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日本語の後置詞の文法化研究における借用という視点の重要性 

――多義性を持つ後置詞「ヲモッテ」を例に―― 

 
陳君慧 

 

 
0. はじめに 

0.1.後置詞（postpositions）1とは 

(1) a 彼は 2 か月にわたって学校を休校している。（仁田：396） 

b あつまりを私の部屋において行います。（仁田：395） 

形式：「格形式＋動詞のテ形」 

機能：「格表示を主たる機能とする言語形式」（佐伯 1966：86） 

｢その名詞の他の単語に対する関係を表すために発達した補助的な単語｣（鈴木 1972：499） 

 
0.2.文法化（grammaticalization）とは 

文法化とは、実質的な意味をもつ内容語(content word)から機能語(function word)へ変化する過程・現象

を指し、それは文法構造、品詞の形成までを含むもので、その変化の過程には複数の言語にまたがって幾つ

かの普遍的傾向が認められるという考えのもとに研究が進められる。 

格を表す後置詞は機能語であり、それが動詞という内容語に由来すると考えられる点で、日本語の後置詞

の形成は文法化研究の対象になりうる。 

 
0.3.研究の動機とその目的 

後置詞の文法化に関する先行研究には、Naruse-Shima(1997)2、Matsumoto(1997、1998)、大堀(2002)が

あり、そのうち Matsumoto(1998)が「ヲモッテ」を日本語における文法化の具体例に挙げている。

Matsumoto(1998)では認知言語学の立場から、文法化に見られる「イメージ・スキーマの保持(image schema 

preservation)」について述べる際に、「ヲモッテ」が〈道具〉以外にも〈対象(object)〉〈時間(time)〉〈様

態(manner)〉〈被使役者(causee)〉〈判断・言論の根拠(grounds for belief or speech)〉等の意味を表すとい

う多義性を見せる点に注目している。そして、そのうちほとんどが因果連鎖(causal chain)・作用連鎖(action 

chain)3において、動詞「モツ」が因果連鎖の中間段階(causal intermediary: ○→●→○)にある構文が原型

(source)となり、その構文のイメージ・スキーマの意味が「ヲモッテ」の各意味に概念化されたと考え、「ヲ

モッテ」の持つ多義性を、西アフリカ言語に見られる take に類似した動詞が同様な意味を表す後置詞として

用いられるのと同じ現象として扱っている。 

しかし、「ヲモッテ」は一方で山田(1935)、春日(1942)に、「用いて云々すという意味」「手段」を表すもの

以外は全て漢文の「以」という前置詞により伝えられたという指摘が見えるものである。それは漢文訓読体

においては「ヲモッテ」という訓があてられているもので、解惠全・蓝鹰(1987：73)によると、漢文が由来

する古代中国語では、「使う・使用する」に類似した意味で用いられる動詞であったという。また、そこに挙

げられている例によると、漢朝(紀元前 206-8)頃には既にその〈道具〉〈手段〉〈対象〉等の多義性を持つ前置

詞への文法化が確認できる。 

そうすると、それは日本語における後置詞の文法化研究の例としては排除されるべきものだということに

なる。なぜなら、借用によるものは、実質的な意味を表す語から機能を表す語という変化の過程を経ていな
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いからである。 

本発表は、先行研究で採りあげられている「ヲモッテ」を例に、「日本語における動詞の後置詞への文法化」

という研究を進める上で、日本語の後置詞には他言語に由来する漢文訓読体という特定の文体からの借用に

よるものが存在することを指摘し、通時的な観点から研究において排除すべき例外を求める一方法を示すと

共に、借用という要素を考慮に入れて研究を行うことの重要性を主張する。 

 

