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序

　本書は現代日本語における程度副詞の意味の違いについて論じ

たものである。 程度副詞にはとてもやかなりなど様々な形式

があり、 日本語の表現を豊かにする働きを持っている。 しかし、

太郎はとても背が高いと太郎はかなり背が高いはどう違うの

かというようなことは、 日本語母語話者にも説明が難しく、 日本

語教育でも程度の高いことを表すのような漠然とお茶を濁した

ような説明がなされてきた。 これに対し、 本書ではこれらの程度

副詞が使われる文の比較の対象と比較の基準との関係の違い

によって、 程度副詞をもっと類、 最も類、 ずっと類、 かな

り類、 少し類、 とても類、 極めて類、 ほとんど類、 完
全に類、 少しも類、 あまり類の１１種類に分けて説明してい

る。 これにより、 先行研究で様々に論じられてきた程度副詞の特

徴を比較という統一した視点から説明できることを指摘して

いる。

　また、 本書では程度副詞の分類において、 他者基準範囲基

準時空基準過去基準平均基準感覚基準計量基準全体

基準の８つの比較基準を立てる必要性があることを主張してい

る。 本書は程度副詞の意味の違いを明らかにすることを目的とし

たものであるが、 結果的に人間の持つ比較という認知作用にも

アプローチするものとなっている。 この８つの基準は今後さらに

修正されていくものと思われるが、 人間の社会生活と密接に関わ

る比較について追究する有効な方法を提示している。

　筆者が著者の疏蒲剣氏と知り合ったのは２０１０年４月のことであ

る。 当時疏蒲剣氏は上海外国語大学修士課程の学生で、 名古屋外

国語大学へ１年間の交換留学で来ていた。 その時、 筆者は非常勤
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講師として疏蒲剣氏のクラスを担当した。 このクラスは上海外国

語大学、 北京外国語大学、 天津外国語大学、 大連外国語大学、 西

安外国語大学の大学院から来た学生が集まった特別編成クラス

で、 受講生たちはみな頗る優秀な人たちであった。 その中でも疏

蒲剣氏は日本語研究に関心があり、 毎回熱心に議論していた。 そ

の後、２０１４年４月に名古屋大学の博士後期課程の学生として入学

し、 筆者の指導生となった。 疏蒲剣氏は個人の研究に熱心であっ

ただけでなく、 後輩の面倒見がよく、 みんなから慕われていたこ

とが印象に残っている。

２０２０年５月２１日

日本の愛知県一宮市にある自宅にて

名古屋大学教授　杉村泰
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前　 言

本书以现代日语中的程度副词为考察对象.一般认为,程度副

词修饰句中的形容词性成分,对其程度进行限定.本书利用程度副

词句中存在的比较标准来对程度副词进行系统的分析,将以往研究

中的各种观点纳入比较这一框架之中,重新审视程度副词的语义特

征和句法特征,并通过研究证实程度副词所表达的程度和比较标准

有关,程度副词的下位分类可以通过比较方式的不同来进行说明.
本书共分为６章.

第１章介绍本研究的目的,对程度副词的边界、程度副词之间的

不同、以往的程度副词的分类进行概括,在此基础上说明本研究的分

类理念.
第２章综述副词的定义、程度副词边界、与程度副词下位分类相

关的研究成果.迄今为止,学者们从各种不同的观点对程度副词进

行了分类.本研究总结这些分类方式的异同,将其归纳为三大类别,
而本研究所采用的“比较标准”这一角度,则属于其中的第三类别.

第３章讨论程度副词句中的“比较”这一概念,认为日语中存在

“他者”“范围”“时空”“过去”“平均”“感觉”“计量”“全体”这８个比较

标准,并对这些标准进行阐述.同时,本研究根据这些标准在前方语

境中是否出现,将比较分为“明示型”“蕴含型”和“潜在型”３种类型.
这３种类型和８个比较标准存在对应关系.

第４章基于前面提出的８个比较标准,将程度副词分为１１类,
并分别说明各类程度副词使用的比较标准以及所属的比较类型,对
各类程度副词的语义特征进行刻画.

