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ABSTRACT

The Journal of Studies in Language 35.3, 415-428. This study aims to investigate the 

function shift of a lexical item, ‘toka’ from a Coordinator to an Adverbial Particle, 

along with its additional usage change as a Quotation Marker. The Coordinator ‘toka’ 

has long been perceived as a combination of the quotative ‘to’ and the adverbial 

particle ‘ka’ since the lexical item has been established as a particle since the 

Muromachi era. In that period, ‘toka’ is certainly a Coordinator, although it seems 

easy to see the influence of ‘to’ as a quotation marker and ‘ka’ as an adverbial particle 

that shows uncertainty. During the Meiji era, ‘toka’ further reached the status as a 

Coordinating conjunction on its own, being the host of another suffixal particle. 

Furthermore, in the later years of Edo, there are some cases in which ‘toka’ implies 

implicit items in the conjunct. This usage gives rise to ‘toka’ as an adverbial particle, 

which is productively used in Contemporary Japanese. It is worthwhile to notice that 

‘toka’ is used as a Coordinator when it concords with a verb like ‘iu,’ whereas ‘toka’ 

function more frequently as a quotation marker. The current research, in short, 

shows that the dual functions of the Adverbial Particle and Quotation Marker in the 

usage of ‘toka’ did originate from its coordinating function. (Chungnam National 

University)
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1. はじめに

最近、日常会話では「とか」という言葉が頻繁に使われている。「とか」

は格助詞「と」に副(係)助詞「か」が付いたものとして、次の(1)Aのよう

に、ある集合の要素を並立的に例示する用法が本来の用法のようである。

본인이 투고한 논문은 다른 학술지에 게재된 적
이 없으며 타인의 논문을 표절하지 않았음을 서
약합니다. 추후 중복게재 혹은 표절된 것으로 밝
혀질 시에는 논문게재 취소와 일정 기간 논문 제

출의 제한 조치를 받게 됨을 인지하고 있습니다.
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(1) A. 小さい頃から変わらない祖母の部屋で、たわいのない世間話とか、芸能界の話とか、その日一日のことを何

となく話した。                                                                                    　　　　　　　　　　     (キッチン、31)

B. a: カラオケでは誰の歌を歌うの？

b: えー、アムロとか…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            (佐竹、62)

C. おばあちゃん、ごめん。いいわ。俺、まだ結婚とか考えられないの。自分のやりたいことあるっつうか……

                                                                                                                                                (ビューティフル・ライフ、17)

D. TVとか見てて、今のってどういう意味かな、とか言ってソファーの上の君を見上げると、何も考えてない。

(満月、116)　

　　        　　

(1)Bの「とか」はカラオケではアムロ以外の歌手の曲も歌うということを暗示している。(1)Cの「とか」は並立の

用法ではなく、「結婚」そのものをさしているものの、断定をしない、ぼかす気持ちを込める用法である。仁田

(1982)1)はこのような「とか」を副助詞としている。(1)Dの「とか」も並立の意味はなく、「とか」の前述の部分が

引用句であることを示している。「言う」「思う」などの動詞が後続しており、「とか」は引用マーカーとしての働

きをすると思われる。

(1)Aのように、事物や動作・作用を例示的に並立・列挙する用法を「並立機能」の「とか」、(1)Bと(1)Cのように、

ほかの要素の存在を暗示する用法や断定回避用法を「副助詞機能」の「とか」、(1)Dは「引用機能」の「とか」と呼ぶ

ことにする。

「とか」は、「と＋か」の形自体は奈良時代(710-794)の8世紀後半にその用例が見られる。　

(2) 海原の沖行く船を帰れとか領巾振らしけむ松浦佐用姫           　                                                 (万葉集・巻五、874)

この用例は「と」に係助詞「か」の付いたものとして、「か」は係り結びの用法の疑問として使われており、現代語

のような並立の機能はない。「とか」の並立の用法が江戸時代(1603-1867)から見られるという、「とか」の歴史的変

化に着目した此島(1966)の研究があるが、並立の機能を持つまでの具体的考察はないようである。また、副助詞機能と

引用の機能としての「とか」は、近年多く使われているが、この用法は主に「若者言葉」として扱われて研究されてき

たのであり、どのような過程を経てこのような用法を持つようになったかについては明らかにされていない。

これらの「とか」の三つの機能は深い関連性があると思われるが、従来の研究では「とか」のそれぞれの機能の用

法の考察にとどまっている。特に、一語として使われている「とか」は、「と＋か」である以上、引用を表わす助詞

「と」と副(係)助詞「か」が何らかの形で影響をもたらしていると思う。それで、本稿では、どのように「と＋か」

から並立の機能、副助詞機能および引用の機能に至ったのか、どのような変化が起ったのか、具体的に考察をしてみ

たい。この際、歴史的変化の考察も必要であろうから歴史的観点も含めて考察していきたい。

1) 仁田義雄. 1982.  助詞類.『日本語教育事典』. 大修館書店, 409-410.
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2.   「とか」の用法の概観