 
1. 後置詞「ヲモッテ」が見せる動詞「モツ」のテ形との違い 

Matsumoto(1998)の分析は、多義性を持つ日本語の後置詞「ヲモッテ」の各意味が全て動詞「モツ」に由

来するものであるという前提に立つものである。ここでは仮に Matsumoto(1998)と同じ立場をとった場合に

見られる現象を考察する。 

三井(1995：64-65)は現代の日本語における「ヲモッテ」の意味を述べる際に、同じくその意味分類を行っ

ている森田・松木(1989)が後置詞であると見なす以下のような文について、そこで用いられている「ヲモッ

テ」が後置詞ではなく、「～を所有して」という意味の動詞（厳密には人物の心理的状況を表す名詞を〈対象〉

にとる動詞）であると述べている。 

(2) 彼は伸子を助け自分の立場を理解しているものの自信を以って振る舞った。（森田・松木 1989：4） 

(2)における「（ヲ）モッテ」が動詞であることは、「（彼は）自信をもった。」への言いかえが可能であること、

「[[[自信]を]もって]」と分析可能であることが示しているが、一方、森田・松木(1989：4)の言うように「[[自

信]をもって]」という分析が可能であることも事実である。このような現象は、(3)のような文にも見える。

この場合「ヲモッテ」に先行する「木刀」は、具体物を〈対象〉にとり、〈動作主〉の手中にそれが移動し、

保持されるという意味を表す動詞「モツ」の〈対象〉であるが、これは同時に「打ち倒す」という動作の道

具であるという解釈も成立するものである。 

(3) a.はじめてのとき、わしは木刀をもって只ひと撃ちに打ち倒したものだ。（『剣客商売』）4 

a’.（わしは）木刀をもった。 

従って、現代の日本語には多義性を持つ動詞「モツ」が存在していること、動詞のテ形である「（ヲ）モッテ」

に、それが後置詞であると解釈できるようなものが存在することが分る。 

しかし、(2)(3)に見られる言い換え可能性が、次のような「ヲモッテ」には見られない。 

(4) a.一月一日をもって所長に就任した。（森田・松木 1989：36） 

b.しかし一方では事件が未成立のまま立消えになりそうなことを安堵をもってみとめている恥しらずな

感情もあるので、……。（『死者の奢り・飼育』） 

a’.*（彼は）一月一日をもった。  b’.*（私は）安堵をもった。 

(5) a.さらに指に力を入れ、ぴしぴしと折り、ついにはこなごなにしたが、それでもおさまらず、最後には爪

をもって折った。（司馬遼太郎『国盗り物語』） 

b.その好機をとらえて基地航空部隊をもって敵空母群を撃滅する。（『戦艦武蔵』） 

a’.?（私は）爪をもった。  b’.?（私達は）基地航空部隊をもった。 

(4)は言い換え後で非文になり、先行する「一月一日・安堵」が動詞「モツ」の〈対象〉となり得ないもので

ある。また、(5)5は言い換え後において非文にならず、先行する「爪・基地航空部隊」も多義性を持つ動詞「モ

ツ」の〈対象〉となりうる名詞であるが、それが指す意味において(5ab)と異なっている。(4)(5)に見られる

ような現象は、動詞のテ形には見られず、「N ヲモッテ」が「[[[N]ヲ]モッテ]」と分析できない、または分析

可能でも意味が異なるので、後置詞として機能しているとしか考えられないものであると言える。 
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このように、現代日本語において、「ヲモッテ」は(2)(3)のような多義性を持つ独立した動詞として機能し

ていると同時に、(4)(5)のような後置詞としても機能しており、日本語の多義性を持つ後置詞「ヲモッテ」が、

もしも全て動詞「モツ」のテ形から文法化してきたものであるなら、Hopper(1991：22)の言う分岐化

(divergence)6を見せているということになる。これは現代の日本語に見られる現象であるが、後置詞「ヲモ

ッテ」が全て動詞「モツ」に由来するのであれば、更に以下のような事実が各時代の文献における「ヲモッ

テ」を通して観察されるはずである。 

(6) a. 時間軸の中で、「動詞として機能している段階＞後置詞として機能している段階」という変遷を見せる

と同時に、各段階での連続性を見せる。 

   b. 日本における記録は漢文体にはじまるが、漢文の語彙・文法が用いられないような文体で書かれた文

献においても、(6a)のような連続性が見られる。 

 

 
2. 日本語の「ヲモッテ」の多義性と漢文における「以」の多義性 

ここでは山田(1935)らの指摘に基づいて、日本語の「ヲモッテ」の多義性と漢文における「以」の多義性

を比較する。日本語の「ヲモッテ」の表すある意味において、漢文にそれに相当する「以」が存在するとい

うことは、その意味において山田(1935)らの言うような漢文からの借用の可能性があることを表す。以下、

構文上の制約という観点に基づいて、現代の日本語に見られる「ヲモッテ」にどのような意味が見られるか

を考察し7、それに該当する構文を持つ「以」が漢文に見られる場合は同時に提示する。 

 
(7)〈道具〉：動作主ががある動作を行うのに必要な〈道具〉を表す。〈道具〉は動作主にとってコントロール

可能な具体物であり、動作は動作主にとっての目的である。 

a.原紙に鉄筆をもって所要の文字などを書き印刷したもの。（三井 1995：61） 

b.さらに指に力を入れ、ぴしぴしと折り、ついにはこなごなにしたが、それでもおさまらず、最後に

は爪をもって折った。（司馬遼太郎『国盗り物語』） 

 漢文には〈道具〉を表す「以」が存在し、次のような例が挙げられる。 

c.以杖叩其脛。（『論語・憲問』：杖を以て其の脛（はぎ）を叩（う）つ：杖でその脛をたたいた） 

d.遇丈人、以杖荷蓧。（『論語・微子』：丈人（じょうにん）の杖を以て蓧（あじか）を荷なうに遇う。：

杖で竹籠を荷なった老人に出あった。） 

(8)〈手段〉：動作主がある動作を行うのに必要な〈手段〉を表す。〈手段〉は動作主にとってコントロール可

能な抽象的な事物であり、動作は動作主にとっての目的である。 

a.拍手をもって二人を迎える。（仁田 1982：396） 

b.軍民一体となって、いわゆる創意工夫をもって苦境を打開して頂きたいですな。（『黒い雨』） 

 漢文には〈手段〉を表す「以」が存在し、次のような例が挙げられる。 

c.何以報德8？以直報怨，以德報德。（『論語・憲問』：何を以てか徳に報いん。直きを以て怨みに報い、

徳を以て徳に報ゆ。：では恩徳のおかえしには何でするのですか。まっ直ぐな正しさで怨みにむく

い、恩徳によって恩徳におかえしすることです。） 

(9)〈判断・言論の根拠〉：動作主の〈判断・言論の根拠〉を表す。〈判断・言論の根拠〉は抽象的な事物であ

り、後方には「言う・思う」等、判断・言論に関する動詞が来る。 

a. もう一人の小姑小陸は、青洲の乳岩手術成功をもって「嫂さんが勝った」と言った。（『華岡青洲の

妻』） 
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漢文には、〈判断・言論の根拠〉を表す「以」が存在する。 

