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否定を含む程度修飾節の意味解釈

１．問題提起

　本稿では主に次の（１）と（２）のような程度文について考察していく。

　（１）　お湯は一瞬も触れない｛までに / ほどに｝熱くなっている。

　（２）　病気にならない｛くらいに / 程度に｝練習した。

　（１）では、「まで」は「一瞬も触れない」という前接の語句をとり、「一瞬も触れないまでに」

という程度修飾節を構成した上、主文の述語である「熱くなっている」を修飾している。本稿で

は、奥津（1986）や井本（2004）を参考にして、「まで / ほど / くらい / 程度に」に前接する部

分を「補文」、「補文」と「まで」などからなる節を「程度修飾節（以下「節」と略す）」とする（１）。

　程度修飾節は補文の内容で主文の述語の程度や量を修飾する。例えば、ある寝たきりの患者の

「回復した」程度について、「まで」節で修飾する場合、

　（３）　起き上がれるまで回復したものの、まだ歩くことはできない。（藪崎 2010: 56）

　（４）　一人で歩けるまでに回復した。（藪崎 2010: 57）

　（５）　走り回れるまで回復した。（藪崎 2010: 56）

と言える。これらの「まで」節は、「起き上がれる」という低程度、「歩ける」という中間的程度、

「走り回れる」という高程度を表すと見てよい。補文が（３）～（５）のような肯定文である場合、

「まで」節は全程度のスケールを指定できる。

　一方、（６）のような否定文の補文をとる「まで」節は極高程度のみを修飾し得る。例えば、「ま

で」節が掃除の清潔度を修飾する場合、

　（６）　汚れが全然気にならないまでに掃除した。

　（７） ?まだ汚れが残っているが、あまり気にならないまでに掃除した。（２）

（６）は言えるが、（７）は言いにくい。言い換えると、（７）のような部分否定の補文によって、

「まで」節が修飾し得る程度領域（即ち程度スケールにおける範囲）が制限されている。本稿では、

この現象を「まで」節の部分否定制限と呼ぶ。では、なぜ「まで」節では部分否定制限が起こる

のか。この問題を本稿の課題Ⅰとする。

　また、補文をとる場合、「まで / ほど / くらい / 程度に」に使い分けが見られる。例えば、前
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掲した（１）（２）は言えるが、次の（８）（９）は言えない。