「とか」の用法について先行研究を概観しながら、並立機能、副助詞機能および引用機能の用法、の三つに分けて考察してみる。  

2.1  並立2)機能

現代日本語において「～なり～なり」、「～とか～とか」、「～やら～やら」、「～だの～だの」、「～たり～

たり」などの並立の機能を持つ助詞がある。

(3) A. 今ここで狂気なり偏見なりに身を任せ、それで自分の身が破滅したところで、この世界がすっかり消えてなくなったとこ ろで、

(1Q84Ⅰ、394)

B. 温泉へ行くこととか、アンゼンホショージョーヤクとか、英語のこととか…ぼくには分からないことを　

(母と子の契約、135)

C. 津久井はたった一度しか見舞いに来なかった。それもほんの五分、花やら本やら山のように抱えて、困惑しきった顏 をして―

(ホリー・ガーデン、162)

D. 甘い団子の菓子だの、魚のフライだのを、よれよれのTシャツを着た男や女たちが売っていた。

(サヨナライツカ、31)

E. でも生きていれば、ハンデがあっても旨いものを食ったり、天気のいい日にいい気分になったりできる。

(とかげ、50)

並立の形式を体系的に研究しているものとしては寺村(1991)3)がある。寺村(1991)は「並立的に結び付く」構造を

「並立的結合」としてまとめており、このような結合の機能を持つ助詞を並立助詞4)としている。その中で名詞や動

詞、形容詞もつなぐものとして、「(コンマ)、か、とか、やら、だの、の、にしろ、といい、たり、なり」などをあ

げている。寺村(1991)は「並立」の基本的な概念を「セット(集合)」であると述べており、「と、て形」などは「全

部列挙」、「や、とか、やら、だの、にしろ、たり、なり」などは「一部列挙・例示」を表わしているとした。森山

(1995)5)の研究でも「たり、とか、やら、だの、なり」などの並列述語構文について、「全部列挙」「一部列挙」と

いう考え方が使われている。「たり」は「複数の場面での事態や複数の主体による事態を結合的に並列する(結合的

並列)」とし、「とか、か、なり」は「選択事態を挙げるという並列(候補的並列)」とした。

また、中俣(2015)6)は多くの形式を扱って並列表現を体系的に記述しているが、「各並列形式の意味の違いとは、

集合の作られ方の違いである」という説を立てている。「全部列挙」「一部列挙」という考え方とは異なっており、

並列された要素の「他に要素があるかないか」という問題を語用論的な「排他性推意」の有無として、「常に並列

2) 研究によっては「並立」とするものと、「並列」とするものがあるが、ここでは、「並立」という用語を使うことにする。

3) 寺村秀夫.1991.『日本語のシンタクスと意味Ⅲ』. くろしお出版, 198-211.

4) 橋本進吉(1948)はいくつかの事柄を並立・列挙する用法を並立助詞とする (�国語法研究�, 63) 

5) 森山卓郎. 1995.「並列述語構文考」.『複文の研究上』. くろしお出版, 127-149.

6) 中俣尚己. 2015.『日本語並列表現の体系』. ひつじ書房, 103-110.
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されるすべての要素が他の要素と結び付くのか」という問題を統語的な「網羅性」の有無として、意味的に捉えている。

「や」と「とか」は似た特性を持っているとしており、統語的なレベルでは「-網羅性」、語用論的なレベルとしては、

「他にはない」という推意を生まず、「他にあってもよい」という推意を持つ「排他性推意なし」であると述べている。

以上の研究のように、「なり、たり、とか、やら、だの」などは、二つ以上の語や句、あるいは節を並立して結び

付ける並立の機能を持つのが観察できた。

次は、並立の機能について歴史的な側面を考察してみる。

並立の機能を持つ助詞は最初から並立の機能を持つのではなく、此島(1966)によると、「と、や、か、も、に」に

ついては、平安時代(794-1192)の8世紀から12世紀の文献に並立の機能が見られる7)とする。

一方、「とか」は、江戸時代(1603-1867)の17世紀後半以降から19世紀にかけて現代語と同様の並立機能を獲得する8)としている。

　

