない。また、暗示

例の存在が強く感じられることから、明示例以外の例が想起できなさそうな例においても何

らかの他の例が存在するように見える。「トカ」の意味③では「不確かさ」を強く表す。ま

た、伝聞の機能は持っているが、そのために見聞きしたこと以外の自分の考えなどを話す文

脈では容認度が落ちる。 

 

9.4.3.6 「ナンテ」と「ナンカ」の類義語分析 

最後に、先行研究に指摘のあった「ナンテ」と「ナンカ」についてさらに詳しく検討する。

まず、「ナンテ」と「ナンカ」の文体差について、例文を見ながら再度確認する。 

 

 なんか主催って訳じゃないし、そんなにやんなくてもって、まん、むしろ私なんか

（なんて）、むしろ自分がやるほうだったじゃん、いつも。ホスト役だったじゃん。

だから、ゲストとして行くの、すごい楽しみにしてたわけよ。      （＝(16)再掲） 

 以前から本を出版するにあたっては、いっぱしの写真家ぶっている息子の写真を入

れて、もう一人の息子には表紙のデザインを分担させて、家族出版なんて（なんか

という）のも良いななどと夢見たこともあった。        （織田紀江『宝石函』） 

 

用例の分布を見ると「ナンテ」はくだけた文体では使用されていないが、上の例を見ると

「ナンテ」は(69)のような友達同士の会話においても置き換えが可能である。一方改まった

文体を見てみると、文学以外の書籍の用例である(70)では、統語的制約から形式を変化させ

る必要はあるが、文体としては「ナンカ」を用いることができる。つまり、両語はくだけた

文体からやや改まった文体までほぼ同様に用いることができるということができる。 

 

また、「ナンテ」と「ナンカ」の統語的制約を比べると、制約が大きく異なるため、置き

換えられる場合は限られている。条件をまとめると、格助詞か名詞、「タリ」が前接する場

合で、格助詞、係助詞、助動詞の「ダ」、名詞、句点が後接しない場合、つまり動詞や形容

詞などが後接する場合だといえる。 

 

前述の先行研究では、「提案」以外の例では「ナンカ」を「ナンテ」に置き換えると容認

度が下がるという指摘であったが、統語的に置き換えられる例から、両語の違い、置き換え

られない場合などを検討していく。 
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なお、名詞が後接する場合には「ナンカの N」という形にする、あるいは「ナンテ」に助

詞が後接する場合で省略が可能な場合には省略するするなど、適宜形式を変更するものとす

る。また、他にも、大曽(1996)の 4 分類のうち、(71) のように(B)に当てはまるもの、(72)の

ように(C)に当てはまるものにはそれぞれ「ナンカと」「ナンカという」と言葉を補うことと

する。 

 

 アスパラガス（緑色）にはアスパラギン酸という物質が含まれています。そのアス

パラギン酸は栄養ドリンクなどにも必ず含まれている滋養強壮によいとされている

物質だそうです。他にはうなぎなんて（なんかと）言われてますが、、、科学的に

はそんなでもない、らしいです！                     （＝(15)再掲） 

 以前から本を出版するにあたっては、いっぱしの写真家ぶっている息子の写真を入

れて、もう一人の息子には表紙のデザインを分担させて、家族出版なんて（なんか

という）のも良いななどと夢見たこともあった。            （＝(70)再掲） 

 

まず、分類の(A)と(D)の両方に当てはまるもの、つまり「ナド」にも「ナドというのは」

にも置き換えられる例を見ていく。 

 

 茨城県の県南地区に住んでいます。日帰りでツーリングに行こうと思います。一般

道で行けるお奨めスポットありますか？ちなみに日光、袋田の滝、養老渓谷は行った

ので、それ以外でお願い致します。                    

海沿いを走って鴨川なんて（なんか）いかがでしょうか。もう少し南下すれば鯨が

食べられます。                            （＝(5)再掲） 

 名古屋市内で、女性一人でも気楽に行ける、ジンギスカンのお店なんて（なんか）

無いですか？もし有ったら教えて下さい。                  （＝(6)再掲） 

 27・28 日はお客様感謝デーです。待ちに待った！純正オプション 1 割引！！感謝デ

ーって言うから、垂れ幕なんて（なんか）飾ってあって、賑々しいのかと思いきや・・

外から見たら、いつもの通り・・・中はそれなりに混んでいましたが・・・ 

 (http://www.mmscc.co.jp/index.php?UID=1169910000) 

 

以上の例を見ると「提案」と言えるのは(73)のみであるが、要望を述べる(74)や状態の予想

である(75)でも「ナンテ」の容認度は高い。いずれの例でも「ナンカ」を用いた場合はカテ

ゴリー全体に焦点が当たるため、「鴨川」「ジンギスカンのお店」「垂れ幕」と例を明示し

てはいるが、それと近いものを含めた「そのようなもの」というような意味合いとなり印象

が弱まる。一方「ナンテ」を用いた場合は、自分の提案や要望や予想が理想的なものではな

いかもしれないという話者の否定的な評価が含まれる。 
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 a 暇なときには、推理小説｛なんか／？なんて｝読みます。    （＝(13)再掲） 

b 怖がりのくせに、暇なときには、ホラー小説なんて読んでいます。   

 

先行研究において、(76a)のような例の容認度が低くなったのは、「推理小説」にこのよう

な「否定的な評価」が結び付きにくいためだと考えられる。ここに(76b)の「怖がりのくせに」

のようなその小説を読むことが理想的ではないと感じられるような要素がある場合には容認

度が高くなる。 

続いて分類の(B)と(C)に当たる例を見ていく。 

 

 今回買ったのは、グレープフルーツの緑茶。それから、紅茶はストロベリーです。

ヨーグルトの香りがする紅茶なんて（なんかと）言うのもあって。コレもおいしか

ったです。以外と。                      （Yahoo!ブログ） 

 アスパラガス（緑色）にはアスパラギン酸という物質が含まれています。そのアス

パラギン酸は栄養ドリンクなどにも必ず含まれている滋養強壮によいとされている

物質だそうです。他にはうなぎなんて（なんかと）言われてますが、、、科学的に

はそんなでもない、らしいです！                      （＝(15)再掲） 

 

分類の(B)に当たる例(77)(78)は、いずれも提案や自分の考えを述べる文脈ではなく、状況

や通説について説明する文脈だといえる。いずれの文脈においても、「ナンテ」の容認度は

高い。なお、「ナンカ」を用いた場合にはカテゴリー全体に焦点が当たるため、「ヨーグル

トの香りがする紅茶」や「うなぎ」に対しては、自分は詳しくは知らない「そのようなもの」

という意味合いとなり印象が弱まる。それに対し、「ナンテ」を用いた場合には「ヨーグル

トの香りがする紅茶」に対し、一見おいしそうではないもの、そして「うなぎ」に対し、科

学的根拠もない信ぴょう性のない説というように否定的な評価を感じさせる。 

 

 以前から本を出版するにあたっては、いっぱしの写真家ぶっている息子の写真を入

れて、もう一人の息子には表紙のデザインを分担させて、家族出版なんて（なんか

という）のも良いななどと夢見たこともあった。             （＝(70)再掲） 

 そうすると、この二つの文の深層構造は同じで、「私はあなたに〜命令する」とい

う形を深層構造として、「〜しろ」という表層構造を作り出す「命令変形」なんて

（＊なんかという）規則を考えることができそうです。これで、今の二つの文の意

味が同じなんだよということが説明できたということになりまーす。 

 （町田健『生成文法がわかる本』） 

  

分類(C)に当たる例(79)も、提案とはいえない文脈であるが「ナンテ」の容認度が高い。こ

のような例の場合も同様に「ナンテ」では「おかしいかもしれないが」といった否定的な評
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価が、「ナンカ」ではカテゴリー全体に焦点を当てた捉え方がされており「そのようなもの」

といった意味合いとなる。しかし(80)のような名称を挙げるような例では、「ナンテ」は同

様の意味になるのに対し、「ナンカという」は容認度が落ちる。これは、特に自分が何かに

名前を付ける場合、カテゴリー全体に焦点を当てることが難しいためだと考えられる。 

 

以上の分析から「ナンテ」「ナンカ」の違いをまとめる。まず、両語はくだけた文体から

やや改まった文体までほぼ同様に用いることができる。「ナンテ」は提案以外の文脈でも容

認されるが、明示例がおかしいものかもしれない、理想的なものではないかもしれない、と

いう話者の否定的な評価が含まれる。そのため、否定的な評価を感じにくい文脈では容認度

が落ちる。一方「ナンカ」はカテゴリー全体に焦点が当たるため、明示例は「そのようなも

の」といった意味合いになり印象を弱めることから、特に自分が命名した場合など名称を挙

げるような文脈などカテゴリー全体に焦点を当てることが難しい文脈では容認度が落ちる。 

 

9.5.4 本節のまとめ 

以上、「ナド」「ナンカ」の意味②、「ナンテ」の意味⑤、「トカ」の意味②、意味③で

ある、「明示した事物の印象を弱める」用法の類義語分析を行った。 

その結果、まず先行研究で指摘されていた「ナンカ」「ナンテ」の置き換えられる場合に

ついては、提案する文脈かどうかではなく、「ナンテ」の場合は否定的な評価を感じやすい

文脈かどうか、「ナンカ」の場合はカテゴリー全体に焦点が当たりやすい文脈かどうかによ

って容認度が変わることが明らかになった。 

 

各語の意味記述と違いは、まとめると以下のとおりである。 

 

ナド意味②：明示したある 1 つの事物を典型例とするカテゴリーを聞き手に想起させ、そ

れ以外にも例が存在するように示すことで、明示した事物の印象を弱める 

カテゴリーの個々の成員に焦点が当たりやすいことから、比較的詳細な明示例を挙げる傾

向があり、暗示例がそれほど強く示されない分、引用を弱める効果は少ない。「ナド」の形

で用いる場合の多くでは、評価性は感じられないが、一人称が前接する場合は、謙遜のよう

な意味合いになる。また、「ナドと」「ナドという」の形で用いる場合、やや改まったよう

な意味合いとなり、引用内容に「否定的」な要素が感じられる場合には、やや軽視したよう

な印象となる。伝聞の要素のない文脈で用いると例の提示として解釈される。 

 

ナンカ意味②：明示したある事物が典型例となるようなカテゴリーを聞き手に想起させ、

それ以外にも例が存在するように示すことで、明示した事物の印象を弱める 

「ナド」とは異なり、カテゴリーそれ自体に焦点が当たりやすい。また、一人称が前接す

る場合は軽視や否定といったマイナスの評価性を帯びやすく卑下のような意味合いとなり、
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文末に「私なんかは思います」というような形で発言を弱めるような用法もある。さらに、

特に自分が命名した場合など名称を挙げるような文脈など一群として捉えることが難しい文

脈では容認度が落ちる。 

 

ナンテ意味⑤：話者が提示したい聞き手にとって新情報となる事物を、理想例を中心とす

るカテゴリーの周辺例として位置づけ明示することで、仮想のより理想的な例との比較から

明示した事物の否定的な要素を感じさせ、印象を弱める 

理想例に対する周辺例が明示されることから、否定の意味合いが感じられる。そのため、

当たり前でかつ理想的な明示例、つまり否定的な評価を感じにくい文脈に対しては容認度が

落ちる。また、「ナド」同様、伝聞の機能はなく、「聞いた」「話していた」のような伝聞

を表すような要素のない文では容認度が落ちる。 

 

トカ意味②：話者の経験や考えをもとに明示した１つの事物が典型例となるような典型例

を中心とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以外にも例が存在するように示すことで、

明示した事物の印象を弱める 

明示例には、プラスやマイナスの評価は感じられない。暗示例の存在がより強く感じられ

る分、明示例に対しぼかしや曖昧さが生まれ、明示例の印象を弱める効果が強くなる。その

ため、提案するような文脈では「それ以外にも例が存在することを示す」用法としての解釈

がしやすくなる。また一人称が前接する場合は同様の特徴をもつ人のグループがいるような

意味合いになるため、その場限りの発言などでは容認度が下がる。 

 

トカ意味③：見聞きしたことをもとに明示した聞き手にとって新情報となるある事柄が典

型例となるような典型例を中心とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以外にも典型例

に近い例が存在するように可能性を示すことで、明示した事柄が見聞きした情報で定かでは

ないことを表す 

「不確かさ」を強く表す。また、伝聞の機能は持っており、伝聞の要素のない文脈におい

ても伝聞を表すことができるが、そのために見聞きしたこと以外の自分の考えなどを話す文

脈では容認度が落ちる。  
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9.6 「特徴を際立たせる」用法の類義語分析 

9.6.1 はじめに 

本節は、「ナド、ナンカ、ナンテ、トカ」の「特徴を際立たせる」用法、つまり「ナド」

「ナンカ」「ナンテ」の意味③と「トカ」の意味⑤を考察対象とし、これらの語の類似点・

相違点を考察する。 

まず、前章までの多義語分析によって得られた、本節での考察対象となる各語の意味の意

味記述と例文を再掲する。 

 

ナド意味③：主題として明示した聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を顕著例と

するカテゴリーを想起させ、それ以外にも近い特徴をもつ同時に実現されうる例が存在する

ことを示すことで、カテゴリー全体のもつ特徴を際立たせる 

 五十七歳という年齢を感じさせない、白く引き締まった肉体であった。腰のくびれ

など、信じられないほどだし、下腹に無用な脂肪が溜まっていることもない。   

                        （内田康夫『伊香保殺人事件』） 

 1956 年 6 月のある日、私はここで偶然にシーヴァス・アイアンズと出会った。プロ・

ゴルファーとだけ紹介された彼と一緒に私はコースをまわり、その日の夜は彼の友人

たちの集まりに参加し、真夜中には彼と二人で峡谷に分け入って、彼の謎の師を捜し

求めた。（中略）彼と過ごした日のことが私の心の内奥に棲みつき、私の記憶、私の

考え方、私の知覚を形成し作り変えてきた。時折り、まるで彼がすぐそばにいるよう

な気持ちになる。ことにゴルフのプレー中など、本当に彼が目の前にいると思えて

くる。発音の不明瞭なスコットランドなまりの英語ではあるが、あの朗々たる声で私

に訓戒を垂れ、慰めの言葉をかけ、あるいは私のスイングの微妙な狂いを指摘しなが

ら、彼が私と並んでフェアウェーを濶歩してゆく―現実にそう感じられるのだ。 

 （マイケル・マーフィー『王国のゴルフ』） 

 

ナンカ意味③：主題として明示した聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を顕著例

とするカテゴリーを想起させ、それ以外の同時に実現されうる例が存在することを示すこと

で、カテゴリー全体のもつ特徴を際立たせる 

 今、人気のアイドルといえば誰ですか？上戸彩はすごいよねぇ。ドラマもやったし、

バラエティにもたまぁにでてるし、歌番組にもこの間でてたし・・。CM なんか 8 本

とったんでしょ！？引っ張りだこですねぇ。            （Yahoo!知恵袋） 

 なんだ君、休んでいるからよほど具合が悪いかと思っていたが、顔色なんかとても

いいじゃあないか。どこも悪そうに見えないな。そろそろ会社に出ろよ。みんな君を

待っているんだ。          （北杜夫『どくとるマンボウ医局記』） 

 

ナンテ意味③：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーに周辺例として位置づ
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けた複数の例のうち、特に周辺的な例として聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を

主題として明示しつつ、同時に実現されうるより典型例に近い例との比較から、明示した事

物や複数の周辺例全体がもつ特徴の珍しさの程度がはなはだしいことを表す 

 ・・なんとこちらは結成 30 周年のおじさんバンド！「スターダストレビュー」誘わ

れて行くようになって・・・私ももぅ 5 回目ぐらいかな？確かに歌は凄い！声域なん

て驚くぐらい広いし 50 代のおじさんとは思えない根元要！・・・まぁあの面白いト

ークも楽しみの一つだけど          (http://anouchka-kobe.jugem.jp/?month=201109) 

 袖口は失敗・首と裾は成功というこれまた、なんともチグハグなお洋服が完成☆ごめ

んよ〜レイン。だって、ママ、初めての裁縫なんだもん・・・だいたい、1 回目なん

て裁断した布のドコとドコがくっつくのかわからなかったもの・・・爆こうやって実

践しながら少しづつ上達していくんだね・・・              （Yahoo!ブログ） 

 

トカ意味⑤：話題となる特徴をもつものの顕著例を中心とするカテゴリーの顕著例として

聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を主題として明示し、同時に実現されうるそれ

以外の例が存在するように示すことで、明示した事物の特徴を際立たせる 

 渡る世間って事件起き過ぎじゃないですか？ 

それを言ったら、コナン君とか、身近で殺人事件起きすぎですね〜。 

                                 （Yahoo!知恵袋） 

 R&B じゃないけど、ドリカムやドラゴンアッシュとかも好き。吉田美和には影響を

受けた。考え方とかすごい前向きだし、歌手になるためにすごい努力とかして、夢

に向かってちゃんと頑張ってる人だと。       （斎藤環『若者のすべて』） 

 

なお、意味記述にも反映させてあるが、第 4 章で検討した例示の機能の分類基準に照らし

合わせた結果をまとめると以下のとおりである。 

 

表 1 特徴を際立たせる用法の助詞の機能の分類 

 ①複数例 ②旧情報 ③主題 ④暗示例 ⑤同時 ⑥並列 

ナド③ × × × 〇 〇 × 

ナンカ③ × × × 〇 〇 × 

ナンテ③ × × × 〇 〇 × 

トカ③ × × × 〇 〇 × 

 

ここから、4 語全てが、単一例しか明示できず、聞き手にとって新情報となり、主題とな

る、単一例しか明示できず、暗示例とは同時に実現されうるという特徴をもっていることが

わかる。 
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続いて、第 9 章 2 節、3 節で検討した、文体差と統語的制約のうち、この用法に当てはま

る記述を確認する。 

 

9.6.1.1 文体差 

まず、文体差のスケールから、各語の「特徴を際立たせる」用法に該当するものだけを抜

き出したものが以下の図である。 

 

 改まった文体                     くだけた文体 

ナド③ 0 0 7 1 0 

ナンカ③ 0 0 1 0 1 

ナンテ③ 0 0 1 0 1 

トカ⑤ 0 0 0 0 2 

図 1 「特徴を際立たせる」用法の文体差 

 

ここから、この用法は全体的に改まった文体では使用されず、くだけた文体での使用が多

いことが分かる。「ナンテ」はここまで分析した他の用法ではくだけた文体での使用はなか

ったが、この用法では「ナンカ」とほぼ同じような分布を見せている。また、「ナド」は完

全にくだけた文体では用いられず、反対に「トカ」は完全にくだけた文体でしか用いられな

いといった違いがある。 

 

9.6.1.2 統語的制約 

続いて、統語的制約の表から、各語の「特徴を際立たせる」用法に該当するものを抜き出

し、助詞・助動詞類と句・文類の結果をまとめ、近い形式のものは隣同士に並べたものが以

下の表である。 

 

表 2 「特徴を際立たせる」用法の統語的制約 

 N 格＿ N＿ ＿N 句/文/引用/連用形/たり＿ N＿格/係/の/だ て＿いる 連用成分 

ナド③ △ 〇 × × × × × 

ナンカ③ △ 〇 × × × × × 

ナンテ③ △ 〇 × × × × × 

トカ⑤ △ 〇 × × × × × 

 

格助詞の前接については、第 9 章 2 節でも確認した通り、「に、で」など一部の格助詞が

前接する例は見つかっているため△とした。また「＿N」とは「直後の体言の内容を例示」

の機能に当たるものである。4 語は名詞自体は後接可能だが、例で示されたカテゴリーを説
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明するような名詞は後接しないため×とした。この用法は、他の用法に比べ制約は強いもの

の、4 語間の差はみられない。 

以上確認した文体差を考慮に入れつつ意味の相違点を考察していく。なお、文体差に関し

ては、個々の分析において再度詳しく検討するが、統語的制約については、4 語間の差は見

られないため、検討は省略する。 

 

9.6.2 先行研究とその検討 

「ナド、ナンカ、ナンテ、トカ」の「特徴を際立たせる」用法に関する先行研究の記述を

確認する。 

置き換えの可能性について言及しているものとしては、日本語記述文法研究会(2009b)があ

る。日本語記述文法研究会は、「ぼかし」の用法には、「ナンテ」が「ナンカ」と置き換え

られるものと置き換えられないものがあるとし、置き換えが可能な例として、程度のはなは

だしさを表す具体例を主題として示す場合を表す以下の(9)の例を挙げている。 

 

