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比較選択系のとりたて副詞の意味用法

１．はじめに

　工藤浩（1977）によって提唱された「とりたて副詞」（１）には「比較選択」、即ち「他の対照的

な語句と比較して、それヨリこちらノホウガと、対象の語句をあえて二者択一的に選び取る」

（p.977）ことを表すものという下位分類がある。そして、この比較選択系のとりたて副詞には「む

しろ」、「どちらかといえば」、「いっそ」との三つが挙げられている。しかし、筆者の意見では、「ど

ちらかといえば」は副詞というよりも連語と考えたほうが妥当であるように思われる。また、

「いっそ」は工藤自身も指摘したように、述語のムードと深く関わっており、陳述副詞としての

性格が強い（２）。そのため、「比較選択」のとりたて副詞の典型形式は「むしろ」であると言えよう。

この「むしろ」には様々な興味深い現象が見られる。例えば：

　（１）a あそこは涼しいというより、むしろ寒い。（作例）

　　　b *あそこは寒いというより、むしろ涼しい。（作例）（３）

　　　　cf. あそこは寒いというより、むしろ涼しいというだけだ。

　「むしろ」は（１）a「涼しい→寒い」のような程度を強化する方向性の文においては使えるが、

b のような反対の場合は言えなくなる。b を自然な文にさせるためには cf. のように「だけだ」

等の言語形式を付け加える必要がある。これはなぜか。

　そして、「むしろ」は次のような「値」の比較選択を表す場合や完全に固定された過去の変更

不可能な事実の報告を表す場合は使えない。これはなぜか。

　（２） *私は田中ではなく、むしろ中田だ。（作例）

　（３） *今日は20度というより、むしろ30度だ。（作例）

　　　　cf. 今日は暖かいというより、むしろ暑い。

　（４） *今朝リンゴよりむしろミカンを食べた。（作例）

　　　　cf. リンゴよりむしろミカンを｛食べたい／食べよう／食べなさい／食べてください｝。

　また、次のように、文末が否定や疑問を表す場合も使用できない。これはなぜか。

　（５） *今回の出来事は事故というより、むしろ人災ではない。（作例）

　（６） *彼は戸惑っているというより、むしろ怯えていますか。（作例）
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　なお、工藤（1977）等の先行研究では「むしろ」は「比較選択」のとりたて副詞に分類されて

いる。日本語では比較を表すには、通常、比較構文を用いるため、「むしろ」が比較構文に出現

する例も多く見られる。しかし、次のようなタイプの比較構文で「むしろ」を用いると、許容度

は下がる。この点についても検討を加える。

　（７） ?私は姉よりむしろ背が高い。（作例）

　最後に、「むしろ」は次のように「かえって」や「どころか」に置き換えることができ、三者

は類似した意味機能を持つと言えよう。

　（８） 自分で作るより、｛むしろ／かえって｝買ったほうが安い。（日本語教育誤用例研究会

（1997）による）

　（９） あそこは涼しい｛というより、むしろ／どころか、｝寒い。（作例）

　しかし、次のように置き換えられない場合もある。これはなぜか。この三者はどう違うのか。

　（10） 90点｛どころか／ *というよりむしろ／ *かえって｝100点を取った。（作例）（４）

　このように、比較選択のとりたて副詞「むしろ」には様々な興味深い問題がある。しかし、こ

れらの問題は先行研究ではあまり取り扱われていない或いは解決されていないものが多い。従っ

て、本論文は「むしろ」を中心に取り扱い、上記のような問題点について考察を行い、比較選択

系のとりたて副詞の意味用法を究明すること試みる。

２．先行研究

　「むしろ」の先行研究には、意味に重点を置いたものと構文に重点を置いたものとがある。意

味に関する代表的な先行研究は工藤（1977）、中道（1991）、安部（2011）等が挙げられる。工藤

（1977）は「むしろ」を「比較選択」を表すとりたて副詞とし、その「比較選択」については「他

の対照的な語句と比較して、それヨリこちらノホウガと、対象の語句をあえて二者択一的に選び

取ることを表す」（再掲）としている。

　「むしろ」をとりたて副詞とし、他の語句との範列関係の中においてその意味を捉えようとす

る試みは、副詞研究史上、極めて大きな価値があることは言うまでもない。しかし、工藤（1977）

の目的はあくまでもとりたて副詞の全体像を提示することにあるため、個々の副詞に関する分析

はそれほど十分とは言い難く、「比較選択」のとりたて副詞に関しては概念の提出に留まり、そ

れ以上の深い分析は特になされていない。例えば、「比較選択」とは具体的にどのようなものを

「比較」し、また何を「選択」するのかといった範列関係の具体的な在り方については言及され

ていない。

　これを受け、中道（1991）と安部（2011）は「選択」の具体的な内容について論じた。中道（1991）

によれば、「むしろ」は「ある比較の対象よりも、ほかの意外なもの、またはそれまで問題にさ

れていなったものを選択する」という。安部（2011）もこれと同様の見方を示し、「想定されに
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くい要素」がとりたてられると指摘している。