(4) 海原の沖行く船を帰れとか領巾振らしけむ松浦佐用姫                                                            (万葉集・五、 (2)と同一)

(5)「肘笠
ひぢかさ

雨」とか降りきて、いと、あわたゞしければ、みな帰りたまはむとするに、笠も取りあへず。 

(源氏物語2・須磨、209)

(6)我死なば…霊と諡
おくりな

するか。又厲と諡
おくりな

をするかせよ。霊とか厲とかせよとあるほどに……

                                                                                         　　　　　　　　　　　　　　   (蒙求抄・十、此島222)

(7) 潮来を謳へとか、廻り潮来にしろとかネ。声色がいゝの歌祭文が好きだのといふお客は取ようごぜへます。

(浮世風呂・四中、250)

(8) お屋しきへ出るとか座しきがあるとかいふと、足元から鳥の立たやうにさはぎアやがらア　　   

(春色梅児誉美・後六、131)

例文(4)と(5)は、引用の格助詞「と」の下に係助詞「か」の付いている奈良・平安時代の用法で、疑問と不確定の

用法として用いられている。(6)は、室町(1333-1603)末期から江戸初期の用例であり、(7)と(8)は、江戸後期の用例

である。この用例から見ると、「とか」は室町末期から一語化して「～とか～とか」の形式で、現代と同じ並立の機

能を持つようになったようである。

このような用法は明治以降の近代語(1868-1945)においても多く見られる。

(9) 恩ある主人の飯島を切殺し、有金二百六十両に、大小を三腰とか印籠をいくつとかを盗取逐電した人殺しの盗賊だ。

(牡丹灯籠・九編、62)

(10)四五年前までの女は感情を顕わすのに極めて単純で、怒った容
かたち

とか笑った容
かたち

とか、三種、四種位しか其感情

を表はすことが出来なかったが、  　 　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　　　　　　(蒲団・三、134)

(11) 何故かと言ふと、この二三年、京都には、地震とか辻風とか火事とか飢饉とか云ふ災がつゞいて起った。　    

(羅生門、5)

7) 此島正年. 1966. 『国語助詞の研究』. 桜楓社 , 219-229

8) 此島正年(1966:221-222)、岩田(2014:323-346)など。
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(12) それやそうだ。ここじゃ、理想とか希望とか、そんなものは持ちようが全くない。第一ここぢゃ、そんなものは通用しない。

(上海・十八、34)   

(13)新聞とか雑誌とかネクタイとかパイプなどの堆積の上に、丁度水たまりの上に浮んだ石油のやうに、虹色に

なって何かが 浮んでいるのを彼は発見した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  (聖家族、16)

このように、並立の用法は書き言葉にも話し言葉にも多く用いられている。

(14) 非情である。たゞ、激しい、落胆とか悲しさを、その本来の表情で表現できるほど呑気なものは微塵もない。　

(真珠、118)

のように、最後の「とか」は省略されたり、例文(13)のように「など」に代わったりすることもある。現代語にも並

立の用法として使われる「とか」は多く見られる。

(15) あの娘が嘘をついているのかもしれない、とか、探偵ごっこの早とちりをやっているのでは、とか、そんな考

えは、不 思議なことに一度も思い浮かばなかった。　　　　　　　　                                       (幽霊列車、61)　

(16) 結局、君はそういうことで売っていくわけだろ。実力というより、顔とか生い立ちとかねえ…そういうの、大

きいですよね、イメージ？       　　　　　　　　　　　　　　　　　               (愛していると言ってくれ、49)

2.2  副助詞機能

「とか」の中には、単独で使われる用法がある。

『日本語文法大辞典2版』(2001)においては、一つの事柄を例として示し、他に同類のものがあることを暗示す

る、あるいは表現をやわらげる、副助詞的用法が「とか」に見られるとして、次のような例を挙げている。

(17) 筆跡とかに、心当たりは？　　　                                                                                (森博嗣・笑わない数学者)

このような用法は、最近多くなってきた用法である。前節の並立の機能のように並立して述べているものと違っ

て、対象をはっきり提示するのをさけて、ぼかして提示する機能をはたしていると言える。このような単独の用法を

「とか」の副助詞機能とする。  

前述した例文(1)Bと(1)Cを引用してみる。

(18) a: カラオケでは誰の歌を歌うの？ 

b: えー、アムロとか…　　　　　　                                                            　                      (佐竹、(1)Bと同一)