　（８） *病気にならないまでに練習した。

　（９） *お湯は一瞬も触れない程度に熱くなっている。

なぜ（８）（９）は言えないのか。その原因は単に「まで / ほど / くらい / 程度に」の使い分け

にあるのか。或いは、「病気にならない」や「一瞬も触れない」という補文の違いにあるのか。

この問題を本稿の課題Ⅱとする。

　以上の二つの問題について、本稿は主に否定の補文をとる「まで」節を考察し、「ほど」、「く

らい」と「程度に」からなる程度修飾節と比較しながら、否定を含む程度修飾節の意味解釈につ

いて検討する。

２．先行研究と本稿の立場

　「まで」「ほど」「くらい」「程度に」は程度用法を持っている。奥津（1986）と丹羽（1992）は

程度の高さによって、「まで」「ほど」「くらい」「程度に」の表す程度を分類している。

　奥津（1986）では、程度の「ほど」「くらい」を形式副詞（３）として扱い、「くらい」は「ほど」

とは「よく似た働きをする」とする。「ほど」「くらい」の形を取る場合は「非常の程度」を表し、

「ほどに」「くらいに」の形を取る場合は「通常の程度」を表すとしている。また、「程度に」は「通

常の程度」を表すが、「非常の程度」は表せないとしている。ただし、奥津（1986: 57）も何が通

常で何が非常かについて絶対的な基準は無いと述べている。

　丹羽（1992）は副助詞である「ほど」「くらい」「まで」と名詞の「程度」の程度用法を扱って

いる。「ほど」「くらい」「程度」に関しては、

　大雑把に言えば…（中略）…「ほど」が高程度を表し、「くらい」は高程度を表すことも

あるが低程度を表すことも少なくなく、「程度」を低程度に傾くという傾向を見て取ること

ができる。そして、全てに共通して相当程度という大体の量を表すとまとめることができる

のである。 （丹羽 1992: 103）

としている。また、「まで」の程度用法は「到達的程度」と分類し、その多くは高程度を表すと

述べている。

　また、個別の語に関する程度用法についての先行研究も多く見られる。

　「ほど」について、井本（2000）は、動詞述語文の分類によって、「ほど」構文の意味を事象回

数、事物数量や動作量が非常に大量であると解釈している。

　「くらい」節について、川端（2002）は「P ぐらい」節はどのような程度をも指定できる点に

ついて指摘している。また、川﨑（2012）は

　（10）　今日は朝から全身が溶けそうなくらい暑い。（川﨑 2012: 127）

のように、「～くらい」は副詞的修飾成分に位置する場合は高い程度に偏るとしている。川﨑
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（2014）は「くらいに」に後接した形式によって、「くらいに」が非高程度・高程度を修飾しうる

と述べている。

　程度用法の「まで」については、藪崎（2010）の研究がある。これは、状態の程度を表す「ま

で」節を（11）のような静的状態の高い程度を表すものと、（５）のような、漸次的な状態変化

が累積して到達した程度、即ち動的な「累積程度量」を表すものに分類するものである。

　（11）　異常なまで執着した。（藪崎 2010: 56）

　（５）　走り回れるまで回復した。（藪崎 2010: 56）

　（５）のような「まで」節は「漸次的な状態変化が累積した結果到達した点を示して、どの程

度「回復した」のかを表すものであり、それが高い程度に達している場合にのみホドと置き換え

可能になる」（2010: 57）と指摘している。

　「程度に」節について、川﨑（2017）は（12）のように、「否定辞＋テイドニ」が「程度の高低

を示すのではなく、話し手が適切であると見なす限度や範囲を示す」と主張している。

　（12）　二日酔いにならない｛程度に / くらいに｝酒を飲んだ。（川﨑 2017: 95）

筆者の感覚では、「程度に」の語彙的意味で、「二日酔いにならない」が表す程度量は高くないと

思われる。

　以上のように、程度用法の「ほど」「くらい」「まで」と「程度に」節の表す程度が「非常の程

度」か「通常の程度」であるか、「高程度」か「低程度」であるかという点については多くの議

論がなされている。程度の高さから見ると、先行研究で言及された程度用法はおおむね「高程度」

と「非高程度」に分けられると言える。即ち、「ほど」「くらい」節は高程度を表す補文、「ほどに」

「程度に」節は非高程度を表す補文、「くらいに」節は高程度・非高程度を表す補文と共起する傾

向が見られるのである。「まで」は「到達点」を表すため、「まで」節は高程度を表すことも可能

であるとされている。

　しかし、単に「高程度」「非高程度」と共起し得るか否かということで考えると、

　（８） *病気にならないまでに練習した。

　（７） ?まだ汚れが残っているが、あまり気にならないまでに掃除した。

なぜ（７）（８）が言えないかについては説明しにくいのである。従来の研究では、否定文の補

文をとる程度修飾節の意味解釈について検討することは十分ではないのである。特に、（７）の

ような部分否定については従来の研究では言及がない。そこで、本稿は「まで」節がとる肯定文・

否定文の意味特徴を考察し、「ほど」「くらい」「程度に」に前接する補文と比較しながら、否定

を含む程度節の意味解釈について分析する。

３．程度修飾節の意味解釈─「極高程度」解釈の可能性について

　「くらい」は高程度、「くらいに」は非高程度と共起する傾向があると言われる（奥津 1986）。
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川﨑（2014）は、動きの動詞述語を修飾する場合に、「～負けないくらいに」と「～負けないく