b.何以論之？（『韓非子・解老』：何を以てこれを論ずる：どうしてそう言えるのか？） 

(10)〈原因〉：出来事が起るに至った〈原因〉を表す。〈原因〉が動作主によりコントロール可能な事物であ

るか、出来事が動作主にとっての目的であるかという点については問題にならない。 

a.彼は反乱のかどをもって先年処刑された。（仁田 1982：396） 

b.当局は、人命救助の功績をもって彼を表彰する。（三井 1995：63） 

 漢文には〈原因〉を表す「以」が存在し、次のような例が挙げられる。 

c.以吾一日長乎爾、毋吾以也。（『論語・先進』：吾が一日も爾より長じたるを以て、吾を以てすること

無かれ。：わたしがお前たちより少し年うえだからといって、遠慮するな。） 

d.紂之不善、不如是之甚也。是以君子惡居下流。（『論語・子張』：紂の不善や、是くの如くこれ甚だし

からざるなり。是（ここ）を以て君子は下流に居ることを惡（にく）む。：紂王が善くないというこ

とも、それほどひどいわけではなかった。だからして君子は下等にいるのをいやがる。） 

(11)〈対象〉：Matsumoto(1998：39)において、その構文が使役移動(CAUSED-MOTION)構文9(give it to him)

か、同等を表す目的補語(objective complement)構文(believe him to honest)に限られるというものだが、

実際に見られるのは後者のみであった。このような「ヲモッテ」は動作主の判断の下に抽象的概念につ

いて規定された内容を表し、「N ヲモッテ N ト V」という構文をとる。 

a.四十五人をもって 1 クラスとする。（仁田 1982：396） 

b.中曽根首相は対ソ関係改善をもって、外交の総仕上げとしたいと考えている。（三井 1995：56） 

 漢文にはこのような類に属す「以」が存在し、次のようなものが存在する。 

c.天將以夫子為木鐸。（『論語・八佾』：天將（まさ）に夫子（ふうし）を以て木鐸（ぼくたく）と為さ

んとす。：天のさまはやがてあの先生をこの世の指導者になされましょう。） 

d.燕襄王、以河為境、以薊為國、……（『韓非子・有度』：燕の襄（じょう）王、河を以て境と為し、

薊を以て國と為し、：燕の襄王は黄河を南の国境とし、薊を国都として、） 

(12)〈様態〉：動作主が出来事を行う際の〈様態〉を表す。〈様態〉を表す名詞は抽象的な事物であり、出来

事が起きている間、時間的に持続するようなものであることが求められる。山田(1935)、春日(1942)、
解惠全・蓝鹰(1987)によると、漢文（古代中国語）に〈様態〉を表す「以」は見られないという。 

a .Kare wa saisin no chuui o motte saiten o okonatta. (Matsumoto1998：39) 

b.しかし一方では事件が未成立のまま立消えになりそうなことを安堵をもってみとめている恥しらず

な感情もあるので、かれはますます腹を立てていた。（『死者の奢り・飼育』） 

(13)〈被使役者〉：使役者(causer)がある動作を行うのに必要な〈被使役者〉を表す。〈被使役者〉は人物など

意志を持ったもので、動作の実質的な動作主とも言える。また、動詞は使役形をとる。 

a.ただ、庄九郎は自分の手兵百騎をもって政頼を追わせた。（司馬遼太郎『国盗り物語』） 

b.侍女をもって報らせてきた。（司馬遼太郎『国盗り物語』） 
 Matsumoto(1998)は漢文には〈被使役者〉を表す「以」が存在しないというが、解惠全・蓝鹰(1987：75)

では存在するとされ、実際に次のような例が見られる。ただ、漢文訓読体では、その動詞が使役形をと

らないという点で注意を要する。 

c.子謂公冶長、可妻也、……、以其子妻之。（『論語・公冶長』：子、公冶長を謂（のたま）わく、妻（め

あ）わすべきなり。……。其の子を以てこれに妻わす。：先生は公冶長のことを「妻どりさせてよい。

……」といわれ、そのお嬢さんをめあわせられた。）） 

d.以不教民戰、（『論語・子路』：教えざる民を以て戦う、：教育もしていない人民を戦争させる、） 
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(14)〈時間〉：出来事が起きる〈時間〉を表す。b のような「ヲモッテ」に先行する名詞には出来事を表す名

詞が来て、後ろには「始まる・終わる」等の変化を表す動詞が来る。 

a.一月一日をもって所長に就任した。（森田・松木 1989：36） 

b.詩の朗読をもって私の本日の講演を終わりたいと思います。（森田・松木 1989：36） 

 漢文には〈時間〉を表す「以」が存在し、次のようなものが存在する。 

c.使以十月入。（『春秋左傳・桓公傳二年』：十月を以て入ら使む：十月に（国内へ）入らせた。） 

d.明法度、定律令、皆以始皇起。（『史記・李斯列傳』：法度を明らかにし、律令を定むるは、皆、始皇

を以て起こる。：礼法制度が明確になったのも、法律政令が整備されたのも、みな始皇帝の時からで

ある。） 

 
このように、〈道具〉〈手段〉〈判断・言論の根拠〉〈原因〉〈対象〉〈時間〉には、日本語の後置詞「ヲモッ

テ」に相当する漢文の「以」が存在しており、これは、これらの意味を表す「ヲモッテ」が漢文から借用さ

れた可能性があるということを示している。 

 