第５章选取８类程度副词,分成４组,分别讨论各类程度副词在

语义特征和句法特征上的异同,验证本书提出的基于比较标准的程
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度副词分类的合理性,同时展示程度副词语义特征的复杂性.在此

基础上,本研究提出,程度可分为“评价型”“达成型”和“排列型”３种

类型.
第６章总结本研究的成果,并指出本研究尚未解决的课题.

２
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表記について

１．例文の文頭または文中の ∗ は、 その文が非文であることを

示す。

（例）∗太郎はとてもお酒を飲んだ。

彼は少し｛生意気/∗素直｝だ。

２．例文の文頭または文中の ?? は、 その文が不自然であることを

示す。

（例）??｛完全に/ほぼ/ほとんど｝長い。

３．例文の文頭の＃ は、 その文自体は非文ではないが、 当該文脈で

は使えないことを示す。

（例）＃ 太郎は完全に背が高くない。

４．例文中、 考察の対象となる表現には下線 を引く。 共起関

係などの重要箇所には下線　　


を引く。

（例）太郎は


次郎より背が高い。

５．例文の出所について明記しない場合は本研究による作例であ

る。 小説などから引用した場合は、 国立国語研究所が開発した

『現代日本語書き言葉均衡コーパス 中納言版』またはGoogle
Booksから集めたものである。 また、 作例や小説から引用した

例文にある下線や波線はすべて本研究がつけたものである。

６．他の論文から例文を引用した場合、 その例文に下線があれば下

線を引き、 下線がなければ下線を引かない。 本研究で下線を新

たに付け加えた場合はその都度明記する。
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第１章　序　論
∗

１．１　本研究の目的

　本研究では現代日本語における程度副詞について考察する。 程

度副詞は典型的に形容詞的な成分を修飾し、 それが表す程度を限

定するとされている。 程度副詞には、 とてもやかなりのよう

な、 あるものについてその程度が高いことを表すものもあれば、

もっとやずっとのように、 あるものと他のものを比べ、 どち

らの方が程度が高いかを表すものもある。 しかし、 これらの程度

副詞は意味が似ていても使用条件に違いがあり、 この違いを追究

することは程度副詞の性質を解明する上で重要である。

　まず、 とてもとかなりについて見る。 次の(１)に示すよう

に、 とてももかなりも太郎の身長の高さを限定し、 通常程度

の背が高いよりも高いということを表している。

　(１)太郎は｛とても/かなり｝背が高い。

　しかし、 次の(２)と(３)では、 かなりは使用できるのに対し、

とてもは使用できない。 (２)では、 かなりは太郎が飲んだお

酒の量を限定し、 その量が多いことを表している。 (３)では、 か
なりは太郎と次郎の身長差のを限定し、 その差が大きいことを

表している。

１
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究(KYY１８５５０)”的研究成果,获２０１９年度江苏省双创博士基金项目资助.



　(２)太郎は｛∗とても/かなり｝お酒を飲んだ。

(cf．太郎は｛とても/かなり｝たくさん


お酒を飲んだ。 )
　(３)太郎は次郎より｛∗とても/かなり｝背が高い。

　このように、 とてももかなりも程度を表すものとされてい

るが、 その程度の限定の仕方に違いが見られる。 本研究では、 こ

の違いは文の比較基準①の違いによると考える。

　次に、 ずっとともっとについて見る。 ずっとともっとは
どちらも比較構文に現れ、 ある事物と他の事物との相対的な関係

について述べる。 次の(４)に示すように、 ずっとももっとも太

郎と次郎の身長の関係を限定している。

　(４)a．太郎は次郎よりずっと背が高い。

b．太郎は次郎よりもっと背が高い。

　しかし、 ずっとともっとの使用できる場面が異なる。 ここ

では太郎の身長が１９０cmで平均的身長が１６０cmであるという前提

で、 次郎の身長を１７０cm、１８５cm、１５０cmの３つのケース(A～C)に
分けてずっとともっとの許容度について考える。 ずっとと
もっとの使用可否と次郎の身長との関係をまとめると、 次の図