らい」との表す程度についてアンケート調査を実施し、

　（13）　他の社員に負けないくらい　　働いています。

　　　　　　　　　　≒とてもよく　　働いています。（川﨑 2014: 82）

　（14）　他の社員に負けないくらいに　働いています。

　　　　　　　　　　≒ほどほど　　　働いています。（川﨑 2014: 82）

と述べている。90％の調査協力者が「くらい」節の意味を「とてもよく」に近いとし、70％の協

力者が「くらいに」節の意味を「ほどほどに」に近いとした旨を報告している。

　（13）と（14）は、「くらい」「くらいに」という語形の違いによって程度解釈の差が大きく発

生しているように見えるが、実は単に形式の問題ではない。（13）、（14）の「～くらい」節、「～

くらいに」節を（15）、（16）のように書き直した場合、その理由が明らかになる。

　（15）　他の社員の誰にも負けないくらい　働いています。（高程度）

　（16）　他の一般社員に負けないくらいに　働いています。（非高程度）

（15）の「他の社員に負けない」の意味は、「どの社員にも負けない」というような極高程度と

しての解釈もできる一方で、（16）の「他の普通の社員に負けない」という非高程度としての解

釈もできるからである。また、同じく「に」がある場合でも、

　（17）　他のどんな優秀な社員にも負けないくらいに働いています。

も言える。この場合、「くらいに」節が「非高程度」を表すとは言えず、「どんな＋も＋ない」と

いう完全否定成分によって、「くらいに」節は「全員に勝る」として解釈でき、極高程度として

の事態になる。したがって、（15）（17）のような極端な事態をとる「くらい（に）」節は極高程

度を表すと言える。（４）

　また、「ほど」節でも同様なことが言える。

　（18）　誰もが知っているほど有名だ。

のように、「誰も」という完全肯定成分が用いられる場合、「全員が知っている」という極端な事

態として解釈され、「有名」という状態の「極高程度」が読み取れる。

　（15）（17）（18）のように、「くらい（に）」節と「ほど」節に完全否定成分あるいは完全肯定

成分が含まれる場合に、極端な事態が表され、極高程度としての解釈になる。

４．程度修飾節と部分否定事態との共起関係

4.1　「まで」節の部分否定制限

　以上のように、「くらい（に）」節と「ほど」節の意味解釈は前接する補文の内容によって決め

られる。例えば、「死ぬほどに疲れた」という文について、奥津（1986: 55）は「非常の程度」と

いう意味解釈は先行する補文の内容により、「ほど」自体は「単に程度を意味するだけである」
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と指摘している。

　「ほど」「くらい」節と異なり、「まで」節には、「到達点」という「まで」自体の語彙的意味が

残っている。例えば、格助詞の「まで」の例として、

　（19） *分らないことについては、だれまで尋ねたらいいですか。（藪崎 2009: 78）

　（20） *どこまで引っ越すことになりましたか。（藪崎 2009: 78）

は言えない。この場合、「まで」は実在している到達点に後接し、「到達点を指定する」意味を表

す。（19）（20）では、「だれ」「どこ」のような「到達点と到達点ではない他を区別できない不定

語になじまない（藪崎 2009: 78）」ため、「まで」は使えない。

　程度節に用いられる「まで」は実在している到達点に後接しないものの、到達点に等しい事態

を要求している。そのため、「まで」に前接する補文には制限が見られる。結論から言えば、「ま

で」節がとれる補文は明確な到達点を表さなければならない。例えば、「まで」節の補文が肯定

文である場合、

　（21）　日光で暖まったお湯が、そのままシャワーに使えるまで（に）熱くなっている。

は自然な文である。（21）では、程度節における「使える」は事態の到達の程度が明示でき、「ま

で」が要求する明確な到達点に相応しい。そのため、「まで」を含む程度節が成立し、（21）は自

然な文となる。また、

　（22）　起き上がれるまで回復したものの、まだ歩くことはできない。（藪崎 2010: 56）

　（５）　走り回れるまで回復した。（藪崎 2010: 56）

のように、「まで」節は（22）「まだ歩けない」という非高程度も修飾できるし、「走り回れる」

という比較的高程度も修飾できる。つまり、肯定文をとる「まで」節は、明確な到達点として解

釈できれば、修飾し得る程度領域は制限されていない。

　ところが、程度節が否定の内容である場合、例えば、

　（６）　汚れが全然気にならないまでに掃除した。

　（７） ?まだ汚れが残っているが、あまり気にならないまでに掃除した。

（６）は言えるが、（７）はやや言いにくい。なぜ（７）が言いにくいかというと、それは「あ

まり気にならない」という事態は明確な到達点として解釈できないからである。

　補文の「気になる」ということに関して、「とても気になる～やや気になる～あまり気になら

ない～全然気にならない」というスケールが想起できる。そのうち「全然気にならない」は完全

否定による極端な事態で、いわば「気になる」スケールの極点に位置づけられ、明確な到達点と

して解釈でき、「まで」と共起できる。

　一方、（６）に対して、（７）の「（汚れが）あまり気にならない」は「全然気にならないわけ

でもないが、気になるわけでもない」という部分否定事態を表す。その事態は「気になる」スケー

ルの中間的な領域に位置づられるが、どの点であるかは明確に言えない。従って、「まで」節は
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明確な到達点としては解釈できない。つまり、「まで」節が部分否定と共起できないのはこのた