 
3. 漢文からの借用の可能性がある「ヲモッテ」の形成 

3.1.上代における「モチ・モチテ」 

春日(1942：190)によると、「ヲモッテ」は古くは「モチ・モチテ」という形式であったとし、『万葉集』等

の例を引いている。そうすると、少なくても 8 世紀には、動詞「モツ」の連用形・テ形が後置詞として機能

していた可能性があるということになる。 

当時の文献において存在していた、漢文体・漢文を基調とした変体漢文体等のその他の文体に比べ、漢文

独特の語彙や文法が比較的見られないとされるものには、万葉仮名で書かれた文献があるが、本発表ではそ

の中でも口語との距離が近かったという(築島他 1977：22)『古事記』『日本書紀』『万葉集』の歌謡に調査範

囲を限定し、「モチ・モチテ」に名詞が先行する形式を含む例を全て収集した。そして、該当部分に後置詞と

しての解釈が可能か、2.で挙げたような動詞「モツ」との違いが見られるかという二点に基づいて分類を行

った。すると、「N モチ」「N モチテ」という形式が全部で 53 例見られ、そのうち何らかの後置詞としての

解釈が可能なものは 43 例存在した。 

(15) 動詞「モツ」との違い   なし   あり    合計 

  〈道具〉  19 例（モチ 17・モチテ 2） 17 例（モチ 16・モチテ 1） 36 例 

 〈様態〉   2 例（モチテ 2）   0 例     2 例 

 〈手段〉   1 例（モチテ 1）   1 例（モチテ 1）    2 例 

 〈原因〉   0 例     3 例（モチ 3）    3 例 

まず、〈道具〉を表すと解釈できる用例は 36 例存在し、以下のようなものが見られ、それには「動詞とし

て機能している段階・後置詞として機能している段階」の共存という分岐化が観察される。 

(16) 動詞「モツ」との違いなし 

a.か黒し髪を ま櫛もち ここにかき垂れ 取り束（つか）ね（『万葉集』第十六巻 3791 有由縁雜歌：

真っ黒な髪を櫛で解いて、ここらまで垂らし、取り束ね） 

b.つぎねふ 山城女の 木鍬（こくは）持ち 打ちし大根（『古事記歌謡』62：つぎねふ山城の女が木の

鍬を持って、畑を耕して作った大根。） 

動詞「モツ」との違いあり 
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c.真袖もち 床うち払ひ 君待つと 居りし間に 月傾（かたぶ）きぬ（『万葉集』第十一巻 2667 寄物陳

思：両袖で床を打ち払いあの人を待っていた間に、月が傾いてしまった。） 

d.我が紐を 妹が手もちて 結八川（ゆふやがは） またかへり見む 万代（よろづよ）までに（『万葉集』

第七巻 1114 雑歌：わたしの紐を妻の手でゆふやの川をまた来て見よう、いついつまでも） 

文法化が引き起こされる要因について、Matsumoto(1997、1998)は「ニヨッテ」を例に挙げ、〈原因〉と

〈目的〉には認知的要因のみでなく語用論的な要因を考慮せずには説明できない場合が存在すると、文法化

研究における語用論的な分析の重要性を主張しているが、Hopper, and Traugott(1993)は、その語用論的な

要因を考慮した文法化のモデルを提案している。そこでは文法化が起きる動機付け(motivation)として「語用

論的推論 (pragmatic inference)」を挙げ、文法化の早期段階において、「会話の含意 (conversational 

implicature)」が固定化し、それが決められた「一定の含意(conventionalized implicature)」を持つように

なると文法化すると考えられている。そして、「語用論的推論」が起きるようなある言語形式がある種の環境

で出現する頻度が、文法化のしやすさに関わっていると述べている。「語用論的推論」が起きるような文脈と

は、「モチ・モチテ」が動詞「モツ」の連用形・テ形とも後置詞とも解釈可能な文脈であると思われ、〈道具〉

に関しては 19 例に達している。また、動詞「モツ」がそのような文脈を構成するためには、それが「具体物」

を〈対象〉にとり、且つ「手中に保持する」という意味を表す「モツ」である必要があるが、その点におい

て動詞「モツ」との意味の違いが見られる例は 17 例存在した。よって、上代では〈道具〉という意味におい

て、「モチ・モチテ」が後置詞として機能し、それが動詞の「モツ」の連用形・テ形から文法化していたとい

うことが言える。 

また、Hopper, and Traugott(1993)は文法化に伴って起きる現象として、「再分析(reanalysis)」と「類推

(analogy)」を挙げ、助動詞“be going to”を例に、その文法化の過程を説明している。それは「連辞論的

(syntagmatic)」側面と「範列的(paradigmatic)」側面から捉えられ、「再分析」は連辞論的側面において、「類

推」は範列的側面で作用する。また、「再分析」はある言語形式において目に見えない(covert)意味的、構文

的、形態的な内部構造修正の過程を言い、例えば境界の変化(boundary shift)等の現象がこの段階で起きる（段

階Ⅱ）。後者は「再分析」によって引き起こされた表層表現や使用文型の修正という規則の拡大の結果が目に

見える(overt)形で現れるようになる変化を指し、文法化への達成が確認される段階である（段階Ⅲ）。 

(17) Schema of the development of auxiliary ‘be going to’ 
Syntagmatic axis 

StageⅠ  be going  [to visit Bill] Mechanism: reanalysis 
   PROG V dir  [Purp. clause] 