１１のようになる。

図１１　ずっとともっとの使用可否
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① 比較基準の分類について詳しくは第３章で説明する。



　図１１に示すケースA～Cを見ると、 次の２点が分かる。 第一に、

ずっとが使用できるケースAとCでは、 太郎と次郎の身長差はそ

れぞれ２０cm、４０cmある。 一般的に２０cm 以上の身長差があれば、

差が大きいと捉えられる。 それに対し、 ずっとが使用できない

ケースBでは、２人の身長差は５cmある。 一般的に５cmは身長差が

小さいと捉えられる。 また、 この３つのケースにおける次郎の身

長は、 平均的身長を越えている場合もあれば、 平均的身長を下

回っている場合もある。 つまり、 ずっとの使用可否は太郎と次

郎の身長差に関わっているが、 次郎の身長が平均的身長を越えて

いるか否かに関係ないということである。

　第二に、 もっとが使用できるケースAとBでは、２人の身長差

はそれぞれ２０cm、５cmあるため、 もっとの場合、 身長差が小さ

くても大きくても関係ないということが分かる。 したがって、 ケー

スCでもっとが使用できないのは身長差の問題ではなく、 別の

ところにあると考えられる。 ケースCでは次郎の身長が１５０cmで

あり、 ケースAやBと違って、 平均的身長より低いため、 高身長と

は言えない。 つまり、 もっとの使用可否は太郎と次郎の身長差

と関係なく、 次郎の身長が平均的身長を越えているかどうかに関

わっているということである。 このように、 比較構文で用いられ

るずっとともっとは比較の構造において違いが見られる。

　以上、 とてもとかなり、 ずっとともっとを例として程

度副詞の意味の違いと、 文に用いられる比較基準との関係につい

て概観した。 このように、 同じ程度副詞と言っても単に程度に差

があるだけでなく、 比較の仕方に違いがあるため、 程度副詞の違

いについて見るには比較の観点から考察する必要がある。

１．２　程度副詞の境界

　程度副詞はこれまで多くの研究者によって考察されているが、

その範囲は必ずしも明確ではない。 工藤(１９８３)、 森山(１９８５)、 渡

辺(１９９０)、 中山(１９９６)、 仁田(２００２)、 田和(２０１１)、 北原(２０１３)は程
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度副詞について論じているが、 これらが程度副詞とするものには

一致しないところがある。 従来の研究における程度副詞と本研究

における程度副詞の範囲の対応関係をまとめると、 次の表１１の

ようになる。

表１１　程度副詞の範囲に関する諸研究の見解

副詞の例
工藤

(１９８３)
森山

(１９８５)
渡辺

(１９９０)
中山

(１９９６)
仁田

(２００２)
田和

(２０１１)
北原

(２０１３)
本研究

非常に

かなり

少し

最も

もっと

ほとんど

たくさん

全部

さほど

あまり

ちっとも

ほぼ疑いな

く程度副詞

とされる代

表的なもの

概括量副詞

量副詞

数量名詞

否定と呼応

する副詞

程度

副詞

程度

副詞

程度

副詞

程度量

の副詞

程度

副詞

程度

副詞

程度

副詞

程度

副詞

程度

副詞

　表１１に示すように、 非常にかなり少し最ももっと
といったものはどの研究でも程度副詞とされている。 しかし、 ほ
とんどたくさん全部さほどあまりちっともについて

は意見が分かれている。 程度副詞の範囲については第２章で述べ

るが、 ここでは本研究における程度副詞の定義を示しておく。 本

研究では程度を量の下位類の１つに位置づけ、 典型的な程度副詞

は量を表す手段として程度を限定するものであると考える。 量は

人間が事物の規模を認識する重要な手段であり、 言語では様々な

形で表現され、 主に数量比例量程度量特徴量の４種類が

４
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挙げられる。 それぞれの例は次の(５)のとおりである。

　(５)a．太郎はリンゴを２つ食べた。 (数量)

b．太郎はリンゴを全部食べた。 (比例量)

c．太郎はリンゴをたくさん食べた。 (程度量)

d．太郎はリンゴをガツガツ食べた。 (特徴量)