(19) おばあちゃん、ごめん。いいわ。俺、まだ結婚とか考えられないの。自分のやりたいことあるっつうか……

(ビューティフル・ライフ、(1)Cと同一)　　
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(20) 今から新しい課題とかやってられないわ。　　　　                                                                     　  (洞澤・奥村、2)

(18)から(20)の用法は、「アムロとか」、「結婚とか」、「課題とか」のように一つの事物にのみ「とか」がついてい

る、単独の用法である。1章で述べたように、(18)の用法は一つのみしか挙げていないが、言うべきものがあるかもしれな

いという、ほかの要素の存在を暗示する機能であるから、並立の意味もある。アムロを思いついたが、断定をしない曖昧

な言い方をする用法である。(19)の「とか」は、「結婚」そのものをさしているものの、ぼかす用法であって、(18)の拡張

された用法と思われる。(20)の「とか」は、ある集合の要素として例示されているのではなく、物事を断定しない曖昧な

言い方をする用法でもない。この「とか」は「これから別の新しい課題なんてやりたくない」ということを表現する話者の

評価の発話であり、「とか」により「新しい課題」は強調して提示されている用法である。ここでは、副助詞機能の中

で、(18)と(19)のようなものを「暗示・婉曲用法」、(20)のようなものを「強調用法」に呼ぶことにしたい。

このような単独用法の「とか」は、1990年代に入って話し言葉に多く使われることに注目した研究が見られるようになっ

たが、代表的なものとしては、佐竹(1997)、辻(1999)、天野(2001)、大和(2010)、洞澤・奥村(2015)、などが挙げられる。

「とか」の用法は、『現代用語の基礎知識1993年版』において「若者言葉」と定義し、「表現を和らげる無意味

なつけ足し」と説明して以来、「若者言葉」として研究されてきた。辻(1999)は「とか」の機能を若者に特有の「人

間関係の持つ拘束力を緩衝する語用論的機能」9)であるとし、語用論的機能とは、「とか」の連発により、曖昧の

ニュウアンスを生み出すことで、会話の対人関係に距離を置くことができるのであり、距離を置くことができれば、

直接的な接触、衝突を避けることにもなるのであるとしている。佐竹(1997)はこのぼかし表現を総称して「ことばの

ソフト化」10)と名付けている。大和(2010)では、「とか」の用法が候補例を示すことになることを説明し、それが

「押し付けないことを主張する」対人配慮につながっていることを述べている。

これらのように、「とか」の用法は、主に、語用論的側面から研究されてきたが、「とか」には「ぼかし」機能が

あり、対人配慮効果があるとまとめることができる。この「とか」の用法が「暗示・婉曲用法」と言える。

一方、天野(2001)では、「銅メダルとかとった。」の例を挙げて、このような「とか」の用法は、若者特有の「ぼ

かし表現」ではなくむしろ「一部列挙」から拡張した「卓立表現」であると指摘した。また、洞澤・奥村(2015)で

も、このような「とか」を「特定の事柄を強調して提示する用法」であるとし、天野(2001)の指摘を例証している。

この「とか」の用法は「強調用法」と言える。

以上のように、副助詞機能は現代語の話し言葉においての語用論的側面だけ多く論じられており、副助詞機能に

ついての研究は十分であるとは言いがたい。4.1節では、「とか」の並立機能のどの部分と副助詞機能がつながって

いるのか、また、副助詞機能はいつから見られるのか、明らかにしたい。  

2.3   引用機能

「とか」には「引用」にかかわるものがある。

『広辞苑第４版』(1999)には、次のような「とか」についての記述がある。

  9) 辻大介. 1999. 「とか」弁のコミュニケーション心理. 『第3回社会言語科学会研究大会予稿集』, 19-24.

10) 佐竹秀雄(1997:63)は、断定回避であったり、ぼかし表現であったり、いずれも表現を和らげるものであるから、これらの表現法

を、和らげるという意味で「ソフト化」と名付けた。
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　格助詞「と」に係助詞「か」の付いたもの。多く、「言う」「聞く」などを伴う。内容が不確かである意を表わす。

　　「うまくいったとかいうことだ」「結婚したとか」

「とか」は、引用の「と」の役割を引き受けて、それに不定の「か」が付くことで、不確かさを表わす表現になっ

ている。「結婚したとか」のように不確かな内容を、言いさしの形で表わす、文末の用法もある。「言う」「聞く」

などを省略した形であるが、これを終助詞の「とか」とする考え方11)もある。

砂川(1999)は、「とか」には引用機能があるという立場で、並立助詞「とか」から副助詞を経て引用マーカになる

過程をHopper(1991)の文法化５原則で説明している。砂川(1999)の自然発話の調査では、並立機能の「とか」は9.

