
 

39 

概略副詞「ほとんど」について 
 

疏 蒲剣 
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１．はじめに 

 
日本語の「ほとんど」はものごとの概略を表す副詞である。「ほとんど」は複

数的な事態にも、単数的な事態にも用いられるが、次のような違いが見られる。

まず、複数的な事態の場合に用いられる「ほとんど」は、次の(1)と(2)が挙げら

れる 1。 
 
(1) ここの子どもたちはほとんど背が高い。（副詞的用法） 
(2) ほとんどの学生が家に帰った。（名詞的用法） 
 
(1)の「ほとんど」は「ここの子どもたち」のうち、「背が高い子ども」の割

合が大多数であることを表している。(2)の「ほとんど」は学生全員のうち、家

に帰った学生の割合が大多数であることを表している。これらの場合、「ほとん

ど」の後ろに「すべて」「全員」といった全量を提示する語を挿入することがで

きる。 
次に、単数的な事態の場合には、「ほとんど」は動詞や形容詞（形容動詞を含

む）などの意味を限定し、その状態が成立する寸前にあることを表す。次の(3)
～(5)はその例である。 

 
(3) お金はほとんどない。 
(4) ２つの商品の値段はほとんど同じだ。 
(5) 彼はほとんど諦めていた。 
 
(3)は「お金」がないことはないが、限りなくゼロに近いことを表している。

(4)は「２つの商品の値段」に多少の差はあるものの、差がないに等しいことを

表している。(5)では「彼」はまだ完全に諦めているとは言えないが、もう少し

で完全に諦めてしまうことが表されている。これらはいずれも「完全に○○」

という状態を基準値として、当該の事態が限りなくその基準値に接近している
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ことを表している。 
また、「ほとんど」はすべての動詞や形容詞と共起できるわけではない。例え

ば、次の(6)～(8)が示すように、「少ない」「違う」「死んでいた」は「ほとんど」

と共起できない。 
 
(6) ＊お金はほとんど少ない。 
(7) ＊２つの商品の値段はほとんど違う。 
(8) ＊彼はほとんど死んでいた。 
 
このように、「ほとんど」と共起できる動詞や形容詞には制限がある。本稿で

は、「ほとんど」と共起する成分の意味特徴を考察したうえで、その用法につい

て論じる。 
 
 

２．先行研究と問題の所在 

 
2.1. 花井（1980） 

 
 花井（1980）は「ほとんど」をはじめ、概略の程度を表す副詞「およそ」「だ

いたい」「ほぼ」などについて論じている。花井（1980：81）は次の(9)を挙げ

て、「普通数値を概略において限定した場合は、一般にその数値の上下、たとえ

ば 50 の上下の 51、52、49、48 を含んで表すが、現実の蓋然性の程度を修飾す

ることを主要な職能とする「たいてい」「たいがい」及び「ほとんど」は、マイ

ナスからの接近即ち 49、48 のみしか修飾することが出来ない」と述べている。 
 

(9) およそ 50 ほど必要です。 
（花井 1980：81 例文④） 

(9)′ ??ほとんど 50 ほど必要です。 
 
花井（1980）の「マイナスからの接近」という説に従えば、「ほとんど」が数

値（＝基準値）を修飾する場合は、通常、当該の数値が基準値より小さいこと

が多いため、(9)′は不自然である。しかし、例外も見られる。例えば、50 キロ

を目指すダイエット中の人は、現在の体重 54 キロについて「ほとんど 50 キロ

だ」と言うことも可能である。つまりダイエットの場合、体重の数値が重いほ

うから軽いほうへと向かうからである。 
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2.2.  大倉（1985） 

  
 大倉（1985）は「ほとんど」について、次のように説明して、「基準値への接

近の度合い」が重要だと指摘している。 
 

何らかの基準値への接近の度合が非常に大きいことを表すのをその機能と

しているので、「ほとんど」が表れる文中には、必ず何らかの基準値が明示

的にあるいは暗示的に示されている。（大倉 1985：55） 
 
大倉（1985）は「ほとんど」が用いられる文に存在する基準値を次の７種類

にまとめている。 

 
① 数量に関わる極限状況設定語（ex. ほとんどすべて） 

  ② 頻度に関わる極限状況設定語（ex. ほとんどいつも） 
 ③ 空間位置に関わる極限状況設定語（ex. ほとんど頭の真上） 
④ 上限・下限を示す言語形式による基準値（ex. ほとんど唯一） 
⑤ 「似かよい」の対象を基準値とするもの（ex. ほとんど同時に） 
⑥ 事柄実現の完遂状態を基準値とするもの（ex. ほとんど死にかかった） 

