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接尾辞「ラヘン」 

 

佐 藤 亜 実 

 

 

1 調査の目的 

 接尾辞「ラヘン」とは、「～あたり」と類似の意味をもち、「そこラヘン」「関西ラヘン」のような

形式で使用される。ラヘンを使用した表現には、「そこラヘン」「どこラヘン」等の指示詞＋ラヘン

の形式と「関西ラヘン」「11 時ラヘン」等の一般的な名詞＋ラヘンの形式がみられ、これらの間に

は関連性が指摘できる。すなわち、元は「そこら＋へん」という構成であったものが「そこ＋ラヘ

ン」と捉えられる異分析が起こり、切り出された「ラヘン」の適用範囲が広がることで、「関西」「11

時」のような名詞にも使用できる接尾辞ラヘンが成立したと考えられる。 

また、「そこラヘン」「どこラヘン」などの形式は一部の国語辞典にも記載されていることから、

少なくとも指示詞＋ラヘンは、現在共通語的に使用されうる語彙として認識されていると言える。

しかし、全国 72 地点における 1974（昭和 49）年から 1988（昭和 63）年にかけての調査結果をまと

めた『現代日本語方言大辞典』の「ここら」「そこら」「あそこら」「どこら」の項目において、指示

詞＋ラヘンで回答する地域としない地域があることから、もともと指示詞＋ラヘンの使用には地域

差があったと考えられる。また、それをもとに発生した名詞＋ラヘンの使用にも地域差があること

がこれまでの調査からわかっている。 

本報告では、宮城県気仙沼市での調査の結果をもとに、接尾辞「ラヘン」の用法を記述する。具

体的には、これまで佐藤（2014）等で明らかにした名詞＋ラヘンの用法と照らし合わせながら、気

仙沼市において使用される名詞＋ラヘンの用法について明らかにする。なお、接尾辞「ラヘン」は

近年生じた表現であり、指示詞＋ラヘンは 1950～1970 年代に急速に関東・中部・近畿地方から全国

に広まったこと、名詞＋ラヘンはその後を追うように広まりつつあることがわかっている（佐藤

2016a）。ラヘンの使用先行地域、特に近畿地方では、高年層による名詞＋ラヘンの使用もみられる

が、その他の地域では、ラヘンを使用するのは主に若い世代である。本報告の調査地域である宮城

県は、『現代日本語方言大辞典』で指示詞＋ラヘンの使用がみられず注 1、名詞＋ラヘンの出現も佐

藤（2016a）で指摘したラヘンの先行使用地域より遅れている地域である。このことから、宮城県気

仙沼市で接尾辞「ラヘン」を使用するのは若い世代が中心であることが予想できたため、調査では

若年層話者 2 名〔20 代男〕〔30 代女〕と高年層話者〔60 代男〕と主に若年層を対象とした。結果と

して、〔20 代男〕は名詞＋ラヘンを用いると回答したが、〔30 代女〕は使用しないが聞くことはある

という回答がほとんどであり、〔60 代男〕は使用することはなく聞いたこともないという回答であ

った。したがって、本報告では特に断りのない場合、主に〔20 代男〕の回答を用いて記述する。た

だし、年代による使用差に言及する場合もある。 
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2 調査項目 

本報告では、これまでの調査で明らかにした名詞＋ラヘンの用法を援用し、宮城県気仙沼市にお

いて使用されるラヘンの用法を記述する。佐藤（2014）では、福島県郡山市の若年層を対象とした

記述調査により、ラヘンには以下の用法があることを指摘した。 

 

①接尾辞ラヘンには、「場所」「時間」「数量」「人」「事物」といった様々な意味を有する名詞が上

接する。 

②接尾辞ラヘンの示す意味としてはａとｂが存在する。 

ａ ラヘンによってある範囲を漠然と示す用法 

   ⅰ 上接語の表すものの周辺を漠然と示す 

 ⅱ 上接語の表すものの範囲を漠然と示す 

ｂ ラヘンによって他の候補を暗示する用法 

   他に存在する候補を暗示しつつ、上接語を候補の中の代表として示す 

 