 駅前のラーメン屋さんはおいしくて評判だ。今日｛なんか／なんて｝店の前に行列が

できていた。                              (p.153) 

 

しかし、この用法は「程度のはなはだしさを表す」用法と説明されていることからもいえ

るように、これによって何かがぼやかされているとは考えにくい。つまり、「ぼかし」の用

法とは別に分析する必要があるということである。 

また、先行研究でこの用法における 4 語の意味の違いについて言及しているものは管見の

限り見当たらなかったことから、さらに考察を深める必要があるといえる。 

 

9.6.3 分析 

本項では、「ナド、ナンカ」「ナド、ナンテ」「ナド、トカ」「ナンカ、トカ」「ナンテ、

ナンカ」の 5 つ30の組み合わせに対し、それぞれの意味の違いを見ていく。 

 

9.6.3.1 「ナド」と「ナンカ」の類義語分析 

まず、「ナド」と「ナンカ」について検討する。 

図 1 にも示したが、「ナド」と「ナンカ」の文体差について例文を見ながら再度確認する。 

 

 だって、この間、「授業名 1」テスト受けたときにー、あれ 1 問しかないのよー。

（中略）しかも、事前に問題出てたからーっ（あ、そうなんだ。）ていうか、あたし

                                                        
30 「ナンテ、トカ」のペアに関しては、他のペアの分析の結果と重複する結果であったため、

省略する。 
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なんか（＊など）、15 分ぐらいで書き終わったの。だけどー、“1 時間半は退出し

ちゃいけません”って言われてー 

 （BTSJ 親しい同性友人同士雑談（女女）JF008－152,161-164） 

 いろいろな生徒指導上のルールで、違反者を教室に集めた。「ここにいる人のなか

には違反の多い者もいる」「おれ、一回しかしてねーよ」「君のことを言っているの

ではなく、一般論として言っているんだ」「じゃあ、なんでオレが呼ばれるんだよ」

こういうやりとりはきりがないし不毛なのだ。構わず続けると、「ほーれ、おれなん

か（＊など）無視されてんだぜ」            （長島猛人『チャイムが鳴ったら』） 

 千住回向院の墓地の中に、二十畳敷きくらいの広間のような、低いブロック塀で囲

まれた、勤皇の志士たちの一画があります。（中略）この人たちに共通するのは、す

べて若い。吉田松陰二十九才、橋本左内二十五才、頼三樹三郎三十才。桜田門の有村

次郎左衛門二十二才、広岡子之次郎など（なんか）十九才です。平穏に生きれば、

その倍も三倍も生きたであろう人生を、否応なしに絶ち、絶たれた人たちです。 

 （池田亮二『お墓曼陀羅』） 

 

「ナド」は(10)の友人同士の会話のようなくだけた文体では容認度が落ちる。また、(11)(12)

はどちらも文学以外の書籍からの例であるが、(12)のように地の文では「ナド」の容認度は

高くても(11)のようなくだけたセリフの部分では容認度が落ちる。他の「ナド」の用法では、

くだけたセリフであっても文章全体の文体が改まっていれば容認度は高かったが、この用法

では特に文章全体の文体に関係なく、「ナド」が表れる部分がくだけた会話、くだけたセリ

フであれば容認度が下がる。一方「ナンカ」はくだけた文体から、やや改まった文体まで、

いずれの文体においても高い容認度を示した。 

では両者の意味の違いを見てみる。まずは、明示例の特徴と暗示例の特徴が同じ例につい

て検討する。 

 

 五十七歳という年齢を感じさせない、白く引き締まった肉体であった。腰のくびれ

など（なんか）、信じられないほどだし、下腹に無用な脂肪が溜まっていることも

ない。                               （＝(1)再掲） 

 放課後、真人が帰り支度をしていると、校庭の生徒たちの間をモーゼのように割っ

て歩いてくる男がいた。「あ、お巡りさん」「金さんだ」周りから不躾に声をかけら

れても、いさめることもなくにこやかに会釈をする男―音見警察署刑事課一係勤務の、

れっきとした警察官、金山四六だった。（中略）「あ、和服刑事」彼はそう広く（と

いってもこの町周辺だけだが）呼ばれている。つまり、仕事中であっても、和服を着

ているのだ。（中略）真人なんか（など）、生まれた時から彼の和服姿しか見てこ

なかった。物心ついた時には中学を卒業して、私服着用の県立男子高に入学していた。

そこでももちろん和服だったから、唯一の洋服は県庁近くの交番に勤務している時、
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社会科見学で偶然通りかかって見た警官の制服だ。  （矢崎存美『幽霊は行方不明』） 

 

「腰のくびれ」や「下腹」というように際立たせたい特徴の例が複数挙げられている(13)

のような例の場合「ナド」と「ナンカ」の違いはあまり感じられない。しかし(14)のように、

実際には際立たせたい特徴の例がいくつもありうるのに、極端な例を一つしか挙げていない

場合、「ナド」は近い特徴をもつもののうちの 1 つとして、「ナンカ」は異なる特徴をもつ

ものと対比されるものとしてそれぞれ明示例が挙げられているような意味合いになる。つま

り、(14)の例で「ナド」を用いた場合は、同様に「彼の和服姿しか見てこなかった」人達の

中の特に際立った一例として「真人」を挙げているように感じられる。一方「ナンカ」を用

いた場合は、少なくとも「金山」が中学の時などに洋服を着ている姿を見ていた他の人など

と対比する形で、「真人」の場合が極端に「金山」が洋服を着ている姿を見る経験が少ない

ということを述べているように感じられる。 

これらの例は、際立たせたい特徴が「普通」からかけ離れて「よい」場合と「変わってい

る」場合であった。続いて、この際立たせたい特徴が「普通」であることという例を見てみ

る。 

 

 コート・ダジュールといえばトップレス。老若男女を問わず、浜辺で寝そべる女性

の半数以上がビキニの上を外している。最初は正直、戸惑った。（中略）もちろん相

手にとっては服を着ているときとトップレスのときとに何の違いもないわけだから、

挨拶も会釈もいたってフツウで、クリーニング屋のおばさんなど（なんか）浜辺で

私を呼び止めるとこう言った。「おたくが持ってらしたズボンのシミ、あれは取れな

いわねえ。2 度、洗ったんだけど」。こんな日常的な会話をする相手がほとんど裸な

のである。             （松本葉『どこにいたってフツウの生活』） 

 

(15)は、「格好に対し、住民の対応が普通である」という特徴を、「クリーニング屋のお

ばさん」が平然と商売の話をすることを例に出し、際立たせている場面である。この例で「ナ

ド」を用いた場合、やはり「クリーニング屋のおばさん」の場合のみについて言及している

ように感じ、「普通」の対応に対しそれほど強い否定の意味合いは感じない。一方「ナンカ」

を用いると「挨拶」や「会釈」をした人と比べ「クリーニング屋のおばさん」の発言はより

一層「普通」である、つまり格好が普通でないためより一層「おかしい」という否定的な意

味合いを感じさせる。 

続いて、分析対象語が後接する明示例と、その他に挙げられている例の特徴とが離れてい

る例について見てみる。 

 

 野球はこうした青空の下でやるに限る。ことしは西武ライオンズとダイエーホーク

スが高知でキャンプを行った。ダイエーなんか（など）、四国よりもっと暖かい九
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州が本拠地なのに、しかも自前のドーム球場があるのに、わざわざ高知へ来てキャン

プをしているのだ。それもこれも、高知の青い空にひきつけられてやってくるのだ。

きっとそうなのだ。             （東海林さだお『のほほん行進曲』） 

 おばさんのことが出たついでに、ぜひ聞いていただきたいことがあります。それは、

おばさんがうちのパパにでれでれしてみせるということで、これがわたしには気にさ

わってなりません。パパの顔や髪をなでたり、スカートをちょっとひきあげてみせた

り、気のきいたつもりの警句をとばしたりして、ピムの気をひこうとするんです。さ

いわいピムは、いっこうにおばさんを魅力的とも、おもしろいとも思っていないので、

相手になりません。うちのママなんか（？など）、けっしてファン・ダーンのおじ

さんに、そんな態度はとりません。だからわたし、面とむかっておばさんにそう言っ

てやりました。              （アンネ・フランク『アンネの日記』） 

 

(16)は「プロ野球の球団は高知でキャンプをしたがる」という特徴を際立たせる例として、

今年高知にキャンプに来ている球団の「西武ライオンズ」と「ダイエーホークス」を挙げて

いる。自前のドーム球場があるという条件では 2 球団に違いはないが、四国より暖かいとい

う条件では、埼玉が本拠地の「西武ライオンズ」がより南に位置する高知に行くのは理にか

なっている。つまり、「ダイエー」が「わざわざ高知に行く」ことに比べると、理由のある

「西武」の方がより自然だといえる。このように、例同士に対立する差がある場合、「ナン

カ」はやはりその対立を強く感じさせる。一方「ナド」の場合は、「ナド」が後接する明示

例のみに言及しているという解釈が強まる。 

しかし、(17)のように分析対象語が後接する明示例と他に挙げられた例のもつ特徴とが真

逆のものである場合で、明示例が意味④のような否定の「評価を際立たせる」用法とも解釈

しにくく、かつ明示例に類似した例が想起しにくい場合「ナド」の容認度がやや下がる。(17)

は、「親戚の異性の気をひこうこうとするのは不適切だ」という特徴を際立たせるために、

「お父さんの気をひこうとする」「おばさん」と対比する形で、「おじさんの気をひく態度

をとらない」「うちのママ」を明示例として挙げている。「そんな態度はとらない」という

言葉からもわかるように、この文脈では、「うちのママ」の行為は「おばさん」の行為との

対比からでなければ理解されない。「ナンカ」の場合には、この対立が強く感じられること

から容認度も高いが、「ナド」の場合には、「おばさん」との対立も感じられにくく、類似

した例も想定できないことから、容認度が下がる。 

 

以上をまとめると、「ナンカ」は「ナド」に比べ、明示例と、他に挙げられた異なる特徴

をもつ例とを対比することで特徴を強く際立たせるのに対し、「ナド」は、類似した複数の

例の中の 1 つとして前接する明示例に言及している意味合いになることから、対比の意図は

それほど感じられない。そのため、対極にある例を対比するような文脈で、類似した例が想

起できない場合は容認度が落ちる。 
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そこで「ナンカ」の意味記述を「主題として明示した聞き手にとって新情報となるある 1

つの事物を顕著例とするカテゴリーを想起させ、その事物と対比されるようなそれ以外の同

時に実現されうる例が存在することを示すことで、カテゴリー全体のもつ特徴を際立たせる」

と変更する。 

 

9.6.3.2 「ナド」と「ナンテ」の類義語分析 

次に、「ナド」と「ナンテ」についてさらに詳しく検討する。 

 

「ナド」と「ナンテ」の文体差について、例文を見ながら再度確認する。 

 

 いや、いや、痴漢に遭うってありえないよな、普通、電車の中でなー。（中略）だ

って、山手線乗った瞬間さ、「人名 7」君なんて（＊など）ー（うん）、がばっとき

たらしいからね、本当にね。手が、何本もあったらしいからね。 

 （BTSJ 親しい同性友人同士雑談（男男）JM007－451,467-468） 

 千住回向院の墓地の中に、二十畳敷きくらいの広間のような、低いブロック塀で囲

まれた、勤皇の志士たちの一画があります。（中略）この人たちに共通するのは、す

べて若い。吉田松陰二十九才、橋本左内二十五才、頼三樹三郎三十才。桜田門の有村

次郎左衛門二十二才、広岡子之次郎など（なんて）十九才です。平穏に生きれば、

その倍も三倍も生きたであろう人生を、否応なしに絶ち、絶たれた人たちです。 

 （＝(12)再掲） 

 

「ナド」は(18)の友人同士の会話のようなくだけた文体では容認度が落ちる。しかし、(19)

のようにやや改まった文体では容認度が上がる。ただし、「ナンカ」との比較の際も確認し

たが、文章全体の文体に関係なく、「ナド」が表れる部分がくだけた会話、くだけたセリフ

であれば容認度が下がる。一方「ナンテ」はくだけた文体から、やや改まった文体まで、い

ずれの文体においても高い容認度を示した。 

意味記述の違いを確認しておくと、「ナド」は「顕著例を中心とするカテゴリーの顕著例

を明示する」のに対し、「ナンテ」には「典型例を中心とするカテゴリーの周辺例を明示す

る」という違いがあった。また、「ナド」は「カテゴリー全体のもつ特徴」を際立たせるの

に対し、「ナンテ」は「珍しさの程度」を際立たせるという違いもあった。これらの違いを

基に、どのような意味の違いがあるかを見ていく。 

 

 千住回向院の墓地の中に、二十畳敷きくらいの広間のような、低いブロック塀で囲

まれた、勤皇の志士たちの一画があります。（中略）この人たちに共通するのは、す

べて若い。吉田松陰二十九才、橋本左内二十五才、頼三樹三郎三十才。桜田門の有村

次郎左衛門二十二才、広岡子之次郎など（なんて）十九才です。平穏に生きれば、
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その倍も三倍も生きたであろう人生を、否応なしに絶ち、絶たれた人たちです。 

 （＝(12)再掲） 

 下北半島の冬は寒い。厳冬になれば、雪は胸の高さまで降り積もり、気温は零下二

十度以下に下がる。よくこんな寒いところに、野生のサルが住めるものだと思う。霊

長類はもともと熱帯を発祥の地とする動物である。吹雪く日など（なんて）、サル

同士が何匹か集まって、お互いに抱きあうようにして体温で暖を取り、体力を消耗し

ないようにじっとしているという。           （立花隆『同時代を撃つ』） 

 

(20)は「広岡子之次郎は十九歳です」のように、コピュラ文の形をとっている。このよう

に後接する特徴が、明示例の属性を表しているような例の場合、「ナド」と「ナンテ」に大

きな違いは感じにくい。しかし、(21)のような場合、「ナド」は「吹雪く日」に焦点が当た

っており、寒い地域の中でも特に条件が厳しい場合を例として取り上げているように感じら

れるのに対し、「ナンテ」は後半のサル同士が集まっている様子に焦点が当たっており、こ

の行動が特に「珍しい」ものだという意味合いが感じられる。これらの違いが出るのは、「ナ

ド」が顕著例を明示する用法であり、「ナンテ」が典型例を中心とするカテゴリーの周辺例

を示す用法であるためだといえる。つまり、「寒い気候の地域の天気」のうち「吹雪く日」

は顕著な例であり、「一般的なサルの行動」のうち「集まって抱きあい暖を取る」という行

動は周辺例である。 

この「ナド」にはない、「ナンテ」の「珍しい」という意味合いは、以下の「普通である」

ことが際立てられているような文脈でさらにはっきりと表れる。 

 

 コート・ダジュールといえばトップレス。老若男女を問わず、浜辺で寝そべる女性

の半数以上がビキニの上を外している。最初は正直、戸惑った。（中略）もちろん相

手にとっては服を着ているときとトップレスのときとに何の違いもないわけだから、

挨拶も会釈もいたってフツウで、クリーニング屋のおばさんなど（なんて）浜辺で

私を呼び止めるとこう言った。「おたくが持ってらしたズボンのシミ、あれは取れな

いわねえ。2 度、洗ったんだけど」。こんな日常的な会話をする相手がほとんど裸な

のである。                          （＝(15)再掲） 

 規則正しい生活と栄養管理で体調面は私よりも健康です。血圧なんて（など）80 代

とは思えないほど正常で、現状では私の方が先にお迎えが来そうな感じです。 

 (http://hibiki178.blog43.fc2.com/blog-entry-1641.html) 

 

(22)は、「会話が日常的である」こと、(23)は、「体が正常である」ことを説明する文であ

る。「ナド」を用いた場合は、「クリーニング屋のおばさん」や「（話者の母親の」血圧」

を取り上げて言及しているように感じるのに対し、「ナンテ」を用いた場合は、(22)は格好

から想定される典型的な発言と比べ、実際の発言の内容が「珍しい」想定外の周辺例であっ
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たことを表し、(23)は 80 代という年齢から想定される典型的な血圧の数値と比べ、実際の計

測値の正常さが「珍しい」周辺例であったことを表している。 

以上をまとめると、「ナド」は直前の明示例に、「ナンテ」は後方の特徴に焦点が当たっ

ており、「ナド」は、評価性が感じられず前接する明示例のみに言及している意味合いにな

るのに対し、「ナンテ」は、その特徴が想定外の「珍しい」ものであるという意図が込めら

れる。 

 

9.6.3.3「ナド」と「トカ」の類義語分析 

「ナド」と「トカ」について検討する。 

図 1 にも示したが、「ナド」と「トカ」の文体差について、例文を見ながら再度確認する。 

 

 スープな、何でもか、あでも、か、辛いか甘いかみたいな感じなんだよね。（え、

甘いのもあんの?。）甘いのもある。なんかね、肉とかの味付けって、ものすごい甘

いよ。（へー）プルコギとか（＊など）すごい甘いもん。 

             （BTSJ 親しい同性友人同士雑談（女女）JF010－743-748） 

 コート・ダジュールといえばトップレス。老若男女を問わず、浜辺で寝そべる女性

の半数以上がビキニの上を外している。最初は正直、戸惑った。（中略）もちろん相

手にとっては服を着ているときとトップレスのときとに何の違いもないわけだから、

挨拶も会釈もいたってフツウで、クリーニング屋のおばさんなど（＊とか）浜辺で

私を呼び止めるとこう言った。「おたくが持ってらしたズボンのシミ、あれは取れな

いわねえ。2 度、洗ったんだけど」。こんな日常的な会話をする相手がほとんど裸な

のである。                          （＝(15)再掲） 

 千住回向院の墓地の中に、二十畳敷きくらいの広間のような、低いブロック塀で囲

まれた、勤皇の志士たちの一画があります。（中略）この人たちに共通するのは、す

べて若い。吉田松陰二十九才、橋本左内二十五才、頼三樹三郎三十才。桜田門の有村

次郎左衛門二十二才、広岡子之次郎など（＊とか）十九才です。平穏に生きれば、

その倍も三倍も生きたであろう人生を、否応なしに絶ち、絶たれた人たちです。 

 （＝(12)再掲） 

 R&B じゃないけど、ドリカムやドラゴンアッシュとかも好き。吉田美和には影響を

受けた。考え方とか（など）すごい前向きだし、歌手になるためにすごい努力とか

して、夢に向かってちゃんと頑張ってる人だと。          （＝(59)再掲） 

 「菩」という字も、「薩」という字も草冠をかぶっているが、この草冠はカタカナ

の「サ」の字に似ている。そこで「菩薩」という漢字を略して「ササ」と書くように

なった。というのも、僧侶の世界では、昔から学問が盛んだ。仏書の講義を受けると

きなど（とか）、「菩薩」という言葉が何回出てくるかわからないほど。これを急

いでノートに筆記するのは、画数が多い字だけに、なかなか追いつかない。そこで略
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して「ササ」と書くようになった。一種の速記記号である。 

 （高島徹治『プロが使う秘密の日本語』） 

 

「ナド」は(24)の友人同士の会話のようなくだけた文体では容認度が落ちる。また、「ト

カ」の容認度を見てみると、用いられる形によって許容可能な文体に差が見られる。(25)は

改まりの低い文学から、(26)(27)(28)はやや改まった文体の文学以外の書籍からの例であるが、

(25)のように、明示例が後接文の動作主体となっている場合や、(26)のように、後接文が明示

例の属性や性質を表すような場合など、主に助詞の省略が難しい場合には、やや改まった文

体での「トカ」は容認度が下がる。一方、(28)のように明示例が時や場合を表す場合や、(27)

のように助詞が省略しやすい場合には、「トカ」の容認度が上がる。しかし、いずれの場合

も、「ナド」とは置き換えができないようなくだけた文体では「トカ」の容認度は上がる。 

 

では、置き換えられる例から両者の意味の違いを見てみる。 

 

 内線電話が、すごく便利なの。遊び相手がすぐ探せる。うちは遊べる子だと周りか

ら思われているから、土日とか（など）、すごい。電話は鳴る、玄関のピンポンは

鳴る。パパはゆっくりしたい時なので、「うるさい」って―  

 （櫻井幸雄・渡辺理雄『Yomiuri Weekly』） 

 「菩」という字も、「薩」という字も草冠をかぶっているが、この草冠はカタカナ

の「サ」の字に似ている。そこで「菩薩」という漢字を略して「ササ」と書くように

なった。というのも、僧侶の世界では、昔から学問が盛んだ。仏書の講義を受けると

きなど（とか）、「菩薩」という言葉が何回出てくるかわからないほど。これを急

いでノートに筆記するのは、画数が多い字だけに、なかなか追いつかない。そこで略

して「ササ」と書くようになった。一種の速記記号である。          （＝(28)再掲） 

 