StageⅡ  [be going to]  visit Bill 
     TNS    Vact 

(by syntactic reanalysis) 
StageⅢ  [be going to]  like Bill 

     TNS    V 

(by analogy)       Mechanism: analogy 

          Paradigmatic axis 
そうすると、動詞「モツ」の連用形・テ形との違いが見られる例は、段階Ⅰのようには分析できないことか

ら、段階Ⅲに属すことになり、上代において「モチ・モチテ」は次のような文法化の過程を辿っていたと考

えられる。 
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(18)            連辞論的軸 
 段階Ⅰ か黒し髪を [[ま櫛]もち] ここにかき垂れ 取り束ね    再分析 

 V モツ 
段階Ⅱ か黒し髪を [[ま櫛]もち] ここにかき垂れ 取り束ね 

道具 
段階Ⅲ [[真袖]もち] 床うち払ひ      

     道具        範列的軸 
            類推 

次に、〈様態〉〈手段〉〈原因〉10について見ると、まず〈様態〉と解釈されうる例は、2 例とも動詞「モツ」

との違いが見られないので、「モチテ」が〈様態〉を表す後置詞として機能していたとは言えない。そして、

〈手段〉と解釈されうる例は、用例が 2 例しか見られず、うち動詞「モツ」のテ形との違いを見せていると

思われる例は次の 1 例のみで、それも柿本人麻呂という漢文の素養がある文人の手によるものであった。 

(19)たまさかに 我が見し人を いかにあらむ よしをもちてか また一目見む（『万葉集』第十一巻 2396 正述

心緒歌：たまたまわたしが見た人を どのようなきっかけによってまた一目でも見られようか。） 

また、〈原因〉と解釈されうる例は、動詞「モツ」の連用形との違いを見せる例が 3 例あり、うち 2 例は作者

未詳であるが、用例が少ない上に、動詞の連用形・テ形とも〈原因〉とも解釈できる例が全く見られず、そ

の文法化の過程は不明であり、〈手段〉〈原因〉が動詞「モツ」の連用形・テ形から文法化したものであると

は断言できない。 

 
3.2.平安時代における「モチ・モチテ・モテ」 

平安時代にも漢文体、変体漢文体、和文体等複数の文体が存在していたが、本発表では一部の和文体の資

料が持つ「日本語に定着していない漢語の使用を避け(沖森 1989：142)」ていたという特徴を利用し、その

ような特徴を持つ 10-11 世紀に書かれた『蜻蛉日記』『枕草子』『和泉式部日記』『源氏物語』『紫式部日記』

『更級日記』『堤中納言物語』から、「モチ・モチテ・モテ」に名詞が先行する形式を含む例を全て集めた。

全部で 188 例見られたが、国語学大辞典(1993：「モテ」)によると、これらの資料には、接続助詞としての「モ

テ」、動詞に付く接頭語としての「モテ」が見られるという11。そこで、これら別の機能語へと文法化してい

ると考えられている「モテ」と、動詞の連用形・テ形として機能しているとしか解釈できない例を除くと、

全部で 17 例が残ったが、「モテ・モチテ」に先行する名詞は「思ふ人（1 例）・御心（2 例）・心（14 例）」の

3 種類のみであった。「所有」を表す本動詞としての動詞「モツ」の〈対象〉となりうる「思ふ人二人」以外

は、先行する名詞が「御心・心」のみである。これについては、当時本動詞としての「モツ」の〈対象〉と

なりえたかが確認されなかったが、調査した資料の中では『源氏物語』のみに見え、一律して「自ら進んで」

という意味を有していることから、それがある一群の名詞に自由に後続して何らかの格を表す後置詞として

機能していたものとは言えない。 

(20) a. 思ふ人二人持ちて、こなたかなたにうらみふすべられたる男。（『枕草子』くるしげなるもの：愛する

女性を二人持って両方から恨まれ、やきもちを焼かれている男） 

b. さばかり思ひあがりおよすけたりし身を、心もて失ひつるよ（『源氏物語』柏木：あれほどに気位高

く、よくできた人でありながら身を自ら滅ぼしてしまったのか） 

そうすると、本発表で調査した平安時代の和文体の資料には、「モツ」に関する形式が後置詞として機能して

いた例は見られないということになる。上代に動詞「モツ」から文法化した〈道具〉については、同資料の

中で〈道具〉を表す形式に注目すると、(21)のように「シテ」が用いられているのがわかる。これは、動詞

「モツ」からの文法化による〈道具〉を表す「モチ・モチテ」が、平安時代の和文体では途絶えて、「シテ」
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へと移行していることを表している。 