1％、副助詞機能は27.3％、引用機能は63.6%であって、引用機能が一番頻度が高いことが観察された。話し言葉に

おいては並立の機能とともにこの引用の機能も重要であろうが、現代語の会話における共時的なアプローチに留まっ

ており、歴史的な変化との接点が見られないという問題点がある。

引用の用法は、『日本国語大辞典第2版』(2001)などをみると、次のように奈良時代から用例が見られる。

(21) 海原の沖行く船を帰れとか領巾振らしけむ松浦佐用姫                                                          (万葉集、(2)と同一)  

(22)「肘笠
ひぢかさ

雨」とか降りきて、いと、あわたゞしければ、みな帰りたまはむとするに、笠も 取りあへず。

(源氏物語、(5)と同一)

(23)いとあやしき、梵字とかいふやうなる跡に侍めれど、御覧じとどむべきふしもやまじりはべるとてなん。

(源氏物語4・若菜上、119)

上の例文(21)は、引用の格助詞「と」の下に疑問の係助詞「か」の付いている奈良時代の用法で、「帰れと布を

振ったのか」という疑問を表わしている。この「とか」は係り結びの「か」の一部として用いられており、疑問の用

法は、係り結びの消滅とともに用いられなくなった。例文(22)と(23)は、平安時代の用法で、(22)は不確定の引用の

用法として用いられており、(23)は、「やうなる」や「めり」と共起しているから、はっきりとは知らないが梵字に

ついて聞いたことがあるという不確定の引用の用法として用いられている。

室町末期からは、一語としての「とか」の並立形式が見られるようになり、並立の機能を持つまでは、「と」+

「か」の疑問と不確定の引用として機能していたと思われる。

以下では、「とか」の並立助詞の成立の過程と、「とか」の並立機能と副助詞機能および引用機能とどのように

関わりながら変化していったのかを考察してみたい。

11) 砂川千穂(1999:63)は、「明日は雨がふるとか」の例で、「とか」で文をいいきることができるし、この文末の「とか」からは、話者が「明日

は雨が降る」という命題に対して、不確かである という気持ちを読み取ることができる。したがって、このような「とか」の用法は話し手の

命題への態度を示す終助詞の働きと類似しているとした。
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3.  並立助詞「とか」の成立 

奈良・平安時代から、室町末期までは「とか」の「か」は疑問と不確定の用法として使われている。此島(1966)

は、次の例の「か」は不確定の「か」から転成した語であるとした。

 

(24) この御時ぞかし、村上か朱雀院かの生れおはしましたる御五十日の餅
もちひ

、殿上に出させたまへるに、伊衡
これひら

の中

将の和歌つかうまつたまへるは　　                                                                                                   　(大鏡上・醍醐、55)

(25) お燗を付けて藤さんにおあげな。そしてさめたものは、雪平でか小鍋でかお温めよ     (春色梅児誉美・三・巻九、174)

上の用例の「か」については、「本来、事物を一つに決めることができないで、それに当たりそうなものを『あれ

か、これか』疑いながら提出する表現から出発したものである」12)とした。この不確定の「か」から「そのいずれか

一つ」を選択する意味になると、「とか」の並立の用法になる。

江戸時代からは、引用を表わす「と」の下に不確定の「か」の付いている、一語化した「とか」の用例が多く見られる。

(26) さやうさやう。止
やみ

なんなんで不動の押出しや、宇賀竜とか土蜘蛛とかいふものの押出し。イヤハヤはなやかと

も云はう様がなかった。         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     　    (浮世風呂・四下、284)

(27) ナゼト云ニ、先近ク儒学ト仏学トノ上デ申サバ、儒者ハ先四書五経トカ十三経トカイフ類ノ書物ヲヨム。

(古道大意上、14)

(28) そりゃア大かた十日とか三十日とかの日延べだらうがなかなか左様は往きやせん。              　(若緑、湯沢640)

これらの例は対等の関係にある事物を並立して、その一つを選択する意味を表わしている。特に、下の「言う」の

ような動詞を共起する場合が多く、並立の機能を表しながらも、引用の「と」や不確定の「か」の影響が残っている

と思われる。

江戸後期からは、下の「言う」のような動詞なしに並立の用法として用いられるようになっており、このような用

法は近代語においても多く見られる。

(29) そのうどんかいとか蕎麦買いとかをするからもう五十銭くれろッてネ明日取りにお出でと云ッても何と云ッて

も聞かずに持ッて 往きましたが             　　　　　　　　　　　　　　　　                                   (浮雲・七回、37)

