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原因・理由を表す接続助詞「から」と「ので」

―構造と音声の観点から―

ラトビア大学 大橋幸博

1. はじめに

原因・理由を表す接続助詞「から」と「ので」の機能の違いに関する先行研究は多い。主観的・客

観的という観点からの研究や（永野 1952, 今尾 1991, 森田 2018）、相手に判断の余地があるかないかと
いう観点からのものがあるが（山下 1986）、両者の機能の違いについては未だ確立しているとは言えな
い。また、初級の日本語の教科書『みんなの日本語』『げんき』『まるごと』『日本語初級大地』『JAPANESE
FOR BUSY PEOPLE』『SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE』や文法書『日本語文法ハンドブック』
『初級日本語文法の教え方のポイント』『日本語文型辞典』では、「から」は主観的で、「ので」は客観

的で丁寧であり、「ので」は後件に命令形や推量の表現が現れないという説明しかない。

しかし、筆者は、「から」と「ので」の機能の違いを構造と音声の面から、今まで以上に明らかにで

きると考える。そこで本稿では、まず先行研究の問題点を指摘し、次に構造と音声の面から考察し、

その後、日本語教育の現場で、「から」と「ので」の違いをどのように説明すべきか提案し、最後に上

級日本語学習者のアカデミックライティングにおける「から」と「ので」の使い分けの問題点と改善

点に関して言及する。

2.1 先行研究や教科書・文法書の問題点

2.1.1 先行研究の問題点

原因・理由の接続助詞「から」と「ので」の機能の違いに関する先行研究は多いが、本稿では、よ

く議論されている主観的・客観的な観点からの研究や（永野 1952, 今尾 1991, 森田 2018）、そして相手
に判断の余地があるかないかという観点からの研究（山下 1986）、さらに「から」と「ので」の使い方
や使い分けの研究（蓮沼・有田・前田 2001）を考察する。
永野（1952）によると、「から」と「ので」はどちらも前件を後件の原因・理由として示すが、推
量、意志、命令、依頼などが後件に来る場合、これらは話し手の主観に基づくものであり、「から」

が使われるとしている。一方、自然・物理的現象などの客観的な原因・理由の関係を示す場合には「の

で」が使われるとしている。また、この永野説は定説化し、日本語教科書にもその違いの記述が見ら

れる。筆者は、永野の主観的・客観的という考えに疑問を抱く。なぜなら、まず下記の（1）～（4）
の文を見るとよくわかるが、後件に依頼・意志の表現があっても、相手との関係性により、「から」

と「ので」のどちらも使うことができるからである。（5）のような後件に命令の表現が来る場合は、
永野の言うように、「から」が使用されるが、これは主観ということではなく、命令の表現自体が強

い口調の表現なので、丁寧な表現である「ので」とは合わないからである。「から」と「ので」の違

いは主観的・客観的という考えではなく、相手との関係性や、後件にくる表現の丁寧度と合うか合わ

ないかにより、「から」か「ので」のどちらかが話し手により選択される。

【部長が部下に資料の確認を依頼】

（1）山田くん。こっち今忙しいから、この書類をチェックしてくれない？

【部下が部長に資料の確認を依頼】

（2）部長。頼まれていた資料ですが、作成できましたので、チェックしていただけませんか。



Yukihiro Ohashi
Conjunctive Particles ‘Kara’ and ‘Node’ Representing Cause and Reason:

From structural and phonetic aspect

78

【海外で日本語を勉強している学生が日本語の先生に質問されて】

（3）政治が好きなので、日本の大学では政治学を学ぶつもりです。

【海外で日本語を勉強している学生が日本人の友達に質問されて】

（4）政治が好きだから、日本の大学では政治学を学ぶつもり。

【体育の授業で頭を強く打った学生が病院へ行くのをためらっていて、先生が一言】

（5）田中くん。頭は危ないから、病院へ行きなさい。

今尾（1991）・蓮沼ほか（2001）は主観性が強い推量表現「だろう」「でしょう」「まい」には「か
ら」は接続できるが、「ので」は接続できないとしている。筆者は「だろう」「でしょう」「まい」