(29)は、超高層マンションに住む子供たちが、遊び相手を探すために連絡や訪問をする頻

度が多い日の顕著例として「土日」を挙げており、(30)は画数の多い菩薩という言葉をよく

書く場合の顕著例として「仏書の講義」を挙げている。いずれも「ナド」を用いた場合、「土

日」「仏書の講義」のみに焦点が当たっており、暗示例の存在はそれほど感じられない。一

方「トカ」を用いた場合、それ以外の近い例の存在がより強く感じられ、それらの近い特徴

をもつ暗示例を含めた明示例の特徴を際立たせているような意味合いになる。 

 

以上の分析から「ナド」と「トカ」の違いをまとめる。まず「ナド」は、友人同士の会話

など、くだけた文体では用いることができない。また、明示例のみに言及している意味合い

になり、暗示例の存在はそれほど強く示されない。「トカ」は、くだけた文体では様々な形

式において容認度が高まるが、明示例が後接文の動作主体となっている場合や、後接文が明
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示例の属性や性質を表すような場合など、主に助詞の省略が難しい場合には、やや改まった

文体での容認度が下がる。一方、明示例が時や場合を表す場合や、助詞が省略しやすい場合

には、やや改まった文体でも容認度が上がる。また、「トカ」は暗示例の存在が比較的強く

感じられ、明示例とそれに近い特徴をもつ暗示例をまとめてその特徴を際立たせているよう

な意味合いになる。 

そこで以上の分析を反映させ、「トカ」の意味記述を「話題となる特徴をもつものの顕著

例を中心とするカテゴリーの顕著例として聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を主

題として明示し、その他にも同時に実現されうる近い特徴をもつ例やそれ以外の例が存在す

るように示すことで、明示例を含む近い特徴をもつ暗示例全体の特徴を際立たせる」と改め

る。 

 

9.6.3.4 「ナンカ」と「トカ」の類義語分析 

続いて、「ナンカ」と「トカ」について検討する。 

まず、「ナンカ」と「トカ」の文体差について、例文を見ながら再度確認する。 

 

 って、この間、「授業名 1」テスト受けたときにー、あれ 1 問しかないのよー。（中

略）しかも、事前に問題出てたからーっ（あ、そうなんだ。）ていうか、あたしなん

か（とか）、15 分ぐらいで書き終わったの。だけどー、“1 時間半は退出しちゃい

けません”って言われてー                    （＝(10)再掲） 

 お子さんの悪いところをあげてくださいなどと言おうものなら、それこそいくらで

も出てきて際限がありません。あるお母さんが、わが子のここがひどい、あそこが気

に入らないと言うと、別のお母さんが、そんなのまだいいほうよ、うちの子なんか

（とか）ねと、さらにエスカレートした話が出てくるのです。 

 （濤川栄太『｢5 つの約束｣で子どもは変わる』） 

 

「ナンカ」も「トカ」も(31)のような友人同士の会話のようなくだけた文体では用いるこ

とができることが分かる。やや改まった文体について見ていくと、(32)のような場合にも「ナ

ンカ」「トカ」は容認度が高い。以上のように、両語はほとんど文体差がみられない。 

 

ではこれらの条件に当てはまらない例から、両者の意味の違いを見てみる。 

 

 学生時代から愛読している筒井康隆の本。単行本はほとんど初版で持っているんだ

よね。ついつい、単行本は持っていても文庫になると解説が読みたくて文庫も買っち

ゃうし全集は全集で欲しかったりするから、もう本棚ひとつが全部、筒井康隆。でも

なあ。昔の作品の方が好きだったんだよね。最近じゃ、買っても読まないでいる本が

あるもんなあ。これなんか（とか）、一度も開いてないよ。（辰巳渚『｢捨てる！｣』） 
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 ずいぶん矢をお見舞いしてやったんだよ。確かに何本かは当たるのをこの眼で見た

んだ。まったく、あの連中ときたら、どうなってるんだい？血肉の代わりに岩で身体

ができてやがるんじゃないか。一人なんか（＊とか）、矢が刺さったままの腕で、

あたしに当て身をくらわせやがったんだよ。    （茅田砂胡『デルフィニア戦記』） 

 放課後、真人が帰り支度をしていると、校庭の生徒たちの間をモーゼのように割っ

て歩いてくる男がいた。「あ、お巡りさん」「金さんだ」周りから不躾に声をかけら

れても、いさめることもなくにこやかに会釈をする男―音見警察署刑事課一係勤務の、

れっきとした警察官、金山四六だった。（中略）「あ、和服刑事」彼はそう広く（と

いってもこの町周辺だけだが）呼ばれている。つまり、仕事中であっても、和服を着

ているのだ。（中略）真人なんか（??とか）、生まれた時から彼の和服姿しか見て

こなかった。物心ついた時には中学を卒業して、私服着用の県立男子高に入学してい

た。そこでももちろん和服だったから、唯一の洋服は県庁近くの交番に勤務している

時、社会科見学で偶然通りかかって見た警官の制服だ。       （＝(14)再掲） 

 

以上の 2 例は、いずれも同様の特徴をもつものの中から特に特徴が顕著なものを取り上げ

る文脈である。前項までの両語と「ナド」との比較の際も確認したが、「ナンカ」は明示例

と他に挙げられた例や暗示例とを対比しているように感じられるという特徴が、「トカ」は

明示例に近い特徴をもつ暗示例の存在が比較的強く感じられるという特徴があった。(33)の

例においても、それらの特徴が見られる。「ナンカ」を用いると、他の本はページをめくる

くらいはしたが、「これ」は「一度も開いていない」というように対比しているような意味

合いになるが、「トカ」を用いると、「これ」を含む数冊が「一度も開いていない」ような

意味合いになる。この違いは、(34)のように、明示例が「一人」であることが明確な場合に

は容認度の差として表れる。この例において「トカ」の容認度が下がるのは、「一人」とい

う表現が複数の人物の中から一人を絞り込む表現であるのに対し、「トカ」が該当する対象

を明示例１つから、明示例を含む暗示例全体へと広げる表現であり、両者の意味が対立する

ためだと考えられる。ただし、(35)のように一人であることが分かるような名前が明示例と

なっている場合は、（そもそも容認度が低い原因が文体差とも考えられるが、）(34)と比べ

るとやや容認度が高まる。これは、人物名自体は一人を指すものであるが、「一人」という

表現ほど対象を絞り込む意味はないことから、「その人物を含むその他の人」という解釈が

可能であるためだと考えられる。 

以上の分析から「ナンカ」と「トカ」の違いをまとめる。まず「ナンカ」は、明示例と他

に挙げられた例や暗示例とを対比しているように感じられる。一方「トカ」は明示例に近い

特徴をもつ暗示例の存在が比較的強く感じられることから、明示例が 1 つであることが明確

な文脈では容認度が下がる。 
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9.6.3.5「ナンテ」と「ナンカ」の類義語分析 

最後に、「ナンテ」と「ナンカ」について、検討する。 

 

 だって、この間、「授業名 1」テスト受けたときにー、あれ 1 問しかないのよー。

（中略）しかも、事前に問題出てたからーっ（あ、そうなんだ。）ていうか、あたし

なんか（なんて）、15 分ぐらいで書き終わったの。だけどー、“1 時間半は退出し

ちゃいけません”って言われてー                 （＝(10)再掲） 

 堺利彦なんて（なんか）とっても味がある。文章もうまいし、人間の器量もあった

んだけれども、評価されないで昭和を戦後まで来ちゃうでしょう。田中正造だってそ

うです。評価されないでずっと来て、宇井純によって発掘された。  

              （大江健三郎・鶴見俊輔『未来におきたいものは』） 

 

前項で確認したように「ナンカ」と「トカ」、「ナンテ」と「トカ」には文体差がほとん

ど見られなかった。このことからもいえるように、「ナンテ」と「ナンカ」は(36) のような

友人同士の会話のようなくだけた文体でも、(37)のようなやや改まった文体でもともに容認

度が高く、両語はほとんど文体差がみられない。 

続いて、両語の意味の違いについて例文を見ながら検討する。 

 

 野球はこうした青空の下でやるに限る。ことしは西武ライオンズとダイエーホーク

スが高知でキャンプを行った。ダイエーなんか（なんて）、四国よりもっと暖かい

九州が本拠地なのに、しかも自前のドーム球場があるのに、わざわざ高知へ来てキャ

ンプをしているのだ。それもこれも、高知の青い空にひきつけられてやってくるのだ。

きっとそうなのだ。            （東海林さだお『のほほん行進曲』） 

 おばさんのことが出たついでに、ぜひ聞いていただきたいことがあります。それは、

おばさんがうちのパパにでれでれしてみせるということで、これがわたしには気にさ

わってなりません。パパの顔や髪をなでたり、スカートをちょっとひきあげてみせた

り、気のきいたつもりの警句をとばしたりして、ピムの気をひこうとするんです。さ

いわいピムは、いっこうにおばさんを魅力的とも、おもしろいとも思っていないので、

相手になりません。うちのママなんか（??なんて）、けっしてファン・ダーンのお

じさんに、そんな態度はとりません。だからわたし、面とむかっておばさんにそう言

ってやりました。             （アンネ・フランク『アンネの日記』） 

 おばさんがうちのパパの気をひこうとするんです。うちのママなんて、おじさんと

二人きりになったことさえありません。               

 

前項までで確認したように、「ナンテ」は、後接する特徴が、典型例とはかけ離れた周辺

例であることを示し、その特徴の「珍しさ」を表す表現であるのに対し、「ナンカ」は、前



第 9 章 「特徴を際立たせる」用法の類義語分析 

217 

 

接する明示例が、他の例との対比から顕著な特徴を有することを示す表現である。この違い

は、2 つの明示例の表す特徴が大きく異なる以上の例において、容認度の差として表れる。

(38)では、「西部ライオンズ」と「ダイエー」との対比が可能であるため、「ナンカ」は容

認度が高く、さらに「本拠地がキャンプ地よりも暖かい地域にあるのにわざわざやってくる

こと」が「珍しい」ことと解釈できるため「ナンテ」も容認度が高い。しかし、(39)では、

「おばさん」と「うちのママ」との対比が可能であることから「ナンカ」は容認度が高くな

るが、「おじさんにそんな態度（気をひくような態度）をとらない」ことは「珍しい」こと

とは解釈できないことから「ナンテ」の容認度が下がる。これを、(40)のように「おじさん

と二人きりになったことさえない」という普通はそこまでしないと思えるような「珍しさ」

のある特徴に変えた場合、「ナンテ」の容認度は上がる。この違いは、「ナンカ」が顕著例

を明示し、「ナンテ」が典型例を中心とするカテゴリーの周辺例を示す表現であることの根

拠ともなりうる。つまり、「おばさん」と比較して、「うちのママ」を親族に対する適切な

対応ができている人の顕著例として捉えることはできるが、「おじさんにそんな態度（気を

ひくような態度）をとらない」ことは、親族同士の対応として典型例であり、周辺例とは言

えないということである。 

以上の分析から「ナンテ」と「ナンカ」の違いをまとめる。「ナンテ」は後接する特徴の

説明に焦点が当たっており、この特徴が特に「珍しい」ものだという意味合いが感じられる

ことから、「珍しさ」が感じられないような文脈では容認度が下がる。一方「ナンカ」は他

の例と明示例とを対比させるような意味合いが感じられる。 

 

9.6.4 本節のまとめ 

以上、「ナド、ナンカ、ナンテ、トカ」の「特徴を際立たせる」用法の類義語分析を行っ

た。 

 

各語の意味記述と違いは、まとめると以下のとおりである。 

 

ナド意味③：主題として明示した聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を顕著例と

するカテゴリーを想起させ、それ以外にも近い特徴をもつ同時に実現されうる例が存在する

ことを示すことで、カテゴリー全体のもつ特徴を際立たせる 

「ナド」は、評価性が感じられず、また、類似した複数の例の中の 1 つとして前接する明

示例に言及している意味合いになることから、対比の意図はそれほど感じられない。そのた

め、対極にある例を対比するような文脈で、類似した例が想起できない場合は容認度が落ち

る。 

 

ナンカ意味③：主題として明示した聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を顕著例

とするカテゴリーを想起させ、その事物と対比されるようなそれ以外の同時に実現されうる
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例が存在することを示すことで、カテゴリー全体のもつ特徴を際立たせる 

「ナンカ」は明示例と他に挙げられた例や暗示例とを対比するような意味合いとなり、両

者を比較することで明示例のもつ特徴をより強く際立たせる。 

 

ナンテ意味③：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーに周辺例として位置づ

けた複数の例のうち、特に周辺的な例として聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を

主題として明示しつつ、同時に実現されうるより典型例に近い例との比較から、明示した事

物や複数の周辺例全体がもつ特徴の珍しさの程度がはなはだしいことを表す 

「ナンテ」は後接する特徴の説明に焦点が当たっており、この特徴が特に「珍しい」もの

だという意図が込められる。このことから、「珍しさ」が感じられないような文脈では容認

度が下がる。 

 

トカ意味⑤：話題となる特徴をもつものの顕著例を中心とするカテゴリーの顕著例として

聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を主題として明示し、その他にも同時に実現さ

れうる近い特徴をもつ例やそれ以外の例が存在するように示すことで、明示例を含む近い特

徴をもつ暗示例全体の特徴を際立たせる 

「トカ」は、くだけた文体では様々な形式において容認度が高いが、明示例が後接文の動

作主体となっている場合や、後接文が明示例の属性や性質を表すような場合など、主に助詞

の省略が難しい場合には、やや改まった文体での容認度が下がる。一方、明示例が時や場合

を表す場合や、助詞が省略しやすい場合には、やや改まった文体でも容認度が上がる。また、

暗示例の存在が比較的強く感じられ、明示例とそれに近い特徴をもつ暗示例をまとめてその

特徴を際立たせているような意味合いになることから、明示例が 1 つであることが明確な文

脈では容認度が下がる。 
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9.7 「評価を際立たせる」用法の類義語分析 

9.7.1 はじめに 

本節は、「ナド、ナンカ、ナンテ、トカ」の「評価を際立たせる」用法、つまり「ナド」

「ナンカ」「トカ」の意味④および「ナンテ」の意味②と意味④を考察対象とし、これらの

語の類似点・相違点を考察する。 

まず、前章までの多義語分析によって得られた、本節での考察対象となる「ナド」の意味

④のスキーマ、意味④－1、④－2、④－3、④－4、「ナンカ」の意味④のスキーマ、意味④

－1、④－2、④－3、「ナンテ」の意味②のスキーマ、意味②－1、②－2、②－3、意味④の

スキーマ、意味④－1、④－2、「トカ」の意味④のスキーマ、意味④－1、④－2、④－3、④

－4、④－5 の意味記述と例文を再掲する。 

 

ナド意味④：（スキーマ）：明示したある事物が顕著例となるようなカテゴリーを想起さ

せ、仮想のそれ以外のマイナスの特徴をもつ例と同一視することで、明示したその事物の価

値を下げ、その話題としたいマイナスの特徴を際立たせる 

意味④－1：明示したある事物が顕著例となるような、話題としたい否定的な特徴をもつも

ののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の否定的な特徴をもつ例と同一視することで、

明示したその事物の価値を下げ、その話題としたい否定的な特徴を際立たせる 

 “家の香りでツキを呼ぶ”。梅雨に入る前に、キッチンや浴室、トイレ、洗面所な

どをきちんと見渡して、カビなど生えないようにしましょう。風通しをよくしたり、

換気扇をオンにして、ふだんからカビが生えないようにして、芳香剤で運気を上げ

ておきましょう。     （小林祥晃『誕生月でわかる Dr.コパの風水大開運』） 

 

意味④－2：明示した本来低評価されるべきではないある事物が顕著例となるような、価値

の低いもののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の価値の低い例と同一視することで、

明示したその事物の価値を下げ、その価値の低さを際立たせる 

 投資顧問会社に勤務する知人の同僚にアメリカ帰りの MBA（経営学修士）がいるの

だが、これがとんでもない自信家で、いわゆる「鼻につく男」で周囲の顰蹙を買って

いる。顧客に対しても、「余計なことは考えずに、言う通りにやればいい」と自信満々

で人の話など聞かない。当然、顧客と一悶着起こすのは時間の問題だった。 

 （中島孝志『35 歳までに決まる！お金持ちになれる人なれない人』） 

 

意味④－3：対象にとって関わりの少ないある明示した事物が顕著例となるような、馴染み

のないもののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の馴染みのないものと同一視すること

で、明示したその事物の重要度を下げ、その重要度の低さを際立たせる 

 小学校に上がる前の子供たちは、話し言葉と書き言葉の違いがあることなど知りま

せん。彼らが字を覚える前に身につけた大部分は話し言葉なのです。小学校に上がっ
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たあとのおもな課題は話し言葉を書き言葉に変えていくことで、これにより自分の作

文能力と読解能力を高めていくのです。 

               （李凌燕『中国の小学生はどう中国語を覚えるか』） 

 

意味④－4：明示した、本来実現が肯定されるが、ある対象の予想される通常の状態に似つ

かわしくないと考えられるある事物が顕著例となるような、似つかわしくないもののカテゴ

リーを想起させ、想起された仮想の他の例と同一視することで、明示したその事物の評価を

下げ、その事物の似つかわしくなさを際立たせる 

 アイゼンは、サブリナと優雅にワルツを踊っている。いや、待て。と、夢の中でアイ

ゼンは思い始めた。おれがダンスを優雅になど踊れるわけがない…。そういえばサ

ブリナと優雅に踊ったのは、何とかいう同盟議会の上院議員だった。こいつはどうや

ら夢を見ているようだな、と思った瞬間に、機械音が耳についた。 

                      （水沢蝶児『獅子と薔薇の銀河』） 

 

ナンカ意味④（スキーマ）：明示したある事物が顕著例となるような、話題としたいマイ

ナスの特徴をもつもののカテゴリーを想起させ、仮想の他のマイナスの特徴をもつ例と同一

視することで、明示したその事物の価値を下げ、その話題としたいマイナスの特徴を際立た

せる 

意味④－1：明示したある事物が顕著例となるような、話題としたい否定的な特徴をもつも

ののカテゴリーを想起させ、仮想の他の否定的な特徴をもつ例と同一視することで、明示し

たその事物の価値を下げ、その事物の低劣さを際立たせる 

 「本当はヒラメだったけど、海が荒れて手に入りませんでした。だから、メバルに変

えました。でも、僕が市場に行って、一番新鮮なのを持ってきました」そう言うと、

お客さんは拍手して喜んでくれます。（中略）無理して冷凍のヒラメなんか出され

るより、ずっといいってわかってるんです。  （竹森健太郎『プロジェクト H』） 

  

意味④－2：明示した、本来低評価されるべきではないある事物が顕著例となるような、価

値の低いもののカテゴリーを想起させ、仮想の他の価値の低い例と同一視することで、明示

したその事物の価値を下げ、その価値の低さを際立たせる 

 妹なの、私。辛かったわ、あの頃。女はそっと目を押さえた。敗ける、って嫌ね。国

なんか滅びたっていいけど、食物がないのが堪らないわ。実の姉妹が疑心暗鬼にな

って一杯のお椀を奪いあうのよ。      （三枝和子『うそりやま考』） 

 

意味④－3：明示した、本来実現が肯定されるが、ある対象の予想される通常の状態に似つ

かわしくないと考えられるある事物が顕著例となるような、似つかわしくないもののカテゴ

リーを想起させ、仮想の他の例と同一視することで、明示したその事物の評価を下げ、その
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事物の似つかわしくなさを際立たせる 

 「玲ちゃん。たまには、スタミナ定食でも食べさせてもらいなよ。ラーメンばっかり

じゃ、いつまでたっても、1・2・3 のオンパレードだぜ。5 なんか、一生とれないよ。

アッ、ハッ、ハーッ。そんじゃ、毎度ーっ」おにいちゃんは、ばかわらいを残してで

ていった。                （緒島英二『妖怪ばあさんのおくりもの』） 

 

ナンテ意味②：（スキーマ）：話題となる状況で、話者が想定する典型例を中心とするカ

テゴリーの周辺例として、ある事物を明示することで、並列的に設定された典型例との比較

から周辺例に対する珍しさを示す 

意味②－1：話題となる状況で、話者が想定する典型例を中心とするカテゴリーの周辺例と

して、主題となるある実際に実現した肯定的な評価の事物を明示することで、並列的に設定

された典型例との比較から周辺例が実現したことの珍しさを示し、よい特徴を際立たせる 

 小学校に入る前に、漢字が一つでも読めるようになったら、「漢字が読めるなんて

すごいね」、「えっ、こんな字も読めるんだ。すごいね」とほめてあげてください。 

           （和田秀樹『勉強できる子のママがささやく魔法の言葉』） 

 