(30) それも動かないで刀丈前後とか上下とかに振るのなら、まだ危険もないが、三十人が一度に足踏をして横を向

く時がある。                                                                                                                                  (坊っちゃん・十、378)

(31) 海老茶とか庇髪とかに関係をつけると、後ではのっぴきならんことが起って身の破滅になることもある。

(田舎教師・二九、283)     

12) 此島正年(1966:221), 桜楓社.
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(32) 大都会、例えば、横浜とか神戸とかに於る遊郭よりも数も多く、規模も遥かに大きかった。           (海に生くる人々 ・30、60)  

 (33)お茶をたてるとか、お裁縫とか。その他にも、花を活けるとか、それからまた時にはピアノをさらうとか、何だってある よ。

(みごとな女、1)

(34) その変哲もない三角の山を眺めては、やあ、とか、まあ、とか間抜けた嘆声を発して、車内はひとしきり、ざわめい た。

(富嶽百景、211)

近代語になると、「か」の選択の意味はなくなり、「や」とほぼひとしい並立の意味をもつようになる。

また、「とか」に「する」が接続する用例が見られるのは、「とか」が並列機能を獲得した後の明治時代からであ

り、「とか」の後に助詞が付くなど、並立助詞として十分な発達を見せているのである。

(35)頼みに来るなら、頼みに来るで、相当の手続を踏むでー総代を立てるとか、願書を差出すとかして、規則正

しくやってくるのが礼です。　　　　　                                                                                (破戎・21章、324)

(36)私には、はじめからあなたの人格とか責任とかをあてにする気持ちはありませんでした。私のひとすじの恋の

冒険の成就だけが問題でした。    　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                           (斜陽、170)

(37)酸素を主体とする生化学的連鎖反応であろうと、當然酸素の生成とか色 の々形質との相関とかが考えられ…… 

(現代語の助詞・助動詞、119)

4.   「とか」の機能の変化

以上のように、「とか」には、並立の機能、副助詞の機能、引用の機能などが共存している。以下では、並立の

機能から副助詞の機能への変化、また、引用の機能との関わりなどについて考察していくことにする。

4.1  並立機能から副助詞機能へ

前章で述べているように、「とか」は、室町末期から一語化して対等の関係にある事物を並立して、その一つを選

択する意味を表わしている。

(38) 此せりやきは、火にあぶるものにてはなきに、芹煮とか煮芹とかいうべきものなるに       (宇喜蔵主・５、岩田332)

下に「言う」のような動詞を共起する場合が多く、例文(38)は「芹煮というか煮芹というか」という、並立の機能

を表しながらも、不確定の「か」の影響が残っており、「か」の選択の意味からの派生であると思われる。

江戸時代には「言う」のような動詞なしに並立の機能として用いられるようになる。例文(39)は、「知らない国」

に属する要素が「とか」で並立されており、例文(40)は、格助詞が後接するものである。
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(39) 夫とも漢土とか朝鮮とか、知らない国へ吹き流され、二年三年経って後に、帰ってお出かも知れないけれど、

(処女七種、446、岩田336)

(40) 今日帰ると造作とか戸棚とかを買て仕舞ますヨト何か急腹の様子、梅次は詮方なしにさばく心

(春色梅児誉美・後四、100)

例文(39)と(40)では、「知らない国」と「取付物」として二つだけ例を挙げたものである。例文(40)ではこれらの

例のほかにも「戸障子、棚、流し」などの候補の例があることを暗示しているようであり、このような暗示する用法

から「とか」の副助詞機能が生れたと思われる。

また、明治以後には、「～とか何とか」の形として並立の用法として用いられる場合もある。

(41) お勢さん位の年恰好で斯様なに縹緻がよくッて見ると学問や何歟は其方
そっち

退
の

けで是非色狂いとか何とか碌な真

似はしたがらぬものだけれども、  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                            (浮雲・六回、28)

(42)「日曜日、出帆入港にて休日フイとなりたる節は、翌日を公休日となすこと」とか何とか、四角張って、約束

しといたら、                                                                                                                    (海に生くる人々・九、16) 　

(43) 一郎だけが、いちばん上で落ち着いて、さあみんな、とか何とか相談らしいことをはじめました。

(風の又三郎、309)