には「から」は接続できるが、「ので」は接続できないという考えには同意するが、主観性が強い推

量表現というよりは、断定性が高い推量表現であると考える。しかし、接続できない理由は言及され

ておらず（3章で接続できない理由を説明する）、また、なぜ推量表現には接続しないのか、明らかに
する必要があると考える。

森田（2018）は（6）と（7）の「から」は「ので」に置き換えることができないとしている。その
理由は前件に未確定の事柄や話し手の主観的判断（推量・意志・願望・依頼）による叙述が来る場合

は、「から」を用いなければならないと主張する。また、「ので」は話し手の主観以前に既に存在す

る因果関係を一つの事態として客観的に把握し叙述する表現だと説明している。 筆者は、この森田の

考えにも賛成できない。理由は、まず（7）の「から」は「ので」に置き換えることができる。そして、
（6）は推量表現の「でしょう」に「ので」が接続できないだけで（接続できない理由は 3章で述べる）、
他の推量表現、例えば（8）のように「かもしれない」では「ので」は接続できる。また（9）のよう
な前件に願望の表現が来る場合でも、「ので」は用いることができる。

（6）すぐ来るでしょうから、しばらくお待ちになってはいかがです。 （森田 2018: 39）
（7）私もすぐ行くから、あっちで待っていてください。 （森田 2018: 39）
（8）すぐ来るかもしれないので、しばらくお待ちになってはいかがです。
（9）日本の大学に留学したい（から・ので）、今日本語を必死に勉強しています。

山下（1986）は（10）を例にあげ、「から」は相手に判断の余地をあたえず、「ので」は相手に判
断の余地を残すと述べている。しかし、筆者はこの考えに疑問を持つ。なぜなら（10）の文で、「か
ら」を「ので」に置き換えても、相手に判断の余地をあたえないからである。

（10）秘書：社長はまだ出社していませんから、お待ちください。 （山下 1986: 162）

蓮沼ほか（2001）は「からか」は原因・理由についての疑問や推測の気持ちを表し、「ので」にはこ
の用法はないと指摘している。筆者は、この考えには同意する。しかし、なぜ「ので」にはこの用法

がないのか、理由は説明されていない。また（13）のような文で、「からです」はいえるが、「ので
です」がいえない理由も説明されていない。本稿では 3章でこれらの理由を詳しく説明する。

（11）体の節々が痛いのは、昨日重い荷物を運んだからかな。 （蓮沼ほか 2001: 109）
（12）先生、僕が落第したのは、出席日数が足りなかったからですか。 （蓮沼ほか 2001: 109）
（13）息子「ああ、目が疲れた」

母親「一日中パソコンに向かっている{から・ので}ですよ」 （蓮沼ほか 2001: 117）

以上、先行研究を考察した結果、原因・理由の接続助詞「から」と「ので」の違いは十分に明らか

になっていないといえる。
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2.1.2 教科書・文法書の問題点

日本語教育の現場でよく使用されている初級の日本語の教科書『みんなの日本語』『げんき』『まる

ごと』『日本語初級大地』『JAPANESE FOR BUSY PEOPLE』『SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE』
や文法書『日本語文法ハンドブック』『初級日本語文法の教え方のポイント』『日本語文型辞典』でも

2.1.1 で述べた先行研究と同様に、「から」は主観的で、「ので」は客観的で丁寧であり、「ので」は
後件に命令形や推量の表現が現れないという説明しかない。また、2.1.1 でも指摘したが、「から」と
「ので」に主観的・客観的という意味はなく、そして、もし教師がこれらの教科書・文法書を使い、

学習者にそのまま説明してしまうと、学習者が適切に「から」や「ので」を使えず、（14）や（15）
のようなコミュニケーション上の問題がおこる可能性がある。（14）と（15）は実際に筆者が目にし
た学生の会話であり、それぞれ、なぜ「から」や「ので」を使用したか尋ねると、学生は次のように