意味②－2：話題となる状況で、話者が経験を基に判断する現実的な典型例を中心とするカ

テゴリーの周辺例として、理想的ではあるが非現実的なある事物を明示することで、並列的

に設定された典型例との比較から周辺例が実現することの珍しさを示し、非現実性を際立た

せる 

 赤ちゃんが一人いるだけで、自分の時間もなく家事もおろそかになり、まるで赤ちゃ

んにふりまわされているような日もあります。何もかもすべて完璧になんてできっ

こありません。                  （藤原典子『暮しの手帖別冊』） 

 

意味②－3：話題となる状況で、話者が経験してきた事物の典型例を中心とするカテゴリー

の周辺例として話者にとって関わりの少ないある事物を明示することで、並列的に設定され

た典型例との比較から周辺例に対する珍しさを示し、馴染みのなさを表す 

 その棒で、ムハンマドは地面に文字を書きつづけた。もっともわたしには、それが

文字だということはわからなかった。読み書きなんて、一度も習ったことがないの

だ。                  （ワリス・ディリー『ディリー、砂漠に帰る』） 

 

ナンテ意味④（スキーマ）：話題となる状況で、話者が想定する理想例を中心とするカテ

ゴリーの周辺例としてある事物を明示することで、並列的に設定された理想例との比較から

明示した事物の否定的な評価を際立たせる 

意味④－1：話題となる状況で、話者が想定する理想例を中心とするカテゴリーの周辺例と

して、ある否定的な評価の事物を明示することで、並列的に設定された理想例との比較から
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明示した事物の否定的な評価を際立たせる 

 自宅のほかにマンションを持っています。そこには週 2 日くらいしか行かないので

すが、行くときには車で行きます。先日そのマンションの自分の駐車場に停めようと

したところ、誰か知らない人の車が止まっていました。（中略）普段あまり停まって

ないからって、勝手に人の駐車場に停めるのなんて非常識じゃないですか？！ 

 （Yahoo!知恵袋） 

 

意味④－2：話題となる状況で、話者が経験を基に判断する理想例を中心とするカテゴリー

の周辺例として、本来は否定的な評価ではないある事物を明示することで、並列的に設定さ

れた理想例との比較から明示した事物の否定的な評価を際立たせ、軽視する 

 勉強なんてどうでもいいんだ。あたしはあたしらしく、素直に生きてりゃよかった

んだ。四字熟語が全部書けたらえらいのか。ツルカメ算が解けたらえらいのか！ 都

道府県名が言えたからってどうだって言うんだ！そんなものは、ぜえんぶ教科書に書

いてある！それがえらけりゃ、教科書がいちばんえらいんだい！。 

              （芝田勝茂『マジカル・ミステリー・シャドー』） 

 

トカ意味④（スキーマ）：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例と

して、ある事物を明示し、話者の経験から想定しやすい典型例が存在することを示すことで、

並列的に設定された典型例との比較から明示した事物がありえないことであることを表す 

意味④－1：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、主題とな

る実現しにくいある事物を明示し、話者の経験から実現が想定しやすい典型例が存在するこ

とを示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示したありえない事物が実現し

たことへの驚き表す 

 昨日、生徒さんがルービックキューブを持ってきて来て、解けないんです～先生解

いて～と持ってきました。いやこれ先生も解けないわ！（中略）そしたら、別のお母

さんが私解けます～と言って解いていました！なんか攻略法があるみたいで。（中略）

六面全部揃えるとか素敵すぎます。これは惚れるわ～。     （Yahoo!ブログ） 

 

意味④－2：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、実現しに

くいある事物を明示し、話者の経験から実現が想定しやすい典型例が存在することを示すこ

とで、並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の実現がありえないことである

ことを表す 

 ふつう開幕戦というのは前年の 1、2、3 位に開幕権があるんですよ。で、その後は

もうね、各球団と連盟とすり合わせて日程決めますから。今パ・リーグには月曜のマ

ンデーゲームがあるでしょう。でもやっぱりね、うん、みんな金・土・日・祝日の試

合がほしいですからね。でも、土日全部もらうとかできません。ウチに土日枠を二
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十日分くださいなんて言ったら、5 球団の担当から大ブーイングですよ。 

 （狭間信幸・竹森健太郎『プロジェクト H』） 

 

意味④－3：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、話者にと

って関わりの少ないある事物を明示し、話者の経験から想定しやすい典型例が存在すること

を示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の存在や実現が話者に

とってありえないことであることを表す 

 私は黒や白や灰色などの無彩色が好きで、いつも買う服が黒や白ばかりです。今ま

でデザインが違うしコーディネーで雰囲気を変えられるかなーと思ってたのですが、

最近どんなに違う服を着ても基本が黒や白なので毎日服が変わりばえしないことに

気づきました。でも今更明るいパステルカラーとか着るのも自分に似合わないよう

な感じがして…。どうすればいいでしょうか？         （Yahoo!知恵袋） 

 

意味④－4：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、望ましく

ないことから想定していなかったある事物を明示し、話者の経験から想定しやすい典型例が

存在することを示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示したありえない事

物に対する驚き表す 

 原発も予断を許さない状況ですが…地震大国日本に原発危なすぎるんでしょうね。。

今の電気使いまくる生活はみんなであきらめる時かもしれないなと思いました。特定

地方の人をこんな危険にさらすなら考え直さなくちゃと思います。まず法人が考え直

してほしいですけど…工場の電気つけっぱなしとかありえないからー！（法人はつ

かえば使うほど安くなるから工場の電気切らないと聞きました。東電の偉い人色々考

え直してほしい）                       （Yahoo!ブログ） 

 

意味④－5：典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、本来望ましいものである事物

を明示し、話題となる状況でより望ましいと考えられる典型例が存在することを示すことで、

並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の価値を下げ、話者にとってありえな

いことであることを表す 

 D＞うーん。キぐるみにかかれているとおり。キぐるみのマチは実在するのだよ。

事実は小説よりキなりってのはおもう。それにしても長いよね。びっくりなのはアレ

を 2 時間でよんだきみ！ 

晶＞入り込んじゃって、かえって来れなくなったよ。ぬけがらだった。2 時間後同居

人が心配していたよ。（中略） 

D＞なんども、書いている最中やめてやらあ！って泣いた。 

晶＞ほんと、読んだ後に「こりゃ、学校とかいってるばやいじゃねーな！」て思っ

たよ。きみがやめなくてよかったよ。ほっ。君の作品は、想像力のナイ人々をも無理
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矢理どっかに連れてっちゃうほど、おかしなパワーががある。あんなの読んだことな

いもん。               （D［di:］・鹿島田真希・黒田晶『文藝』） 

 

なお、意味記述にも反映させてあるが、第 4 章で検討した例示の機能の分類基準に照らし

合わせた結果をまとめると以下のとおりである。 

 

表 1 評価を際立たせる用法の助詞の機能の分類 

 ①複数例 ②旧情報 ③主題 ④暗示例 ⑤同時 ⑥並列 

ナド④－1 〇 〇 〇 × － － 

ナド④－2 〇 〇 〇 × － － 

ナド④－3 〇 〇 〇 × － － 

ナド④－4 〇 〇 〇 × － － 

ナンカ④－1 〇 〇 〇 × － － 

ナンカ④－2 〇 〇 〇 × － － 

ナンカ④－3 〇 〇 〇 × － － 

ナンテ②－1 〇 〇 × 〇 × 〇 

ナンテ②－2 〇 〇 〇 〇 × 〇 

ナンテ②－3 〇 〇 〇 〇 × 〇 

ナンテ④－1 〇 〇 〇 〇 × 〇 

ナンテ④－2 〇 〇 〇 〇 × 〇 

トカ④－1 〇 〇 × 〇 × 〇 

トカ④－2 〇 〇 〇 〇 × 〇 

トカ④－3 〇 〇 〇 〇 × 〇 

トカ④－4 〇 〇 〇 〇 × 〇 

トカ④－5 〇 〇 〇 〇 × 〇 

 

ここから、ナド意味④全てととナンカ意味④全ては暗示例が仮想であるという共通の特徴

があることが分かる。また、ナンテ意味②－2、②－3、意味④全て、およびトカ意味④－2

④－3、④－4、④－5 は明示例と暗示例が並列に設定されているという共通の特徴をもち、

ナンテ意味②－1 とトカ④－1 はそこにさらに明示例が主題となるという特徴が加わってい

ることが分かる。 

 

続いて第 9 章 2 節、3 節で検討した文体差と統語的制約のうち、この用法に当てはまる記

述を確認する。 
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9.7.1.1 文体差 

まず、文体差のスケールから、各語の意味④と「ナンテ」の意味②に該当するものだけを

抜き出したものが以下の図である。 

 

 改まった文体                     くだけた文体 

ナド④ 0 12 61 14 0 

ナンカ④ 0 1 10 9 14 

ナンテ② 0 9 7 4 2 

ナンテ④ 0 7 16 5 6 

トカ④ 0 1 0 0 8 

図 1 「評価を際立たせる」用法の文体差 

 

ここからわかるように「評価を際立たせる」用法は最も改まった文体では使用されないも

のの、全体的に改まった文体からくだけた文体まで幅広く用いられ、特に「ナンカ」と「ナ

ンテ」は使用される割合も他の用法に比べ高い。また完全にくだけた文体の方が「トカ」は

用いられやすく反対に「ナド」の容認度は下がるという特徴は他の用法とも共通する特徴だ

といえる。 

 

9.7.1.2 統語的制約 

続いて、統語的制約の表から、各語の「評価を際立たせる」用法に該当するものを抜き出

し、助詞・助動詞類と句・文類の結果をまとめ、近い形式のものを隣同士に並べたものが以

下の表である。 

表 2 「評価を際立たせる」用法の統語的制約 

 

丸山(1996)の挙げていた項目のうち、並列に関しては、この用法での使用例は見当たらな

かったため除いた。なお、「＿N」とは「直後の体言の内容を例示」の機能に当たるもので

ある。また、丸山(1996)の項目にはないが、実例を見ると、「ナンテ」「トカ」のこの用法

には以下のように文末に置かれるものもあることから、「＿。」の項目を加えた。 

 

 N 格＿ N_格/係/の/だ N＿ ＿N 句/文/引用/＿ て＿いる 連用形/たり_ 連用成分 ＿。 

ナド④ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 

ナンカ④ 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × 

ナンテ② 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

ナンテ④ 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

トカ④ 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 
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 こんなに詫びを重ねる腰の低い男が、片や喧嘩を繰り返して仕事をしくじり、ヤク

ザの道に足を踏み入れていたなんて（とか）。          （西村健『突破』） 

 

表を見ると分かるように、この用法では統語的制約は比較的少なく、4 語が置き換えられ

るのは、直前に名詞か格助詞あるいは動詞形容詞の連用形や「たり」が来る場合でかつ後方

に助詞や助動詞の「だ」、名詞が来たり、文がそこで終わったりしない場合だといえる。た

だし、この用法においても、後方の助詞が省略できる場合、および後方の名詞の前に「の」

が挿入できる場合、「ナンテ」と「ナンカ」の制約がなくなるため 4 語が置き換えられるよ

うになる。 

 

以上確認した 4 語の間で統語的な制約のない例、制約がなくせる例を中心に、文体差を考

慮に入れつつ意味の相違点を考察していく。 

 

9.7.2 先行研究とその検討 

「ナド、ナンカ、ナンテ、トカ」の「評価を際立たせる」用法に関する先行研究の記述を

確認する。 

丸山(1996)は、「『など』より『なんか』の方が、単なる”例示”ではなく”強調”の例

が多い(p.131)」と述べ、「ナド」よりも「ナンカ」の方が「評価を際立たせる」意味合いに

になりやすいことを指摘している。 

また「『など』『なんか』『なんて』が否定的な意味合いをもつことがあるのに対して、

『とか』には否定の意味合いはない(p.134)」としている。他の先行研究を見ても、「トカ」

に否定の用法を認めているのは、天野(2001)の「卓立的提示」など限られている。しかし、

以下の例のように「トカ」にも否定的な評価を際立たせる用法はある。 

 

 今は、マイホームのため貯金する日々です。なので、昼食は毎日お弁当を作って持

って行っています。会社には休憩室のようなところがあって大人数が入れるスペース

があり、みんな近くのコンビニやカフェのテイクアウトやお弁当屋で買ってきて食べ

ています。（中略）手作りのお弁当を持ってきてる人はかなり少数です。そんな中、

近くに座っていた女の人が「こんなとこで手作りのお弁当とか恥ずかしくない？」

とヒソヒソ言ってるのが聞こえました。                  （Yahoo!知恵袋） 

 

以上のように、先行研究で「評価を際立たせる」用法の意味の違いとして挙げられている

のは、「ナンカ」が否定の意味合いが強いということのみであった。そこで、「トカ」の「評

価を際立たせる」用法も含め、さらにこれらの意味の違いについて考察を深めていく必要が

ある。 
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9.7.3 分析 

「評価を際立たせる」用法には、「否定的なものへの評価」と「肯定的なものへの評価」

の 2 種類がある。そこで、以降の分析では、両語のうち「否定的なものへの評価」と「肯定

的なものへの評価」を表す意味を分けて分析することとする。なお、この用法は下位分類も

多く、それぞれ類似した下位分類同士を比較する必要があるため、「ナド」と「ナンカ」、

「ナド」と「ナンテ」さらに「ナンテ」と「トカ」31の 3 ペアのみ分析を行う。 

 

9.7.3.1 「ナド」と「ナンカ」の類義語分析 

まず、「ナド」と「ナンカ」について検討する。 

図 1 にも示したが、「ナド」と「ナンカ」の文体差について例文を見ながら再度確認する。 

 

 JF014：「地名 10」も、別に何もないよ。（中略）だったらー（うん）、もう 1 個

乗って「地名 3」に行った方がいい。 

JF013：でも、「地名 3」なんか（＊など）に降ろされたら、あたしどうやって帰れ

ばいいの?。    （BTSJ 親しい同性友人同士雑談（女女）JF013-JF014－380,385-386） 

 自民県連幹部から「村岡票が低ければ（補助）金をやらん」と脅されたある市長は

「私が、市民の票を半々に割ることなど（なんか）できるはずもない」と困惑した。

ダブルスコアの大差での自民敗北。           （2001/4/16『毎日新聞』朝刊） 

 

以上の例から、「ナド」は友人同士の会話のようなくだけた文体では容認度が下がるが、

新聞程度の改まった文体では両語とも容認度が高いことが確認できた。 

続いて「ナド」と「ナンカ」の統語的制約を比べると、「ナンカ」の方が制約が強く、「ナ

ンカ」が使用できる文では、全て「ナド」の使用が可能だといえる。一方「ナド」が使用で

きる文のうち、①名詞が後接する場合、②句や文や引用が前接する場合、③連用成分として

述語に係る場合の 3 つの条件においては、「ナンカ」が使用できない。ただし、①のうち、

「ナンカの N」のように「の」が介在させられる場合は使用が可能となる。 

 

9.7.3.1.1 否定的なものへの評価 

「ナド」と「ナンカ」の複数の意味のうち、否定的なものへの評価を表すものとしては、

「ナド」の意味④－1、意味④－2、および「ナンカ」の意味④－1、意味④－2 の 4 つが挙げ

られる。さらに、このれらのうち類義関係にあると考えられる意味のペアは、それぞれの意

味④－1 同士、およびそれぞれの意味④－2 同士である。 

まず、両語の意味④－1 について比較する。 

 

                                                        
31 「トカ」に関しては、文体差の影響で置き換えられる例が少ないことから「ナド」との比較

は行わず、下位分類が 5 つ同士で対応する意味の多い「ナンテ」と比較することとする。 



第 9 章 「評価を際立たせる」用法の類義語分析 

228 

 

 「本当はヒラメだったけど、海が荒れて手に入りませんでした。だから、メバルに

変えました。でも、僕が市場に行って、一番新鮮なのを持ってきました」そう言うと、

お客さんは拍手して喜んでくれます。（中略）無理して冷凍のヒラメなんか（など）

出されるより、ずっといいってわかってるんです。         （＝(5)再掲） 

 

この例を見ると、「ナド」に比べ、「ナンカ」の方が「冷凍のヒラメ」に対する否定的な

意味合いが強まるように感じられる。 

この傾向についてさらに確認するため、google 検索エンジンで「酒など飲むな」と「酒な

んか飲むな」という文字列を含む用例を収集し、これらの文脈における「ナド」と「ナンカ」

の使用方法を検討した。「酒」は贅沢品という高評価も、体に悪影響を及ぼすという低評価

もどちらも可能な対象である。つまり「ナド」より「ナンカ」の方が否定的な意味合いが強

い傾向があるならば、「ナド」よりも「ナンカ」の方がこの低評価の用例が多くなることが

予想される。 

検索の結果から、「酒など／なんか飲むな」という場合の「ナド」と「ナンカ」は大きく

5 つに分けられる。 

まず、「酒」に対し、マイナス評価をしていないものに以下の 2 つがある。まず(23)のよ

うな例は、「酒」に対し、「贅沢なもの」や「大人に許された特権」のようなプラスの評価

を、一方、それを飲んだあるいは飲もうとしている人に対し、お金がない、未成年であるな

どのマイナス評価を持っており、そのような人が「酒を飲むこと」がふさわしくないと否定

している例である。また、(24)のような例は、「酒」に対し特別な評価をしているわけでは

ないが、それを飲む人が、お酒を飲んだことにより失敗をした経験があるなど、「お酒を飲

むこと」に対し著しく適性を欠いていると否定している例である。これら 2 つは「ナド」「ナ

ンカ」の後方の「飲む」にまで焦点が当たっていることから、沼田(2009)の後方移動焦点と

しての捉え方がされているといえる。 

 

 インドの安酒はまずい上に高いのだ。一番手頃なウィスキーの小瓶が 50 から 60 ル

ピーほど。ビールは一本 40 ルピーほどである。平均的な肉体労働者の日給が 50 ルピ

ーから 100 ルピーであることを考えると、これはかなり高額である。貧乏人は酒など

飲むな、という無言の圧力を感じる価格設定なのだ。 

 (http://tabisora.com/travel/report-india/47.html) 

 普段酒を飲みつけないインド人は、ビールをコップに一杯飲んだだけでもかなり酔

ってしまい狂暴化することがある。特にこうしたリゾート地ではよけいに羽目を外し

たりするので恐ろしいのだ。とにかくこのしつこい酔っ払いにはかなり神経を逆なで

され、ついには「うるせえな！」と言い返す。（中略）そんなこともあり、私はすっ

かり酒を飲む気が失せてしまった。どうせ酒を出す店に行けば、あいつのような輩が

いるであろう。酒は飲んでも飲まれるな、（中略）とにかく酒乱は断じて許せん。酒
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など飲むな！なろー！                     (http://pinesclub.co.jp/?paged=48) 

 

また、「酒」に対し、マイナスの評価をしているものとしては次の 3 つがある。これらは、

「ナド」「ナンカ」の直前に位置する「酒」にのみ焦点が当たっていることから、沼田(2009)

の「直前焦点」としての捉え方だといえる。まず、(25)のような例は、「酒」を完全に否定

しているわけではないが、「昼間」「仕事中」「体調不良」などの状況に対しては、「酒」

のもつ、だらしない、判断力を鈍らせる、体に負担をかけるといったマイナスの特徴が不適

切であると否定している例である。お酒を飲む人に対しては(24)ほどのマイナスの評価はし

ていない。(26)のような例は、話者が「酒」に対し、完全にマイナスの評価をしていると考

えられる例である。そのような例の中でも、「病気になる」「臭い」など「酒」に対する明

確な批判が述べられているのが(27)である。 

 

 昌浩が口元に持って行った杯をかすめ取ってくいっとあおる。当然昌浩の抗議の声

があがったが、からからと笑って受け流した。「これから仕事するってやつが、酒な

んか飲むな」「あーはいはいそうですねー。ったく、これくらい飲んだって別に酔

ったりしないのに」                  (http://panic.in/logo/novel/1.html) 

 そして｢その日」、母の容態を話すため、息子達を前に…溜め息をつきビールを一口

飲む父に、長男健哉が「酒なんか飲むなよ！」ズキン。この一言に、心打たれまし

た。確かに、子どもはどんなに辛いことがあっても、アルコールには逃げられない。

受け止めて成長する。               (https://ryomayroom.exblog.jp/6650392/) 