　なお、安部（2011）はとりたてる要素のみならず、対比される要素の特徴についても考察して

いる。安部（2011）は「むしろ」と「どちらかといえば」を比較し、後者が、例えば「打ち上げ

会は１日だっけ、２日だっけ？」という問いに対し「どちらかといえば１日じゃなかったっけ？」

と答えることができるため、文脈で示された要素は二者択一をするための単なる「選択肢」とし

て想定されていると述べている。一方、「むしろ」は前文脈で提示した「１日」や「２日」を否

定し、「むしろ３日じゃなかったっけ？」というような応答が想定されるため、「むしろ」の表す

「比較選択」は「どちらかといえば」と異なり、単なる「選択肢」ではなく、先行文脈に現れる

要素が否定される要素として想定されていると指摘している。

　意味に関する先行研究の問題点であるが、まず、とりたてる要素について、中道（1991）は「ほ

かの意外なもの、それまで問題にされていなったもの」、安部（2011）は「想定されにくい要素」

としている。しかし、例えば「ベートーヴェンとショパン、どちらが好きですか。」という質問

文に対して、「確かにベートーヴェンも良いですが、私はベートーヴェンよりもむしろショパン

のほうが好きです。」と答えたとしても何ら不自然ではない。このように、前文脈に出現した要

素も「むしろ」によってとりたてることは可能であり、必ずしも「それまで問題にされていなかっ

たもの、ほかの意外なもの」、「想定されにくい要素」とは限らないと考える。次に、対比される

要素について、安部（2011）は「否定される要素」と述べているが、その「否定」がどのような

ものを指すのかについては示されていない。例えば、「*私は田中ではなく、むしろ中田です」の

ような場合、前文脈の「田中」も「否定される要素」であると言えるが、「むしろ」文は使えない。

　また、先行研究では、とりたてる要素と対比される要素がそれぞれどのような要素であるのか

については分析されているが、とりたてる要素と対比される要素との間にどのような関係があり、

いかなる範列関係を成しているのかについては論じられていない。前述のように、例えば、「あ

そこは涼しいというより、むしろ寒い」のようにとりたてる要素と対比される要素が「低い程度

→高い程度」の関係を成している場合は言えるが、「*あそこは寒いというより、むしろ涼しい」

のような順序が反対である場合は言えなくなるというような点は考察されていない。

　さらに言えば、とりたてる要素と対比される要素のそれぞれの特徴を分析したところで、「む

しろ」自体はどのような役割を果たしているのか、「むしろ」そのものの本質は何かという根本

的な問題が明らかになるわけではない。また、「むしろ」の意味がその構文にどのような影響を

与えているのかについても考察されていない。

　上記は「むしろ」の意味に関する先行研究であるが、構文に関するものは工藤（2000）のみで

ある。工藤（2000）は「むしろ」を含む「比較選択」のとりたて副詞の文の陳述的タイプについ

て、「動的命令や願望の叙法にも用いられるだろう」と述べる。しかし、「むしろ」には、否定文

や疑問文では用いることができないという構文制約があるが、この点には言及されていない。こ
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れは意味に関する研究が乏しいこと、および意味と構文と関連づけて分析するという観点の欠如

に起因するものと思われる。

　このように従来の研究では意味に関する分析と構文に関する分析がそれぞれ別個になされてい

るゆえ、「むしろ」の本質が見えにくいだろう。よって本稿では「むしろ」の意味特徴と構文制

約を関連づけた分析を行っていく。

３．「むしろ」の意味特質

　本節ではまず「むしろ」の意味特質について考察する。下記の例を見られたい。

　（11） 大都会よりもむしろ地方の中・小都市で働きたいと考える人が増えてきている。（『日本

語文型辞典』による）

　（12） あの人は天才ではなく、むしろ努力の人です。（作例）

（11）の「むしろ」は「ＸよりむしろＹ」という文型で用いられており、格成分を取り立ててい

る。大都会で働くことと地方の中・小都市で働くことをいったん比較したうえで、前者を否定し、

その代わりに後者の地方の中・小都市で働くことを代替として提案することを表す。（12）の「む

しろ」は「Ｘではなく、むしろＹ」という文型で用いられており、述語を取り立てている。「あ

の人は天才だ」という言い方を否定し、その代替として、「あの人は努力の人だ」ということを

主張する。

　上記の「むしろ」はそれぞれ異なる文型で使われているが、いずれも、前提文脈で「Ｘだと思

われているが、実際はＸではなく」という形でＸを否定し、その代替としてＹ提案するという意

味を表している。なお、ＸとＹは「比較候補」となっているものである。ここでは「むしろ」が

表すこのような意味を「否定・代替」と呼ぶことにする。

４．「否定・代替」の心的過程

　第３節で、「むしろ」の働きはＸとＹをいったん比較したうえで、Ｘを否定し、Ｙによって代

替するものであると述べた。続いて、第４節では、「むしろ」はいったいどのようにＸを否定し、

また、どのように代替案Ｙを入れ替えるのかという過程、すなわち「否定・代替」の心的過程に

ついて詳しく分析していく。この「否定・代替」のプロセスを展開してみれば、次の①から④ま

での四つの段階があると考える。

①　対照情報存在段階

　ＸとＹを比較するためには、まず対照情報となるもの、つまりＸが存在していなければならな

い。そのため、次のような突如起こった事態をそのまま言語化する現象文では「むしろ」を使う

ことができない。
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　（13） *あ、あそこでむしろ鼠が溺れている！（作例）

　（14） *あ、むしろ富士山が見えた！（作例）

　このようなリアルタイムでの現象文は現場で遭遇した事態をその場で即座に瞬間的に描写する

だけであるため、一回前の情報Ｘと対照し、それを否定するという判断過程を持つことは想定し

にくい。一方、「むしろ」はＸとＹを比較し、Ｘを否定することを要求するため、上記のような

前出の情報との対照をする心的余裕を持たない現象文とは相容れない。

　なお、Ｘは文脈等に存在してはいるが、完全に成立しきっておらず、ある種の安定性の落ち着

きがないものなら、依然として「むしろ」を用いることができない。例えば、次のような事態設

定の妥当性が問われる文は「どころか」が使えるが、「むしろ」は使用できない。

　（15） 彼女が帰ったかだって？帰るどころか来ていないよ。（川端（2002）による）

　（16） *彼女が帰ったかだって？（帰るというより）むしろ来ていないよ。（作例）

　上記の例は「帰ったかどうか」を問題にすること自体がナンセンスであるという意味を表す。

Ｘそのものが存立していないなら、比較前提になれないし、それを否定することも代替すること

も無論ナンセンスなことである。従って、この場合でも「むしろ」を用いることができず、次の

ように「そもそも」を使うのが一般的である。

　（17） 彼女が帰ったかだって？そもそも来ていないよ。（作例）

②　照合段階

　Ｘの存在を確定した次の段階として、ＸとＹを対照し、比較を行う。比較を行うためには、そ

の条件を満たしている必要がある。つまり、ＸとＹは比較候補たる資格を持たなければならない。

もし、ＸとＹがあまりにも違うものであれば、比較は行えない。また、比較する必要もない。

 （18） *これはナポリタンではなく、むしろリンゴだ。（作例）

 （19） *これはマウスというより、むしろパソコンだ。（作例）

　　　　cf. これはタブレットというより、むしろパソコンだ。

　「ナポリタン」と「リンゴ」、「マウス」と「パソコン」は常識的に考えると完全に異なるもの

であり、「同じカテゴリーのもの」とは意識されにくいため、わざわざ比較を行う必要もない。

このように、「むしろ」によって比較される要素ＸとＹは通常、同じカテゴリに属し、よく似て

いるもの同氏であることが分かる。もし、例えば（19）の「マウス」を cf. のように「タブレット」

に置き換え、（機能等の点において）「パソコン」と少しでも類似性が読み取れれば、多少許容度

が上がると思われる。

　なお、次のような名前や温度等「値」を表すものも「比べものにならない」別個の存在であり、

比べる余地（ゆれ）が少しもないため、同様に「むしろ」では用いることができない。

　（20）─あなたは田中さんですか。
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　　　─ *いいえ、私は田中ではなく、むしろ中田です。（前掲）