　これら４種類の量の表れ方について順に説明していく。 １つ目は

数量である。 数量とは事物の量をある単位で換算した倍率で表

現することである。 たとえば、 明確な境界をもつ可算的なリン

ゴは、 次の(６a)のように、 ２つという数詞あるいは２個とい

う数詞と助数詞の組み合わせで量を表すことができる。 明確な境

界をもたない不可算的なお酒は、 (６b)のようにmLという人

為的な単位あるいは杯という容器の単位を用い、 ５００mL１
杯という数詞と助数詞の組み合わせで量を表す。 動的な事物の

数量はその性質①により、 (６c)のように３時間という期間または３
回という回数で量を表す。 (６d)は１杯もと否定形式の述語を用

いて飲酒の量がゼロであることを表す。

　(６)a．太郎はリンゴを｛２つ/２個｝食べた。

b．太郎はお酒を｛５００mL/１杯｝飲んだ。

c．太郎はお酒を｛３時間/３回｝飲んだ。

d．太郎はお酒を１杯も飲まない。

　２つ目は比例量である。 比例量とは全体の量に対する対象の

割合である。 たとえば、 次の(７a)は太郎が食べたリンゴの量につ

いて、 リンゴ全体の量に対する割合である全部や半分を用い
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① 読むのような動作の場合は３時間読むのように期間を表すのに対し、 倒れる
のような変化の場合は３回倒れるのように回数を表す。 ただし、 ｛名前/三国

志｝を３回読むのように動作に限界点をつければ、 回数を示すことが可能であ

り、 ３時間読むのように変化の結果が持続する期間を示すことも可能である。



て表している。 (７b)は帰った学生の量について、 学生全体の量に

対する割合である全員やみんなを用いて表している。 (７c)は
出来上がっているビルの量について、 完成状態のビルの量に対す

る割合である大部分や一部を用いて表している。

　(７)a．太郎はリンゴを｛全部/半分｝食べた。

b．学生は｛全員/みんな｝帰った。

c．ビルは｛大部分/一部｝出来上がった。

　全部半分全員みんな大部分一部といった副詞は全

体に対する割合で量を表すため、 全体の量が分かれば、 全部や
半分も自ずと分かる。 ただし、 大部分や一部は一定の幅を

もつため、 全体の量が分かっていても、 大部分や一部が表す

具体的な量は明確ではない。

　３つ目は程度量(通常は程度と呼ばれる)である。 程度量と

は対象を基準と比較することを通して対象の属性の強さを表現す

ることである。 たとえば、 次の(８a)はB大学の広さを基準にA 大

学の広さを表しているのに対し、 (８b)は平均的な大学の広さを基

準にA大学の広さを表している。 少しずっととてもかな

りといった程度副詞はA大学とB大学の広さとの差、 あるいはA
大学と平均的な大学の広さとの差を限定している。 すなわち、 程

度副詞は程度量の大きさを表すということである。

　(８)a．A大学はB大学より｛少し/ずっと｝広い。

b．A大学は｛とても/かなり｝広い。

　また、 程度副詞を用いない無標の場合もある。 この場合の程度

は通常程度になる。 たとえば、 次の(９)では程度は無標であ

る。 (９a)ではA 大学はB大学より１m２広くても１００m２広くても成

り立つ。 同様に(９b)ではA大学は平均的な大学の広さより１m２広

くても１００m２広くても成り立つ。 すなわち、 この場合、 A 大学と
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基準との差の大きさについては不問である。