(21) a.わが御袖して涙を拭（のご）ひたまへば、（『源氏物語』宿木：ご自分の袖で涙を拭っておあげになる

と） 

b.少將の君は、秋の草むら、蝶、鳥などを、白銀してつくりかがやかしたり。（『紫式部日記』：小少将の

君は、秋の草むら、蝶、鳥などの模様を、銀糸で刺繍しきらめかしてある。） 

 
 以上の調査を通して、後置詞「ヲモッテ」が持つ多義性が、全て動詞の「モツ」からの文法化によると

いう仮定において見られるはずであった(6)は、以下の点で事実と異なっていることが確認できた。まず、上

代に見られた〈道具〉としての後置詞「モチ・モチテ」が、平安時代の和文体において後置詞として機能し

ていないのに、現代で再び〈道具〉を表す後置詞として機能している。これは通時的な「動詞として機能し

ている段階＞後置詞として機能している段階」という変遷が見られるはずとした(6a)に反している。この点

に関しては、上で動詞「モツ」からの文法化と断言できなかった上代における〈手段〉〈原因〉を、仮に動詞

「モツ」からの文法化の結果と認めたとしても同じことが言える。更に、漢文には見られる〈対象〉〈時間〉

〈判断・言論の根拠〉が、今回調査した上代歌謡・平安時代の和文体で書かれた文献に全く見られず、漢文

に見られる〈道具〉〈手段〉〈原因〉が後置詞として機能している例も、平安時代の和文体で書かれた文献に

全く見られないことから、明らかな文体差が生じている。このような事実は(6b)に反するものである。以上

のことから、上代に動詞「モツ」から文法化した「モチ・モチテ」は、現代に見られる「ヲモッテ」とは異

なるものであることがわかった。 

院政期・鎌倉時代に入ると、漢文訓読を平仮名で記すものが表れたり、変体漢文体が多用されたりと、日

本語において従来存在していた漢文と和文の距離が接近し、その界が曖昧になって（築島他 1977：40）、純

粋な和文体は姿を消していった。ここでの調査は上代・平安時代のみによっているので、それ以降から現代

に至るまでに、現代に見られる〈道具〉〈手段〉〈判断・言論の根拠〉〈原因〉〈対象〉〈時間〉を表す「ヲモッ

テ」が動詞「モツ」から文法化したという可能性が依然として残るが、それでは現代の日本語に見られる後

置詞「ヲモッテ」が書面語・正式な場面に多用され、口語には用いられないという傾向を説明することがで

きない。現代の日本語に見え、且つ漢文の「以」が表しうる意味である〈道具〉〈手段〉〈判断・言論の根拠〉

〈原因〉〈対象〉〈時間〉は、全て日本語における動詞「モツ」の連用形・テ形から文法化したものではなく、

漢文における前置詞の「以」に一律して同じ訓が当てられたことから、上代に「モツ」から文法化した〈道

具〉という意味を足がかりに、他の意味までもが構文ごと借用されたものであると思われる。 

 

 
4. 漢文からの借用の可能性がない「ヲモッテ」の形成 

3.において漢文に相当する例が見られないとされている〈様態〉、相当する例は見られるものの、訓読時に

動詞が使役形をとらない点で日本語における「ヲモッテ」と構文的に異なる〈被使役者〉を表す「ヲモッテ」

には、漢文からの借用という可能性が存在しない。 

 
4.1.〈様態〉を表す「ヲモッテ」の形成における可能性 1――動詞「モツ」から〈様態〉への文法化 

動詞「モツ」からの文法化の可能性を、Hopper, and Traugott(1993)における枠組みで考えてみる。する

と、「再分析」が起こりうるような文脈、つまり動詞「モツ」のテ形とも〈様態〉を表す後置詞とも解釈可能

な例が現代の日本語に観察される。『CD－ROM 版 新潮文庫の 100 冊』の「ヲモッテ（をもって・を以て・

を以って）12」が 3.のいずれかの意味で使用されていると思われる全 405 例のうち、〈様態〉を表していると
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思われるものは 163 例あり、うち「再分析」が起こりうるような例は 112 例見られた。 

(22) 「人」 ガ 「心理的状況」 ヲ モツ  88 例 

a.殆ど悲しいくらいの幸福な感じをもって、二人はいつかはきっと一緒になれるだろうと夢見ていた自

分自身の姿が、いかにも懐かしく、私の目に鮮かに浮んで来た。（『風立ちぬ・美しい村』） 

b.徹吉は一人で麦酒を飲みに街へ出かけてゆき、傍らでどよめく労働者たちの音声を、歯痛がようやく

薄らいでくるような感慨をもって聞いた。（『楡家の人びと』） 

(23) 「事物」 ガ 「性質」 ヲ モツ  24 例 

a.三年前、利根を上った時はそれはたしかな具体性をもって拡がっていた。（『花埋み』） 

b.僕はその一つに近づき、表面に張られた大理石が柔かい艶をもって光り汗ばんでいるのを見た。（『死者

の奢り・飼育』） 

多義性を有する動詞「モツ」のテ形が〈様態〉を表す「ヲモッテ」に文法化した過程は、以下のようであ

ると考えられる。 

(24)            連辞論的軸 
 段階Ⅰ [殆ど悲しいくらいの幸福な感じを] [もって]、二人はいつかは     再分析 

       対象  V モツ 
きっと一緒になれるだろうと夢見ていた 
三年前、利根を上った時はそれは [たしかな具体性を] [もって] 
拡がっていた。      対象  V モツ 