  ⑦ 肯定度ゼロ（ex. ほとんどない） 
 
 大倉（1985）は「ほとんど」の用法を基準値という視点から分析していて興

味深い。しかし、①から⑦までの基準値について、どのような場合に基準値に

なり、どのような場合に基準値にならないかは詳しく論じていない。例えば、

①の場合、大倉（1985）は次の(10)を挙げて、「二十年ぶり」という時間量、数

量の値が限界値（＝極限状況設定語）として設定されるケースを提示している。 
 
 (10) 夫は勘太、直二郎が五歳ほどのときいちど会ったことがある。……（中

略）……以来殆ど二十年ぶりの再会であるが、 
（大倉 1985：61 例文 28） 

  (10)′ 以来殆ど十年ぶりの再会であるが、 
  (10) ″ ??以来殆ど二十一年ぶりの再会であるが、 
 
 しかし、(10)′の「殆ど十年ぶり」は許容されるのに、(10)″の「殆ど二十一

年ぶり」は不自然である。これに関して、本稿では大倉（1985）の言う「時間
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量、数量の値が限界値として設定され」る場合について、一般的に５や 10 の倍

数は切りのいい数とされることが多いため、「十年」、「二十年」のような数値は

基準値として「ほとんど」に修飾されやすいと考える。 
 また、大倉（1985）は「ほとんど」が「文中で担う意味の面」から、その用

法を２つに分けている。１つは「程度」を表す用法で、もう１つは「数量」を

表す用法である。前者は「極限的状況に極めて接近した程度を表す」もの（ex.
「彼女は憲一についてほとんど無知であることに気づいた」）で、後者は「全体

数・全体量に極めて近い数量を表す」もの（ex.「ほとんどの客が和倉温泉に向

かうらしいのである」）であると規定している。これについて、大倉（1985）は

明確には記述していないが、副詞的な用法は「程度」を表し、名詞的な用法は

「数量」を表すと考えているようである。事実、大倉（1985：58）も(11)など

を挙げて、「形態的には副詞用法の「ほとんど」の例であるが、程度を表してい

るか、数量を表しているか判断がむずかしい」と述べている。 
 

(11) 本多が、新任早々、すべての仕事をほとんど投げうって、憲一の行方を

探すことに、一生懸命になったのは、…… 
（大倉 1985：58 例文 18） 

 
 本稿ではこのような「数量」と「程度」の違いについて、複数的な事態の場

合は数量を表し、単数的な事態の場合は「程度」を表すと考える。(11)につい

ては、「すべての仕事」を全体で１つの仕事と解釈した場合は、その仕事を完全

に投げうったという「程度」の読みとなる。「すべての仕事」を複数的なものと

解釈した場合は、それらの仕事のうち、大部分の仕事を投げうったという「数

量」の読みとなる。 
 
2.3.  佐治（1992） 

 
佐治（1992）は次の(12)などの例を挙げて、類義副詞「ほとんど」「大体」「ほ

ぼ」などの使用条件の違いについて論じている。 
 
(12) 私の学校には学生が｛＊ほとんど／大体／ほぼ｝1,500 人います。 

（佐治 1992：64 を改変） 
  
佐治（1992：68）は(12)について、「ほとんど」は数量的な全体概念の存在が

前提となるため、「ほとんど全員」とか「ほとんど一杯」「ほとんど満員」の場
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合には用いられるが、それが全体であるという意味を持たない「ほとんど 1,500
人」といった用い方はできないと説明している。佐治（1992）は全体概念につ