佐藤（2014）の調査地域と本報告の調査地域とは異なるが、佐藤（2014）で指摘した用法は国会

会議録や全国の地方議会会議録でもみられ（佐藤 2016b）、またこれまで宮城県で実施した予備調査

でも使用するとの回答がある。このことから、宮城県気仙沼市でも佐藤（2014）と同様の用法が使

用される可能性が高いと考え、上記の用法をもとに調査項目を設定した。 

調査にあたっては、①で示した上接語と②で示したａとｂの用法を組み合わせて項目を作成し、

「よく使う／たまに使う／使わないが聞くことはある／使わないし聞いたこともない」の 4 つの選

択肢から 1 つを選ぶ択一方式で行った。次節以降、まずはａの漠然用法、次にｂの暗示用法の使用

について述べる。記述にあたっては、話者が「よく使う」「たまに使う」とした項目を主に提示する。 

 

3 接尾辞「ラヘン」の用法 

3.1 ラヘンによってある範囲を漠然と示す用法 

3.1.1 場所を表す名詞＋ラヘン 

場所を表す名詞にラヘンが後接する場合（場所を表す名詞＋ラヘン）については、佐藤（2014）

の「名詞の表す範囲が狭い場合は《周辺》用法が、名詞の表す範囲が広い場合は《範囲》用法が使

用されやすい」という指摘を踏まえ、狭い範囲を表す名詞として「イオン（食料品店の名称）」、広

い範囲を表す名詞として「関西」を設定した。すなわち、「イオンラヘン」の場合はａ-ⅰ上接語の

表すものの周辺を漠然と示す用法（《周辺》用法）が、「関西ラヘン」の場合はａ-ⅱ上接語の表すも

のの範囲を漠然と示す用法（《範囲》用法）が使用されると予想した。実際に「使う」と回答したの

は以下の 4 項目である。回答はすべて「たまに使う」というものであった。 

 

(1)〈太郎の家がイオン（店名）の周辺にある場合〉太郎の家はイオン（店名）ラヘンにある。 
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(2)〈イオンの周辺に行く場合〉イオン（店名）ラヘンに行く。 

(3)〈太郎の家が岡山県、愛知県、福井県など、関西の周辺（関西は含まない）にある場合〉 

関西ラヘンにある。 

(4)〈岡山県、愛知県、福井県など、関西の周辺にある県を旅行する場合〉関西ラヘンに行く。 

 

結果として、「イオンラヘン」「関西ラヘン」ともにａ-ⅰ《周辺》用法が使用されることがわかっ

た。「イオンラヘン」については予想と同じ結果であるが、「関西ラヘン」については予想とは異な

り、広い範囲を表す名詞であるにもかかわらずａ-ⅱ《範囲》用法の使用はみられなかった。「関西」

よりも広い範囲を表す名詞を提示すればａ-ⅱ《範囲》用法が使用される可能性もあるが、少なくと

もａ-ⅱ《範囲》用法よりａ-ⅰ《周辺》用法の方が使用されやすいということは指摘できそうであ

る。 

なお、〔30 代女〕の話者は、「イオンラヘン」のａ-ⅰ《周辺》用法のみ、使わないが聞くことは

あるという回答であった。その上で、「「市役所ラヘン」「郵便局ラヘン」という形式で、周辺を示す

場合であれば使えるかもしれない」と指摘した。このような上接語の違いには、単語の拍数や語末

の音素といった形態面が関わっている可能性もあるが、郊外にあることが多く、店舗と駐車場とい

う広い敷地を有するショッピングモールと、街中にあり、1～3 階程度の小さな建物であることが多

い市役所や郵便局、という意味面が関わっている可能性もある。意味面の違いである場合、「イオン」

よりも「市役所」「郵便局」の方が使用しやすいという指摘には、ラヘンにはより狭い範囲を表す名

詞が上接しやすい、ということが反映されていると考えられるが、これについてはさらなる検討が

必要である。 

 