段階Ⅱ [殆ど悲しいくらいの幸福な感じをもって]、二人はいつかはきっ 
           様態 

と一緒になれるだろうと夢見ていた 
三年前、利根を上った時はそれは [たしかな具体性をもって] 
拡がっていた。           様態 

段階Ⅲ  しかし一方では事件が未成立のまま立消えになりそうなことを 
[安堵をもって] みとめている恥しらずな感情もあるので、かれ 

         様態 
はますます腹を立てていた。（『死者の奢り・飼育』）      範列的軸 

            類推 

 
4.2. 〈様態〉を表す「ヲモッテ」の形成における可能性 2 

――〈手段〉〈原因〉を表す「ヲモッテ」からの拡張 

〈様態〉を表すと解釈されるような次のような「ヲモッテ」は、〈手段〉〈原因〉を表しているとも解釈で

き、そのような複数の解釈の可能性を持つ例は〈様態〉を表す 163 例中 141 例を占める。 

(25)〈手段〉とも解釈可能なもの   106 例 

a.丑松や蓮太郎や敬之進等、所謂下層社会を代表する人々に対して満腔の同情を払い、反対に小学校長

や郡視学や代議士候補の高柳等、金持や官僚を代表する人々に対して憎悪をもって対していると云う

こと（『破戒』） 

b.課長の外山三郎は笑顔をもって加藤を迎えた。（『孤高の人』） 

(26)〈原因〉とも解釈可能なもの   13 例 

a.三原は興味をもってその話に聞き入った。（『点と線』） 

b.ポーカーにおけるカケヒキというのは、要するにいかにして相手を騙すか、ということであり、場に
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張られた金額がエスカレートしてどんどん増えたところで、誰かがどっと大きな騙し手で上ると、座

の空気は完全に殺気をもってあつくなった。（『新橋烏森口青春篇』） 

(27)〈手段〉とも〈原因〉とも解釈可能なもの  22 例 

a.当時、作者が共感をもって研究していたプルーストの方法を、さりげなく実験してみせている、（『風

立ちぬ・美しい村』） 

b.自己の魂をまたたきせざる眼をもって凝視し得た人の前には、一切のものが光と色との美しい交錯に

おいて拡げられる。（『人生論ノート』） 

〈手段〉〈原因〉からの〈様態〉への意味の拡張は、それが内容語から機能語へという変化を経ていないの

で、文法化とは呼べない種類のものである。しかし、このようなある文脈に複数の解釈が見られるという現

象が多量に見られるということに注目すると、「再分析」が起きるのに必要な条件を備えていると考えること

ができ、ここにおいて〈様態〉は文法化と同じような変化の過程を経て拡張されたという可能性が考えられ

る。(28)における段階Ⅱでは、(18)(24)に見られるような形態的な修正は起こらないが、段階Ⅲのような「ヲ

モッテ」が〈様態〉を表す後置詞であるとしか解釈できないような文を生み出すような構文的な内部構造の

修正が起きていると考えられる点で、それは「再分析」であると言える。 

(28)           連辞論的軸 
 段階Ⅰ 課長の外山三郎は [笑顔をもって] 加藤を迎えた。    再分析 

    手段 
三原は [興味をもって] その話に聞き入った。 

原因 
段階Ⅱ 課長の外山三郎は [笑顔をもって] 加藤を迎えた。 

     様態 
三原は [興味をもって] その話に聞き入った。 

      様態 
段階Ⅲ  しかし一方では事件が未成立のまま立消えになりそうなことを

[安堵をもって] みとめている恥しらずな感情もあるので、かれ 
         様態 

はますます腹を立てていた。      範列的軸 
           類推 

 
 以上に挙げた二つの可能性は、理論的に両方とも発生しうることであり、前者によれば、〈様態〉の「ヲモ

ッテ」は日本語の「モツ」のテ形から文法化したものであるが、後者によれば、それは既存の漢文からの借

用による「ヲモッテ」からの拡張であり、日本語の動詞「モツ」のテ形から文法化した例としては扱えない

ことになる。また、両者による発展という可能性も考えられる。 

 
4.3. 〈被使役者〉を表す「ヲモッテ」の形成 

また、Matsumoto(1998)が漢文には見られないと指摘する〈被使役者〉を表す「ヲモッテ」については、

山口(1968：61-64)に、『今昔物語』に見える漢文訓読体にない「ヲ以テ～シム（ス・サス）」は、変体漢文

体に見られる「以～令～」と関係し、そのような構文は『古事記』や『日本書紀』に既に見えるものである

という。そうすると、〈被使役者〉を表す「ヲモッテ」については、漢文の「以」を基盤に構文が拡張され

たものであると考えたほうが妥当であり、それを日本語の動詞「モツ」のテ形から文法化した例として扱う

ことは適当ではない。 
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5. 結論 

当時既に日本に伝わっていた漢文の「以」に見られる多種多様な意味に比べ、『万葉集』等の歌謡で動詞「モ

ツ」の連用形・テ形からの後置詞への文法化が確実に確認できたのは〈道具〉のみで、それも平安時代の和

文体では「シテ」に移行し、その中で「モツ」に関連する形式が後置詞として機能しているものは全く見ら

れなかった。 

一方、漢文体からの借用と考えられない意味には〈様態〉〈被使役者〉があるが、前者については、漢文か

らの借用による既存の〈手段〉〈原因〉を表す「ヲモッテ」から更なる発展を遂げたという可能性と、動詞「モ

ツ」のテ形からの文法化という二通りの可能性が考えられ、後者は漢文の「以」から拡張されたものだった。 

よって、〈手段〉〈判断・言論の根拠〉〈原因〉〈対象〉〈被使役者〉〈時間〉を表す「ヲモッテ」を日本語に

おける動詞「モツ」のテ形からの文法化の例とすることが適当でないこと、現代日本語と関連付けた議論に

おいて〈道具〉を表す「ヲモッテ」をその例として扱うことに問題があることが確認できた。また、現代日

本語に見える〈様態〉を表す「ヲモッテ」に関しても、単純に日本語における動詞「モツ」のテ形からの文

法化の例とするには注意を要すべきものであることがわかった。 

動詞の前置詞への文法化は中国語に広く見られる現象であり、それには「於」「就」「及」「至」「対」等、

日本語における後置詞との関連が考えられるものも多い。例えば Matsumoto(1998：38)が「ニオイテ」とい

う後置詞について、日本語における「オク」に類似した意味の動詞が、他言語において場所格をあらわす典

型的な原型ではないと指摘しているが、築島他(1977：24)によると、その古代における形式である「ニオキ

テ」は漢文訓読専用語であるという。本発表では、従来厳密に考慮されなかった他言語に由来する漢文の漢

文訓読体という特定の文体を通しての借用が、日本語における後置詞の文法化研究の中で例外を排除するの

に重要な視点となることを確認したが、このような例を研究するにおいても、今回確認された借用を考慮す

るという視点が必要になってくることが予想される。 

 