いて「全員」「一杯」「満員」を例として挙げているが、必ずしも表現上「100％」

の意味でなくても、全体概念を表す場合もある。例えば(13)の「半分」、(14)の
「三分の二」は見かけ上、全体量（100％）を表していない。 
  

(13) その翌日から三四郎は四十時間の講義をほとんど半分に減らしてしま

った。 
（夏目漱石「三四郎」） 

(14) ほとんど三分の二の議員が憲法改正に賛成している。 
 
(13)の「半分」はものごとの量を考える時、１つの目安としてよく用いられ

ているため、ゼロから半分までの量は１つの全体量となっている。日本国憲法

第 96 条では、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、

国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」とさ

れているため、(14)の「三分の二」は憲法改正において１つの全体量として解

釈できる。 
 また、「ほとんど」の構文機能について、佐治（1992）は「体言的用法」、「連

体詞的用法（ex.「ほとんど全員が帰った」）」、「副詞的用法」、「陳述副詞的用法」

（ex.「ほとんど命を失うところだった」）を挙げている。本稿では「連体詞的

用法」と「陳述副詞的用法」を共に副詞的用法の一種と考え、「ほとんど」の構

文機能は副詞用法と名詞用法という２種類があると考える。 
 
2.4.  佐野（1999） 

 
佐野（1999）は「高い」や「大きい」などの「程度性」（連続的・段階的な状

態の幅）を持つ状態性述語は一般の程度副詞（ex.「とても」「非常に」など）

に修飾 3され、「正確だ」や「同じだ」などの一点的な状態を想定しうる状態性

述語は特殊な程度副詞「ほとんど」に修飾されるとして、状態性述語との修飾

関係によって状態性述語を４つに分類している。表 1 は佐野（1999）の分類を

基に本稿で作成したものである。 
 

表 1 状態性述語の分類（佐野 1999 による） 
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    程度副詞による修飾 

状態性述語 

の分類 

例 

（「ほとんど」が名詞句の量を表す用法は対象外） 

Ⅰ「程度性」を持つ 
｛とても/＊ほとんど｝大きい 

｛とても/＊ほとんど｝意味がある 

Ⅱ「程度性」を持つと同時に「極

限点」を想定しうる 

｛とても/ほとんど｝正確だ 

｛＊とても/ほとんど｝寒くない 

｛＊とても/ほとんど｝素質がない 

Ⅲ「一点的」である 

｛＊とても/ほとんど｝等しい 

｛＊とても/ほとんど｝同時だ 

｛＊とても/ほとんど｝一致する 

Ⅳそれを特徴づける様々な性

質を内包する 

｛＊とても/ほとんど｝日本人（のよう）だ 

｛＊とても/ほとんど｝夏（のよう）だ 

 
佐野（1999）はⅠの状態性述語が「ほとんど」に修飾されないことについて、

「極限点」がないためであると述べている。この見解は大倉（1985）と共通し

ている。 
  

2.5.  本稿における「ほとんど」の用法の分類 

 
本稿では、「ほとんど」の修飾先によって、その用法を表２のように「動作」

「状態」「量」という３種類に分類した。このうち、「動作」と「状態」は単数

的な事態で、「量」は複数的な事態である。 
 

表 2 「ほとんど」の用法の分類 

構文機能 事態 修飾先 意味特徴 例文 

副詞 
単数的

動作 動作生起寸前 ほとんど倒れそうになった 

状態 状態達成寸前 ほとんど完璧だ 

複数的 量 量達成寸前 
ここの子どもたちはほとんど背が高い 

名詞 ほとんどの学生が家に帰った 

 
表 2 のうち、「ここの子どもたちはほとんど背が高い」と「ほとんどの学生が

帰った」の「ほとんど」は複数的な事態を表しているため、「動作」と「状態」

を修飾するものから区別する。例えば、「＊この子はほとんど背が高い」は非文
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となる。そのため、「ほとんど」の修飾先を「量」と「量」ではない「動作」及

び「状態」に二分する。 
次に、「動作」は時間の流れの中で展開する事態であり、「動作」を修飾する

「ほとんど」はもう少しで事態が完遂するという意味を表している。一方、「状
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３．「ほとんど」に修飾されるもの 

 
本節では、「ほとんど」が「動作」を修飾する用法、「状態」を修飾する用法、

「量」を修飾する用法について見ていく。 
 

3.1. 「動作」を修飾する用法 

  
「ほとんど」が「動作」を修飾する用法について、大倉（1985）は次の(15)

を挙げて、「ほとんど」が「もう少しで完全に実現される程度にまで、動作や状
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っていたが、（後略） 
（志賀直哉「小僧の神様・城の崎にて」） 