　（21） *今日は20度というより、むしろ35度だ。（前掲）

　それでは、ＸとＹはどのようにして比較候補たる資格を獲得できるのだろうか。ＸとＹを比較

候補にさせるためには、両者を同じカテゴリのものにし、確かたる比較の基準を与えることが重

要である。言い換えれば、一つの属性をもとにして比較の基準を形成し、ＸとＹをその属性のス

ケール上に位置づけさせることである。こうして、「値」等は別個として存在する「分散的なもの」

から「連続性を有するもの」になるわけである。例えば、上記の文を次のように変えた場合、自

然なものである。

　（22） 20度よりもむしろ35度のほうがいい。（作例）

　（23） 田中さんよりもむしろ中田さんのほうが好きだ。（作例）

　このように変えると、「いい」の度合い、或いは「好き」の度合いという属性のスケールにお

いて、20度と35度（或いは中田と田中）を位置づけ、比較候補たる資格を与えるわけである。無

論、ＸとＹそのものを「値」から属性に変えることも一つの手段である。例えば、「20度」を「暖

かい」に、「35度」を「暑い」に変える（或いは「中田」という単なる名前から属性を表す名詞「天

才」等に変える）ことも一つの手段である。

　（24） 中田さんは天才というよりも、むしろ努力の人です。（作例）

　（25） 今日は暖かいというよりも、むしろ暑い。（作例）

③　否定段階

　「むしろ」はＸとＹをいったん比較してから（段階②）Ｘを否定する。Ｘを否定することに関

して、「どのような性質の否定であるか」、および「どのように否定するか」との二つの問題を述

べておきたい。

　まず、この否定はどのような性質の否定かについては、二点注意すべきことがある。一点目は、

この類の否定は単純な命題の否定ではないということである。前述の例を再掲する。

　（26）─あなたは田中さんですか。

　　　─いいえ、私は田中ではなく、｛∅／ *むしろ｝中田です。（前掲）

　「∅」の場合のような単純な命題の否定文は答えとして自然であるが、「むしろ」は言えない。

「むしろ」の表す否定はただ単なる命題の否定だけではないのである。理由はすでに述べたので、

ここでは省略する。

　二点目は、この否定は「矛盾関係」を意味し、「反対関係」を意味しているわけではないとい

う点である。後述するが、この点に関しては類義語の「かえって」や「どころか」と異なる。「反

対関係」は例えば「寒い⇔暑い」のような正反対のものを指すが、「矛盾関係」は正反対という

必要はなく、違いが少しさえあれば矛盾と言えるわけである。例えば、次のような「かゆい vs
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痛い」、「カレー vs ラーメン」の場合はどちらも「矛盾関係」と呼ぶことができる。

　（27） かゆいというよりむしろ痛い。（作例）

　（28） カレーよりむしろラーメンのほうが食べたい。（作例）

　以上「むしろ」の表す否定はどのような否定であるかについて述べた。次に、どのように否定

するかについてであるが、「むしろ」の否定は物事の見る角度を変えることによって提示するこ

とが多い。つまり、視点や立場或いは条件が違うことで取り上げるものも違ってくるので、Ｘと

異なるＹが提出されるわけである（５）。次はその実例である。

　（29） それまで部落は、一方的に、刑の執行者のはずだった。あるいは、意志をもたない食肉

植物であり、貪欲なイソギンチャクであり、彼はたまたま、それにひっかかった、哀れ

な犠牲者にすぎなかったはずなのだ。しかし、部落の側から言わせれば、見捨てられて

いるのはむしろ、自分たちの方だということになるのだろう。（安部公房『砂の女』新

潮文庫）

　（30） いや、そんなことはありえない……目の錯覚だとしても、ありえない……どんな勾配で

も、下から見れば、むしろ実際以下に見えるはずである。（安部公房『砂の女』新潮文庫）

　（31） 女が寝たのは、たしか夜が明けてからだった。睡眠中は、とかく汗をかきやすいものだ。

その睡眠を、日中、しかも焼きつけるような砂の壺のなかですごさなければならないと

したら、裸になるのが、むしろ当然なのではあるまいか。（安部公房『砂の女』新潮文庫）

④　代替段階

　Ｘを否定した後（段階③）、ＹでＸを代替する作業を行う。もし、代替の作業を行わず、ただ

単にＸとＹを照合する段階に留まっているのであれば、依然として「むしろ」は使えない。例え

ば、（32）の「どころか」の文を（33）のように「むしろ」文に変えた場合は不自然になる。

　（32） せっかく他の宿から心配して風邪薬を持って来てくれたというのに、部屋から出て姿を

見せようともせず、ましてや、お礼の一言も言わないとは…。ファイアー・ガールって、

熱いどころかそんなに冷たかったのか。（『こんな国あってもいい』篠原哲夫（著）2004

年 BCCWJ）

　（33） *ファイアー・ガールって、熱いというより、むしろそんなに冷たかったのか。（作例）

　「むしろ」は上記のような疑問型情報受容文（６）では用いることができない。森山（1992）によ

れば、疑問型情報受容文は「自分で推測的な認識を持つ事柄に関して、新たに事実的情報を受容

する場合、そのまま瞬間的に認識の本体を書き換えるのではなく、ある種の対照の過程を経るこ

とになる」（p.40）とされる。即ち、疑問型情報受容文は前述の「あ、鼠が溺れている」のよう

な現象文と比較すれば、確かにＸとＹの対照が行われてはいる。しかし、やはり現場発見的とい

う性質も依然として持っている。Ｙに対してはいわば「受け入れ留保」の姿勢を取っており、Ｙ
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を完全に受け入れてはいないため、Ｙは代替要素としての「安定性」を欠き、ＹでＸを代替する

という段階までは進んではいない。このように、疑問型情報受容文はまだＸとＹの照合の段階（②

の段階）に留まっており、「比較」はしているものの、「代替」はまだされていないため、依然と

して「むしろ」を使用できない。もし、もう一歩進んで、Ｙに対する受け入れ留保の状態から脱

出し、受容される段階になった場合、現場発見文でも「むしろ」が使えるようになる。例えば、

次のような断定型の文の場合である。

　（34） （ファイアー・ガールは）熱いというより、むしろ冷たいよ。（作例）

　上記の通り、ＸをまだＹに変換できていない場合は「むしろ」が使えないという点について見

てきた。その他、ＸをＹに変換できない場合でも「むしろ」が用いられない。

　（35） *68点より、むしろ94点を取った。（作例）

　（36） *入場者は50人にも満たないだろうと言われていたが、むしろ103人が来た。（作例）

　（37） *今朝はコーヒよりむしろ紅茶を飲んだ。（作例）

　上記のような単純な過去の事実の報告を表す文はもう完全に固定されてしまったので、変換す

る、即ち否定・代替する余地（揺れ）が残っていない。そのため、「むしろ」が用いられない。

もし、上記のような文に変換される余地が与えられれば、使えるようになる。一つの手段は「未

実現化」することである。もう一つの手段は「概数化」することである。まず、「未実現化」とは、

上記の文を過去形から意志・命令・依頼・願望等のような未実現を表すものにすることである。

未実現のことであれば、変換の余地が生じてくる。例えば、次のようにすれば、文として自然に

なる。

　（38） 90点よりも、むしろ100点を｛目指そう／目指せ／目指してください／目指したい｝。（作例）

　（39） コーヒよりむしろ紅茶を｛飲もう／飲みなさい／飲んでください／飲みたい｝。（作例）

　次に「概数化」することであるが、精密な数値であれば、曖昧性は少しも持たないため、完全

に固定れてしまうのであるが、それを「概数化」させれば、曖昧性と揺れが生じてくる。そうす

ることで、変換の余地も生じるのである。次はその例である。

　（40） 入場者は50人にも満たないだろうと言われていたが、むしろ｛100人に近かった／100人

も来た｝。（作例）

　（41） 天気予報によると今日は15度の涼しい天気だそうだけど、実際はすごく暑くて、むしろ

30度ぐらいだった。（作例）

　上記の四段階の条件をすべて満たしたうえではじめて、ＸをＹに変換することが可能になる。

しかし、ＸをＹに変換する際、無秩序に変換できるわけではなく、その変換には方向性・順序性

がある。次の例を見られたい。

　（42）a あそこは暖かいといよりも、むしろ暑かった。（作例）

　　　b *あそこは暑いというよりも、むしろ暖かった。（作例）
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　（43）a あそこは涼しいというよりも、むしろ寒かった。（作例）