3.1.2 時間を表す名詞＋ラヘン 

 時間を表す名詞にラヘンが後接する場合（時間を表す名詞＋ラヘン）についても、「11 時」を狭

い範囲を表す名詞、「春」を広い範囲を表す名詞として用い、《周辺》と《範囲》の用法の使用があ

るかを確認した。話者が使用するとしたのは以下の 2 項目であり、またすべて「たまに使う」との

回答であった。 

 

(5)〈冬あるいは夏（春は含まない）の時期に旅行に行く場合〉春ラヘンに行く。 

(6)〈春の間のどこかの時期に旅行に行く場合〉春ラヘンに行く。 

 

 （5）のａ-ⅰ《周辺》用法、（6）のａ-ⅱ《範囲》用法のどちらの用法も使用がみられたが、使用

するのは「春ラヘン」のみであり、「11 時ラヘン」は使用しないとのことであった。気仙沼市では、

場所を表す名詞＋ラヘンのみならず時間を表す名詞＋ラヘンも使用できるが、時間を表す名詞ラヘ

ンの場合、場所を表す名詞＋ラヘンよりも使用（許容）できる名詞の種類が少ないと考えられる。

また、福島県郡山市におけるこれまでの調査では、名詞自体の表す範囲が狭く、周辺を表しやすい
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（《周辺》用法を取りやすい）名詞が使用されることが多かった。すなわち、「11 時」という狭い範

囲を表す名詞の方が、「春」という広い範囲を表す名詞よりもよく使用され、「11 時前後」という意

味で「11 時ラヘン」を使う、という回答がよく聞かれた。しかしながら、今回の気仙沼市の話者に

おいては、そのような傾向がみられなかった。このことから、福島県郡山市と気仙沼市では使用し

やすい用法や上接語が異なるとも考えられるが、話者の個人差である可能性も否めないため、今後

話者や名詞の数を増やして確認する必要がある。 

 

3.1.3 数量を表す名詞＋ラヘン 

数量を表す名詞にラヘンが後接する場合（数量を表す名詞＋ラヘン）として、「30 歳」という年

齢、「3 番目」という順序を表す名詞を用いて《周辺》用法と《範囲》用法の使用を尋ねた。これら

は「11 時」のような時間を表す名詞と類似した性質をもつ。「30 歳」と「3 番目」は、「29 歳、30

歳、31 歳…」、「2 番目、3 番目、4 番目…」のように両者とも周辺として連続的な範囲を想定できる

名詞であり、また「30 歳」「3 番目」ともに広い範囲を表す名詞とは言えないため、《周辺》の用法

が使用されると予想した。話者は（7）のみ「たまに使う」とのことだった。 

 

(7)〈太郎の年齢が 30歳前後である場合〉太郎の年齢は 30 歳ラヘンだ。 

 

数量を表す名詞＋ラヘンの中では、「30 歳ラヘン」の《周辺》用法の使用はなされることがわかっ

た。先の 3.1.2 節に示した時間を表す名詞＋ラヘンで使用があった名詞が「春」だったことを踏まえ

ると、気仙沼市では「春」「30 歳」といった年月に関わる名詞が使用されやすい可能性がある。こ

れについても今後の検討が必要である。 

 