 １年ぐらい前までは、新幹線でお酒を飲むのも許せなかった。「なんで家やホテル

まで我慢できん？」「臭いから新幹線でお酒なんか飲むな！」「そもそも駅の売店

やワゴン販売でビールやチューハイを売るな！」と思っていた。新幹線でお弁当は、

食べないと家まで我慢していたら、お腹が空いて体調を崩してしまう人もいるだろう

から理解できたが、お酒は嗜好品である。「そんなもん家まで我慢せい！」と思って

いた。                   (http://tenro-in.com/mediagp/60542) 

 

以上に挙げた 5 つの例ごとの使用分布をまとめたのが、以下の表 3 である。 

 

表 3 「酒＿飲むな」の使用分布 

 (23) (24) (25) (26) (27) 合計 

ナド 14 (35.9%) 5 (12.8%) 11 (28.2%) 8 (20.5%) 1 (2.6%) 39 

 19 (48.7%) 20 (51.3%) 

ナンカ 12 (13.8%) 17 (19.5%) 28 (32.2%) 18 (20.7%) 12 (13.8%) 87 

29 (33.3%) 58 (66.7%) 
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この表を見ると分かるように、全体の数でいえば「ナド」よりも「ナンカ」の方が多く、

「ナンカ」は 2 倍以上使用例があった。(25)(26)(27)は直前焦点で「酒」に対しマイナスの評

価をしている例であるが、「ナンカ」は全体の 2/3 がこのマイナスの評価をしている例に当

てはまる。特に、「酒」に対する否定の言葉を明確に述べている例は「ナド」が 1 例のみで

あるのに対し、「ナンカ」は 12 例存在する。以上の結果から、「ナンカ」は「ナド」に比べ、

否定的な評価になりやすい傾向があることが確認できた。また、(23)(24)は、後方移動焦点で、

「酒」に対するマイナス評価ではなく、不適切な人物が「酒を飲むこと」という行為全体に

対するマイナス評価を表している。この項目について見てみると、「ナド」の方の使用例が

多く、特に(23)は 14 例で「ナド」全体の 35.9%を占めており、「ナンカ」の 12 例が全体の

13.8%程度であることから見ても使用頻度が高いといえる。このことから、「ナド」は前接

する事物に対してではなく、それを含む行為全体に焦点が当たりやすいという傾向が読み取

れる。また、逆に言えば、「ナンカ」の方が前接する事物に焦点を当てより強く否定してい

るということになる。 

続いて、両語の意味④－2 を比較する。 

 

 文学部棟は、古い趣のある石造りの建物で―ということは、不便で暗い。要するに、

効率化優先の今の大学で、「文学」など（なんか）という金にならない研究にはお

金が出ないのである。                      （赤川次郎『野性時代』） 

 「巨人なんか（など）売り払ってしまえばいい」。哀しいかな。日テレ内ではこん

な声が上がっているという。巨人戦低迷に伴い、視聴率は右肩下がりの崖っぷち。そ

れを打開すべく、この秋、日テレが打ち出す大改革を独占レポート！ 

 （『週刊現代』2005 年 9 月 10 日号） 

 

(28)を見ると、意味④－1 でも指摘したように、「ナド」に比べ「ナンカ」の方がより強く

「文学」を否定しているような意味合いになる。「文学」はもともと否定される対象ではな

いことから、その否定はより強い「軽視」とも考えることができる。 

これらの特徴は、「ナド」と「ナンカ」の後に続く文にも影響しており、置き換えられな

いほどの違いではないものの、「ナド」は「聞かない」「おかまいなし」「無視した」とい

うように、軽視の対象に「干渉しない」ことを表す表現がよく使われるのに対し、「ナンカ」

はそのような表現に加え、(29)の「売り払ってしまえばいい」のように、軽視の対象に何ら

かの害を与えるような表現が続く場合も少なくない。 

「ナド」に比べ「ナンカ」の方が明示例に対し、より強い軽視の意味を表すことを確認す

るため、BCCWJ を用い、「ナド」「ナンカ」に前接する対称詞「あなた」「あんた」「お

まえ（お前）」「きみ（君）」の使用数にどのような差があるかを調べた。対称詞を調査の

対象語としたのは、人という明示例は基本的には否定される対象ではないことから、その人

をぞんざいに呼ぶという行為はその相手を軽視しているということになると考えられるため
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である。それぞれの語の対称詞の待遇性については、まず明鏡国語辞典（第二版）では、「あ

んた」と「おまえ」を「ぞんざいな言い方」としており、「きみ」は「『あなた』よりも敬

意が低く『おまえ』よりも丁寧な言い方」としている。また、鈴木(1973)は、「一般に『あ

なた』は『きみ』『おまえ』『きさま』などに比べて、敬語とまでいかずとも、品の良いこ

とばと受け取られているにもかかわらず、実際には目上に向って使いにくいことばなのであ

る(p.132)」としている。つまり、これら 4 語はいずれも、目上の人に使うには適さない表現

であるが、「あなた」、「きみ（君）」、「おまえ（お前）」「あんた」の順にぞんざいさ

が増すということである。検索の結果は以下のとおりである。 

 

表 4 対称詞の使用数 

 あなた きみ（君） おまえ（お前） あんた 

ナド 5 (14.3%) 6 (33.3%) 13 (14.3%) 0 

ナンカ 30 (85.7%) 12 (66.7%) 78 (85.7%) 43 (100%) 

 

結果を見ると、ぞんざいさの程度に関わらず、いずれの対称詞においても、「ナド」に比

べ「ナンカ」の方が使用されていることが分かる。 

 

 ある家に行ったら“セールスお断わり”っていうはり紙がきっちりしてあって、そ

れが何と看板になってたって言うんですよ。そのセールスはベルをピンポ〜ンと押し

た。（中略）最初に何て言ったかって言うと「奥さん、こんなご立派なお宅でああい

う立看板立てるっていうのは、きっとセールスにほんとにご苦労なさって嫌な思いを

してるんでしょうね」（中略）って言った後で「いや、実は私雑誌の…」と言ってサ

インをもらって契約をもらったという話を聞いて、つまりこれもまず相手の気持ちを

汲み取ってる。「こんなねぇ看板立てるべきじゃないですよ」って言ったら「あんた

なんか（？など）に私の気持わかるか」になりますからね。 

 （加藤諦三『志ある子に育てるにはどうしたらいいか』） 

 

また、「あんた」では「ナド」の使用は 1 例もなかった。これは「あんた」が用いられる

文体がくだけすぎており、「ナド」と合わなかったことも原因の一つとして考えられるが、

鈴木(1973)で「敬語とまではいかずとも、品の良いことば」とされる「あなた」においても

「ナド」の使用数が少ないことから、単純にくだけた文体であるため「ナド」が使えないと

は言い切れない。(30)はセリフの中ではあるが、友達同士の会話に比べれば改まった文体だ

といえる。この文体においても「ナド」は容認度が下がる。このように、ぞんざいな表現で

「ナド」よりも「ナンカ」の方が使用数が多いということは、翻って「ナド」を用いるとき

よりも「ナンカ」を用いるときの方が相手（明示例）に対し、ぞんざいな、つまり軽視する

気持ちがより強いということがいえる。 
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以上をまとめると、否定的なものへの評価を表す両語の意味④－1、④－2 では、「ナンカ」

は「ナド」に比べ、否定的な評価になりやすい傾向があり、意味④－2 では特に対象に対し

より強い軽視の意味を帯びる。また、「ナド」は後方移動焦点、つまり前接する事物とそれ

を含む行為全体に焦点が当たりやすく、その事物に対し干渉しないことを表すという傾向が

あるのに対し、「ナンカ」は直前焦点、つまり前接する事物に焦点を当て、より強く否定す

る傾向がある。 

 

9.7.3.1.2 否定的ではないものへの評価 

続いて、「ナド」と「ナンカ」の複数の意味のうち、否定的ではないものへの評価を表す

ものとしては、「ナド」の意味④－3、意味④－4、および「ナンカ」の意味④－3 が挙げら

れる。さらに、これらのうち類義関係にあると考えられるものは「ナド」の意味④－4 と「ナ

ンカ」の意味④－3 である。 

まず、「ナンカ」に対応する意味がないとした「ナド」の意味④－3 が「ナンカ」と置き

換わった場合の意味の変化について見てみる。 

 

 小学校に上がる前の子供たちは、話し言葉と書き言葉の違いがあることなど（なん

か）知りません。彼らが字を覚える前に身につけた大部分は話し言葉なのです。小

学校に上がったあとのおもな課題は話し言葉を書き言葉に変えていくことで、これに

より自分の作文能力と読解能力を高めていくのです。           （＝(50)再掲） 

 

(31)で「ナド」を用いた場合、「話し言葉と書き言葉の違いがあること」はこの子供たち

にとって身近な知識ではなく、知らなくても仕方ないという程度の意味合いになるのに対し、

「ナンカ」を用いた場合、「話し言葉と書き言葉の違いがあること」は知る価値のない、あ

るいは知っているわけがないものであるといった否定の意味合いが強まる。「話し言葉と書

き言葉の違いがあること」は本来否定されるべき知識ではないことから、これが否定される

ということは軽視の用法になると考えられる。つまり、「ナド」の意味④－3 を表すこの文

脈で「ナンカ」を用いると「ナンカ」の意味④－2 として解釈されるということである。 

 

「ナド」の意味④－4 と「ナンカ」の意味④－3 について比較する。 

 

 アイゼンは、サブリナと優雅にワルツを踊っている。いや、待て。と、夢の中でア

イゼンは思い始めた。おれがダンスを優雅になど（なんか）踊れるわけがない…。

そういえばサブリナと優雅に踊ったのは、何とかいう同盟議会の上院議員だった。こ

いつはどうやら夢を見ているようだな、と思った瞬間に、機械音が耳についた。 

 （＝(4)再掲） 
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 「玲ちゃん。たまには、スタミナ定食でも食べさせてもらいなよ。ラーメンばっか

りじゃ、いつまでたっても、1・2・3 のオンパレードだぜ。5 なんか（など）、一生

とれないよ。アッ、ハッ、ハーッ。そんじゃ、毎度ーっ」おにいちゃんは、ばかわら

いを残してでていった。                        （＝(7)再掲） 

 

否定的なものへの評価の際見られた「ナンカ」の否定的な意味合いが強まるという傾向は、

否定的ではないものへの評価を表す際にも同様に見られる。(32)では「アイゼンがダンスを

優雅に踊ること」が、(33)では「玲ちゃんが通知表の 5 をとること」がそれぞれ「ナド」を

用いた場合に比べ否定的に捉えられている。これらの用法は話題の対象にとってその明示例

が「似つかわしくない」ことを表していることから、それらをより強く否定するということ

は、「アイゼン」や「玲ちゃん」といった対象に対し、「優雅なダンス」や「通知表の 5」

の似つかわしくなさの度合いが高い、つまりかけ離れたものであることを表す。 

 

以上の分析から「ナド」と「ナンカ」の違いをまとめる。両語の意味④－1 と④－2 に見ら

れた傾向と同様に、この意味においても、「ナド」に比べ「ナンカ」の方が、対象となる人

物にとって明示した事物の似つかわしくなさが大きく、否定的な意味合いがより強く感じら

れる。 

 

9.7.3.2 「ナド」と「ナンテ」の類義語分析 

次に、「ナド」と「ナンテ」についてさらに詳しく検討する。 

 

「ナド」と「ナンテ」の文体差について、例文を見ながら再度確認する。 

 

 JF014：なに、そしたらだって、もう 1 時過ぎじゃん、完璧。（中略）したらもう、

腹ペコもすごいよ。（中略）え、そしたらお弁当もちかなー?。 

JF013：え。（中略）弁当なんて（＊など）。したら、あたしは要は、コンビニ弁当、

ってことになっちまう。 

  （BTSJ 親しい同性友人同士雑談（女女）JF013-JF014－649,652,654,655,657,658） 

 自民県連幹部から「村岡票が低ければ（補助）金をやらん」と脅されたある市長は

「私が、市民の票を半々に割ることなど（なんて）できるはずもない」と困惑した。

ダブルスコアの大差での自民敗北。                   （＝(21)再掲） 

 

友人同士の会話である(34)のようなくだけた文体では「ナド」の容認度は下がるが、(35)

のような新聞程度の改まった文体では両語とも容認度が高いことが確認できた。 

 

また、「ナド」と「ナンテ」の統語的制約を比べると、「ナド」が使用できる文のうち、
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「ナンテ」が使用できないのは、格助詞や係助詞、助動詞の「ダ」が後接する場合である。

また、図 1 を見ると、「ナド」が使用できないのは、文末に用いられる場合であるが、大曽

(1996)の 4 つの分類を基に、さらに詳しく置き換えの制約があるかを確認する。 

 

(A)「など」そのものに相当する場合 

 やっと、夫婦 2 人での生活が始まるって思ったら、旦那に「仕事とか辞めるの可愛

そうだから、まだ来なくていいよ！」と・・・結局、私が仕事を辞めて旦那の転勤先

に行ってみると女と生活していました！！離婚届を突き出すと、慰謝料なんて（な

ど）絶対払わない！！って逆ギレされました。             （Yahoo!知恵袋） 

(B)「など」に引用の助詞「と」がついた「などと」に相当する場合。 

 （前略）僕に目刺の食いさしをくれたりして呑むのは叶わんよ」「こら坊主、食い

さしだなんて（などと）変な事言うな。喉に小骨を引っかけたら大変だと思って、

ワザワザ骨を取ってやったんだぞ」               （高橋門之進『浮橋』） 

(C)「などという」に相当する場合。 

 斎藤の胸中に、ちょっぴり先輩の鈴木長一郎への同情の念が蠢く。 今度のことで、

“長さん”が、手酷い打撃をこうむり、報道写真家としての将来を台無しにするなん

て（などという）ことにならなければよいのにと、斎藤は心配になってきた。 

 （和久峻三『京都時代祭り殺人事件』） 

(D)「などというのは」に相当する場合。（主題の位置に来る場合） 

 アスベストもそうですが、国が安全と言っていた物が明日には 180 度ひっくり変え

る事なんて（などというのは）日常茶飯事ですので親が情報を咀嚼する能力と情報

に踊らされない能力を持っていないと、被害に会うのは子供です。 （Yahoo!知恵袋） 

 

以上のように、「評価を際立たせる」用法では細かい制約はなく、基本的に(B)に当たるも

のの場合は「と」を、(C)に当たるものの場合は「という」を、(D)に当たるものの場合は「と

いうのは」をそれぞれ補えば、「ナンテ」を「ナド」に置き換えることができる。 

 

9.7.3.2.1 否定的なものへの評価 

「ナド」と「ナンテ」の複数の意味のうち、否定的なものへの評価を表すものとしては、

「ナド」の意味④－1、意味④－2、および「ナンテ」の意味④－1、意味④－2 の 4 つが挙げ

られる。さらに、このれらのうち類義関係にあると考えられる意味のペアは、それぞれの意

味④－1 同士、およびそれぞれの意味④－2 同士である。 

まず、両語の意味④－1 について比較する。 

 

 やっと、夫婦 2 人での生活が始まるって思ったら、旦那に「仕事とか辞めるの可愛

そうだから、まだ来なくていいよ！」と・・・結局、私が仕事を辞めて旦那の転勤先
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に行ってみると女と生活していました！！離婚届を突き出すと、慰謝料なんて（な

ど）絶対払わない！！って逆ギレされました。               （＝(36)再掲） 

 “家の香りでツキを呼ぶ”。梅雨に入る前に、キッチンや浴室、トイレ、洗面所な

どをきちんと見渡して、カビなど（なんて）生えないようにしましょう。風通しを

よくしたり、換気扇をオンにして、ふだんからカビが生えないようにして、芳香剤で

運気を上げておきましょう。                       （＝(1)再掲） 

 

上の 2 例を見ると、「ナド」を用いた場合には、改まりの高い文体で用いられやすいこと

もあり、対象に対しても過度な否定は感じられないが、「ナンテ」を用いた場合には、やや

感情的にその対象に対し「考えられない」「ありえない」というように強く拒絶する意味合

いになる。(40)の「慰謝料の支払い」のように、話者の行為が明示例となっている場合は、

その行為を否定することも、行為を拒絶することも「その行為をしたくない」ということを

表すことから、「ナド」と「ナンテ」にそれほど大きな意味の違いが起きない。一方、(41)

の「カビ」のように、明示例が話者の行為ではない場合、この例では「カビ」を否定するこ

とは単にマイナスの評価をしているだけになるが、拒絶することは「カビ」を排除したいと

いう意志も含まれうることから、ただその対象を否定する「ナド」よりも、対象を拒絶する

「ナンテ」の方が強いマイナス評価となる。 

 

 （前略）僕に目刺の食いさしをくれたりして呑むのは叶わんよ」「こら坊主、食い

さしだなんて（などと）変な事言うな。喉に小骨を引っかけたら大変だと思って、

ワザワザ骨を取ってやったんだぞ」                  （＝(37)再掲） 

 化粧を施され、仕上げにかつらをつけられたあと、哉子はクロゼットに取りつけら

れた大きな鏡の前に槙野を立たせた。（中略）鏡の中には、どこをどう見ても『女の

子』な自分が映っていた。「いかが？」哉子は満足そうに、そう聞いた。その問いに、

ただ呆然とうなずいてみせた自分を、槙野は覚えている。使い古された言い回しで申

し訳ないが、ほんとうに、「これが僕？」な気分だったのだ。（中略）「はあ……。

でも、哉子さんにも、すっかり、お手数をおかけしてしまって、僕、どんなふうにお

礼を……」言いかけた槙野の言葉を、大川が遮る。「だめですよ、槙野さん」「え？」

「この格好の時は、『私』。あなたみたいな美人が自分のことを『僕』なんて（な

どと）言っちゃいけません」「あ……」恥ずかしさのあまり、槙野は真っ赤に頬を

染めた。                      （姫野百合『恋の病』） 

 

 あなたみたいな美人が自分のことを『俺』なんて（などと）言っちゃいけません 

 

また、セリフなどが明示例となり「ナドと」が用いられるような文脈は、(42)の「食いさ

しだ」のように、セリフ自体が強い否定の意図を含んでいるものであれば「ナンテ」「ナド
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と」共に容認度は高く、それぞれの意味④－1 として解釈できる。しかし、(43)の「僕」のよ

うに、それ自体は否定の意図がそれほど強く感じられない文脈では、「ナンテ」は否定的な

評価を際立たせる意味④－1 として解釈されるが、「ナドと」はそれほど否定の意味合いが

感じられず、むしろ印象を弱める意味②としての解釈も可能となる。これは「ナンテ」の意

味④が「理想例を中心とするカテゴリーの周辺例」を明示する用法であり、「ナド」の意味

④が「顕著例を中心とするカテゴリーの中心例（顕著例）」を明示する用法であることが原

因だと考えられる。つまり、話者の考える美人が使う自称詞の理想例に対し、「僕」を周辺

例として明示するというのは自然であるが、美人が使うとおかしい自称詞のうち特に顕著な

ものとして「僕」を挙げるというのは、「俺」や「わし」など女性が使用するのによりふさ

わしくないと考えられる自称詞があることからも、それほど自然ではないということである。

(44)のように、「僕」をよりおかしさが顕著だと考えられる「俺」に換えると、「ナドと」

はより意味④－1 としての解釈がしやすくなる。 

 

以上のことから、「ナンテ」は話者が理想的だと思うものから外れている事物であれば意

味④－1 として解釈されるが、「ナド」はマイナス評価が顕著でない場合には意味④－1 とし

て解釈されにくいということがいえる。 

 

続いて、両語の意味④－2 を比較する。 

 投資顧問会社に勤務する知人の同僚にアメリカ帰りの MBA（経営学修士）がいるの

だが、これがとんでもない自信家で、いわゆる「鼻につく男」で周囲の顰蹙を買って

いる。顧客に対しても、「余計なことは考えずに、言う通りにやればいい」と自信満々

で人の話など（なんて）聞かない。当然、顧客と一悶着起こすのは時間の問題だっ

た。                                   （＝(2)再掲） 

 勉強なんて（など）どうでもいいんだ。あたしはあたしらしく、素直に生きてりゃ

よかったんだ。四字熟語が全部書けたらえらいのか。ツルカメ算が解けたらえらいの

か！ 都道府県名が言えたからってどうだって言うんだ！そんなものは、ぜえんぶ教

科書に書いてある！それがえらけりゃ、教科書がいちばんえらいんだい！。 

                               （＝(38)再掲） 

 