めである。例えば、

　（23） ?お湯があまり触れないまでに熱くなっている。

　（24） ?それほど歩けないまでに疲れた。

　（25） ?この子は小学生だけど、普通の大学生にそれほど負けないまでに数学ができる。

　（26） ??この温泉は客があまり来ないまでに衰微してしまった。

　（27） ??この温泉は客が多く来ないまでに衰微してしまった。

　（28） ?この温泉は客が二、三人も来ないまでに衰微してしまった。

（23）～（26）は「あまり…ない」「それほど…ない」という部分否定の程度副詞、（27）と（28）

は「多く…ない」「二、三人…ない」のような具体ではない数量からなる部分否定事態である。

いずれも明確な到達点として解釈できず、「まで」と共起できない。

　なお、読売新聞記事データベースでは、「ないまでに」の163例（５）のうち、

　（29）　二月六日に退院。前庭神経を切断したため、平衡感覚に一時的にダメージを受けたが、

日常生活に支障はなく、左耳の聴力もそれほど困らないまでに回復。耳鳴りも多少気にな

る程度に大幅に小さくなった。（読売 1994/06/30）

のように、「それほど」のような部分否定の副詞が「ないまでに」節と共起する例は１例しか見

られない。この例の場合は「日常生活に支障はなく」「耳鳴りが大幅に小さくなった」という文

脈的情報から見れば、「左耳の聴力もそれほど困らない」も「極端な事態」として解釈できるため、

「ないまでに」と共起できると思われる。この例から、部分否定事態であるか否かは語彙形式だ

けでは判断できず、文脈の内容も関わってくると言える。

　以上、課題Ⅰとした「まで」節で部分否定制限が起こる理由を明らかにすることができた。即

ち、「まで」の語彙的意味によって、「まで」節は明確な「到達点」を要求する。補文の内容が明

確な到達点として解釈できない場合、「まで」と共起しにくい。完全否定の補文の場合は極端な

事態であり、明確な「到達点」として解釈でき、「まで」と共起して極高程度を修飾できる。こ

れに対して、部分否定の補文の場合は極端な事態を表さず、明確な「到達点」としての解釈はで

きない。いわば、「まで」節が到達点を要求する点で、中間的程度を修飾しにくいのである。こ

のように、否定事態をとる「まで」節は極高程度を修飾し得るが、中間的程度を修飾しにくい。「ま

で」節において、部分否定制限があることは、その程度修飾の意味特性から説明できるのである。

　一方、肯定文をとる「まで」節は部分否定の補文による修飾制限を持たず、程度スケール全体

を指定できる。肯定事態では到達点がそのまま設定できるのに対して、否定事態は「～ないまで

に」のように「事態の否定」が到達性を持つ必要がある点で、より厳しい条件での到達性の提示

が必要となると言えるのかもしれない。

　ここまでの議論を要約してみれば、「まで」節はその節が肯定事態か否定事態かによって、修
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飾し得る程度領域における非対称性が見られるのである。