　(９)a．A大学はB大学より広い。

b．A大学は広い。

　４つ目は特徴量である。 特徴量とは量の現れる特徴を用いて

量を間接的に描写することである。 極端に小さな量あるいは大き

な量は特徴を付随しやすく、 その特徴を描写することで間接的に

量のイメージを想起させることができる。 情態副詞にはこの種の

ものが多い。 たとえば、 (１０a)のざあざあとしとしとは降雨

量に関連する特徴を表しており、 (１０b)のぺちゃくちゃとひそ

ひそは音量に関連する特徴を表している。

　(１０)a．雨が｛ざあざあ/しとしと｝降っている。

b．カップルが｛ぺちゃくちゃ/ひそひそ｝話している。

　特徴量は量に付随している特徴として、 量の大きさに関連して

いる。 たとえば、 ざあざあはしとしとに比べると、 雨が強く

感じられ、 ぺちゃくちゃはひそひそより音量が高い。

　以上、 本研究では量の表現を数量、 比例量、 程度量、 特徴量の４
種類に分類した。 これらの表現は一見異なる形をしているが、 数

量は量を単位と比較し、 比例量は量を全体量と比較し、 程度量は

量を平均や想定と比較し、 特徴量は量を典型的な特徴と比較する

ので、 対象と基準を比較することによって量を表現する点で共通

している。 たとえば、 とてもという程度副詞は属性の強さを示

すために、 程度量を限定する表現として用いられている。 このよ

うに、 程度副詞は必然的に比較と深く関わっているということが

分かる。

　なお、 量の表現という視点から、 前述の工藤(１９８３)の言う量
副詞と数量名詞を見直すと、 次の表１２のように数量、 比例

量、 程度量、 特徴量に分けることができる。
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表１２　量の表現における量副詞と数量名詞の位置づけ

本　研　究

数量 比例量 程度量 特徴量

工藤

(１９８３)

量副詞
いっぱい、 残

らず

たくさん、

いっぱい①

たっぷり、

どっさり、

ふんだんに

数量

名詞

二つ、 三人、

四個

全部、 全員、

大部分、 半

分、 少数、 す

べて、 みんな

１．３　程度副詞の分類基準

　従来の研究では、 程度副詞の分類について様々な基準が提示さ

れている。 次の第２章で詳しく説明する予定であるが、 これらの

分類をまとめると、 次のように大きく３つのタイプに分けら

れる。

　１つ目は程度副詞の被修飾成分の性質によって程度副詞を分類

するタイプである。 森山(１９８５)、 仁田(２００２)、 北原(２０１３)は、 程度

副詞の被修飾成分について、 (お酒に)強いのように属性を表す

形容詞的なものと、 (お酒を)飲んだのように動作を表す動詞的

なものに分け、 形容詞的なものを修飾する程度副詞は程度を限定

し、 動詞的なものを修飾する程度副詞は量を限定するとして、 程

度副詞を(１１)のとてものような程度しか限定しないものと、

(１２)のかなりのような程度も量も限定できるものに二分して
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① 電車がいっぱいで乗れないという文のいっぱいは乗客の人数が電車の最大容

量になったことを表しているのに対し、 客がいっぱい来たは客の人数が非常に

多いことを表している。 本研究は、 前者は比例量であり、 後者は程度量であると

考える。



いる。

　(１１)a．太郎はとてもお酒に強い。

b．∗太郎はとてもお酒を飲んだ。

(cf．太郎はとてもたくさん


お酒を飲んだ。 )
　(１２)a．太郎はかなりお酒に強い。

b．太郎はかなりお酒を飲んだ。

　また、 北原(２０１３)は、 被修飾成分について、 満杯だのような

極点が存在するものと、 長いのような極点が存在しないも

のに分け、 次の(１３)の完全にほぼほとんどのような程度副

詞は、 極点の存在する被修飾成分の程度を限定するということ

を指摘し、 これも程度副詞に入れている。

　(１３)a．｛完全に/ほぼ/ほとんど｝満杯だ。

b．??｛完全に/ほぼ/ほとんど｝長い。

　２つ目は程度副詞が現れる構文の特徴によって程度副詞を分類

するタイプである。 渡辺(１９９０)は比較のヨリ格がある文を比較構

文、 比較のヨリ格がない文を計量構文とし、 比較構文に現れる程

度副詞を比較系、 比較構文に現れない程度副詞を発見系に分

類している。 たとえば、 (１４)のとてもは計量構文には現れても

比較構文には現れない。 一方、 (１５)のずっとは計量構文には現

れないが、 比較構文には現れる。 そのため、 渡辺(１９９０)はと
てもを発見系、 ずっとを比較系としている。

　(１４)a．太郎はとても背が高い。 (計量構文)

b．??太郎は次郎よりとても背が高い。 (比較構文)
　(１５)a．∗太郎はずっと背が高い。 (計量構文)

b．太郎は次郎よりずっと背が高い。 (比較構文)
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　３つ目は上の２つのタイプの分類方法を融合させたタイプであ