いずれの例においても、「ナド」を用いた場合「人の話」や「勉強」そのものを評価でき

ないものとして取り上げ否定しているような意味合いになるのに対し、「ナンテ」の場合、

重要だと考えるものに対し、考慮に値しないと追いやるような意味合いになる。 

意味④－1、意味④－2、どちらにも共通して言えることだが、「ナド」は明示例それ自体

を単純に否定しており、一方「ナンテ」はそれを拒絶したり、価値がないと思考上で追いや

ったりしている。これらの違いは「ナド」が中心例を挙げる用法であるのに対し、「ナンテ」

が周辺例を挙げる用法であるということとも無関係だとは言えない。つまり、カテゴリーに
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おいて、中心が最も焦点の当たりやすい部分だとすると、周辺例は、すなわち、焦点から遠

いもの、あるいは意図的に遠ざけたものとなり、自然とこのような「遠いもの」あるいは「遠

ざけたいもの」といった意味合いを帯びやすくなるのだと考えられる。 

 

9.7.3.2.2 否定的ではないものへの評価 

続いて、「ナド」と「ナンテ」の複数の意味のうち、否定的ではないものへの評価を表す

ものとしては、「ナド」の意味④－3、意味④－4、および「ナンテ」の意味②－1、意味②－

2、意味②－3 が挙げられる。さらに、これらのうち類義関係にあると考えられるものは「ナ

ド」の意味④－3 と「ナンテ」の意味②－3、および「ナド」の意味④－4 と「ナンテ」の意

味②－2 である。 

まず、「ナンテ」の意味②－1 が「ナド」に置き換えにくく、置き換えても同様の意味を

表さないことを確認する。 

 

 小学校に入る前に、漢字が一つでも読めるようになったら、「漢字が読めるなんて

（??など）すごいね」、「えっ、こんな字も読めるんだ。すごいね」とほめてあげ

てください。                               （＝(8)再掲） 

 今までワインは苦手だったんだけど、料理との相性で、こんなに美味しく味わえる

なんて（などと）思ってもみなかったんだよな。勿論、俺はグラス半分しか飲めな

いけどね。                   （甲山蓮子『お試しください！』） 

 

(47)のように、「ナンテ」が「ナド」と置き換わる場合、「ナド」は容認度が下がる。こ

れは、「ナンテ」の場合「未就学児が漢字が読めること」の珍しさやよい特徴つまり頭がい

いあるいはすばらしいなどの評価を際立たせているのに対し、「ナド」の場合は「未就学児」

に対し「漢字が読めること」が似つかわしくないと否定しているような意味合いが「すごい

ね」という高評価と合わないためだと考えられる。また、(48)のように、「ナンテ」が「ナ

ドと」と置き換わる場合、「ナドと」の容認度は高いが、やはり「ナンテ」は「ワインがお

いしく味わえること」をよいことと評価しているのに対し、「ナドと」は「ワインがおいし

く味わえる」と「思うこと」が自分には似つかわしくないと否定しているような意味合いに

なる。いずれの例も、「ナド」に置き換えた場合、純粋な高評価ではなく、「ナド」の意味

④－4 になることから、「ナンテ」の意味②－1 に対応する用法は「ナド」にはないといえる。 

では、まず、「ナド」の意味④－3 と「ナンテ」の意味②－3 について見ていく。 

 

 小学校に上がる前の子供たちは、話し言葉と書き言葉の違いがあることなど（なん

て）知りません。彼らが字を覚える前に身につけた大部分は話し言葉なのです。小

学校に上がったあとのおもな課題は話し言葉を書き言葉に変えていくことで、これに

より自分の作文能力と読解能力を高めていくのです。          （＝(3)再掲） 
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 その棒で、ムハンマドは地面に文字を書きつづけた。もっともわたしには、それが

文字だということはわからなかった。読み書きなんて（など）、一度も習ったこと

がないのだ。                             （＝(10)再掲） 

 

(49)と(50)を見ると、いずれも、「ナド」は、明示例である「話し言葉と書き言葉の違いが

あること」や「読み書き」に対し、それほど強い評価性は感じられず、それらが「自分とは

馴染みのない」「知らない」ものであることを表している。一方「ナンテ」は、明示例を知

らなかったり習ったことがないことが「当たり前」であり、むしろこれらの明示例に対し、

本来は重要なものであっても自分にとっては普通ではないものだという軽視に近い軽いマイ

ナス評価が感じられる。 

 

 「なんだか、運動の基礎能力を見る種目ばかりだな」そんなことを言っていると少

し細めの男が話しかけてきた。「オイオイ、おかしなこと言うなよ。俺は重量挙げだ

が。力だけじゃなく、技術やタイミングなんかも必要なんだぞ。」「あ、すいません。

そういうつもりでは無くて…。」「ま、お前ら野球班は良いよな。一軍に入れば対外

試合ばかりで、島の作業なんかしなくていいもんな。ほかの班には試合なんかないん

だぜ？」「でも、成績が良ければペラが貰えるんでしょ。」「まぁな、お陰で 150

キロなんて（など）まで挙げられるようになっちまったぜ。」「ええ！あなたが！？」 

 (https://syosetu.org/novel/129055/4.html) 

 

また(51)の例の場合、「ナンテ」を用いると意味②－3 として解釈することが可能であるが、

「ナド」を用いると、類義表現である意味④－3 としてよりも、「印象を弱める」用法であ

る意味②としての解釈がしやすくなる。これは、「ナンテ」の意味②－3 が典型例を中心と

するカテゴリーの周辺例を示す用法であり、「ナド」の意味④－3 が顕著例を中心とするカ

テゴリーの中心例（顕著例）を示す用法であることが関わっていると考えられる。つまり、

「ナンテ」の場合、少し細めの男が平均的に挙げられる重さを典型例として、150 キロがそ

こからかけ離れた周辺例であることを示すというのは自然であるが、「ナド」の場合 150 キ

ロはそれ以上の重さも存在することから、これが顕著な例だとは捉えにくいためだといえる。 

 

続いて、「ナド」の意味④－4 と「ナンテ」の意味②－2 について見ていく。 

 

 甘くない予測をできる、ということは、動物にはない、人間にだけ許された能力で

ある。現在を信じないことだ。今はじっとしていると、必ず景気は回復する、と私は

思っている。しかし即効薬など（なんて）あるわけがない。 

 （曽野綾子『人はなぜ戦いに行くのか』） 

 赤ちゃんが一人いるだけで、自分の時間もなく家事もおろそかになり、まるで赤ち
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ゃんにふりまわされているような日もあります。何もかもすべて完璧になんて（な

ど）できっこありません。                       （＝(9)再掲） 

 

(52)(53)においても、前述の意味と同様の違いが見られる。「ナド」は、明示例である「即

効薬」や「何もかもすべて完璧にする」ことに対し、それほど強い評価性は感じられず、そ

れらが「存在しない」「不可能な」ものであることを表している。一方「ナンテ」は、明示

例が存在しなかったり実現しないないことが「当たり前」であり、むしろこれらの明示例が

存在するわけがない、実現できるわけがないと嘲るような軽いマイナス評価が感じられる。 

 

以上の分析から「ナド」と「ナンテ」の違いをまとめる。「ナド」の意味④－3 と「ナン

テ」の意味②－3、および「ナド」の意味④－4 と「ナンテ」の意味②－2 はどちらも、「ナ

ド」の場合、評価性はそれほど強く感じられないが、「ナンテ」の場合には、明示例に対し

「馴染みがない」ことや「実現しない」ことが「当たり前」であるような意味合いを帯び、

軽いマイナス評価が感じられる。 

 

9.7.3.3 「ナンテ」と「トカ」の類義語分析 

最後に、引用の要素が含まれるという共通点持の特徴をもつ「ナンテ」と「トカ」につい

て検討する。 

まず、「ナンテ」と「トカ」の文体差について、例文を見ながら再度確認する。 

 

 でも、『コナン』はー(うん)、『コナン』は、早く灰原さんと(うん)、しんいちくっ

つけろっていうか。（中略）やー、おれそっちが気になるもん、いっつも。もう、事

件とか（なんて）どうでもいいもん。 

       （BTSJ 親しい同性友人同士雑談（男男）JM001-JM002－310-313） 

 「ビッグクラブのことは考えてもしょうがない。失望するだけかもしれないから。

ぼくはリアリストなんです。レアル・マドリードとかミランとか、そういうすばらし

いスペクタクルを見せるクラブの名前を出すこともできるけど、いつかあのユニフォ

ームを着たい、とか（なんて）考えても仕方ないと思います。先のことを夢見る時

には、もっとうまくなっている自分、欠点を克服した自分のことを想います。 

 （アルフレード・ペドゥッラ『中村俊輔イタリアの軌跡』） 

 不動産会社の関係者は「同じ広さの敷地でも、高い建物を建てればテナント料収入

などが増える。空中権は宝を生み出す装置」と明かす。これに対し、都市計画に詳し

い五十嵐敬喜・法政大教授は、「目に見えない空中権の売買なんて（？とか）、手

品のようなもの。古い建物を守るという当初の目的を超え、無秩序な都市計画を助長

することにもなるのではないか」と指摘している。  （2004/12/22『読売新聞』夕刊） 
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図 1 を見ると、「ナンテ」はやや改まった文体からくだけた文体までいずれの文体でも使

用されているのに対し、「トカ」はくだけた文体での使用がほとんどである。実例を見てみ

ると、確かに、(54)のようなくだけた文体ではどちらも容認度が高く、新聞からの用例であ

る(56)のようなやや改まった文体では「トカ」の容認度が下がる。ただし、くだけた会話以

外「トカ」は全く使えないというわけではなく、セリフの一部ではあるが、(55)のように文

学以外の書籍でも容認度は高いことから、改まりが低くなれば両語は置き換えが可能だとい

える。  

 

続いて「ナンテ」と「トカ」の統語的制約を比べると、表 1 では、「ナンテ」は格助詞や

係助詞、助動詞の「ダ」が後接する場合使用できず、「トカ」は「てトカいる」の形では使

用できないということが分かる。 

ここで、「ナド」と「ナンテ」の比較の際参考にした、大曽(1996)の分類を基に、制約を

さらに検討したい。 

 

 出品者からメールが届き、その内容には振込先と名前しか記載されていないことが、

たまにあります。どこに住んでいるかも分からない人に振込なんて（など／とか）

できるか！と思うのですが、これってかなり非常識なことだと思いませんか？ 

 （Yahoo!知恵袋） 

 （前略）僕に目刺の食いさしをくれたりして呑むのは叶わんよ」「こら坊主、食い

さしだなんて（などと／とか）変な事言うな。喉に小骨を引っかけたら大変だと思

って、ワザワザ骨を取ってやったんだぞ」                 （＝(37)再掲） 

 昨日の午後から熱を出し、夜中は四十．二度まで上がりぐったりして苦しそうだっ

たので処方された座薬を使いました。今朝には熱が下がり、食欲もあります。薬のせ

いか少し眠そうに気だるそうな感じはあります。明日は保育園を休ませたほうがいい

でしょうか？（中略）明日１日様子を見られて、熱が出なければ明後日からというほ

うがいいと思いますよ保育園で疲れて、また熱がでる、なんて（などという／＊と

か／とかいう）ことになったらもっと休まなくてはならなくなりますしね 

 （Yahoo!知恵袋） 

 その棒で、ムハンマドは地面に文字を書きつづけた。もっともわたしには、それが

文字だということはわからなかった。読み書きなんて（などというのは／とか）、

一度も習ったことがないのだ。                      （＝(10)再掲） 

 

例を見ると、「ナド」と置き換えられる(57)のような分類(A)に当てはまる場合と、「ナド

と」と置き換えられる(58)のような分類(B)に当てはまる場合、さらに「ナドというのは」と

置き換えられる(60)のような分類(D)に当てはまる場合には「トカ」がそのまま置き換わるこ

とが分かる。ただし、「ナドという」と置き換えられる(59)のような分類(C)に当てはまる場
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合には「トカ」単独では置き換えができず、「トカいう」という形にしなければならない。 

 

9.7.3.3.1 否定的なものへの評価 

「ナンテ」と「トカ」の複数の意味のうち、否定的なものへの評価を表すものとしては、

「ナンテ」の意味④－1、意味④－2、および「トカ」の意味④－4、意味④－5 の 4 つが挙げ

られる。さらに、このれらのうち類義関係にあると考えられる意味のペアは、「ナンテ」の

意味④－1 と「トカ」の意味④－4、および「ナンテ」の意味④－2 と「トカ」の意味④－5

である。 

まず、「ナンテ」の意味④－1 と「トカ」の意味④－4 について比較する。 

 

 出品者からメールが届き、その内容には振込先と名前しか記載されていないことが、

たまにあります。どこに住んでいるかも分からない人に振込なんて（とか）できる

か！と思うのですが、これってかなり非常識なことだと思いませんか？（＝(57)再掲） 

 原発も予断を許さない状況ですが…地震大国日本に原発危なすぎるんでしょうね。。

今の電気使いまくる生活はみんなであきらめる時かもしれないなと思いました。特定

地方の人をこんな危険にさらすなら考え直さなくちゃと思います。まず法人が考え直

してほしいですけど…工場の電気つけっぱなしとか（なんて）ありえないからー！

（法人はつかえば使うほど安くなるから工場の電気切らないと聞きました。東電の偉

い人色々考え直してほしい）                         （＝(51)再掲） 

 

(61)の「どこに住んでいるかも分からない人に振り込む」のように、話者が望まない行為

や、(62)の「工場の電気がつけっぱなし」のように、他者の好ましくない行為など、明示例

が明確に否定される物事である場合、大きな意味の違いもなく「ナンテ」と「トカ」は置き

換えが可能となる。「ナンテ」を用いた場合は、明示例に対し、理想とする物事からかけ離

れているという強い否定の意図が感じられる。一方「トカ」を用いた場合は、明示例自体に

否定される要素があるため全体としては否定の意味になるが、「トカ」自体には「ナンテ」

ほど明確な否定の意図はないことから、明示例が典型的な状態ではない、普通はありえない

といった驚きに近い意味合いになる。 

続いて、両者が置き換えられない例について見てみる。 

 

 釣果もないので早々に切り上げて近くの定食屋に入り・・・地魚お刺身定食で〜す

＾＾美味しかったですが、値段と比べると案外だったな・・・orz まぁ、地魚刺身に

サーモンとか（＊なんて）入っていなかっただけでもヨシとしませう 

                              （Yahoo!ブログ） 

 お菊はいても立ってもいられない気持で、こんな時、あの男がもう少ししっかりし

ていてくれたらと、ふっと伝吉ののんびりした顔が胸にうかんできた。そして、おや、
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私は仮りにもあんな男をたよりにしたがるなんて（＊とか）と、そんな弱い自分の

心が妙に腹立たしくもなる。               （山手樹一郎『裏町の人生』） 

 

(63)の場合、「ナンテ」の容認度は下がる。これは「サーモン」に否定される要素がある

かどうかの問題だと考えられる。つまり、手軽に食べられるが、地魚ではないサーモンが「入

っていた」場合であれば、否定される要素が存在するため「サーモンなんて入れるな」とい

うように「ナンテ」は容認されるが、実際は「入っていなかった」とあるため「サーモン」

には否定される要素がなかったと考えられる。 

また(64)では、「トカ」の容認度が下がる。これは、「あんな男をたよりにしたがる」の

が現在の「私」自身であるためだと考えられる。「トカ」は、自分の経験から考える典型的

な事物と比較して、明示例がはずれていることに対し、予想外や驚きといった意図を表すこ

とから、明示例は発話時点の自分の想定と比較するためにも他者が関与した事物、あるいは、

過去の自身の行為である必要がある。誰かに強要されたわけではなく、今現在の自分自身が

行った行為の場合、想定と実際の行為の両方が現在の話者自身の中で完結してしまう。する

と、無意識の行為であっても、比較が起こりにくく、純粋な予想外や驚きといった意図も現

れにくいことから「トカ」の容認度が下がるのだと考えられる。 

次に、「ナドと」と置き換えられるような場合の「ナンテ」と「トカ」に見られる違いに

ついて確認する。 

 

 （前略）僕に目刺の食いさしをくれたりして呑むのは叶わんよ」「こら坊主、食い

さしだなんて（とか）変な事言うな。喉に小骨を引っかけたら大変だと思って、ワ

ザワザ骨を取ってやったんだぞ」                        （＝(37)再掲） 

 私は裏方で料理をちょこちょこ作るのは好きだったが、酔客の相手は苦手だった。

水商売をかじったのだからスナックを経営できるだろうなんて（とか）、考えが甘

すぎたのだ。            （彩ノ木フジ子『赤い電車は未知への一歩でした』） 

 約束の時間よりも三十分ほど遅れただけだったが、八人ほどの連中はもうかなりア

ルコールが入っていた。ビール瓶が何本も並んでいるところを見ると、いっきに流し

込んだのだろう。「よっ、アネゴ、待ってました」以前何度か飲んだことのある若い

男が、いきなり声を上げた。「やめてよ、アネゴだなんて（＊とか）。おっかない

おばさんみたいじゃないの」 勧められた真中の席に座りながら奈央子は抗議した。 

 （林真理子『Domani』2001 年 8 月号） 

 

(65)は相手の発話を非難する文脈で、(66)は過去の自分の甘い考えを嘲る文脈で「ナンテ」

が用いられている。これらの例のように明示例となる発話や思考に否定される要素がある場

合はいずれも「トカ」に置き換えることができる。しかし、(67)のように相手の悪意のない

発話を冗談として受け取り非難するような文脈では「トカ」の容認度が下がる。これは、初
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めに呼んだ若い男にとっては「アネゴ」という呼び方自体に否定の意図がなく、「トカ」も

明確な否定は表さないことから、「やめてよ」とあるように相手を非難したいこの文脈には

適さないためだと考えられる。文末で発話のあとに付く「トカ」に意味③の「明示した事柄

が見聞きした情報で定かではないことを表す」用法があることも、否定する意図をより感じ

にくくさせている。 

 

続いて、「ナンテ」の意味④－2 と「トカ」の意味④－5 を比較する。 

 

 「りぼん」を小学生の頃から毎月買っていて、いつの間にか成人になってしまいま

した。この年で「ふろく」なんて（とか）いらないので、ふろくなしで、半額で売

ってほしいぐらいです。                     （Yahoo!知恵袋） 

 私の部屋のテレビスペースを考えると二十インチが限界なんだよね。どうせテレビ

買うなら大画面にしようって思ってたけど二十が限界って切ない。まぁ、6 畳の部屋

なんで三十とか（なんて）置いても見づらいだけなんだけどね。  （Yahoo!ブログ） 

 

いずれの例も「ナンテ」を使用した場合「ふろく」「30 インチのテレビ」を否定する意図

が強く、拒絶しているような意味合いになる。また、「トカ」と比べ、これらの明示例に限

定している印象もある。一方「トカ」を使用した場合、「ありえない」と軽視している意図

はあっても、「ナンテ」ほど否定の意味合いは感じられない。また、「ふろく」や「30 イン

チのテレビ」以外の例の存在が「ナンテ」の場合よりも感じられ、典型的ではない雑多なも

のをひとくくりに捉えているような印象となる。 

 

以上をまとめると、「ナンテ」の意味④－1 は、明示例に対し、理想とする物事からかけ

離れているという強い否定の意図が感じられる。一方「トカ」の意味④－4 は、明示例が典

型的な状態ではない、普通はありえないといった驚きに近い意味合いになる。また、今現在

の自分が自分の意図で行った行為の場合、文末で相手の悪意のない発話を冗談として受け取

り非難するような文脈では「トカ」の容認度が下がる。 

また、「ナンテ」の意味④－2 は、否定する意図が強く、拒絶しているような意味合いに

なり、これらの明示例に限定している印象もある。一方「トカ」の意味④－5 は、「ありえ

ない」と軽視している意味合いとなり、明示例以外にも典型的ではない雑多なものをひとく

くりに捉えているような印象となる。 

 

9.7.3.3.2 否定ではないものへの評価 

続いて、「ナンテ」と「トカ」の複数の意味のうち、否定的ではないものへの評価を表す

ものとしては、「ナンテ」の意味②－1、意味②－2、意味②－3、および「トカ」の意味④－

1、意味④－2、意味④－3 が挙げられる。さらに、これらのうち類義関係にあると考えられ
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るものは「ナンテ」の意味②－1 と「トカ」の意味④－1、および「ナンテ」の意味②－2 と

「トカ」の意味④－2、そして「ナンテ」の意味②－3 と「トカ」の意味④－3 である。 

 