4.2　「ほど」節の部分否定制限

　「ほど」節は「まで」節と同じことが言えるのだろうか。結論から言えば、「ほど」に前接する

補文が肯定文か否定文かを問わず、「ほど」節は高程度が導かれる事態が必要である。安達（2005）

は、程度用法の「ほど」は「はなはだしい程度」を表すため、「ほど」節の内容は充分な程度を

表さなければならないと指摘している。

　（30）??その店のケーキは私が買いに行くほどおいしい。（安達 2005: 5）

　（31）　その店のケーキは出不精の私がわざわざ買いに行くほどおいしい。（安達 2005: 5）

　程度はあくまでも相対的なものであり、われわれが何らかの事物の程度の高低を判断する時、

自分の知識や経験から自動的に補充される多数の情報が働いている。（30）の「私が買いに行く」

は「高い程度」を表せず、もし（31）のように「出不精の私がわざわざ買いに行く」というよう

な情報を補充すれば、「ほど」節に相応しい程度が表現できる。例えば、

　（32） ?起き上がれるほど回復したものの、まだ歩くことはできない。

　（33）　起き上がれるほどに回復したものの、まだ歩くことはできない。

のように、「まだ歩くことはできない」という情報によって、「起き上がれる」ということが高程

度が導かれる肯定事態ではないと判断できる場合、「ほど」はやや言いにくいが、「ほどに」は言

える。

　また、補文が部分否定事態である場合、高程度が導かれる事態になれず、「ほど」節に相容れ

ない。例えば、

　（34） ?まだ汚れが残っているが、あまり気にならないほどに掃除した。

はやや言いにくい。（34）は前述した「?あまり気にならないまでに掃除した」と同様に、「あま

り気にならない」は非極端な事態であり、中間的な程度のみを読み取れ、「ほど」節が要求する

高程度が導かれる事態とは言えない。

　まとめると、「ほど」節は、「まで」節のような前接の肯定事態・否定事態による程度修飾の非

対称性はない。しかし、「ほど」節は補文における高程度が導かれる事態を要求し、高程度を修

飾しやすい。そのため、（34）のような高程度が導かれない部分否定の補文はとりにくい。なお、

補文が明らかに低程度を表す肯定事態である場合、「ほど」は共起しにくいが、「ほどに」は共起

しやすい。

4.3　程度修飾節と部分否定事態との共起関係のまとめ

　以上のように、「まで」節は明確な「到達点」を要求するが、部分否定事態が「到達点」を明

示できず、「まで」と共起しにくい。そのため、部分否定事態をとる「まで」節は中間的程度を
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修飾しにくい。

　「ほど」節は、補文における高程度が導かれる事態を要求し、高程度を修飾しやすい。部分否

定事態は高程度が導かれる事態として解釈しにくいため、「ほど」と共起しにくい。

　なお、（35）と（36）のように、「くらい」節と「程度に」節は、明らかに低程度を表す肯定事

態もとれるし、（37）と（38）のように部分否定事態による程度修飾制限も持たない。

　（35）　起き上がれるくらい（に）回復したものの、まだ歩くことはできない。

　（36）　起き上がれる程度に回復したものの、まだ歩くことはできない。

　（37）　まだ汚れが残っているが、あまり気にならないくらいに掃除した。

　（38）　まだ汚れが残っているが、あまり気にならない程度に掃除した。

５．程度修飾節と完全否定事態との共起関係

　前述したように、「まで」節は「まで」の語彙的意味によって、明確な到達点として解釈でき

る完全否定事態を要求している。「ほど」「くらい」「程度に」節は完全否定事態を要求するので

あろうか。

　以下、完全否定事態になれる内容の意味特徴を考察する上、完全否定事態と「まで」「ほど」「く

らい」「程度に」との共起関係について述べる。

5.1　完全否定事態をとる「まで」節

　4.1節で述べた（６）「汚れが全然気にならないまでに掃除した」のように、「まで」節は明確

な到達点として解釈できる完全否定事態を要求している。例えば、

　（39）　当初から教説が複雑に分岐し、インドから中国に移るにつれて原型をとどめないまでに

複雑に変形してしまった仏教について、総括的に考えを進めることは容易な業ではない。

（BCCWJ/ 垣花秀武『奇会新井白石とシドティ』）

という文では、「原型をとどめる」か「原型をとどめない」かという対立な事態では、（39）の「原

型をとどめない」は完全否定事態として解釈でき、「まで」節と共起できる。

　（39）のように、内容から完全否定事態であると判断される例もあるが、（41）と（42）のよう

に、完全否定成分によって判断される「まで」節もある。

　（40） ?歩けないまでに疲れた。

　（41）　全く歩けないまでに疲れた。（６）

　（42）　この温泉は客が一人も来ないまでに衰微してしまった。

　（40）と比べれば、（41）のように「まで」節には「全く…ない」という「完全否定成分」があ

る場合、程度修飾節が言いやすくなる。（41）の否定を表す副詞である「全く…ない」によって、

「歩ける」程度量は明確に「ゼロ歩」として解釈できる。「ゼロ歩」という事態は「まで」節が要
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求する「到達点」に相応しい極端な事態であるため、（41）は（40）より言いやすくなる。（41）