これらの例は、「碌な真似」と「四角張ったもの」、「相談らしいこと」として一つだけの代表例を挙げている

が、「とか」に「何とか」を後接してほかにも例があることを暗示するものである。「この代表例だけに限らないと

いう、他に例示するものがある」と言えるから、並立の用法と副助詞用法の中間的用法と見られるし、近代を通じて

盛んに使われている。ここから「何とか」が落ちて、明治以後、「とか」は単独の用法として多く使われている。

次は、単独に使われる「とか」の用例であるが、明治時代に入ると、中間的用法から発展した副助詞機能の用法

が急激に増えている。

(44)孝助とかが主人の敵だと云てお前を狙って居るから、お前の首が先へ飛ぶよ。串戯じゃアねへ。と云われて源

次郎は途胸を突て大いに驚き、　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　 (牡丹灯籠・九編、63)

(45)私はまたお留
とめ

さん(大方老母が文三の嫁に欲しいと云ッた娘の名で)とかの事を懐出してそれで塞いでお出でな

さるのかと思ッたらオホヽ  ヽ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　　　　　　　　(浮雲・八回、41)

(46) め組の親分様とかが預かって下されたとあれば安心のやうなものの、清めは怪我はいたしませぬかと聞けば鉄

様の曖昧な返辞、                                                                                                                                (五重塔・其28、165)

(47)榴弾
りうだん

の的になるか分からない者は、別に金儲けの必要もない。失敬だがその某会社とかに三万円を投ずるよ

りも、吾輩は寧ろ海員養成費に献納する。                                                                                        　(不如帰・中、285)
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(48) もとの家とかの屋敷を買い入れて、其儘開業したと云ふ話だが、成程見懸けからして厳めしい構だ。            

(坊っちゃん・九、358)

(49) 汽車が夥しく傾斜してたらだらと逆行しましてナ、何事かと思ひました。機関が破裂して火夫二人とか即死した ……

(蒲団・八、175)

(50) そんなにしているのが気の毒なので、こなひだ閑を貰って、今当分自分の姪とかのところにかかっているのださうである。 　

(桑の実・24、56)

(51)慰藉料の二千円は借りた叔父さんとかにどうやら返したとして、こんだの女房と、子供の三人も連れて、松坂

屋の食堂をうろついてると思ったら間違いはない。                       　　　　　 　　                               (歳月、266)

上の例は、「とか」の前に置かれた要素の他の要素の存在を暗示するのが困難で、ただ断定的提示を避ける、婉

曲用法を表わすために、「とか」を使っていると思われる。

近代には、並立の用法が基本でありながら、他のものを暗示しつつ単独で使用する用法が定着し、他のものが具体

的に存在しない場合でも、断定的提示を避けて、「とか」が使われるようになったと思われる。

「とか」の単独用法は、多くの場合、「なんか」との置き換えが可能であるが、特に、「とか」につく要素に対す

る話者の評価的態度が述語によって明示される場合は、「なんか」に置き換えることができる。

(52) a: 韓国料理は好き？

b: キムチチゲとか(＝なんか)大好き　　　　                                                                 　(現代日本語文法５、156)

(53) 今から新しい課題とかやってられないわ。                                                                           (洞澤・奥村、(20)と同一)

(54) 日記なんかもうつけられない。焼いてしまう。                                                                                               (雪国、73)  

            

例文(52)は「暗示・婉曲用法」であり、例文(53)と(54)は、話者の評価を表わす用法で、否定文を伴って低い評価

を表わす場合が多く、この(53)の場合は、「とか」の「強調用法」である。 

 以上のように、並立機能を持つ「とか」が並立の意味を徐々に失い、暗示・婉曲性を持つようになり、さらに話

者の低い評価を表わす強調の用法になったと思われる。特に、強調の用法は会話文中で多く使われており、このよう

な口頭語的性格から、「とか」の副助詞機能の用法は現代の会話で頻繁に使われるようになったと思われる。

4.2  並立機能から引用機能へ    

次に、引用の機能との関係を見ていくことにする。

「とか」は平安時代には、不確定の意味として用いられている。

(55) いとあやしき、梵字とかいふやうなる跡に侍めれど、御覧じとどむべきふしもやまじりはべるとてなん。 

(源氏物語、(23)と同一)
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この例文では、「はっきりとは知らないが、聞いたことがある梵字というような筆跡のようではございますが」と

いった引用の「と」+「か」の形として不確定な引用の用法として使われている。

以後、江戸時代には、次のような用例が見られる。

(56) 思案もなく打擲しても、病犬をぶち殺したやうにやアすむめへ、とかなんとかいふと聞なナ。しろ箒を振上て

半死半生な目に合されたア。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   (浮世風呂二下、115)