 
さらに、飛田・浅田（1994）も「ほとんど」が「動作」を修飾する用法につ

いて次の(16)と(17)を挙げている。 
 

 (16) 急に押されたのでほとんどころびそうになった。 
（飛田・浅田 1994：476） 

 (17) あまりにうれしくてほとんど体が舞い上がるかと思ったよ。 
（飛田・浅田 1994：476） 
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 本稿では「ほとんど」に修飾される「動作」を「変化動詞」と「動作動詞」

の場合を分けて考える。国立国語研究所（1985）は「変化動詞」と「動作動詞」

について次のように述べている。 
 
 動作動詞というのは、継続相シテイルの形式にしたばあいに、その基本的

なアスペクト的意味が動作の局面をとりだして実現する動詞であり、変化

動詞というのは、そのばあいに、基本的なアスペクト的意味が結果の局面

をとりだして成立する動詞である。（中略）動作動詞は主体の動作をあらわ

す動詞であって、動作後、主体の状態はもとにもどる。それに対して、変

化動詞は、主体の変化をあらわす動詞であって、運動終了後、主体の状態

がかわっている。（国立国語研究所 1985：40） 
 
これを受けて、「ほとんど」が変化動詞を修飾する場合と、「ほとんど」が動

作動詞を修飾する場合に分けて論じる。まず、変化動詞は単独で「ほとんど」

に修飾されうるもの（ex.「諦める」など）と修飾されないもの（ex.「死ぬ」な

ど）がある。動詞単独で修飾されない場合は「～かける」や「～ところだ」な

どの形をとる必要がある。例えば、次の(18)の「＊ほとんど死ぬ」や「＊ほとん

ど死んだ」は不自然であるが、「ほとんど死にかけた」や「ほとんど死ぬところ

だ」は自然である。 
 
(18) 彼はほとんど｛＊死ぬ／＊死んだ／死にかけた／死ぬところだ｝。 
 
これは動詞の意味に段階性があるか否かに関わっている。例えば、次の(19)

と(20)では、段階性における「死ぬ」と「諦める」の違いがはっきり見られる。 
 
(19) 彼は｛＊少し／＊半分／＊だいぶ／＊ほとんど／??完全に｝死んだ。 
(20) 彼は就職を｛少し／半分／だいぶ／ほとんど／完全に｝諦めた。 
 
(19)の「死ぬ」は「少し」「半分」など中間の量を示す副詞に修飾されないた

め、段階性が見られない 4。「皮膚が死ぬ→脳が死ぬ→心臓が死ぬ」というよう

な段階の分け方もできるが、これは器官が機能しないという意味であり、「彼は

死去した」の場合とは意味が違う。一方、(20)の「就職を諦めた」は単数的な

事態であるが、「自分の一番行きたい企業での就職を諦める→どの企業での就職

も諦める」のように、いくつかの段階に分けることができる。 
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一方、動作動詞は「ほとんど」に修飾される場合、次の(21)のように動作の

達成量をいくつかの段階に分けている。 
 
(21) ｛この小説／＊この俳句｝をほとんど読んだ。 

 
 (21)の「この小説」はいくつかの文からなっており、「ほとんど読んだ」は「こ

の小説」の大部分を読んだという意味になるため、「小説を読む」のは複数的な

事態と見なされている。それに対し、「この俳句」は複数の文に分けられないた

め、「ほとんど」に修飾されない。 
なお、動詞の否定形は「状態」を表すため、3.2 節で論じる。 
 

3.2. 「状態」を修飾する用法 

 
本節では「ほとんど」が状態性述語を修飾する場合について論じる。状態性

述語には形容詞、動詞、名詞がある。まず、形容詞について論じる。形容詞の

肯定形と否定形が「ほとんど」に修飾されるか否かによって、表 3 の A～D 類

に分類できる。 

 
表 3 「ほとんど」に修飾される形容詞 

 A 類 B 類 C 類 D 類 
修飾の 
可否 

肯定○

否定○

肯定× 
否定× 

肯定○ 
否定× 

肯定× 
否定○ 

例 該当なし
大きい、小さい、

簡単だ、複雑だ 

正しい、正確だ、

等しい、同じだ

甘い、寒い、悲

しい、必要だ 

 
表 3 の A 類は肯定形でも否定形でも「ほとんど」に修飾される形容詞である

が、これにあたるものは見つからないようである。 
B 類は肯定形でも否定形でも「ほとんど」に修飾されない。例えば、B 類の

「大きい」は、「大きさ」の程度を限りなく高くしていっても、その上にさらに

「大きい」ものがあるように、極限点が想定しにくいため、「ほとんど」に修飾

されない。否定形の「大きくない」も同様である。 
C 類の「正しい」「正確だ」や「等しい」「同じだ」などは不正確な部分や異

なる部分がゼロであるという極限点が存在するため、「ほとんど」に修飾されう
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る。しかし、「＊ほとんど正しくない」「＊ほとんど等しくない」のように、極限