と同様に、（42）も「一人も…ない」という完全否定成分によって言いやすくなる。

　では、どのような内容が完全否定成分になれるのか。結論から言うと、「極端値数量＋否定」

と否定を表す副詞は完全否定成分として解釈できる。

　まず、「１＋も＋ない」「不定語＋も＋ない」が極端値数量を表すほかに、具体的な数量も極端

値数量を表せる。例えば、

　（43）　この温泉は客が｛10人も / これまでの半分も｝来ないまでに衰微してしまった。

のように、（43）では、「10人」「これまでの半分」のような「具体数量」が「も」によって、「極

端値」として評価され、完全否定として扱うことができる。例えば「客が10人にさえ達していな

いと、この温泉を運営するコストがカバーできず、倒産してしまう」という極端な状況を補うと、

「10人」という数量が極端値として扱うことができるのである。

　また、数量ではない場合、（44）（45）のような否定を表す副詞によって完全否定事態を表す例

文も見られる。

　（44）　その男自体が、とても人間が持ちこたえられそうもないまでに、傷つけられ、恥かしめ

られた不具者なのだ。（BCCWJ/ 吉行淳之介（訳）『愛と笑いの夜』）

　（45）　しかし城山の沖は、心の変化をまったく予測させないまでにわだかまりを残さないので

ある。（BCCWJ/ 熊沢誠『職場史の修羅を生きて』）

（44）は実現不可能の「とても…ない」で、また（45）は否定の程度を強調する「まったく…な

い」という成分で完全否定を表す。

　このように、「まで」の「到達点」という語彙的意味によって、「まで」節は明確な到達点とし

て解釈できる完全否定事態を要求している。極端値数量の「ゼロ（無）」を表す「１＋も＋否定」

「不定語＋も＋否定」「具体数量＋も＋否定」と否定を表す副詞のような完全否定成分を含む補文

は完全否定事態として解釈しやすいため、「まで」と共起しやすい。そこで、極端値程度として

解釈できる極高程度が導かれる。

5.2　完全否定事態をとる「ほど」節と「くらい」節

　「ほど」「くらい」は語彙的に到達点の意味を表さないが、上記のような完全否定内容と共起で

き、極端値程度を表し得る。例えば、

　（46）　コロンブスがポルトガルからアメリカへ航海した千四百九十年代だって、まったく想像

もつかないほどたいへんなことでした。（BCCWJ/ たかし よいち『ピラミッドのたから』）

　（47）　幹事証券の引受部にはその企業の内容はもちろん、取引の詳細に至るまで一点の疑問も

残さないほど完全なデータが揃っている。（BCCWJ/ 山本清治『白い眼』）

　（48）　うっかり軽口をきいた奴がいたんだけどサ、もう、誰にも止められないくらいに怒って
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さ。（BCCWJ/ ひかわ玲子『水晶の谷を越えて』）