　　　b *あそこは寒いというよりも、むしろ涼しかった。（作例）

　（44）a あそこは少し寒いというよりも、むしろ極めて寒かった。（作例）

　　　b *あそこは極めて寒いというよりも、むしろ少し寒かった。（作例）

　上記の例から観察できる現象は、「むしろ」は（42a）のように、「暑い」という属性を用いて「暖

かい」を代替することができるが、順序を逆にして、（42b）のように、「暖かい」という属性によっ

て「暑い」を入れ替えることができないということである。（43）と（44）もまた同様である。

　つまり、「むしろ」は程度の高いもので程度の低いものを入れ替えることができるが、程度の

低いもので程度の高いものを代替するという逆の順序はできない。「低→高」の方向で、即ち、

属性の強化の方向であるほうがより自然である。このように、「むしろ」は原則として「目立つ

属性（程度の高い属性）」をとりたてる傾向がある。

　このような現象は形容詞のみならず、名詞と動詞においても見られる。まずは名詞の例につい

て見てみる。

　（45）a それが守られず、人に話されてしまっては相手に対して不信感を抱くというより、むし

ろ相手に憎しみさえ感じるようになってしまいます。（小林祥晃『Dr. コパの「人脈」

風水』BCCWJ）

　　　b *それが守られず、人に話されてしまっては相手に対して憎しみを感じるというより、む

しろ相手に不信感を抱くようになってしまいます。（作例）

　（46）a 亡きひとによく似た男を自分の身辺におき、余すところなく支配したい。それは、願い

というより寧ろ、祈るような切々たる感情だった。（藤水名子『蒼き炎』BCCWJ）

　　　b *亡きひとによく似た男を自分の身辺におき、余すところなく支配したい。それは、祈る

ような切々たる感情というより寧ろ、願いだった。（作例）

　「不信感」と「憎しみ」、「願い」と「祈るような切々たる感情」はそれ自体程度を表さないが、

社会的共通認識や文脈の支え等によって何かしらの基準、例えば、マイナス感情の激しさ、希求

の感情の激しさ等の尺度において、何らかの程度の差が形成できるようになる。この場合も形容

詞と同じく、程度の高いもので程度の低いものを代替するのが一般的であり、逆の順序では言い

にくくなる。

　そして、以下のように、動詞の場合も、とりたてられる要素と比較される要素の間に何らかの

程度の差が読み取れるのであれば、同様に程度性の方向性がある。例えば、

　（47）a 話がもちあがったとき、父愛近の死後家督をついでいる兄の右近衛中将晴近が、相談と

いうよりむしろ手を合わせるようにして頼んだ。（司馬遼太郎『花咲ける上方武士道』

BCCWJ）

　　　b *話がもちあがったとき、父愛近の死後家督をついでいる兄の右近衛中将晴近が、手を合
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わせるようにして頼むというよりむしろ相談した。（作例）

　以上述べたことをまとめると、次のようになる。

　（Ａは）Ｘというより、むしろＹ。（Ｘ＜Ｙ）

　すなわち、「Ｘ（というより）むしろＹ」構文によって形成された範列関係の集合にある要素

ＸとＹは任意的に排列できるわけではなく、程度の方向性がある。「むしろ」は程度の低い属性

ではなく、程度の高い属性のほうをとりたてる。後述するが、この現象は「どころか」等にも見

られる。「むしろ」や「どころか」に見られる程度の方向性という現象は、言語構造の「非対称性」

の特徴を反映している。つまり、われわれ人間は数多くの要素で形成された範列集合の中で、優

先的により目立つ属性（程度の高い属性）を選択する傾向があるという認知の在り方を反映して

いる。すなわち、認知言語学でいう「際立ち（salience/prominence）」の現象である（７）。ただし、

注意すべきは、これはあくまでも一般的な傾向であるという点である。次のように、「～だけだ」

／「～程度だ」等の言語的手段を用いて、程度が低い方向へ行くことを明示することによって、

一般的な方向を調整し、キャンセルすることもありうる。

　（48） あそこは寒いというよりも、むしろ少し涼しいという｛だけだ／程度だ｝。（作例）

　つまり、暗黙の共通理解としては、「むしろ」は一般的認知傾向（低→高）に従って、高程度

の属性を取り立てるが、「低程度」をとりたてたいなら、「涼しい→寒い」といった語彙レベルの

程度ではなく、「～だけだ」／「～程度だ」等の言語的手段を用いることによって、程度概念（程

度が低いこと）を明示化させなければならない。このことは逆に言えば、「むしろ」は（「どころ

か」と異なり、）「低程度→高程度」という暗黙の了解の取消が不可能でもないということでもあ

る。

　なお、正反対の属性も矛盾関係の一種であるため、「むしろ」は属性の程度の強化の方向のほか、

次のような正反対の場合についても言うことができる。

　（49） あそこは寒いというよりも、むしろ暑い。（作例）

　第４節で述べきたことをまとめると、次のようになる。
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①対照情報存在段階

②照合段階
比較候補たる資格 

（異なるカテゴリ×、「値」×）

属性スケール付与で同一カテゴリへ

（離散的→連続性） 

③否定段階
どのような否定？（単純命題否定×、反対関係×） 

どのように否定？（角度転換） 

Ｘがない（現象文）×

Ｘが安定なものでない（事態設定不当）×

④代替段階

変換の余地がない（固定された事実文）× 揺れ／曖昧性付与 

変換されていない／Ｙが安定でない（疑問型情報受容文）× 断定型発見文へ

無秩序変換（高程度→低程度）× 「だけだ」等による低程度明示化 

　このように、「Ｘ（というより／ではなく）むしろＹ」が成立するためには、否定・代替の余地、

すなわち一定程度の「曖昧性（揺れ）」があることが極めて重要であると言えよう。また、Ｘと

Ｙはそれぞれ「安定性」を有することもその成立の前提となっている。そして、ＸとＹの間は低

程度から高程度へといった「程度の方向性（順序性）」の傾向が見られる。

５．「むしろ」の文末制限

　ここまで、「むしろ」の意味について分析した。本節では「むしろ」の構文について考察する。

比較選択系のとりたて副詞の文の陳述的タイプについて、工藤（2000）では、「〈比較選択〉の『む

しろ・とちらといえば・いっそ』…（中略）他の語句や事態との比較・対比性の強いものも、動

的な命令や願望の叙法にも用いられるだろう」と述べている。しかし、「むしろ」に関して言えば、

動的命令や願望の叙法よりも命題内容に対する話し手の判断の在り方を表すもののほうがより多

く見られる。次の表は BCCWJ における「むしろ」と共起するモダリティ形式の例文数の統計結

果である。

表１：「むしろ」の陳述的タイプに関する統計

モダリティ形式なし 認識的モダリティ 当為評価の
モダリティ 対人的モダリティ

名詞文 形容
（動）
詞文

動詞文 蓋然性
判断
「かも
しれな
い」等

証拠性
判断
「らし
い」等

当然性
判断
「はず
だ」

説明
「のだ」

等

伝聞
「そう
だ」

適当
「べき
だ、ほ
うがい
い」等

必要
（なけ
ればな
らない）

意志 願望 命令 依頼 勧誘

411 448 440 126 50 12 699 1 179 19 5 19 2 7 17

　このように、「むしろ」と共起できるモダリティの形式は少なくないと言えよう。しかし、「む

しろ」の使用は無制限というわけではない。次の例を見られたい。
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　（50） *私は酒類よりもむしろジュース類を選ばなかった。（作例）