(57)止
やみ

なんなんで不動の押出しや、宇賀竜とか土蜘蛛とかいふものの押出し。イヤハヤはなやかとも云はう様がなかった。

(浮世風呂、(26)と同一)

(58) ナゼト云ニ、先近ク儒学ト仏学トノ上デ申サバ、儒者ハ先四書五経トカ十三経トカイフ類ノ書物ヲヨム。

(古道大意上、(27)と同一)

これらの例では、「とか」は一語化しており、「とか」に「いう」などの引用動詞が付くことで並立の機能を表し

ている。例文(56)は不確定の意味を持っており、「～とかなんとか」の形としてほかにも例があることを暗示する並

立の用法として用いられる場合である。(57)と(58)のような例文は、「なんとか」は落ちているが、二つの例を挙げ

て並立の用法として用いられている。

この用法は、近代以降も盛んに使われている。

(59)是が芸者だとか囲者
かこひもの

だとか云ふのなら、私は何も言ひはしませんけれど第一は、赤樫さんという者があるの

ぢゃありませんか、ねえ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　                            (金色夜叉・中、174)

(60) 田舎は寂しいとか体の工合が悪いから来てくれとか、云って来る度に、舌鼓をして、手紙を丸めて、投出した。

(新世帯・十六、171) 

近代語では、単独の用例も多く見られるようになる。

(61)殆ど総ての希望は破壊し去ったことは先程申上げた通りです、若し例の返魂香
はんごんこう

とかいう価物
しろもの

があるなら、僕

は二三百斤買ひ入れたい。　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       (牛肉と馬鈴薯、50)

(62)「何でも四十六だとか言ってたけど、見かけはもっとふけて見えるの。いろいろこれまでの事を聞いて見る

と、とにかく正直一方らしい気のよさ相な婦人なのよ。 　                                                   (桑の実・二四、56)

(61) の例文では、「とか」が「いう」を伴い、名詞句にかかっているものであり、(62)も「とか」が引用動詞「い

う」を伴っていて、二つの例とも引用の機能として用いられている。このように、「とか」はもともと引用の格助詞

「と」に副(係)助詞「か」の付いたものであるから、多く「いう」などの動詞を伴って、不確定の意味を表す引用機

能を持つようになったと思われる。ところが、この引用機能も並立機能から拡張された用法であり、「とか」は並立

機能から副助詞機能と引用機能の両方へ発達していくことが観察できた。
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5.  おわりに

 本研究では、「とか」の並立助詞としての成立と副助詞機能および引用機能への変化について考察してみた。

「とか」は引用の格助詞「と」に副(係)助詞「か」の付いたもので、室町末期に一つの助詞として成立している。

室町末期から江戸時代には、「とか」は事物を並立して一つを選択する意味を表しており、引用の「と」や不確定

の「か」の影響が残っている。明治時代には、「とか」に「する」が接続しており、「とか」の後に助詞がつく等、

並立助詞としての十分な発達を見せている。

次に、並立機能から副助詞機能への変化と引用機能との関わりについてみると、江戸後期に「とか」で並立され

る要素以外の例を暗示する用例が見られるようになり、この暗示の用法から副助詞機能が生れたのである。また、明

治以後には、「～とか何とか」の形が現れるが、並立機能と副助詞機能の中間的用法と見られるし、以後「何とか」が

落ちて「とか」は単独に使われるようになり、中間的用法から発展した副助詞機能の用法は急激に増えている。この暗

示の用法から、断定回避の婉曲用法が派生しており、強調用法も派生する。強調用法は会話文で多く使われており、こ

のような口頭語的性格から「とか」の副助詞機能の用法は現代語の会話で頻繁に使われるようになったのである。

一方、室町末期に一語化した「とか」は「いう」などの動詞が付くことで並立の機能を表しながらも、引用機能

を示すのである。「～とか何とかいう」の形として他にも例があることを暗示する場合もあり、「～とか～とかい

う」の形として並立の用法を表す場合もある。以後、近代には「～とかいう」の形として単独に使われる「とか」の

引用機能が多く見られるようになったのである。

以上のように、副助詞機能も引用機能も並立機能から拡張された用法であり、「とか」は並立機能から副助詞機

能と引用機能の両方へ発達していったことが観察できた。

近代には「とか」の他にも、「なり」、「やら」、「だの」、「たり」などが並立を表すとされているが、これら

の並立を表す助詞がどのようにして近代になって盛んに使われるようになったのか、また、助詞化についても今後考

察が必要であると思う。
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