3.1.4 人・事物を表す名詞＋ラヘン 

これまでみてきた名詞は、いずれも周辺や内部に連続的な範囲を想定できる名詞であった。すな

わち、「イオンラヘン」であればイオンの地理的な周辺、「関西ラヘン」であれば関西地方といった

地理的な範囲を想定できる、ということである。つまり、《周辺》用法と《範囲》用法の両者とも、

ラヘンに上接する名詞と連続的な範囲を表すことができる。 

一方で、本節で確認する「歌手」「クラシック」「中華（中華料理）」は、上接する名詞の周辺や内

部に連続的な範囲を想定できない名詞である。これまでみてきた名詞＋ラヘンと同様に《周辺》用

法と《範囲》用法は存在するが、他の名詞＋ラヘンとは範囲の示し方が異なる点がある。まず、人・

事物を示す名詞＋ラヘンの《範囲》用法について説明する。《範囲》用法の場合、上接する名詞の内

部に範囲を指摘することは可能であるが、その範囲は連続的なものではない。例えば、「歌手ラヘン」

の場合、範囲として想定できるのは「演歌、J-pop、ジャズなど、音楽のジャンル別の様々な歌手」

である。想定できる範囲はそれぞれ独立的な候補であり、他の名詞＋ラヘンのように空間や時間の

連続的な範囲を認めることは困難である。なお、今回の調査では「（太郎の将来の夢が歌手である場
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合）太郎の将来の夢は歌手ラヘンだ」「（太郎の趣味がクラシックン学全般を聴くことである場合）

太郎はクラシックラヘンを聴く」「（近くにある定食屋が中華料理全般を出す店である場合）あの店

では中華ラヘンを出す」という文の使用を尋ねた。 

人・事物を表す名詞＋ラヘンの《周辺》用法は、周辺として表す範囲の性質が変化してしまう点

で他の名詞＋ラヘンと異なる。例を挙げると、「（太郎の近くに消しゴムが落ちている場合）消しゴ

ムは太郎ラヘンにある」、「（椅子の近くに消しゴムが落ちている場合）消しゴムは椅子ラヘンにある」

のような使い方は可能ではあるが、意味としては「太郎の近く」「椅子の近く」といった場所的な周

辺を示すものになるのである。つまり、《周辺》用法として使用される場合には、「上接する人・事

物の周辺にあるジャンル・性質的な範囲」ではなく「上接する人・事物が存在する場所の周辺にあ

る空間的な範囲」の意味を有し、場所を表す名詞＋ラヘンと同じ性質のものになる。 

話者が使用するとしたのは以下の 1 項目のみであった。「たまに使う」との回答である。 

 

(8)〈太郎の趣味がクラシック音楽全般を聴くことである場合〉 

太郎はクラシックラヘンを聴く。 

 

ただし、話者曰くこの場合の「クラシックラヘン」は「静かな音楽」を示しうるとのことであった。

したがって、「クラシック音楽全般」の他にも、「クラシック音楽ではないが静かな雰囲気の音楽」

も含まれることが考えられる。そうであれば、次節に示すｂの《暗示》用法にあたる用例であると

も言えるが、具体的に「クラシック以外の候補」を提示することは難しい、との話者からの回答を

踏まえ、ここではａ-ⅱの《範囲》用法の例として扱っておく。 

 

3.2 ラヘンによって他の候補を暗示する用法 

本節では《暗示》用法の使用をみていきたい。《暗示》用法とは、ラヘンを付けることによって上

接する名詞以外の候補も存在することを表し、あたかも上接する名詞を際立たせるような意味を有

するものである。例えば、「イオン」という名詞が上接した項目では、「（市内の食料品店はいくつか

あるが、その中でも特にイオンは品揃えがいいので、イオンで買うことを勧める場合）食料品を買

うならイオンラヘンがいい」という例文を作成した。この場合、「イオンラヘン」には「市内で食料

品を買える店Ａ、Ｂ、Ｃ…」というようにいくつかの店が含まれるが、その上で「特にイオンがい

い」という考えを持って発言している、ということになる。 

3.1 節に示した《周辺》用法と《範囲》用法と同様に、《暗示》用法についても各名詞が上接した

場合の使用を尋ねた。場所を表す名詞としては「イオン」「関西」、時間を表す名詞としては「11 時」

「春」、数量を表す名詞としては「30 歳」「3 番目」、人・事物を表す名詞としては「太郎」「椅子」

「クラシック」「中華（料理）」とし、3.1 節の漠然用法で使用した名詞と同様のものを用いて調査し

た。話者が使用するとしたのは以下の 8 項目であり、（11）（14）（15）は「よく使う」、それ以外は

「たまに使う」との回答であった。 
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(9)〈旅行先の候補はいくつかあるが、特に関西は観光地が多く楽しめそうなので、関西に行くこ