　（51） *今回の出来事は事故というより、むしろ人災ではない。（前掲）

　上記の例から分かるように、「むしろ」文は否定表現と共起することはできない（８）。これは、

「むしろ」の語彙的な意味と関わっていると考える。繰り返し述べるが、「むしろ」の意味は「否

定・代替」である。範列関係にある他の要素、すなわち対比されるべき要素はすでに否定されて

しまっているので、とりたてられる当該要素についても否定すると、論理上の混乱をもたらし、

表現の存在意義が消失してしまうため、否定できないのである。この点に関しては排他的限定を

表すとりたて副詞「ただ」や「単に」などと共通性が見られる（９）。

　否定のほか、「むしろ」は（52）のような真偽疑問文（10）で使うこともできない。

　（52） *彼は戸惑っているというより、むしろ怯えていますか。（前掲）

　その理由は否定の場合と基本的には同様であり、「むしろ」で他の要素がすでに否定されてい

るところに、当該要素の存在の有無を問うしまうことによって、論理上の混乱が生じるわけであ

る。

６．比較構文との関係

　「むしろ」は比較選択のとりたて副詞とされているが、日本語では比較を表すためには比較構

文を用いるのが一般的である。そのため、「むしろ」が比較構文に出現する場合もよく見られる

（BCCWJ で検索した結果、956例があった）。しかし、「むしろ」はすべての比較構文において同

様であるとは限らない。典型的比較構文は次の三つのタイプが挙げられる。

　Ａタイプ：「ＡはＢよりＸ」

　　　　　　（53）私は姉より背が高い。

　Ｂタイプ：「ＡはＸよりＹ + 格助詞 +V」

　　　　　　（54）私はお酒類よりもジュース類（のほう）が飲みたい。

　Ｃタイプ：「ＡはＸというよりＹ」

　　　　　　（55）今日は涼しいというよりも、寒い。

　比較選択のとりたて副詞の「むしろ」は比較構文とどのような関係があるのだろうか。また、

「むしろ」はこの三つのタイプの比較構文において許容度は同じなのだろうか。それを検証する

ため、「むしろ」をこの三つのタイプの比較構文にそれぞれ加えて、下記の例文を作成した。

　（56） ?私は姉よりむしろ背が高い。（作例）

　（57） 私はお酒類よりもむしろジュース類のほうが飲みたい。（作例）

　（58） 今日は涼しいというよりも、むしろ寒い。（作例）

　上記三つの例の自然さについて、日本語母語話者に意見を求めたところ、例（56）は（57）と

（58）より許容度が低いということであった。つまり、「むしろ」がＡタイプの比較構文における
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許容度はＢタイプとＣタイプほど高くないということである。この構文に対する母語話者の感覚

を確認することに加え、筆者は BCCWJ から「むしろ」の比較文における使用状況についても調

査した。結果は表２の通りである。

表２：「むしろ」が各種の比較構文における使用状況

典型的比較構文のタイプ 「むしろ」を入れた場合の例文数

Ａタイプ：「ＡはＢよりＸ」
・私は姉より背が高い

10例
・私は姉よりむしろ背が高い。
・私はむしろ姉より背が高い。

Ｂタイプ：「ＡはＸよりＹ＋格助詞＋Ｖ」
・ 私はお酒類よりもジュース類（のほう）が飲み

たい。

589例
・ 私はお酒類よりもむしろジュース類（のほう）

が飲みたい。

Ｃタイプ：「ＡはＸというよりＹ」
・今日は涼しいというよりも、寒い。

357例
・今日は涼しいというよりも、むしろ寒い。

　このように、BCCWJ の例文数からみても、「むしろ」のＡタイプにおける使用例はわずか10

例であり、極めて少ない。Ａタイプの比較構文では、「むしろ」がまったく使えないというわけ

ではないが、ある一定の文脈が必要になってくる。例えば、（56）の「私は妹よりむしろ背が高い」

という文についてであるが、もし「私と姉がバレーボールの選手団のチームに入るための試験を

受けたところ、姉は受かったのに私は落とされた。それが大変不思議だと思っている」というよ

うな文脈が想定できれば、文として言いやすくなる。

　しかし、このような文脈を推論することはそれほど容易なことではない。Ａタイプの比較構文

における「むしろ」の使用例が少ないのはまさにこのことと関わっていると考えられる。つまり、

ＢタイプとＣタイプは範列関係が文中に明示されており、「むしろ」が何を否定したのかは容易

に導くことができる。一方、Ａタイプの比較構文はいったい何と範列関係を形成し、何を否定し

たのかはそれほど容易に推論できるわけではない。つまり、「否定のしやすさ」という点からみ

れば、ＡタイプはＢタイプとＣタイプより困難であり、推論にかかるコストがＢタイプとＣタイ

プのそれより高い。従って、「むしろ」はＡタイプの比較構文にあまり使用されないわけである。

このことは副詞として機能する「むしろ」と接続詞化した「むしろ」との関係という問題にも繋

がっているが、本稿はこの問題については立ち入らない。

　なお、例（56）の意味を表すには「姉より、むしろ私のほうが背が高い」とするのが一般的で

ある。なぜこのように変えるとその許容度が上がるのだろうか。これは「～ほう」の影響だと考

える。つまり、「むしろ」は否定・代替を表すと述べたが、「～のほう」は方向づけを表す言い方

であるため、「～のほう」を用いると、50％の部分を否定することができ、範列関係が想定しや

すくなる。そのため、「むしろ」はよく「～ほう」と共起するという現象が見られる。BCCWJ
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で検索した結果からみても、「むしろ」と「ほう」が共起する例は1404例もあった。