答えた（英語で答えたが、ここでは日本語に訳して表示する）。（14）では、他のクラスメートは分
からないが、主観的に自分自身は暑いと思い「から」を使用した。（15）では、雨が降るという情報
は、天気予報からの客観的な情報なので、「ので」を使用した。（14）（15）ともに、話し手と聞き
手の関係性を考えれば、（14）では「ので」を、（15）では「から」のほうが適している。

【大学の教室で学生が先生に一言】

（14）先生。暑いから、窓を開けてもいいですか。

【親友との会話】

（15）A：バーベキュー？明日？ B：うん。
A：いや、天気予報見たんだけど、明日は雨が降るので、たぶん難しいよ。

2.2 研究の目的

原因・理由を表す接続助詞「から」と「ので」を、構造面からは、主観性・判断の余地・使い分け

という 3 つの問題点を分析し、また「から」と「ので」には音が大きく影響していると考えられるの
で、音声面からも考察し、両者の違いを今まで以上に明らかにする。そして、日本語教育の現場で、「か

ら」と「ので」の違いをどのように説明すべきか提案し、最後に、上級日本語学習者のアカデミック

ライティングにおける「から」と「ので」の使い分けを考察する。

3. 構造面から分析

この章では、「ので」の構造を明らかにすることで、「から」と「ので」の違いを説明する。ま

ず「ので」の構造だが、筆者は「ので」は準体助詞「の」に断定の助動詞「だ」の連用形である「で」

が付いたものであると考える。今尾（1991）・蓮沼ほか（2001）は「だろう・でしょう・まい」は主
観性が強い推量表現と述べているが、筆者は、主観性が強い推量表現というより、断定性が高い推量

表現であると考える。つまり、「だろう・でしょう・まい」に、断定の助動詞を含む「ので」が接続

すると、断定性が行き過ぎるため、「だろう・でしょう・まい」は「ので」には接続できないのであ

る。言い換えれば、（16）のように、断定性があまり高くない推量表現「かもしれない」とは、「の
で」は接続できる。

（16）雨が降るかもしれないので、中に入りましょう。

次に、山下（1986）が主張している「から」は相手に判断の余地をあたえず、「ので」は相手に判
断の余地を残すという下記の（17）の文だが、筆者は、この文は相手に「お待ちください」と言い切っ
ているので、「から」や「ので」に関係なく、相手に判断の余地をあたえていないと考える。
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（17）秘書：社長はまだ出社していませんから、お待ちください。 （山下 1986: 162）

次に 2.1.1 で、蓮沼ほか（2001）を考察した際に少し言及したが、「からか」は言えるが「のでか」
は言えない理由、また「からです」は言えるが「のでです」は言えない理由を説明する。まず、重要

なポイントは（18）も（19）も独り言である点である。そして「ので」は丁寧な表現であり、言い換
えれば、聞き手を意識して丁寧に話すべき状況がある。つまり、「ので」は実在する聞き手を意識し

ていない独り言の際には使用できないので、（20）や（21）にあるように、「のでか」は言えないの
である。「からか」に関しては、独り言であっても、（22）のように聞き手（親しい友人）に対して
推測する場合にも、（23）のように聞き手（親しい友人）に質問する場合にも、用いることができる。

（18）体の節々が痛いのは、昨日重い荷物を運んだからかな。 （蓮沼ほか 2001: 109）
（19）頭が痛いのは、夕べ飲みすぎたからか。 （蓮沼ほか 2001: 108）
（20）体の節々が痛いのは、昨日重い荷物を運んだのでかな。
（21）頭が痛いのは、夕べ飲みすぎたのでか。
（22）あれ、どうしてここにいるの？ あ、テストが早く終わったからか。

（23）最近元気ないな。もしかして、彼女に振られたからか？

そして「ので」の構造から、（24）や（25）のように、「からです」は言えるが「のでです」が言
えないことも説明できる。理由は「のでです」としてしまうと、「ので」に既に断定の助動詞「だ」