る。 中山(１９９６)は程度副詞がもつ程度の基準により、 程度副詞

を、 絶対程度副詞極限的程度副詞関係的程度副詞量的程

度副詞に分けている。 第一に、 絶対的程度副詞はとてもや
非常にのような、 程度０を基準にしているものである。 第二

に、 極限的程度副詞はごく極めてのような、 一般的程度
か高い程度を基準にして程度を強調するものである。 この

絶対的程度副詞と極限的程度副詞を合せたものは森山(１９８５)
と仁田(２００２)の言う純粋程度副詞に相当すると考えられる。 第

三に、 関係的程度副詞はもっとやずっとのような、 内外に

設定された任意の程度を持つ基準との比較関係において、 その比

較差を表すものであり、 渡辺(１９９０)の言う比較系の程度副詞

から森山(１９８５)と仁田(２００２)の量的程度副詞を除いたものに相

当する。 第四に、 量的程度副詞は少しやかなりのような、

程度０や量０を基準にして程度や量を表すものと、 任意の程

度量を基準にして 比較差を表すものを含めており、 森山

(１９８５)と仁田(２００２)の量的程度副詞に相当する。 このように、

中山(１９９６)は程度副詞には基準が存在することを指摘し、 従来

の分類を発展させている。

　また、 田和(２０１１)は程度副詞を程度系量系比較系に分け

ている。 程度系の程度副詞とは、 とてもかなり結構多
少のような、 形容詞類が表す状態の程度を限定するものであ

り、 量系の程度副詞とはたくさんかなり多少のような、

主体や対象の個体の数量や動作量を限定するものであり、 比較

系の程度副詞とは、 もっとかなり多少のような、 他の比較

対象との差を表す比較構文に現れるものである。 この分類は森山

(１９８５)、 渡辺(１９９０)、 仁田(２００２)などの見解をまとめたものだと

言える。

　本研究では程度と量、 比較と非比較といった分類を比較基準
という視点から、 次の程度副詞４０語を対象として分類を行う。
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極めて、 ごく、 とても、 大変、 非常に、 なかなか、 かなり、

だいぶ、 相当、 ずいぶん、 比較的、 結構、 少し、 ちょっと、 や

や、 少々、 多少、 もっと、 より、 さらに、 ずっと、 遥かに、 よ

ほど、 最も、 一番、 ほとんど、 ほぼ、 だいたい、 完全に、 あ

まり、 それほど、 そんなに、 さほど、 大して、 全然、 全く、

まるで、 まるっきり、 少しも、 ちっとも

　本研究の分類の発想は次のとおりである。 文にはある種の比較

が存在するため、 その比較に用いられる基準が他者基準範囲

基準時空基準過去基準平均基準感覚基準計量基準全
体基準の８つに分けられる。 比較の対象と比較の基準との関係に

注目すると、 文に現れる程度副詞がもっと類、 最も類、 ずっ

と類、 かなり類、 少し類、 とても類、 極めて類、 ほと

んど類、 完全に類、 少しも類、 あまり類の１１類に分けら

れる。 こうした比較の体系で程度副詞を細かく分類することによ

り、 程度副詞の意味記述の精緻化が期待される。 本研究の分類の

詳細については第３章と第４章で説明するが、 ここで本研究の分類

をまとめると、 次の表１３のようになる。

表１３　程度副詞の１１類

分類 程度副詞 共起可能な比較基準 比較差

もっと類
も っ と、 よ り、 さ

らに
他者基準 不問

最も類 最も、 一番 範囲基準 不問

とても類
とても、 大変、 非常

に、 なかなか
平均基準、 感覚基準 大

極めて類 極めて、 ごく 平均基準 大

ほとんど類
ほとんど、 ほぼ、 だ

いたい
全体基準 ゼロに近い
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