７．類義表現との比較

　「むしろ」と類似したものに「どころか」、「かえって」等があり、「むしろ」は次のように「ど

ころか」や「かえって」に置き換えることもできる。

　（59） 自分で作るより、｛むしろ／かえって｝買ったほうが安い。（前掲）

　（60） あそこは涼しい｛というより、むしろ／どころか、｝寒い。（前掲）

　これらの表現は範列関係にあるＸとＹの照合を行い、Ｘを否定するという点で共通している。

そして、これらの語のＸに対する否定は、いずれも単なる命題の否定ではない。次の例を見られ

たい。

　（61）─あなたは田中さんですか。

　　　─ *いいえ、｛田中どころか／田中ではなく、むしろ／田中ではなく、かえって｝中田です。

（作例）

　上記は「私は田中ではなく、中田だ」というただ単に命題の打ち消しを表す文であり、「むしろ」、

「どころか」、「かえって」のいずれも使用できない（11）。

　このように、この三つの語は意味機能に共通する部分があるため、相互承接の場合もよく見ら

れる。以下は BCCWJ の例である。

　（62） この奇異な楽観論の柱の一つとなっていた「ブッシュ減税」期待が、ようやく確実なも

のになる見通しが出てきたにもかかわらず、相場はいっこうに下げ止まるどころか、む

しろ下げ足を加速させる動きとなっていたのである。（吉田恒『さよなら円高』

BCCWJ）

　（63） その作品は科学的どころか、かえって個人の力ではなし得ないほど、いっそう事物を非

科学的に掴ませてしまった結果になっていた。（村山俊太郎『村山俊太郎　生活綴方と

教師の仕事』BCCWJ）

　しかし、この三つの語は異なる点も多い。以下、三者の違いについて分析する。まず、「むしろ」

と「どころか」について比較する。

　程度性のあるものをとりたてる場合、次の例で示したように、両者は共通の傾向がある。即ち、

両者とも程度の強化の方向に使用される。

　（64）a 涼しいどころか、寒い。（cf. 涼しいというより、むしろ寒い。）（作例）

　　　b *寒いどころか、涼しい。（cf.*寒いというより、むしろ涼しい。）（作例）

　「どころか」に見られる程度の順序性・方向性の問題はすでに先行研究でも指摘されている。

例えば、影山（1980）は、「『ＡどころかＢ』の構文ではＢはある尺度においてＡより上位になけ

ればならない」と述べている。また服部（2005）によれば、「ＰどころかＱ」の意味機能は「“Ｐ
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か（否か）”という問題設定の妥当性を打ち消し、実はＰよりも（または、非Ｐよりも）高段階（下

限が高い）のＱであることを示す」ものであり、「ＱはＰよりも、いわば絶対値において大きな

値でなければならない」という。

　このように、「どころか」も「むしろ」と同様に「低→高」という程度の方向性が見られる。

しかし、前述したが、「むしろ」はこの方向性を取り消すことが可能である。一方、筆者の感覚

では「どころか」はそれができないように思われる。次の例を見られたい。

　（65） *寒いどころか、少し涼しいという｛だけだ／程度だ｝。（作例）

　　　　cf. 寒いというより、むしろ少し涼しいという｛だけだ／程度だ｝。（前掲）

　これは「どころか」と「むしろ」の本質的な意味の違いに由来するものと考えられる。「どこ

ろか」の本質は程度を表す点にあり（12）、一方、「むしろ」は本質的には程度を表すものではなく、

あくまでも「否定・代替」を表すものである。そのため、両者を比べてみると、「どころか」は「む

しろ」より程度に対する要求の基準が厳格である。従って、「どころか」は程度の方向性の制限

が取り消しできないのに対し、「むしろ」はそれが可能である。さらに、程度の方向性の取り消

し可否に違いが見られるだけではなく、「むしろ」はまた次のような程度性のないものにも使える。

一方、「どころか」は使えない。

　（66）─正解はＡですね。

　　　─いや、｛むしろＢだと思う／ *Ａどころか、Ｂだと思う｝。（作例）（13）

　（67）─会議は１日でしたっけ、２日でしたっけ？

　　　─｛むしろ／ *１日どころか｝、３日じゃなかったっけ？（作例）（14）

　程度に対する要求が厳格であるという特質は述語をとりたてる場合だけではなく、次のような

格成分をとりたてる時にも見られる。

　（68）a クラスメートどころか、親にまで見捨てられた。（作例）

　　　b *親どころか、クラスメートにまで見捨てられた。（作例）

　（69）a 90点どころか、｛100点／満点｝を取った。（前掲）

　　　b *｛100点／満点｝どころか、90点を取った。（作例）（15）

　　　c *90点どころか、91点を取った。（作例）

　（68）のように、「クラスメートと親」は「涼しいと寒い」のように、語彙的に程度を内在して

いるわけではないが、社会的通念などから、「クラスメート＜親」という関係の親しさの程度の

スケールが見られる。（69）の試験の得点はｃの「90点」「91点」というように単に数値ととらえ

る場合もあるが、社会的習慣として、「90点」と「100点／満点」の間ではやはり「成績の良さ」

という程度性が想定される。「どころか」は格成分をとりたてる場合でも、厳格にこの程度の順

序に従わなければならない。一方、「むしろ」はあくまでも「否定代替」を表すため、格成分を

とりたてる場合、とりたてる要素は代替される要素との違いさえあれば否定になることができる
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ので、程度に限定されない。そのため、次のように、完全に程度性のない要素をも取り立てるこ

とができる。

　（70）a カレーよりむしろラーメンが食べたい。（作例）

　　　b *カレーどころかラーメンが食べたい。（作例）

　また、服部（1995）などによれば、「どころか」の表す程度は上記の同一方向の強化のほか、

対義語についても言える。しかし、同（1995）では、（71）のような反対関係を表す対義語は言

えるが、（72）のような矛盾関係を表す対義語について言うのは不自然であるという点について

も指摘している。以下服部（1995）例文を引用する。

　（71） 暑いどころか寒かったですよ。（服部（1995）による）

　（72） *上手どころか、下手だ。（服部（1995）による）（16）

　この点は「むしろ」と異なると考える。「むしろ」は否定、つまり矛盾関係を表すため、矛盾

関係の語については当然言えるわけである。

　なお、「どころか」の表す程度性は上記のような属性の程度性から、事態設定の妥当性に拡張

する場合もある。川端（2002）によれば、「どころか」は次のような「帰ったかどうか」を問題

にすること自体がナンセンスであることを伝えようとしている文脈にも使える。

　（73） 彼女が帰ったかだって？帰るどころか来ていないよ。（川端（2002）による）

　「帰ったかどうか」を問題にすること自体がナンセンスであることは言い換えれば、「帰ったか

どうか」という事態の成立の妥当性を程度的にとらえるとも言えるわけである（17）。前述のように、

「むしろ」はこの使い方がない。

　以上、程度性の問題における「どころか」と「むしろ」の共通点と相違点を検討した。それ以

外に、「どころか」と「むしろ」はＸとＹの変換という点にも違いが見られる。まず、「どころか」

は次のように疑問型情報受容文で使用できるという特徴がある。一方、「むしろ」は前述のように、

このような使い方はできない。それは「どころか」はＸをＹによって否定代替することを意味す

るのではなく、あくまでも程度を表すため、Ｘが完全にＹに変換できているかどうかについては

要求しないので、（74）のようなＹに対してまだ「受け入れ留保」の文でも問題なく使えるわけ

である。

　（74） せっかく他の宿から心配して風邪薬を持って来てくれたというのに、部屋から出て姿を

見せようともせず、ましてや、お礼の一言も言わないとは…。ファイアー・ガールって、

熱いどころかそんなに冷たかったのか。（『こんな国あってもいい』篠原哲夫（著）2004

年 BCCWJ）

　（75） *せっかく他の宿から心配して風邪薬を持って来てくれたというのに、部屋から出て姿を

見せようともせず、ましてや、お礼の一言も言わないとは…。ファイアー・ガールって、

熱いというより、むしろそんなに冷たかったのか。（作例）
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　また、次の文も見られたい。