の連用形である「で」があるにもかかわらず、それに、また断定の助動詞「です」を付けるので、

「の＋だ（です）＋です」となり、断定性が行き過ぎているため、「のでです」とは言えないのであ

る。

（24）息子「ああ、目が疲れた」
母親「一日中パソコンに向かっている{〇から・×ので}ですよ」 （蓮沼ほか 2001: 117）

（25）夫「ああ、今日は二日酔いで頭が痛い」
妻「夕べあんなに飲んだ{〇から・×ので}ですよ」 （蓮沼ほか 2001: 108）

4. 音声面から分析

この章では、「から」と「ので」の音声面を明らかにすることで、「から」と「ので」の違いを

説明する。Makino & Tsutsui（1986）は「から」は軟口蓋子音/k/で始まり、/k/は硬い響きや明快さを表
し、「ので」は鼻音/n/の音なので、柔らかさが表れると説明している。川原（2017）も同様に、:阻害
音（/p/パ行, /t/タ行, /k/カ行, /b/バ行, /d/ダ行, /g/ガ行, /s/サ行, /z/ザ行, /h/ハ行）は角ばった音で、共鳴音
（/m/マ行, /n/ナ行, /y/ヤ行, /r/ラ行, /w/ワ行）は丸い音と述べている。また、川原（2017）では、濁音に
関する研究で、実験参加者に、無意味語「ベカ」と「テブ」という語の、どちらがより汚らしさを感

じるのかいう実験を行い、結果「ベカ」のほうがより汚らしさを感じるという結果を示している。そ

して、語中の音よりも、語頭の音が非常に重要で、語頭の音が音の主なイメージを伝えると指摘して

いる。「から」も「ので」も子音は共鳴音・阻害音の組み合わせになっているが、語頭がポイントに

なるので、「から」のほうがハッキリと強く聞こえ、それに対して「ので」は鼻音で柔らかく聞こえ

るので、「ので」は「から」よりも丁寧に感じるのではないかと考える。

さらに、聞こえ度（言語音がより遠くまで聞こえる音は聞こえ度がより大きいと言われる）の観点

からも、下記に示すように、「から」の母音の低母音/a/は鼻音/n/より聞こえ度が大きいので（Blevins
1995）、「から」のほうが大きく聞こえ、「ので」のほうが小さく聞こえるため、「ので」は「から」
より丁寧に感じるのではないかと考える。しかし、この聞こえ度と丁寧さの関係に関しては、管見の

限り、十分な先行研究が見当たらないため、仮説のレベルである。
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【聞こえ度 （sonority）】
low vowels » mid vowels » high vowels » semivowels » nasals » fricatives » stops/affricates

(Blevins 1995: 211)
low vowels～high vowels
[a] » [e] » [o] » [i] » [ɯ]

また、川原（2017）は、音象徴「音によって喚起される特定のイメージ」の研究で、ヴォルフガン
グ・ケーラーという心理学者が『ゲシュタルト心理学』という本の中で使った下記の図 1 を使い、や
はり多くの人が阻害音は角ばった感じがして、共鳴音は丸く感じることを主張している。その質問と

は、下記の図（a）と（b）に、それぞれ maluma か takete のどちらかの名前を付けるというものだが、
阻害音（/t/タ行, /k/カ行）を含む taketeには多くの人が（b）を、そして共鳴音（/m/マ行）は含む maluma
には多くの人が（a）を選ぶと説明している。音象徴の観点からも、やはり人は共鳴音を含む「ので」
のほうは丸く柔らかく感じ、阻害音を含む「から」のほうは角ばった強い感じがするので、「ので」

のほうが「から」より丁寧に感じるのではないかと考える。

図 1： ケーラーの不思議な図形

（川原 2017: 32）

5. 日本語教育の現場への提案

この章では、4章までで分析したことを踏まえ、「ので」を導入する際に「から」との違いを初級日
本語学習者にどのように説明すべきか一案を提案する。また、上級日本語学習者のアカデミックライ