点が想定しにくいため、「ほとんど」に修飾されない。 
D 類の「（味が）甘い」などの肯定形の場合、最高に甘いという極限点が想定

しにくため、「ほとんど」に修飾されないが、否定形の「甘くない」には糖分が

ゼロであるという極限点が存在するため、「ほとんど」に修飾されうる 5。 
次に、動詞の肯定形と否定形が「ほとんど」に修飾されるか否かによって、

表 4 の A～D 類に分類できる。 
 

表 4 「ほとんど」に修飾される動詞 
 A 類 B 類 C 類 D 類 

修飾の 
可否 

肯定○ 
否定○ 

肯定× 
否定× 

肯定○ 
否定× 

肯定× 
否定○ 

例 
読む、食べる、

見る、走る 

優れる、そびえる 

ずば抜ける、ありふれる 

死ぬ、諦める ある、いる、 

できる、分かる一致する、重なる

 
表 4 の A 類は動詞の意味であり、3.1 節で論じたため、ここでは省略する。 
B 類は、ある状態を帯びることを表す動詞であり、金田一（1976）の言う「第

四種の動詞」にあたる。これらの動詞は肯定形でも否定形でもそれが表す状態

には極限点が想定しにくいため、「ほとんど」に修飾されない。 
C 類の「死ぬ」「諦める」などの変化動詞の肯定形の場合については 3.1 節で

論じた。これらの変化動詞は否定形の場合、「＃ほとんど死なない」「＃ほとんど

諦めない」のように、複数的な事態がなければ言えない。一方、「一致する」「重

なる」など、ごく一部の状態動詞 6は「差がゼロである」ことを表すため、肯

定形で「ほとんど」に修飾されうる。しかし、これらの否定形の意味には極限

点が存在しないため、「ほとんど」に修飾されない。例えば、次の(22)の「２つ

の商品の値段」について言う場合、「ほとんど一致する」は成立するが、「＊ほ

とんど一致しない」は成立しない。 
 
(22) ２つの商品の値段はほとんど｛一致する／＊一致しない｝。 
 
「２つの商品の値段」のような単数のものを比較する場合では「ほとんど一

致しない」は不自然であり、「＊これらの商品の値段は記録にほとんど一致しな

い」のように、複数のものにしか使えない。 
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D 類の「ある」「いる」「できる」「分かる 7」などは状態動詞にあたる。次の