のような例文では、（47）と（48）は「極端値数量＋も＋否定」の形で完全否定を表す。例（46）

は否定の程度を強調する「まったく＋否定」という成分で完全否定を表す。

　「ほど」「くらい」は完全否定事態と共起することで、極高程度を修飾できるようになるのであ

る。「まで」節と異なり、「ほど」節は極端な事態を要求していない。具体的な出来事と共起する

場合、

　（49）　玉枝は、遠い竹神まで雪の道を押して墓まいりにくる（ほど /?? まで）父に愛着を持っ

ていた。（藪崎 2010: 58）

（49）のように、「ほど」節は出来事を表す補文をとって、主文の「父に愛着を持っていた」程

度を具体的なイメージで修飾している。（49）から見ると、「ほど」節は必ずしも極端な事態をと

らなければならないわけではない。この場合、「まで」は使いにくい。ちなみに、（49）を（50）

の否定文のように書き直した場合、「まで」でも言いやすくなる。

　（50）　玉枝は、遠い竹神まで雪の道を押して墓まいりに来ない日がないというまでに父に愛着

を持っていた。（（49）の書き直し）

5.3　完全否定事態と「程度に」節

　ここまでは「まで」、「ほど」、「くらい」を取り上げてきた。では「程度に」節はどうであろう

か。「程度に」節は、

　（51） ?お湯が触れない程度に熱くなっている。

のように極端な事態と共起する用法を持たない。そして、BCCWJ コーパスを調べた結果、「程

度に」が完全否定成分と共起する例は見られなかった。これは、「程度」という語は、語彙的意

味として程度の高さを含意しておらず、極端値表示もできないことによると考えられる。

　「程度に」節は、例（52）のように、低程度として否定事態をとることができる。また、例（53）

のように、一定の高さを表す程度も表せる。しかし、いずれも極端な程度を示しているわけでは

ない。

　（52）　留年しない程度に勉強する。

　（53）　病気にならない程度に練習した。

5.4　程度修飾節と完全否定事態との共起関係のまとめ

　以上、「まで」「ほど」「くらい」「程度に」と完全否定事態との共起関係について考察した。結

論は以下の三点である。

　まず、「まで」節は「まで」の語彙的意味によって、否定事態の補文をとる場合、明確な到達

点として解釈できる完全否定事態を要求し、極端値程度が導かれる。
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　次に、「ほど」「くらい」は語彙的に到達点の意味を表さないため、否定事態をとる場合、完全

否定事態を要求するわけではない。完全否定事態と共起する場合は、極高程度を表し得る。

　さらに、「程度に」は完全否定事態と共起できない。それは「程度」の語彙的意味によって高

程度を表すことができないからである。

　このように、「程度に」「まで」の語彙的意味と補文の内容から、第１節で述べた課題Ⅱが解決

できる。「*病気にならないまでに練習した」という文では、「病気にならない」は完全否定事態

ではなく、「まで」節が要求する明確な到達点として解釈できず、不自然である。「*お湯は触れ

ない程度に熱くなっている」という文では、「一瞬も触れない」は完全否定事態であり、極高程

度が導かれるため、「程度に」と共起できない。

６．結　論

　本稿ではこれまで研究されていなかった否定を含む程度節という観点から、「まで」節、「ほど」

節、「くらい」節、「程度に」節の意味解釈について考察してきた。その結果、次のような現象が

観察された。

　第一に、「まで」は「到達点」という語彙的意味を持っている。そのため、「まで」節がとる補

文が肯定事態か否定事態かによって、修飾し得る程度領域には非対称性が生じる。

　肯定事態をとる「まで」節は修飾制限を持たず、極端値でなくても、程度スケール全体におい

ては、到達点としての程度を指定できる。一方、否定事態をとる「まで」節は程度スケール全体

を指定できるわけではない。完全否定事態は明確な到達点として解釈できるため、極端値程度（即

ち極高程度）が導かれる。これに対して、部分否定事態は、否定というネガティブな内容である

ため、完全否定事態のような明確な極端値程度が導かれる場合と異なり、到達点と見なされる程

度が指定できないと考えられる。そこで、部分否定事態を含む「まで」節は非極高程度を修飾で

きない。部分否定事態の補文をとれない点で、「まで」節が修飾し得る程度領域は制限されてい

るのである。

　言い換えると、肯定事態の場合、極端値は必ずしも唯一的に指定できるとは言えないが、否定

事態の場合、完全否定という否定においては極端値はその否定性ゆえに、唯一的に存在する。一

方、部分否定の場合には到達点としての極端値は形成できない。「まで」節は程度スケールにお

ける程度到達の点を指定する。そのため、極端値が形成できるか否かは否定事態において重要な

ことなのである。

　「くらい」節と「程度に」節はこのような否定による共起制限を持たない。「くらいに」節はど

の程度でも修飾できるが、「くらい」節は非低程度しか修飾できない傾向がある。「程度に」は語

彙的意味によって、明らかに非高程度と解釈される事態のみと共起できる。

　第二に、「ほど」節は肯定事態か否定事態かを問わず、高程度が導かれると解釈される傾向が
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ある。部分否定事態は高程度が導かれにくいため、「ほど」と共起しにくい。また、「ほど」は「ま