ティングにおいて、客観性の見地から「から」と「ので」の使い分けが問題になることがあるので、

この点に関して、当校の修士 2年生 2名（日本の大学に 1年間の留学経験あり JLPTの N2レベル）が
実際に書いたレポートを考察しながら、問題点と改善点を言及する。紙面の都合上、ここでは 2 名の
レポートのみを取り上げる。

【「ので」を導入する際に説明すべきポイントは下記のとおりである】

・「から」も「ので」も理由・原因を表し、「ので」のほうが「から」より丁寧である。

・ 主観的や客観的という機能はない。

・「から」は独り言でも使用されるが、「ので」は使用されない。

・「からか」は言えるが、「のでか」は言えない。

・「からです」は言えるが、「のでです」は言えない。

・ 推量表現「だろう・でしょう・まい」には接続できないが、「かもしれない」には接続できる。

【上級日本語学習者のアカデミックライティング】

下記の（26）は当校の修士の 2年生 Aが書いたレポートであるが、Aに確認したところ、Aは主観
的に、いじめが起こる原因は加害者の家庭環境だと考え「から」を用いていると答えた。

（26）日本の学校では、いじめの問題が有名だが、私の国でも最近いじめが問題になっている。なぜ、
いじめが起こるのだろうか。私は、いじめが起こる原因は加害者の家庭環境だと思うから、今
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回この仮説を検証するため調査を行った。（以下省略）

次の（27）は修士の 2年生 Bが書いたレポートであるが、Bに確認したところ、Bは客観的に、ヨー
ロッパでは入れ墨はファッションとして知られていると考え、「ので」を用いていると答えた。つま

り、もし Bが主観的にヨーロッパでは入れ墨はファッションとして知られていると考えていれば、「か
ら」を使用していた可能性があるといえる。

（27）ヨーロッパでは、入れ墨（タトゥー）はファッションとして知られているので、日本のヤクザ
の入れ墨のような、怖いという概念はない。（以下省略）

上記で考察したように、N2レベルの上級日本語学習者であっても、アカデミックライティングにお
いて、「から」と「ので」を主観的・客観的という観点から考え、両者の使い分けができていない場

合があるので、主観的・客観的という機能がないことを教える必要がある。

6. まとめ

本稿では、原因・理由を表す接続助詞「から」と「ので」の違いを主観的・客観的と説明している

先行研究や教科書・文法書の問題点を考察し、また両者の機能の違いを構造と音声の面から、明らか

にした。そして最後に、日本語教育の現場で、「から」と「ので」の違いをどのように説明すべきか提

案し、また上級日本語学習者のアカデミックライティングにおける「から」と「ので」の使い分けの

問題点と改善点を言及した。考察した結果、まず主観的・客観的という考えでは「から」と「ので」

の違いを説明できず、相手との関係性や、後件にくる表現の丁寧度と合うか合わないかにより、「か

ら」か「ので」のどちらかが話し手により選択されていた。また構造・音声の面から多くのことが明

らかにできた。まず「ので」は断定の助動詞「だ」の連用形である「で」があり、断定性が高い推量

表現「だろう・でしょう・まい」と接続すると、断定性が行き過ぎるため「ので」と接続できない。

一方、断定性があまり高くない推量表現「かもしれない」とは「ので」は接続できるということが分

かった。次に音声面から、「ので」は人がソフトに丁寧に感じる表現であるということが改めて証

明された。そして、丁寧な表現である「ので」を使用するということは、実在する聞き手を意識し

ていることなので、丁寧に言う必要がない独り言の際には「ので」は使用されない。そのため、「か

らか」は言えるが「のでか」は言えない。また、「からです」は言えるが「のでです」が言えない理

由は、「のでです」だと「の＋だ（です）＋です」となり、断定性が行き過ぎているため、言えない

ことも分かった。今後の課題としては、コーパスを用いた調査や、音を大事にする詩などのデータを

集め、もう少し「から」と「ので」がどのように使い分けられているのか調査する必要がある。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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