まず、「ナンテ」の意味②－1 と「トカ」の意味④－1 について比較していく。 

 

 「電話によると、ホタルときみはずいぶん不思議な出会いをしたようだね？ 驚い

たよ、ホタルは数年前からずっと人間不信がひどくてね。初対面のきみに心を許すな

んて（とか）、信じられないほどだ…だから、円くんに頼みがある」「なんでしょ

う？」                 （平井和正『ボヘミアンガラス・ストリート』） 

 昨日、生徒さんがルービックキューブを持ってきて来て、解けないんです～先生解

いて～と持ってきました。いやこれ先生も解けないわ！（中略）そしたら、別のお母

さんが私解けます～と言って解いていました！なんか攻略法があるみたいで。（中略）

六面全部揃えるとか（なんて）素敵すぎます。これは惚れるわ～。  （＝(43)再掲） 

 

(70)(71)は、「ナンテ」「トカ」の後に、「信じられないほどだ」や「素敵すぎます」のよ

うに前方の明示例に対する評価の言葉が書かれている。このような場合、「ナンテ」と「ト

カ」は互いに置き換えても意味の違いはそれほど大きくない。ただし「ナンテ」を用いた場

合には、それぞれの出来事に対し「すごい」「珍しい」といった肯定的な評価が感じられる

のに対し、「トカ」は意外であるというような「驚き」の気持ちは感じられるが、「ナンテ」

ほどの肯定的な感情は感じられない。これは第 8 章の多義語分析でも述べたように、「トカ」

にはもともと肯定的な評価や否定的な評価の意味は含まれておらず、前後の文脈があること

で、それぞれの意味として理解することができることが原因だといえる。つまり、以上の 2

例も、「信じられないほどだ」や「素敵すぎます」という肯定的な評価をしていることが分

かる文脈があるため、「ナンテ」とほぼ同義に、肯定的な評価だと解釈できているのである。 

 

 明太子入りお手軽カルボナーラこんな簡単なのに、こんなに美味しいなんて（と

か）?!手軽に作れる本格カルボナーラを是非一度お試しあれ♪ 

 （https://store.shopping.yahoo.co.jp/fukuya/cooking8.html） 

 「どんな五つ星ホテルよりもすばらしいわ」 「暖房は暖炉だけだし、電気の明か

りもないんだ。もっとも冷蔵庫と給湯設備はあるが。それに発電機もあるよ」 そん

なことはどうでもよかった。ホールデンが、わたしのためにこんなにすばらしい場所

を選んで連れてきてくれたなんて（??とか）。彼のことを、森のなかのキャビンで

過ごすのが好きな男性だとは考えたこともなかったわ。いつも都会的で、洗練された

感じだもの。         （マギーシェイン・村上あずさ『冷たい億万長者』） 

 日本に到着したジュンスの映像も見ましたが、今また日本にいるだなんて（＊とか）

～感激～！！！明日から神戸で 3 日間もコンサート 
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 (https://ameblo.jp/kankotvxq/entry-12453659841.html) 

 

(72)(73)(74)は、「ナンテ」「トカ」が文末になる場合である。(72)は「ナンテ」の方が容

認度は高いが、「トカ」も容認度が?や??がつくほどの違和感はない。やはり「トカ」を用い

た場合は、手軽で美味しいことに対する喜びというよりは、意外や驚きといった意味合いに

なる。しかし、文末に「ナンテ」「トカ」が用いられる文でも(73)のように「トカ」が文末

に置かれる場合で、前接する明示例が完了した行為を表す場合、つまり「タ形」が前接する

場合、「トカ」の容認度が下がり、(74)のように「ダ」が前接する場合には「トカ」は非文

となる。これは、「トカ」の意味④－4 にも同様の傾向を示したが、文末で用いられる「ト

カ」のほとんどが意味③の「明示した事柄が見聞きした情報で定かではないことを表す」用

法であることから、これらの場合、自然と意味③の解釈になってしまうためではないかと考

えられる。 

 

続いて、「ナンテ」の意味②－2 と「トカ」の意味④－2 について比較する。 

 

 赤ちゃんが一人いるだけで、自分の時間もなく家事もおろそかになり、まるで赤ち

ゃんにふりまわされているような日もあります。何もかもすべて完璧になんて（と

か）できっこありません。                    （＝(9)再掲） 

 ふつう開幕戦というのは前年の 1、2、3 位に開幕権があるんですよ。で、その後は

もうね、各球団と連盟とすり合わせて日程決めますから。今パ・リーグには月曜のマ

ンデーゲームがあるでしょう。でもやっぱりね、うん、みんな金・土・日・祝日の試

合がほしいですからね。でも、土日全部もらうとか（なんて）できません。ウチに

土日枠を二十日分くださいなんて言ったら、5 球団の担当から大ブーイングですよ。 

 （＝(44)再掲） 

 

いずれの例においても「ナンテ」と「トカ」はそれぞれ置き換えることが可能である。し

かし、「ナンテ」は「理想的ではあるが非現実的なある事物」を明示するのに対し、「トカ」

は「実現しにくいある 1 つの事物」を明示するという意味記述の差からも分かる通り、それ

ぞれには細かな意味合いの差が見られる。「ナンテ」を用いた場合は「（赤ちゃんがいる家

庭で）何もかもすべて完璧にする」ことや「（野球の試合の日程決めで）土日全部もらう」

ことが理想的なことであると一旦は評価しつつも無理だと諦めているように感じられるが、

「トカ」を用いた場合は、実現しにくいありえないことであると、初めから諦めているよう

な意味合いになる。以下の例では、この違いが置き換えの可否に関わっている。 

 

 a ここのところ体質改善は水からとミネラルウォーターに凝っています。そしてと

うとう、ここのところ気になっていたセレブ御用達のあのノルウェー産の VOSS（ボ
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ス）を買ってしまいました。（中略）まっ 1 本三百七十五 ml で五百円程度だからそ

れほどびっくりな値段でもないかもしれません。上には上があって 1 万円とか（??

なんて）するのもありますからね。              （Yahoo!ブログ） 

b あのボロボロの皿が 1 万円なんてするわけがない。 

c 上には上があって 1 万円なんてのもありますからね。 

 

(77a)のように、良いものに対し「～円する」と値段をいう文脈においては、「トカ」は容

認されるが「ナンテ」の容認度は下がる。これを(77b)のように価値のないものに対し不当に

高い値段を言う文脈に変えた場合には、「～円ナンテする」という形が容認できることから、

「～円する」という形に問題があるわけではない。一方(77c)のように「～円ナンテの」と「す

る」を省略した場合にも「ナンテ」の容認度は上がる。 

これは、前述の「ナンテ」には「理想的ではあるが非現実的なある事物」を明示するとい

う特徴があることが関係していると考えられる。つまり、「高価な良いもの」は「理想的」

だと捉えることができるが、「値段が高い」こと自体は「理想的」とはいえないということ

である。(77c)の「1 万円ナンテの」は「高価なもの」と捉えられるが、(77a)の「1 万円ナン

テするの」は「値段が高い」ことに焦点が当たるため、容認度が下がるのだと考えられる。 

 

最後に「ナンテ」の意味②－3 と「トカ」の意味④－3 について見ていく。  

 

 その棒で、ムハンマドは地面に文字を書きつづけた。もっともわたしには、それが

文字だということはわからなかった。読み書きなんて（とか）、一度も習ったこと

がないのだ。                          （＝(10)再掲） 

 私は黒や白や灰色などの無彩色が好きで、いつも買う服が黒や白ばかりです。今ま

でデザインが違うしコーディネーで雰囲気を変えられるかなーと思ってたのですが、

最近どんなに違う服を着ても基本が黒や白なので毎日服が変わりばえしないことに

気づきました。でも今更明るいパステルカラーとか（なんて）着るのも自分に似合

わないような感じがして…。どうすればいいでしょうか？     （＝(48)再掲） 

 

「ナンテ」を使用した場合「読み書き」や「明るいパステルカラーの服」を馴染みのない

ものと遠ざけているような意味合いになる。また、「トカ」と比べ、これらの明示例に限定

している印象もある。一方「トカ」を使用した場合、「ありえない」と軽視しているような

印象はあるが、「ナンテ」ほど遠ざけようとしているような意味合いは感じられない。また、

「読み書き」や「明るいパステルカラーの服」以外の例の存在が「ナンテ」の場合よりも感

じられ、典型的ではない雑多なものをひとくくりに捉えているような印象となる。これは「ナ

ンテ」の意味④－2 や「トカ」の意味④－5 にも共通する傾向だといえる。 
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以上をまとめると、「ナンテ」の意味②－1 は、それぞれの出来事に対し「すごい」「珍

しい」といった肯定的な評価が感じられるのに対し、「トカ」の意味④－1 は意外であると

いうような「驚き」の気持ちとなり、肯定的な感情はそれほど感じられない。また、「トカ」

が文末に置かれる場合、意味③としての解釈になりやすくなることから前接する明示例が「タ

形」あるいは助動詞の「ダ」である場合には容認度が下がる。 

また、「ナンテ」の意味②－2 は明示例が理想的なことであると一旦評価しつつも無理だ

と諦めているように感じられるが、「トカ」の意味④－2 は、実現しにくいありえないこと

であると、初めから諦めているような意味合いになる。そのため「～円ナンテする」という

理想的とはいいにくい文脈では「ナンテ」の容認度が下がる。 

さらに「ナンテ」の意味②－3 は、馴染みのないものと遠ざけているような意味合いにな

り、挙げられた明示例のみに限定している印象もある。一方「トカ」の意味④－3 は、「あ

りえない」と軽視しているような印象となり、明示例以外の典型的ではない雑多なものをひ

とくくりに捉えているような印象となる。 

 

9.7.4 本節のまとめ 

以上、「ナド」の意味④－1、④－2、④－3、④－4、「ナンカ」の意味④－1、④－2、④

－3、「ナンテ」の意味②－1、②－2、②－3、意味④－1、④－2、「トカ」の意味④－1、④

－2、④－3、④－4、④－5 である、「評価を際立たせる」用法の類義語分析を行った。 

その結果、まず先行研究で指摘されていた「ナンカ」が否定の意味合いが強いということ

以外にも、以下のような細かな違いが見られた。 

 

各語の意味記述と違いは、まとめると以下のとおりである。各意味のスキーマについては

省略する。 

 

ナド意味④－1：明示したある事物が顕著例となるような、話題としたい否定的な特徴をも

つもののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の否定的な特徴をもつ例と同一視すること

で、明示したその事物の価値を下げ、その話題としたい否定的な特徴を際立たせる 

ナド意味④－2：明示した本来低評価されるべきではないある事物が顕著例となるような、

価値の低いもののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の価値の低い例と同一視すること

で、明示したその事物の価値を下げ、その価値の低さを際立たせる 

ナド意味④－3：対象にとって関わりの少ないある明示した事物が顕著例となるような、馴

染みのないもののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の馴染みのないものと同一視する

ことで、明示したその事物の重要度を下げ、その重要度の低さを際立たせる 

ナド意味④－4：明示した、本来実現が肯定されるが、ある対象の予想される通常の状態に

似つかわしくないと考えられるある事物が顕著例となるような、似つかわしくないもののカ

テゴリーを想起させ、想起された仮想の他の例と同一視することで、明示したその事物の評
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価を下げ、その事物の似つかわしくなさを際立たせる  

 

「ナド」に見られた特徴をまとめると、意味④－1、④－2、④－3、④－4 いずれも先行研

究で指摘があったように「ナンカ」に比べ、否定的な評価になりにくく、周辺例を示す「ナ

ンテ」に比べ典型例を示す用法であることから、明示例それ自体を単純に否定しているよう

な意味合いとなる。また意味④－1 は後方移動焦点となりやすい。前接する事物とそれを含

む行為全体に焦点が当たりやすく、その事物に対し干渉しないことを表すという傾向がある。 

 

ナンカ意味④－1：明示したある事物が顕著例となるような、話題としたい否定的な特徴を

もつもののカテゴリーを想起させ、仮想の他の否定的な特徴をもつ例と同一視することで、

明示したその事物の価値を下げ、その事物の低劣さを際立たせる 

ナンカ意味④－2：明示した、本来低評価されるべきではないある事物が顕著例となるよう

な、価値の低いもののカテゴリーを想起させ、仮想の他の価値の低い例と同一視することで、

明示したその事物の価値を下げ、その価値の低さを際立たせる 

ナンカ意味④－3：明示した、本来実現が肯定されるが、ある対象の予想される通常の状態

に似つかわしくないと考えられるある事物が顕著例となるような、似つかわしくないものの

カテゴリーを想起させ、仮想の他の例と同一視することで、明示したその事物の評価を下げ、

その事物の似つかわしくなさを際立たせる 

 

「ナンカ」は意味記述の上では「ナド」との違いが示せるほどの差は見られなかった。し

かし、細かな差をまとめると、いずれの意味においても「ナンカ」は「ナド」に比べ、否定

的な評価になりやすい傾向がある。これが意味④－2 では特に対象に対する強い軽視の意味

となり、意味④－3 では、対象となる人物にとって明示した事物の似つかわしくなさを強く

感じさせる。また、意味④－1 では、直前焦点となりやすく前接する事物に焦点を当て、よ

り強く否定する傾向がある。 

 

ナンテ意味②－1：話題となる状況で、話者が想定する典型例を中心とするカテゴリーの周

辺例として、主題となるある実際に実現した肯定的な評価の事物を明示することで、並列的

に設定された典型例との比較から周辺例が実現したことの珍しさを示し、よい特徴を際立た

せる 

ナンテ意味②－2：話題となる状況で、話者が経験を基に判断する現実的な典型例を中心と

するカテゴリーの周辺例として、理想的ではあるが非現実的なある事物を明示することで、

並列的に設定された典型例との比較から周辺例が実現することの珍しさを示し、非現実性を

際立たせる 

ナンテ意味②－3：話題となる状況で、話者が経験してきた事物の典型例を中心とするカテ

ゴリーの周辺例として話者にとって関わりの少ないある事物を明示することで、並列的に設
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定された典型例との比較から周辺例に対する珍しさを示し、馴染みのなさを表す 

ナンテ意味④－1：話題となる状況で、話者が想定する理想例を中心とするカテゴリーの周

辺例として、ある否定的な評価の事物を明示することで、並列的に設定された理想例との比

較から明示した事物の否定的な評価を際立たせる 

ナンテ意味④－2：話題となる状況で、話者が経験を基に判断する理想例を中心とするカテ

ゴリーの周辺例として、本来は否定的な評価ではないある事物を明示することで、並列的に

設定された理想例との比較から明示した事物の否定的な評価を際立たせ、軽視する 

 

「ナンテ」に見られた特徴をまとめると、カテゴリーの周辺例を挙げる用法であることか

ら、意味④－1、意味④－2 では、理想とする物事からかけ離れているという強い否定の意図

をもって明示例を拒絶したり、価値がないと思考上で追いやったりしているような意味が強

まる、すなわち、中心例から「遠いもの」あるいは「遠ざけたいもの」といった意味合いを

帯びやすくなるのだと考えられる。また、意味②－1 は、それぞれの出来事に対し「すごい」

「珍しい」といった肯定的な評価が感じられ、意味②－2、意味②－3 はどちらも、明示例に

対し「馴染みがない」ことや「実現しない」ことが「当たり前」であるような意味合いを帯

び、軽いマイナス評価が感じられる。ただし、意味②－2 は理想的なことであると一旦評価

しつつも無理だと諦めているように感じられることから、理想的とはいえないものに対して

は容認度が下がる。なお、意味④－2 及び意味②－2 は明示例のみに限定している印象となる。 

 

トカ意味④－1：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、主題

となる実現しにくいある事物を明示し、話者の経験から実現が想定しやすい典型例が存在す

ることを示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示したありえない事物が実

現したことへの驚き表す 

トカ意味④－2：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、実現

しにくいある事物を明示し、話者の経験から実現が想定しやすい典型例が存在することを示

すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の実現がありえないことで

あることを表す 

トカ意味④－3：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、話者

にとって関わりの少ないある事物を明示し、話者の経験から想定しやすい典型例が存在する

ことを示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の存在や実現が話

者にとってありえないことであることを表す 

トカ意味④－4：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、望ま

しくないことから想定していなかったある事物を明示し、話者の経験から想定しやすい典型

例が存在することを示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示したありえな

い事物に対する驚き表す 

トカ意味④－5：典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、本来望ましいものである
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事物を明示し、話題となる状況でより望ましいと考えられる典型例が存在することを示すこ

とで、並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の価値を下げ、話者にとってあ

りえないことであることを表す 

 

以上をまとめると、「トカ」の意味④－1、意味④－4 は、いずれも肯定や否定の感情はそ

れほど感じられず、明示例が典型的な状態ではない、普通はありえないといった驚きに近い

意味合いになる。また、意味④－4 は、今現在の自分が自分の意図で行った行為の場合や、

文末で相手の悪意のない発話を冗談として受け取り非難するような場合、そして意味④－1

は前接する明示例が「タ形」あるいは助動詞の「ダ」である場合には容認度が下がる。 

さらに、意味④－3 と意味④－5 は、「ありえない」と軽視している意味合いとなり、明示

例以外にも典型的ではない雑多なものをひとくくりに捉えているような印象となる。そこか

ら意味④－2 では、実現しにくい「ありえない」という気持ちから、初めから諦めているよ

うな意味合いになる。 

 

9.8 第 9 章のまとめ 

本章は、前章で分析した各分析対象語の意味のうち、類義関係にあると考えられるもの同

士を比較し類義語分析を行った。結果の再掲は省略するが、それにより、従来の研究では文

体差、統語的制約の差といったところばかりに注目されてきた 4 語の、意味の面での細かな

差、それに伴う置き換えの可否などが明らかになった。以上の類義語分析を受け、意味記述

を変更したのは、「特徴を際立たせる」用法の以下の 2 つの意味である。 

 

ナンカ意味③：主題として明示した聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を顕著例と

するカテゴリーを想起させ、その事物と対比されるようなそれ以外の同時に実現されう

る例が存在することを示すことで、カテゴリー全体のもつ特徴を際立たせる 

トカ意味⑤：話題となる特徴をもつものの顕著例を中心とするカテゴリーの顕著例として聞

き手にとって新情報となるある 1 つの事物を主題として明示し、その他にも同時に実現

されうる近い特徴をもつ例やそれ以外の例が存在するように示すことで、明示例を含む

近い特徴をもつ暗示例全体の特徴を際立たせる 
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第 10 章 本研究のまとめと課題 

本研究の目的は、日本語の「例示」の機能をもつ助詞の意味をカテゴリーの観点から記述

し、その意味ごとの「例示」の機能や、さらにそこから、認知言語学におけるカテゴリーと

「例示」の機能との関係を明らかにすることであった。また本研究の考察対象とする語は「ナ

ド」「ナンカ」「ナンテ」「トカ」の 4 語とした。 

この目的に向けて、第 2 章では、統語的な特徴の違いなどから、考察対象語の助詞の分類

における位置づけを行った。考察の結果、日本語記述文法研究会(2009b)の「文のある要素を

きわだたせ、同類の要素との関係を背景にして、特別な意味を加える(p.3)」という定義に基

づき、係助詞と副助詞を合わせたものとしての「とりたて助詞」に大きく 4 語を位置づける

こととした。 

ただし、「用言・助動詞への接続の可否」「格助詞への後接の可否」といった統語的特徴

の差に基づき、「ナド、ナンカ」の意味のうち「複数の例を挙げる」ものを「並列詞」に、

「トカ」の意味のうち「例示」に関するものを「並立助詞」として「とりたて助詞」の分類

から分けて考えることとした。 

「例示」を分析するにあたり、認知言語学のアプローチが有効であることから、本研究で

は認知言語学のアプローチを用いて分析を進めることとし、第 3 章では、本研究で行う意味

分析の立場と方法について記述し、理論的基盤である認知言語学の諸概念について概観した。 

続いて、第 4 章では、本研究で考察する語のより詳細な分析を行う前提として、「例示」

の意味に注目し、その分析の観点として以下の 6 項目を挙げた。 

 

【明示された例に関する項目】 

①複数例を明示できるか 

②聞き手にとっての旧情報も明示できるか 

③明示例が主題以外になり得るか 

【暗示された例に関する項目】 

④暗示されたカテゴリーが仮想ではない（明確に想定されている）か 

【明示された例と暗示された例の関係に関する項目】 

⑤明示された例と暗示された例が同時に実現されるか 

⑥明示された例と暗示された例が並列的に設定されているか 

 

第 5 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章では、「ナド」「ナンカ」「ナンテ」「トカ」の 4 語を