で」のような「到達」の語彙的意味を持たないため、完全否定事態を要求しないが、共起する場

合は極高程度として解釈される。

　「ほど」は文法形式として、程度表現の一般性を持つ表現として成立している。これに対して、

「まで」の「到達」という本来のスキーマが程度表現の用法にも反映している。そのスキーマが

最も表れるのは、本稿で検討してきた「まで」節が否定の補文をとる場合である。

７．おわりに

　本稿での考察を応用することで、否定に関する現象も説明できるようになる。例えば、次の二

文には論理的意味に違いがない。

　（54）　この部屋には学生がいない。

　（55）　この部屋には学生が一人もいない。

　従来の研究では、（54）と（55）とは「部屋にいる学生の数量＝０」という同一事実を表し、「一

人も＋ない」のような表現は単なる強調を表すものとされてきた。しかし、

　（40） ?歩けないまでに疲れた。

　（41）　全く歩けないまでに疲れた。

のように、「全く…ない」という完全否定成分が加わることによって文がより自然なものになる。

ここでは、極端値であることが「全く…ない」によって示され、「ないまでに」という点的な表

現が成立しているのである。程度表現のみならず、否定の在り方という観点からも、このような

極端値の表示と否定の完全性ということの連携も示唆される。

　また、「まで」節が部分否定事態とやや共起しにくい点については、（56）のように、中国語の

「～到」節も部分否定事態と共起しにくい。

　（24） ?それほど歩けないまでに疲れた。

　（56） *累　　　　到　　　不怎么　　　　　走得动　　了。

　　　（疲れる　 までに　それほど…ない　　歩ける　　た）

　部分否定事態の捉え方に日本語と中国語は共通していると思われる。補文をとる程度修飾節の

日中対照研究も今後の課題としたい。

注
（１）　「親指ほど」「20センチくらい」「どれくらい」のような、「指示詞・疑問詞・名詞＋ほど / くらい / まで /

程度に」という形式は考察対象から除外する。また、「くらい」には「ぐらい」も含むものとし、以下「くらい」
と記す。

（２）　例文（７）、（23）、（26）～（28）、（32）～（38）、（42）と（51）の自然さの判断は、60名の日本語母語話
者に協力してもらったアンケート調査の結果に基づく。各文について、「０＝不自然」から「３＝自然」の４
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段階で判断してもらった。その自然さの平均値で例文冒頭の記号を付けた。０以上１未満は「??」、１以上２
未満は「?」と記している。２以上３未満は記号なしで自然な例文と見なす。なお、その他の例文で特に断ら
ないものの自然さは、５名の日本語母語話者の判断に基づく。

（３）　奥津（1986）は程度用法の「ほど」「くらい」を形式副詞とし、沼田（1986）は「まで（に）」を形式副詞
とする。また、宮地（2005）は「ほど」「くらい」を形式名詞とし、日本語記述文法研究会（2009）は「異常
なまでに輝いて見えた」の程度用法の「まで」を形式名詞とする。本稿は便宜上、丹羽（1992）、丸山（2001）
に従い、「ほど」「くらい」「まで」を副助詞と呼ぶ。

（４）　なお、「くらい」そのものは高程度にしか言えないようである。「?他の社員に負けないくらい（＝ほどほど）
働いています」は不自然である。川﨑（2014）が述べている通り、「くらい」節は高程度の意味解釈に偏る。
例えば、「あの小学生は普通の同級生に負けないくらい数学ができる」という文では、「あの小学生ができる」
程度は同級生と同じであるが、低程度とは言えない。即ち、否定事態をとる「くらい」節は非低程度を表す
と言える。

（５）　読売新聞データベースで「ないまでに」をキーワードとして検索した結果、ヒット数は212件であった（2019
年12月２日確認）。しかし、原文を閲覧できる記事は177件で、手作業で確認したところ、否定を表さない「切
ない（せつない）＋までに」の例が14件であった。この14件を除外すると、本稿で扱う否定を含む程度修飾
節に当たる例文は163件になる。

（６）　今回の考察では、５名の日本語母語話者の判断から、「全く歩けないまで疲れた」と比べれば、例文（40）「全
く歩けないまでに疲れた」は明らかに自然であることがわかる。なぜ「ないまでに」節の場合「に」のある
方がより自然であるかという問題は今後の課題としたい。なお、「全く歩けなくなるまで疲れた」はより自然
な文であるが、「まで」節がとった「～なる」補文の内部に否定が現れる場合は、本稿では扱わないとする。
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