　（76）a 90点どころか、100点を取った。（前掲）

　　　b ?90点というより、むしろ100点を取った。（作例）

　上例のように、「どころか」は成績のよさ（90点＜100点）などのように、程度が強化の方向で

さえあれば過去の固定されてしまった事実についても言える。一方、「むしろ」は使えない。つ

まり、「どころか」は「否定・代替」を表しているわけではないため、ＸとＹの変換の余地があ

るどうかについては要求しない。

　最後に、「どころか」と「むしろ」は文の陳述的タイプについても異なっている。次の意志・

命令・依頼等の文における「どころか」と「むしろ」の許容度を比べてみれば、（78）は（77）

ほど高くない。なお BCCWJ の統計の結果からみても、「どころか」と意志・命令・依頼のモダ

リティと共起する例は１件もなかった。一方、「むしろ」は数多く存在する。即ち、「むしろ」は

要素の置き換えだけであるため、文の陳述的タイプという段階までの文法的な力は持たず、その

使用範囲は広い。一方、「どころか」は要素レベルではなく事態全体レベルのとりたてであるため、

その使用範囲は狭く、あくまでも認識の領域において働くものであると言えよう。

　（77） 守るよりも、むしろ｛攻めろ／攻めよう／攻めなさい／攻めてください｝。（作例）

　（78） 守るどころか、｛攻めろ／攻めよう／攻めなさい／攻めてください｝。（作例）

　上記では「むしろ」と「どころか」を比較した。続いて「むしろ」と「かえって」についても

簡単に述べる。「かえって」は森田（1977）や安部（2011）等で指摘されているように（18）、「予期」

（Ｘ）に反する意味を表すため、Ｘに反するということはＸを否定することになる。そのため、「む

しろ」と同様に、再びＹを否定すると論理上の混乱を来す。従って、「かえって」も次のように、

「むしろ」と同様に否定文では使用することができない（19）。

　（79） *車で行くと｛かえって／むしろ｝便利ではない。（作例）

　　　　cf. 車で行くと｛かえって／むしろ｝不便だ。（作例）

　ただし、「かえって」のＸに対する否定は矛盾関係ではなく、反対関係を意味する。従って、「か

えって」は「むしろ」や「どころか」のような程度の同一方向の強化の場合には使えない。例え

ば、（80）と（81）は不自然である。

　（80） *少し寒いというより、かえって極めて寒い。（作例）

　　　　cf. 少し寒いというより、むしろ極めて寒い。

　（81） *涼しいというより、かえって寒い。（作例）

　　　　cf. 涼しいどころか、寒い。

　「かえって」が反対関係を要求するのは、副詞「かえって」が動詞「返る」の連用形に由来す

ることとも関連していると思われる。

　なお、「かえって」（20）と「むしろ」に見られる反対関係と矛盾関係の違いは、また両者の文末
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制約にも影響を及ぼす。次の例を見られたい。

　（82） *（守るのではなくて）、かえって｛攻めろ／攻めよう／攻めなさい／攻めてください）｝。

（作例）

　（83） *（野菜よりも）かえってお肉のほうを｛食べろ／食べよう／食べなさい／食べてくださ

い｝。（作例）

　反対関係を表す「かえって」は「むしろ」とは異なり、意志・命令・依頼等では使えない。

BCCWJ の統計の結果からみても、「～なさい」を除いて（21）、「かえって」と意志・命令・依頼と

共起する例文はいずれも０件であった。これは、反対方向という表現にはいわば一種の反対的主

張が含まれているため、それはあくまでも認識領域のものであるから、それを意志にすることも

できないし、行為の要求を表す命令などとも相性が悪いと考えられる。

　以上述べてきたことを表にまとめると、次のようになる。

表３：「むしろ」、「どころか」、「かえって」の比較

意味特質
程度の
同一方
向強化

程度方
向性の
取消

事態
設定
不当

反対
関係

矛盾
関係

疑問型
情報受
容文

固定さ
れた文

否定文・
真偽疑問
文

意志・命
令・依頼
の文

単純な
命題の
否定

むしろ 否定代替 〇 〇 × 〇 ◎ × × × 〇 ×

どころか 程度強化 ◎ × 〇 〇 × 〇 〇 〇 ？（22） ×

かえって 反予期 × × × ◎ × × 〇 × × ×

　大きく言えば、「むしろ」は矛盾関係、「かえって」は反対関係、「どころか」は程度を表して

いる。また、とりたてるものから見れば、「むしろ」は要素レベルのとりたてであるのに対し、「ど

ころか」と「かえって」は事態レベルのとりたてである。そのため、後者は文の陳述的タイプに

まで文法的力を及ぼす。なお、「むしろ」は「否定・代替」という独自の意味から、代替の余地、

つまり曖昧性／揺れがあることを要求し、固定された文では使えないという独自の使用制限があ

る。

８．おわりに

　本論文では意味と構文を関連づけさせながら、「むしろ」を中心とした比較選択系のとりたて

副詞の特徴を分析した。「むしろ」は「否定・代替」の意味を表し、この「否定・代替」のプロ

セスは「むしろ」の用法に様々な制約を課す。また、「むしろ」と類似した意味・機能を持つも

のには「どころか」や「かえって」等が挙げられるが、本稿では「むしろ」とこれらの語との比

較対照も行った。

　本論文で取り扱った副詞「むしろ」や「かえって」の周辺には例えば「特に」、「せめて」等の

ような範列関係を表すとりたて副詞というグループがある。このグループの語は我々人間が集
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合・カテゴリをどのように想定し、どのように推論するかといったことと深く関わっており、そ