(23)では、これらの肯定形は複数的な事態を表さない限り、「ほとんど」に修飾

されないが、否定形ではこのような制限はない。 
 

(23) ほとんど｛#ある／ありません 8／#いる／いない／#できる／できない／#

分かる／分からない｝。 
 
「ある」は無限にものが存在すると考えられるため、「ほとんど」に修飾され

ないのに対し、「ありません」は量がゼロであることを表し、ゼロという極限点

が存在するため、「ほとんど」に修飾されうる。「いる」も同様である。「できる」

は能力を持つことを表し、その上限はふつう問題にされないが、「できない」は

能力がゼロであることを表している。「分かる」は「理解できる」ことを表す場

合、「できる」と共通している。 
また、ここで非存在を表す形容詞「ない」について触れる。次の(24)では「お

金がある」の場合、金額については極限点は存在しないが 9、「お金がない」場

合、ゼロという極限点は存在するため、「お金がない」だけが「ほとんど」に修

飾されうる。一方、(25)では、「夏目漱石の小説」の数が限られているため、「夏

目漱石の小説はほとんどある」は複数の小説のうち、その大部分があることを

表し、「夏目漱石の小説はほとんどない」はゼロを極限点として限りなくないに

近いことを表している。 
 
(24) お金はほとんど｛＊ある／ない｝。 
(25) 夏目漱石の小説はほとんど｛ある／ない｝。 
 
最後に、「ほとんど」に修飾される名詞について見る。表 5 のように肯定形と

否定形が「ほとんど」に修飾されるか否かによって A～D 類に分類できる。 
 

表 5 「ほとんど」に修飾される名詞 
 A 類 B 類 C 類 D 類 

修飾の 
可否 

肯定○ 

否定○ 
肯定× 

否定× 
肯定○ 

否定× 
肯定× 

否定○ 

例 人間だ 
有料だ、未婚だ

同時だ、無料だ、

未使用だ 正気だ 

机だ、風だ ６月だ、子どもだ
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表 5 の A 類と B 類は C 類の「６月だ」「子どもだ」などと関連しているため、

まず C 類から見る。C 類はさらに２種類に分けられる。「同時だ」「無料だ」「未

使用だ」はその「同」「無」「未」の部分が極限点を表すため、「ほとんど」に修

飾されうる。しかしその否定形「同時ではない」「無料ではない」「未使用では

ない」は時間的な差、料金、使用歴があることを表すが、その極限点が想定で

きないため、「ほとんど」に修飾されない。一方、C 類の「６月だ」「子どもだ」

は形容詞的に用いられる名詞である。佐野（1999）は次の(26)を挙げて、「６月

だ」は「ほとんど」に修飾され、現在の天気は６月のように「雨が多い」「むし

むしする」ことを述べる解釈が一般的であるとしている。 
 
(26) （８月の非常に雨の多い日に）ほとんど６月だ。 

（佐野 1999：79） 
 
 佐野（1999）は(26)などについて、「名詞が持つある１つの際立った特徴に

限りなく近いことを表す場合と、名詞が持つ幾つかの性質を数多く満たしてい

ることを表す場合とがある」と述べている。 
表 5 の A 類の「ほとんど人間だ」はロボットなど人間以外のものが限りなく

人間に近い性質を持つことを表し、「ほとんど人間ではない」は当該の人の人間

らしさがゼロに近いことを表している。肯定形でも否定形でも「ほとんど」に

修飾されうる。これは C 類の「子どもだ」に似ているが、否定形で「ほとんど」

に修飾されるか否かという点で違いが出る。 
B 類の「机だ」「風だ」は肯定形でも否定形でも程度性を感じにくいため、形

容詞的に使われない。また、「有料だ」は「料金がある」という意味であり、前

述の「ある」と同様に極限点が想定しにくいため、「ほとんど」に修飾されない。

「未婚だ」は「既婚だ」という状態からの接近が考えにくく、「ほとんど未婚だ」

は許容されない。これは C 類の「未使用」と異なる。 
最後に、D 類の「正気だ」は肯定形で用いられにくい名詞であるが、「正気で

はない」は「意識がない」に近いことを表し、「ほとんど」に修飾されうる。 
 

3.3. 「量」を修飾する用法 

 
 「ほとんど」は「量」を修飾する場合、名詞的にも副詞的にも用いられる。

例えば、次の(27)は名詞的な用法で、(28)は副詞的な用法である。 
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最後に、D 類の「正気だ」は肯定形で用いられにくい名詞であるが、「正気で

はない」は「意識がない」に近いことを表し、「ほとんど」に修飾されうる。 
 

3.3. 「量」を修飾する用法 

 
 「ほとんど」は「量」を修飾する場合、名詞的にも副詞的にも用いられる。

例えば、次の(27)は名詞的な用法で、(28)は副詞的な用法である。 
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 (27) ほとんどの論文を読んだ。 
 (28) この論文をほとんど読んだ。 
 
例えば、(27)では複数の論文のうち大部分を読んだという読みになる。一方、

(28)ではある一編の論文の大部分を読んだという読みになる。以下では「ほと

んど」の構文機能（名詞と副詞）によって次の２つの節に分けて考察する。 
 
3.3.1. 名詞的用法の場合 

  
次の(29)～(31)では、「ほとんど」が名詞的に使われている。この場合、「Ｎの

ほとんど～」、「ほとんどのＮ～」、「Ｎ１はＮ２がほとんどだ」（Ｎは名詞句）な

どの構文が用いられる。 
 
(29) 乗客のほとんどが「青春 18 きっぷ」利用者だ。 

（中尾一樹「青春 18 きっぷ完全攻略ガイド」）11 
(30) 現代ではほとんどの人は病院で死ぬ。 

（木原武一「人生最後の時間」） 
(31) 個展は東京の方面がほとんどですよ。 

（林光「職人技を見て歩く」） 
 
これらの構文には、表 6 のような特徴が見られる。 
 

表 6 名詞的用法「ほとんど」の構文別の意味特徴 
構文 Ｎの意味特徴 例文 

Ｎのほとんど～ 分割可能／複数存在 (29) 
ほとんどのＮ～ 複数存在 (30) 