とを勧める場合〉 

旅行に行くなら関西ラヘンがいい。 

(10)〈昼食をとりに行く時間の候補はいくつかあるが、その店は昼前の方が空いているので、11

時に行くことを勧める場合〉 

昼食を食べに行くなら 11 時ラヘンがいい。 

(11)〈旅行に行く日程の候補はいくつかあるが、特に春だと都合がよいので、春に行くことを勧

める場合〉 

旅行に行くなら春ラヘンがいい。 

(12)〈結婚するのに良い年齢はそれぞれだと思うが、特に 30 歳が良いと思っているので、30 歳で

結婚することを勧める場合〉 

結婚するなら 30 歳ラヘンがいい。 

(13)〈発表するのに良い順番はそれぞれだと思うが、特に 3 番目が良いと思っているので、3 番目

に発表することを勧める場合〉 

発表するなら 3 番目ラヘンがいい。 

(14)〈贈り物の候補はいくつかあるが、特に椅子がいいと思っているので、椅子にすることを勧

める場合〉 

贈るなら椅子ラヘンがいい。 

(15)〈移動中に聴く音楽の候補はいくつかあるが、特にクラシックがいいと思っているので、ク

ラシックにすることを勧める場合〉 

音楽を聴くならクラシックラヘンがいい。 

 

 結果から、《暗示》用法では人を表す名詞＋ラヘンを除き使用されることがわかった。3.1 節で

示した《周辺》用法、《範囲》用法では用いられなかった「11 時ラヘン」「3番目ラヘン」「椅子ラヘ

ン」が使用でき、また「よく使う」という回答が「春ラヘン」「椅子ラヘン」「クラシックラヘン」

でみられることから、気仙沼市では《周辺》用法、《範囲》用法といったａ「ラヘンによってある範

囲を漠然と示す用法」よりも、ｂ「ラヘンによって他の候補を暗示する用法」の方が盛んに使用さ

れることが指摘できそうである。また、「よく使う」と回答されたものは、「春」「クラシック」とい

う比較的広い範囲を表す名詞であり、3.1 節ではａ-ⅱの《範囲》用法として設定した者である。こ

のことから、気仙沼市ではａ-ⅱの《範囲》用法とｂの《暗示》用法のどちらにも捉えられる例文が

使われやすいとも考えられるが、本報告では可能性の指摘にとどめたい。 

 

4 まとめ 

本報告では、気仙沼市において使用される名詞＋ラヘンの用法についてみてきた。結果としては

以下のことが指摘できる。 
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①ラヘンには、場所を表す名詞、時間を表す名詞、数量を表す名詞、事物を表す名詞が上接しう

る。 

②ａ「ラヘンによってある範囲を漠然と示す用法」、ｂ「ラヘンによって他の候補を暗示する用法」

が使用される。 

③ａとｂの用法の中ではｂ「ラヘンによって他の候補を暗示する用法」が使用されやすい傾向が

ある。また、ａ「ラヘンによってある範囲を漠然と示す用法」の用法の中ではａ-ⅱの上接語の

表すものの範囲を漠然と示す用法が用いられやすい傾向がある。 

 

本報告では、気仙沼市における接尾辞「ラヘン」の用法を指摘したが、今後、接尾辞「ラヘン」

の使用の地域間の比較をすることを想定し、これまでの調査で用いた例文を使用した部分が多くあ

るため、上接語等の精緻な記述ができたとは言い難い。また、接尾辞「ラヘン」は新しく生じた表

現であるため、その使用には個人差が大きいことも考えられる。したがって、精確な傾向を捉える

には人数を増やして調査する必要があると言える。気仙沼市における接尾辞「ラヘン」の世代別の

使用を調べ、その用法の拡張の仕方を捉えることも含め、以上のことは今後の課題としたい。 

 

注 

1 『現代日本語方言大辞典』では、気仙沼市は調査地点になっていないが仙台市が調査地点にな

っており、仙台市の 1901 年生、1904 年生の 2 名の男性に調査した結果が収録されている。「ここ

ら」「そこら」「あそこら」「どこら」はそれぞれ「コゴラ」「ソゴラ」「アソゴラ」「ドゴラ」とい

う回答であった。 
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