の意味用法の究明は人間の認識の様式を考えるうえで非常に意義のあることであるため。今後さ

らに研究を深めていきたいと考えている。

　なお、本稿では主に格成分および述語のとりたてを表し、副詞として機能する「むしろ」につ

いて考察したが、「むしろ」には、格成分のとりたて、述語のとりたてから、さらに文レベルの

とりたてへと発展し、接続詞化していく現象が見られる。副詞用法として「むしろ」が疑問文に

使えないという点は接続詞化の「むしろ」と連続している。「むしろ」が副詞として働く場合と

接続詞化した場合の連続性及び性質の違いは今後さらに考えていく必要がある。また、「むしろ」

の用法の変遷に関する歴史的研究も重要である。

　そして、日本語のみならず、他言語との対照も視野に入れるべきだと考える。例えば、「むしろ」

の中国語の対訳語である“不如说”も程度の方向性など「むしろ」と共通した現象がいくつか見

られる。しかし、無論、相違点もある。例えば、日本語の「私はお酒類よりもむしろジュース類

のほうが飲みたい」のような場合、中国語では、“不如说”は言いにくく、単なる程度の比較を

表す“更”を用いるのが一般的である。他言語との比較対照を通じて、「比較選択」の在り方、

すわなち我々人間が範列関係にある他の要素を否定する際の方法を探ることも大変興味深いこと

であり、今後の課題にしたい。

注
（１）　工藤（1977）は「限定副詞」という名称を使用していたが、工藤（1982）はそれを「とりたて副詞」に変

更した。
（２）　工藤（1977）は次のように述べている。「『いっそ』の場合は…（中略）述語のムード（法）にも関係をもつ。

共存しうる述語のムードはおおむね、意志（-ウ）・希望（-タイ）・命令や、適当（-タライイ etc.）など、実
現を期待するものに限られる。つまり陳述副詞としての性格をあわせもつものと考えられる。」（p.978）なお、
「むしろ」も上記のようなモダリティ形式と共起するが、それに限らず、「かもしれない」、「だろう」、「はずだ」
等の認識のモダリティや述べたてのモダリティ等広範に使用できるため、特定のモダリティ形式に偏らず、
陳述副詞の性格は「いっそ」ほど強くないと言えよう。

（３） 　本論文における例文の自然さの判断は三人の日本語学を専攻とする日本人母語話者に確認した結果である。
（４）　「90点どころか100点を取った」は服部（1995）の例である。「90点というより｛*むしろ／ *かえって｝100

点を取った」は筆者が服部（1995）に倣って作成した。
（５）　この現象は認知言語学で言う「図地の転換」と大きく関係すると言えよう。
（６）　疑問型情報受容文は疑問の形をとってはいるが、一般的意義の疑問とは性質が異なり、「疑問文」というよ

りも「発見文」に位置づけるとされている。詳細は森山（1992）等を参照されたい。
（７）　これは日本語のみならず、世界の言語の普遍的な傾向である。例えば、森山（2004）は、インドネシア語

では「Dia sangat tidak pintar（彼はかなり上手ではない）」が言える一方、「？ Dia sangat tidak bodon（彼
はかなり下手ではない）」が不自然であり、インドネシア語でも「より目立つ方向での属性が利用されるよう
である。…一般的な属性において『短さ』と言わずに『長さ』と言うこととよく似ている」と指摘している。

（８）　ただし、例えば「真面目と言うよりむしろ面白くない」の「面白くない」のような、いわば「つまらない」
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と言う意味で、否定された属性として述べられている場合なら、「むしろ」は使える。
（９）　呉（2019）を参照されたい。
（10）　当然ながら、例えば「彼は戸惑っているというより、むしろ怯えているのですか」のような「のか」疑問

文なら問題なく使える。
（11）　なお、「どころか」に関しては、川端（2002）も同様の考えを示している。
（12）　「どころか」で動詞をとりたてる場合でも、何らかの文脈的属性の程度が読み取れると考える。例えば、「儲

かるどころか、損をした」は「事態の悪さ」等の程度の強化といった文脈的属性の程度性が想定される。
（13）　「どころか」の例は川端（2002）に倣って作成した。
（14）　「むしろ」の例は安部（2011）に倣って作成した。
（15）　「100点どころか、不合格だ」のように言うこともできるが、この文は「高程度→低程度」という意識はあ

まりなく、「正反対」と読み取ることが一般的であると考える。
（16）　この文が自然であると判断する母語話者もいるが、本論文は服部（1995）の結果をそのまま引用する。
（17）　川端（2002）は「どころか」の構文を「ＡどころかＢ」と記述し、例（73）の意味については「ＡもＢも

話し手の表現意図のものに価値づけされて文脈上の意味を与えられている。そして、その表現意図のもとに
ＡとＢの程度差の大きさ、Ａという想定の不適切さが提示される」と述べている。

（18）　森田（1977）では、「かえって」は予期した事態とは逆の（多くはマイナスの）結果を招いしてしまう場合
に用いると述べる。安部（2011）によれば、「かえって」は「予想される結果─それとは逆の事態」という関
連が読み取れる文脈が必要であるという。

（19）　BCCWJ では「かえってよくない」等のような文も見られるが、筆者は、これは文の否定ではなく、否定さ
れたものが一つの属性として述べらているだけであると考える。

（20）　「かえって」は例えば「（普段はお肉よりも野菜のほうが好きだけど）今日は野菜よりもかえってお肉のほ
うが食べたい」のように、格成分の後ろに出現し、形式上、要素をとりたてているように見えるが、「かえって」
は要素レベルではなく、事態全体レベルのとりたてと考える。なお、「かえって」もとりたてる用法を有する
とりたて副詞であるという点に関しては安部（2011）を参照されたい。

（21）　BCCWJ では「かえって」と「なさい」と共起する例は次のような１例があった。しかし、それは外国作品
の翻訳であり、母語話者によれば、日本語としては自然な文ではなく、あまり使わないとの意見があった。「父
たちよ。あなたがたも、子どもをおこらせてはいけません。かえって、主の教育と訓戒によって育てなさい」
（ユージン・Ｈ・ピーターソン（著）/ 篠原明（訳）『若者は朝露のように』2005年）

（22）　「どころか」は基本意志・命令・依頼等に使用されにくいが、環境が整えば、言えるようになる場合もある
と考えるため、ここでは「？」とする。

参考文献
安達太郎（2001）「比較構文の全体像」『広島女子大学国際文化学部紀要』９
安部朋世（2011）「ムシロ・ドチラカトイエバ・カエッテの分析」『千葉大学教育学研究紀要』59
池谷清美（1988）「『かえって』の意味について」『Sophia International Review』（10）30-33
市川孝（1976）『岩波講座日本語６（文法１）』岩波書店
影山太郎（1980）『日英比較　語彙の構造』松柏社
川端元子（2002）『程度表現の研究』 名古屋大学　博士論文
工藤浩（1977）「限定副詞の機能」『国語学と国語史』明治書院
───（1982）「叙法副詞の意味と機能」『国立国語研究所報告』
───（2000）「副詞と文の陳述的タイプ」『日本語の文法３　モダリティ』岩波書店
グループジャマシイ（1998）『日本語文型辞典』くろしお出版
呉慶霞（2019）「排他的限定を表す副詞の意味用法をめぐって」『日本語学会2019年度春季大会予稿集』164-231



127

比較選択系のとりたて副詞の意味用法

中道真木男（1991）「副詞の用法分類─基準と実例─」『副詞の意味と用法』国立国語研究所
日本語教育誤用例研究会（1997）『類似表現の使い分けと指導法』アルク
服部匡（1995）「『～どころか （どころではない）』等の意味用法について」 『同志社女子大学日本語日本文学 』（７） 

43-58
───（2005）「『～どころか（どころではない）』再論」 『総合文化研究所紀要』22, 165-174
村岡貴子（1990）「副詞『かえって』に関する一考察」『AKP 紀要』（４号）91-106
森田良行（1977）『基礎日本語辞典』角川書店
森山卓郎（1992）「疑問型情報受容文をめぐって」『語文』（59）35-44
────（2004）「日本語における比較の形式」『言語』33（10）32-39