Ｎは～がほとんどだ 分割可能／複数存在 (31) 
 
 ここで「分割可能」と「複数存在」について説明したい。次の(32)と(33)では、

食べたりんごについてのイメージが異なることがある。 
 
 (32) りんごのほとんどを食べた。 
 (33) ほとんどのりんごを食べた。 
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 (32)は１つのりんごのうち、大部分を食べたという解釈もできるし、複数の

りんごのうち、大部分を食べたという解釈もできる。一方、(33)は複数のりん

ごのうち、大部分を食べたという解釈しかできない。同様のことは次の(34)～
(36)でも説明できる。 
 
 (34) 人類の歴史のほとんどは飢えとの闘いであった。 

（工藤陽孝「走れキヨタカ」） 
(35) ＊ほとんどの人類の歴史は飢えとの闘いであった。 
(36) ほとんどの｛民族／国｝の歴史は飢えとの闘いであった。 

 
 「Ｎのほとんど～」構文をとる(34)は「人類の歴史」をいくつかの段階に分

けて、その大部分は「飢えとの闘いであった」ということを表している。一方、

「ほとんどのＮ～」構文をとる(35)は、「人類の歴史」は１つのもので複数に分

けられないため、「ほとんど」に修飾されない。ただし、(36)のように、「ほと

んどの民族の歴史」や「ほとんどの国の歴史」のように、それぞれの民族や国

の歴史により、複数の歴史が存在するため許容される。 
 
3.3.2.  副詞的用法の場合 

 
この節では、「ほとんど」が副詞として、「量」を修飾する用法について触れ

る。次の(37)～(41)では「ほとんど」が動作または状態に関わる数量を限定して

いる。 
 
(37) 化学療法の副作用で、このころには、もう髪の毛はほとんど抜けていま

した。 
（先間敏子「たくさんの愛をありがとう」） 

(38) 発声と同時に肩を下げるので、そのとき空気をほとんど出してしまう結

果となる。 
（加藤透「喉が疲れない日本語を話す発声練習」) 

(39) ズュルトから北海沿岸のノルデンまでは約七時間かかるため、この日は

鉄道を乗り継いでほとんど一日電車に乗っていた。 
（沖島博美「北ドイツ―海の街の物語―」） 

(40) グリンデルワルトからはほとんど三百六十度、アルプスの高峰が望まれ

る。 
（岳真也「魅惑の車窓地を這う旅へ」） 
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(41) 私はお酒を飲むと真っ赤になるので、ほとんど飲みません。 
（太田和義「当世酔っ払い事情」） 

 
 「ほとんど」は、(37)は動作の主体である抜けた髪の毛の量、(38)は動作の対

象である空気の量、(39)は電車に乗るという行為の時間量、(40)は「望む」範囲

の量を表している。また、(41)は「ほとんどまれにしか飲まない」という「頻

度の読み」も、「ほんの少ししか飲まない」という「量の読み」もできる。 
  
  