多義語として捉え、第 4 章の「例示」の 6 つの観点、カテゴリーの観点からそれぞれの語の

意味分析を行い、比喩の観点からそれぞれの意味間の関連性を説明した。そこで得られた結

果から、第 9 章では、文体差、統語的制約の差について検討し、それを踏まえ類義関係にあ
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る意味ごとに類義語分析を行った。 

これらの分析から、先行研究では分類しきれなかった用例が取り込める新たな分類（トカ

意味⑤）を提示し、説明が不十分であった意味（ナド、ナンカ、ナンテの意味③）について

もより精緻な意味記述を行った。また、分析にカテゴリーの観点を取り入れたことで、従来

の研究では説明しきれていなかった、意味同士の違い（ナンテ②－2 と④－2 など）が説明で

きるようになった。さらに、比喩の観点から意味間の関連性について検討した結果、すべて

の意味に「例を示す」という共通の機能があり、そこからメトニミーにより、意味ごとにさ

まざまな意味を表していることが明らかになった。 

4 語の分析を通して明らかになった明示例とカテゴリーの組み合わせをまとめると以下の

4 種類に分けられる。 

 

A．明示例：中心例  カテゴリー：典型例を中心とするもの 

 「ナド」意味①②、「ナンカ」意味①②、「ナンテ」意味①、「トカ」意味①②③ 

B．明示例：中心例  カテゴリー：顕著例（理想例）を中心とするもの 

 「ナド」意味③、「ナンカ」意味③、「トカ」意味③ 

C．明示例：周辺例  カテゴリー：典型例を中心とするもの 

 「ナンテ」意味②③、「トカ」意味④ 

D．明示例：周辺例  カテゴリー：理想例を中心とするもの 

 「ナンテ」意味④ 

 

それぞれの特徴としては、A の典型例については「想起しやすい」という特徴が、B の顕

著例（理想例）については「特徴が顕著である（理想的である）」という特徴があることが

先行研究でも指摘されてきたが、本論文ではさらに、C の典型例を中心とするカテゴリーの

周辺例には「珍しさ」という特徴が、D の理想例を中心とするカテゴリーの周辺例には「否

定的な要素」が感じられるという特徴があることを明らかにした。この周辺例の特徴はアド・

ホック・カテゴリーの場合さらに多様化する。さらに、類義語分析により、特に D には、周

辺例であることから、想起できるものとしては「遠いもの」、つまり意識から「遠ざけたい

もの」といった意味が出てくることを確認した。 

第 5 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章、第 9 章の分析を通して得られた 4 語の意味記述と、そ

れぞれの語の特徴を以下にまとめる。 

 

「ナド」： 

意味①：明示したある事物を典型例とするカテゴリーを想起させ、それ以外にも例が存在

することを示す 

「ナド」を単独で用い例を列挙する場合、評価性は感じられない。＜離散的スキーマ＞に

基づく認知作用によりカテゴリーの成員、特に明示例に焦点が当たりやすくなり、暗示例の
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存在はそれほど強く示されない分、明示例一つ一つが確実に該当しうるものであるような確

からしさをもつ。また、「ナドと」「ナドという」という形で用いる場合、やや改まりが感

じられ、引用内容に「否定的」な要素が感じられる場合には、やや軽視したような印象とな

る。 

 

意味②：明示したある事物を典型例とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以外にも

例が存在するように示すことで、明示した事物の印象を弱める 

明示例を個別に捉えているような意味合いとなることから、比較的詳細な明示例を挙げる

傾向があり、暗示例がそれほど強く示されない分、引用を弱める効果は少ない。「ナド」の

形で用いる場合の多くでは、評価性は感じられないが、一人称が前接する場合は、謙遜のよ

うな意味合いになる。また、「ナドと」「ナドという」の形で用いる場合、やや改まったよ

うな意味合いとなり、引用内容に「否定的」な要素が感じられる場合には、やや軽視したよ

うな印象となる。伝聞の要素のない文脈で用いると例の提示として解釈される。 

 

意味③：主題として明示した聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を顕著例とする

カテゴリーを想起させ、それ以外にも近い特徴をもつ同時に実現されうる例が存在すること

を示すことで、カテゴリー全体のもつ特徴を際立たせる 

「ナド」は、評価性が感じられず、また、類似した複数の例の中の 1 つとして前接する明

示例に言及している意味合いになることから、対比の意図はそれほど感じられない。そのた

め、対極にある例を対比するような文脈で、類似した例が想起できない場合は容認度が落ち

る。 

 

意味④（スキーマ）：明示したある事物が顕著例となるようなカテゴリーを想起させ、仮

想のそれ以外のマイナスの特徴をもつ例と同一視することで、明示したその事物の価値を下

げ、その話題としたいマイナスの特徴を際立たせる 

意味④－1：明示したある事物が顕著例となるような、話題としたい否定的な特徴をもつも

ののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の否定的な特徴をもつ例と同一視することで、

明示したその事物の価値を下げ、その話題としたい否定的な特徴を際立たせる 

意味④－2：明示した本来低評価されるべきではないある事物が顕著例となるような、価値

の低いもののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の価値の低い例と同一視することで、

明示したその事物の価値を下げ、その価値の低さを際立たせる 

意味④－3：対象にとって関わりの少ないある明示した事物が顕著例となるような、馴染み

のないもののカテゴリーを想起させ、仮想のそれ以外の馴染みのないものと同一視すること

で、明示したその事物の重要度を下げ、その重要度の低さを際立たせる 

意味④－4：明示した、本来実現が肯定されるが、ある対象の予想される通常の状態に似つ

かわしくないと考えられるある事物が顕著例となるような、似つかわしくないもののカテゴ
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リーを想起させ、想起された仮想の他の例と同一視することで、明示したその事物の評価を

下げ、その事物の似つかわしくなさを際立たせる 

意味④－1、④－2、④－3、④－4 いずれも先行研究で指摘があったように「ナンカ」に比

べ、否定的な評価になりにくく、「ナンテ」に比べ典型例を示す用法であることから、明示

例それ自体を単純に否定しているような意味合いとなる。また、意味④－1 は後方移動焦点

となりやすく、前接する事物とそれを含む行為全体に焦点が当たりやすく、その事物に対し

干渉しないことを表すという傾向がある。 

 

「ナンカ」： 

意味①：聞き手にとって新情報となる明示したある事物が典型例となるようなカテゴリー

を想起させ、それ以外にも例が存在することを示す 

「ナンカ」で例を列挙する場合、軽視や否定といったマイナスの評価性を帯びやすく、＜

統合的スキーマ＞に基づく認知作用により、カテゴリーそれ自体に焦点が置かれる。 

 

意味②：明示したある事物が典型例となるようなカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以

外にも例が存在するように示すことで、明示した事物の印象を弱める 

挙げられた明示例を一群として捉えているような意味合いとなる。また、一人称が前接す

る場合は軽視や否定といったマイナスの評価性を帯びやすく卑下のような意味合いとなり、

文末に「私なんかは思います」というような形で発言を弱めるような用法もある。さらに、

特に自分が命名した場合など名称を挙げるような文脈など一群として捉えることが難しい文

脈では容認度が落ちる。 

 

意味③：主題として明示した聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を顕著例とする

カテゴリーを想起させ、その事物と対比されるようなそれ以外の同時に実現されうる例が存

在することを示すことで、カテゴリー全体のもつ特徴を際立たせる 

「ナンカ」は明示例と他に挙げられた例や暗示例とを対比するような意味合いとなり、両

者を比較することで明示例のもつ特徴をより強く際立たせる。 

 

意味④（スキーマ）：明示したある事物が顕著例となるような、話題としたいマイナスの

特徴をもつもののカテゴリーを想起させ、仮想の他のマイナスの特徴をもつ例と同一視する

ことで、明示したその事物の価値を下げ、その話題としたいマイナスの特徴を際立たせる 

意味④－1：明示したある事物が顕著例となるような、話題としたい否定的な特徴をもつも

ののカテゴリーを想起させ、仮想の他の否定的な特徴をもつ例と同一視することで、明示し

たその事物の価値を下げ、その事物の低劣さを際立たせる 

意味④－2：明示した、本来低評価されるべきではないある事物が顕著例となるような、価

値の低いもののカテゴリーを想起させ、仮想の他の価値の低い例と同一視することで、明示
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したその事物の価値を下げ、その価値の低さを際立たせる 

意味④－3：明示した、本来実現が肯定されるが、ある対象の予想される通常の状態に似つ

かわしくないと考えられるある事物が顕著例となるような、似つかわしくないもののカテゴ

リーを想起させ、仮想の他の例と同一視することで、明示したその事物の評価を下げ、その

事物の似つかわしくなさを際立たせる 

「ナンカ」は意味記述の上では「ナド」との違いが示せるほどの差は見られなかった。し

かし、細かな差をまとめると、いずれの意味においても「ナンカ」は「ナド」に比べ、否定

的な評価になりやすい傾向がある。これが意味④－2 では特に対象に対する強い軽視の意味

となり、意味④－3 では、対象となる人物にとって明示した事物の似つかわしくなさを強く

感じさせる。また、意味④－1 では、直前焦点となりやすく前接する事物に焦点を当て、よ

り強く否定する傾向がある。 

 

「ナンテ」： 

意味①：話者が想定する典型例を中心とするカテゴリーの典型例として、聞き手にとって

新情報となるある事物を明示し、それ以外にも例が存在することを示す 

「ナド」同様、＜離散的スキーマ＞に基づく認知作用により、カテゴリーの成員、特に明

示例に焦点が当たりやすく、暗示例の存在は感じられにくい。また、「ナド」と置き換わる

ような文では、「珍しさ」や「否定」の意味合いが感じられる例ほど容認度が高くなりやす

く、例を示すという意味の背景に明示例に対する「珍しさ」や「軽視・否定」といった意味

が活性化する。それに対し「ナドと」「ナドという」と置き換わる引用のような文では、「珍

しさ」や「軽視・否定」の意味合いは少なく、またこれらの意味合いのない明示例に対して

も容認度が高い。明示例となる文を受けそのような発言、思考、あるいは場合に対し、それ

以外にもこれと類似した発言、思考、場合が存在することを示していることを表す。 

 

意味②（スキーマ）：話題となる状況で、話者が想定する典型例を中心とするカテゴリー

の周辺例として、ある事物を明示することで、並列的に設定された典型例との比較から周辺

例に対する珍しさを示す 

意味②－1：話題となる状況で、話者が想定する典型例を中心とするカテゴリーの周辺例と

して、主題となるある実際に実現した肯定的な評価の事物を明示することで、並列的に設定

された典型例との比較から周辺例が実現したことの珍しさを示し、よい特徴を際立たせる 

意味②－2：話題となる状況で、話者が経験を基に判断する現実的な典型例を中心とするカ

テゴリーの周辺例として、理想的ではあるが非現実的なある事物を明示することで、並列的

に設定された典型例との比較から周辺例が実現することの珍しさを示し、非現実性を際立た

せる 

意味②－3：話題となる状況で、話者が経験してきた事物の典型例を中心とするカテゴリー

の周辺例として話者にとって関わりの少ないある事物を明示することで、並列的に設定され
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た典型例との比較から周辺例に対する珍しさを示し、馴染みのなさを表す 

意味②－1 は、それぞれの出来事に対し「すごい」「珍しい」といった肯定的な評価が感

じられ、意味②－2、意味②－3 はどちらも、明示例に対し「馴染みがない」ことや「実現し

ない」ことが「当たり前」であるような意味合いを帯び、軽いマイナス評価が感じられる。

ただし、意味②－2 は理想的なことであると一旦評価しつつも無理だと諦めているように感

じられることから理想的とはいえないものに対しては容認度が下がる。 

 

意味③：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーに周辺例として位置づけた複

数の例のうち、特に周辺的な例として聞き手にとって新情報となるある 1 つの事物を主題と

して明示しつつ、同時に実現されうるより典型例に近い例との比較から、明示した事物や複

数の周辺例全体がもつ特徴の珍しさの程度がはなはだしいことを表す 

「ナンテ」は後接する特徴の説明に焦点が当たっており、この特徴が特に「珍しい」もの

だという意図が込められる。このことから、「珍しさ」が感じられないような文脈では容認

度が下がる。 

 

意味④（スキーマ）：話題となる状況で、話者が想定する理想例を中心とするカテゴリー

の周辺例としてある事物を明示することで、並列的に設定された理想例との比較から明示し

た事物の否定的な評価を際立たせる 

意味④－1：話題となる状況で、話者が想定する理想例を中心とするカテゴリーの周辺例と

して、ある否定的な評価の事物を明示することで、並列的に設定された理想例との比較から

明示した事物の否定的な評価を際立たせる 

意味④－2：話題となる状況で、話者が経験を基に判断する理想例を中心とするカテゴリー

の周辺例として、本来は否定的な評価ではないある事物を明示することで、並列的に設定さ

れた理想例との比較から明示した事物の否定的な評価を際立たせ、軽視する 

「ナンテ」に見られた特徴をまとめると、カテゴリーの周辺例を挙げる用法であることか

ら、意味④－1、意味④－2 では、理想とする物事からかけ離れているという強い否定の意図

をもって明示例を拒絶したり、価値がないと思考上で追いやったりしているような意味が強

まる、すなわち、中心例から「遠いもの」あるいは「遠ざけたいもの」といった意味合いを

帯びやすくなるのだと考えられる。なお、意味④－2 及び意味②－2 は明示例のみに限定して

いる印象となる。 

 

意味⑤：話者が提示したい聞き手にとって新情報となる事物を、理想例を中心とするカテ

ゴリーの周辺例として位置づけ明示することで、仮想のより理想的な例との比較から明示し

た事物の否定的な要素を感じさせ、印象を弱める 

理想例に対する周辺例が明示されることから、否定の意味合いが感じられる。そのため、

当たり前でかつ理想的な明示例、つまり否定的な評価を感じにくい文脈に対しては容認度が
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落ちる。また、「ナド」同様、伝聞の機能はなく、「聞いた」「話していた」のような伝聞

を表すような要素のない文では容認度が落ちる。 

 

「トカ」： 

意味①：話題に該当する事物を、典型例を中心とするカテゴリーの典型例として明示し、

それ以外にも例が存在することを示す 

「トカ」で例を列挙する場合、評価性はない。また、明示例は＜離散的スキーマ＞に基づ

く認知作用により、カテゴリーの成員に焦点が当たるが、暗示例の存在がやや強く感じられ

る分、明示例の印象を弱める、あるいは不確実であるように感じさせる。 

 

意味②：話者の経験や考えをもとに明示した１つの事物が典型例となるような典型例を中

心とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以外にも例が存在するように示すことで、明

示した事物の印象を弱める 

明示例には、プラスやマイナスの評価は感じられない。暗示例の存在がより強く感じられ

る分、明示例に対しぼかしや曖昧さが生まれ、明示例の印象を弱める効果が強くなる。その

ため、提案するような文脈では「それ以外にも例が存在することを示す」用法としての解釈

がしやすくなる。また一人称が前接する場合は同様の特徴をもつ人のグループがいるような

意味合いになるため、その場限りの発言などでは容認度が下がる。 

 

意味③：見聞きしたことをもとに明示した聞き手にとって新情報となるある事柄が典型例

となるような典型例を中心とするカテゴリーを聞き手に想起させ、それ以外にも典型例に近

い例が存在するように可能性を示すことで、明示した事柄が見聞きした情報で定かではない

ことを表す 

「不確かさ」を強く表す。また、伝聞の機能をもっており、伝聞の要素のない文脈におい

ても伝聞を表すことができるが、そのために見聞きしたこと以外の自分の考えなどを話す文

脈では容認度が落ちる。 

 

意味④（スキーマ）：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、

ある事物を明示し、話者の経験から想定しやすい典型例が存在することを示すことで、並列

的に設定された典型例との比較から明示した事物がありえないことであることを表す 

意味④－1：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、主題とな

る実現しにくいある事物を明示し、話者の経験から実現が想定しやすい典型例が存在するこ

とを示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示したありえない事物が実現し

たことへの驚き表す 

意味④－2：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、実現しに

くいある事物を明示し、話者の経験から実現が想定しやすい典型例が存在することを示すこ
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とで、並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の実現がありえないことである

ことを表す 

意味④－3：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、話者にと

って関わりの少ないある事物を明示し、話者の経験から想定しやすい典型例が存在すること

を示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の存在や実現が話者に

とってありえないことであることを表す 

意味④－4：話題となる状況で、典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、望ましく

ないことから想定していなかったある事物を明示し、話者の経験から想定しやすい典型例が

存在することを示すことで、並列的に設定された典型例との比較から明示したありえない事

物に対する驚き表す 

意味④－5：典型例を中心とするカテゴリーの周辺例として、本来望ましいものである事物

を明示し、話題となる状況でより望ましいと考えられる典型例が存在することを示すことで、

並列的に設定された典型例との比較から明示した事物の価値を下げ、話者にとってありえな

いことであることを表す 

「トカ」の意味④－1、意味④－4 は、いずれも否定や肯定の感情はそれほど感じられず、

明示例が典型的な状態ではない、普通はありえないといった驚きに近い意味合いになる。ま

た、意味④－4 は、今現在の自分が自分の意図で行った行為の場合、文末で相手の悪意のな

い発話を冗談として受け取り非難するような場合、意味④－1 は前接する明示例が「タ形」

あるいは助動詞の「ダ」である場合には容認度が下がる。 

さらに、意味④－3 と意味④－5 は、「ありえない」と軽視している意味合いとなり、明示

例以外にも典型的ではない雑多なものをひとくくりに捉えているような印象となる。それが

意味④－2 は、実現しにくい「ありえない」という気持ちから、初めから諦めているような

意味合いになる。 

 

意味⑤：話題となる特徴をもつものの顕著例を中心とするカテゴリーの顕著例として聞き

手にとって新情報となるある 1 つの事物を主題として明示し、その他にも同時に実現されう

る近い特徴をもつ例やそれ以外の例が存在するように示すことで、明示例を含む近い特徴を

もつ暗示例全体の特徴を際立たせる 

くだけた文体では様々な形式において容認度が高いが、明示例が後接文の動作主体となっ

ている場合や、後接文が明示例の属性や性質を表すような場合など、主に助詞の省略が難し

い場合には、やや改まった文体での容認度が下がる。一方、明示例が時や場合を表す場合や、

助詞が省略しやすい場合には、やや改まった文体でも容認度が上がる。また、暗示例の存在

が比較的強く感じられ、明示例とそれに近い特徴をもつ暗示例をまとめてその特徴を際立た

せているような意味合いになることから、明示例が 1 つであることが明確な文脈では容認度

が下がる。 
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私たちは「例を示す」ときだけでなく様々な場面で、比較するという認知能力を働かせて

いる。そこには常に明示された対象と比較対象との間に、何らかのカテゴリーが形成されて

いる。「ナド」「ナンカ」「ナンテ」「トカ」という「例示」の機能をもつ助詞が、単純な

「例示」にとどまらず、「印象を弱める」「特徴を際立たせる」「評価する」といった様々

な用法をもつのは、想起されるカテゴリーの違いによるものであることを見てきた。明示例

が、典型例、顕著例、理想例のうちのどの例を中心とするカテゴリーに属するものとして想

起されているか、そしてその明示例が、カテゴリーの中心例であるか周辺例であるかによっ

て、伝える意味が大きく異なる。本研究は、例示の機能をもつ助詞を使用あるいは理解する

場合、「カテゴリー化」が重要な役割を担っていることを示した。 

今後の課題としては、まず本論文では議論が不十分であった、「例示」の機能をもつ助詞

の助詞分類における位置づけを明らかにすることが挙げられる。そのためには、より詳細な

助詞に関する知識を得ることと、より多くの助詞の分析を行うことが必要だと考えられる。

本研究によって得られた意味分類やそれぞれの統語的特徴などをそれら他の助詞と比較する

ことで、より詳細な助詞の分類をしたい。また、2 つ目の課題としては、機能語の意味分析

の方法の確立を挙げたい。これまでの研究で議論されてきた意味分析のほとんどは動詞、名

詞、形容詞などの内容語であった。そのため、プロトタイプの認定方法をはじめ、別義の認

定方法など、本論文で考察対象とした助詞には応用ができない部分が多かった。また、意味

記述に関しても、内容語と比べると、文脈から得られる意味と助詞本来のもつ意味との境界

が不明確であり、それらを記述しようとしたことで意味記述が長く複雑なものとなってしま

った。機能語のより論理的で明確な分析を目指す足掛かりとして、今後さらに分析を深めて

いきたい。 
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