 

                                                   
1 佐伯(1966：86)、塚本(1991)、松木(1990、1992)等においては、「複合格助詞」とも呼ばれる。 
2 Naruse-Shima(1997)は「デモッテ」という後置詞の文法化を論じる際に、鎌倉時代にそれぞれ独立して存

在していた〈道具(instrument)〉を表す「デ」と「ヲモッテ」が、冗長的表現として複合したことにより

成立したものであるという2前提において、〈道具〉を表す「ヲモッテ」の文法化に触れている。「デモッテ」

の形成にういてはここでは触れないが、本発表で明らかにしたように、鎌倉時代における〈道具〉を表す

「ヲモッテ」は日本語の動詞「モツ」に由来せず、漢文からの借用によるものなので、Naruse-Shima(1997)

において、動詞「モツ」と後置詞「デモッテ」の意味の関連について論じた部分は、適当な分析だとは言

えない。 
3 因果連鎖(causal chain)・作用連鎖(action chain)は共に事態認知に関わるモデルで、前者は外界で生じる事

態を「使役－変化―状態（CAUSE-BECOME-STATE）」という三つの文節からなる使役関係と捉え、後者

は物体が相互にエネルギー伝達を行うことで形成されるネットワークの中で、一方向的なエネルギーの流

れを指し、このようなモデルによりエネルギー伝達に関わる事態がどのような参与者を含み、どのような

種類の関係から成立しているかを表示することができる(河上 2002：203-204)。 
4 本発表における現代日本語の「ヲモッテ」の例は、『CD－ROM 版 新潮文庫の 100 冊』に収録されてい
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る日本人作家による作品 67 冊によった。（『  』）は出典の書名を表し、既出の文ではそれを省略した。 

5 言い換えの前後に意味の違いが見られるということを、ここでは「?」を用いて表した。 
6 ある語彙項目が文法化を受けて助動詞や接辞等になった時、もとの語彙項目は独立した語として残り、通

常の語彙項目と同じように変化を受けることを言う。 
7 現代日本語の「ヲモッテ」について意味分類を行ったものには、仁田(1982)、森田・松木(1989)、三井(1995)

があるが、これらの分類に一致は見られない。仁田(1982：396)は「方法・手段」「終わりや限界の界」「原

因・理由」の三分類、森田・松木(1989)は「動作・作用の行われる状態」「手段・方法・材料」「由来・原

因」「格助詞「を」を強めるための用法」「開始・終了や限界点を明示する基準・境界」の五分類、三井(1995)

は「手段規定」「焦点規定」「動きの成立・終了の規定」の三分類を試みている。本発表は意味分類を目的

とするものではないので、その妥当性には触れない。 
8 平安期の漢文では、「何・是」が介詞（前置詞）の目的語となる時には、前置詞の前に出され、その場合に

「ヲモチテ」という訓が当てられていた（築島 1963）。 
9 CAUSED-MOTION 構文は、〈使役者〉の項役割をもつものが移動の主体である〈theme〉の項役割をもつ

ものに使役的に働きかけ、前置詞句に表された経路を通る運動を引き起こすという意味を表す(河上 2002：

161)。 

10 〈様態〉「さな葛 後も逢はむと 慰むる 心を持ちて ま袖もち 床うち払ひ（『万葉集』第十三巻 3280 相聞

歌）」、〈手段〉「我妹子（わぎもこ）が 形見の衣 なかりせば 何物もてか 命継がまし（『万葉集』第十五巻

3733 至配所中臣朝臣宅守作歌）」、〈原因〉「天皇（すめろき）の 食（を）す国なれば 命（みこと）持ち 立ち別れな

ば（『万葉集』第十七巻 4006 卅日、守大伴家持贈掾大伴池主歌）」のような例が、それぞれ見られた。ま

た、『国語学大辞典』（1993「モツ」）によると、この時期に動詞「モツ」は既に人、考え・気持を表す名

詞を〈対象〉にとることができ、多義性を見せていた。 
11 接続詞では「この御子のおよすけもておはする御かたち、心ばへ、ありがたく珍しきまで見え給ふを（『源

氏物語』桐壺）」というように、動詞の連用形に接続する。また、接頭語としての「モテ」は、関(1993)

によると、「もていづ（外部に表している・表れている・公然と振舞うという継続的表現）」「もてかくす（隠

し続けるという継続的動作）」「もてけつ（継続的反復的動作）」「もてつく（保持する・取り繕う）」「もて

はなる（心理抽象的に懸隔した状態）」「もてわたる（手に持って渡る動作）」のように動詞に先行する。 
12 現代日本語で「を持って」という表記が用いられている例が 1626 例見られたが、このように表記される

ものは動詞である場合に限られるため、例に含まなかった。また、「をもって・を以て・を以って」はそれ

ぞれ 1069 例・212 例・4 例見られた。 
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