４．認定の表現を修飾する「ほとんど」 

 
花井（1980：84）は「程度副詞「ほとんど」が、客観的外観を備えた婉曲表

現となる時、「ほとんど～と思われる」「ほとんど～と感じられる」「ほとんど～

と見られる」の形でその本質をのぞかせる場合も多い」として、次の(42)を挙

げている。 
 
(42) メッサリナが、「今度のお妃ほど可愛らしい方は見たことがございませ

ん」と言ったとき、それはほとんど宮廷全体の意見を代表しているとい

ってよかった。 
（辻邦生「背教者ユリアヌス」、花井 1980:84 から引用） 

 
本稿では、(42)の「ほとんど～といってよかった」はある命題の認定 10にお

いてその認定の完全性への近接を表すと考えられる。この場合、「ほとんど」は

認定の表現にかかることになる。例えば、次の(43)と(44)を見てみよう。 
 
(43) 彼女はほとんど美しいと言ってもいい。 
(44) ＊彼女はほとんど美しい。 
 
 (43)の「と言ってもいい」が用いられると、「美しい」という「極限点」を

持たない語も形式上「ほとんど」と共起することができる。花井（1980：84-85）
は「ほとんど」のこの用法について「客観的外観を備えた婉曲表現」と定義し、

あくまでも「ほとんど」を１つの「客観的性格を備えた程度の副詞」として位

置づけようとしている。しかし、「客観」と「主観」を完璧に分けることが難し

い例も少なくない。例えば、次の(45)は、「勝ち誇ったように」は明らかに話し

手の感情や気持ちが入っていると思われる。(46)は「万年筆」が「手の一部」
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になるわけがないが、まるで万年筆を持っていると意識しないほど、違和感が

ないことを大げさに表現しているのではないだろうか。 
 
(45)「そうでしたか。それで自分が虚偽を申しているのではないことが立証

されました」小原はほとんど勝ち誇ったように言った。 
（内田康夫「氷雪の殺人」） 

(46) 今では万年筆は道具というよりほとんど手の一部であって、書いている

ときに万年筆を持っていると意識したことはない 
（中野孝次「美しい老年のために」） 

 
認定の表現を修飾する「ほとんど」は、話し手の感情や気持ち、いわゆるモ

ダリティの領域に関わると考えられるが、これは今後の課題として考察したい。 
 
 

５．おわりに 

 
本稿では、概略副詞の「ほとんど」が「動作」、「状態」、「量」を修飾する用

法の意味特徴と述語の制限について考察した。複数的な事態を表す場合、「ほと

んど」は「量」を修飾し、単数的な事態を表す場合、「ほとんど」は「動作」や

「状態」を修飾する。これらの用法に共通しているのは、ある基準値に限りな

く近づいているという点である。この基準値は当該の事態においてはゼロの点

あるいは 100％の点でなければならない。 
今後は、「ほぼ」「だいたい」「およそ」などの概略副詞を個別に分析し、意味

記述を行い、概略副詞の全体図を描きたいと考えている。 
 
 
 

注 

 
1 出典が示されていない例文は全て本稿の作例によるものである。 
2 「彼はほとんど死んでいたも同然だ」なら許容度は上がるが、「ほとんど」

は「死んでいた」という状態への近似の度合いを限定している。 
3 佐野（1999）は「共起」と「修飾」を区別なく用いているが、本稿では、

「共起」は２つ（以上）の語が１つの単文に表れることであり、「修飾」は、

１つの語がもう１つの語を意味において限定することであると考えるため、
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佐野（1999）の「共起」を「修飾」に置き換えている。 
4 「あいつの目はほとんど死んでいる」、「A 社はほとんど死んでいる」、「彼

はほとんど死んでいる（ようだ）」のように、「死んでいる」という形の場

合、「ほとんど」は使われやすくなる。 
5 佐野（1999）は「甘くない」が「採点基準」を表す場合、「＊あの先生は採

点基準がほとんど甘くない（佐野 1999：63）」のように、「甘くない」がゼ

ロの点を持たないため、「ほとんど」に修飾されないとしている。 
6 金田一（1976）の分類による。ex.「ある」「いる」「（英語が）できる」「（ナ

イフが）切れる」「見える」「要する」など、「「動作・作用を表す」という

よりも寧ろ「状態を表す」と言うべき動詞で、通常、時間を超越した観念

を表す動詞である（金田一 1976：7）」。 
7 金田一（1976：9-10）は「理解できる」の意味の「分かる」と、「知識とし

てもつ」の意味の「分かる」とは別語であるとしている。前者は状態動詞

にあたるが、後者は瞬間動詞にあたるとしている。 
8 共通語では「あらない」と言わないため、「ありません」を用いた。 
9 例えば、コレクションとして世界中のお金（貨幣）を収集する場合、種類

について極限点があるため、「お金はほとんどある」は世界中の大部分の貨

幣を収集していることを表している。 
10 本稿の「認定」は命題の成立について述べることである。 
11  (29)～(46)のうち、出典が示された用例は『現代日本語書き言葉均衡コーパ

ス』（BCCWJ）の中納言で 2014 年 6 月 24 日に収集したものである。 
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