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1.		研究の目的および研究の背景
　本稿では以下の例（1）～（3）のように、名詞「程度」が種々の要素に直接後続する形式を取
り上げ、各形式の共通点と相違点を比較しつつ、このうち特に例（3）のような形式の構造および
意味・用法について記述することを目的とする 1。
　（1） 生活程度、高卒程度、参考程度、日常会話程度、10％程度、3 ヶ月程度
　（2） コンビニのバイト程度（の給料）、小指の爪程度（の大きさ）、パンとチーズ程度（の昼食）、
 8 ないし 9m 程度、1 日から 2 日程度、1 日に 3 回程度
　（3） あったらいいな程度（の機能）、「ふーん、そうなんだ」程度（の感想）、「ま、いっか」程

度（に軽く考えていた）、“あ、どうも”程度（の挨拶）
　上の例（1）～（3）は「語の単位」「句の単位」「文の単位 2」の要素にそれぞれ「程度」が直接
後続している。例（1）は名詞を前項とし、名詞「程度」を後項とする複合名詞 3 である。例（2）
は名詞句に「程度」が直接後続した形式である。例（2）のような形式は「句の包摂」（影山 1993）
と呼ばれ、複合名詞の前項が語から句に拡大した現象であると捉えられている。
　例（3）のような用例は文が名詞に先行しており、一見したところ連体修飾構造のようにも見
える。しかしながら、例（3）の形式を従来の連体修飾構造として捉えることはできない。例え
ば「あったらいいな程度」の場合、「程度」が直接後続するのは述語用言に終助詞「な」が後接し
た文（「あったらいいな」）となっている。修飾節の内部に動詞の命令形や意志形、終助詞、感動
詞などの形式を含む場合には、通常の連体修飾構造では「あったらいいなという程度」のように

「という」などを介して名詞を修飾する必要がある（大島 2003）。しかし、例（3）では文と名詞
の間に「という」などの形式は現れていない。
　このような現象を取り上げた先行研究は、管見の限り、名詞「状態」が文に直接後続する形式

（「「やったね !!!」状態」「「何だコリャ ??」状態」など）について考察した新屋（2014）のみであ
る。しかし、「状態」以外にも名詞が文に直接後続する形式の実例（「振り込め詐欺」「「休みたい

― 150 ―

東京外国語大学国際日本学研究　プレ創刊号
Tokyo University of Foreign Studies Japan Studies Review №0

1 本稿の用例中に付した下線はすべて筆者によるものである。また、『現代日本語書き言葉均衡コーパス』
から採取した用例にはサンプル ID を、『国語研ウェブコーパス』および検索エンジン Google（https://
www.google.com）から採取した用例には URL を記載する。

2 本稿では、それだけで独立して文になり得る形のことを指す。
3 種々の辞書の記述を見ると、多くの辞書で「程度」を「名詞」に分類しているが、用法によっては「程度」

が接尾辞であると記述する辞書もある（『例解新国語辞典』（第七版）など）。本稿では「程度」を名詞と捉え、
接尾辞的にふるまう用法については「接尾辞的な用法」とする。



なら辞めろ」発言」など 4）はブログなど 5 で多数観察される。このように、当該の形式は「状
態」以外の名詞でも形成され得るが、その実相については明らかになっていない。
　そこで、当該の形式を形成する名詞の出現状況を見るため、『国語研ウェブコーパス』6 を用い
て実例の収集を行った。その結果、当該の形式を形成する名詞には「程度」「状態」「発言」など
40 種類以上があり、その中でも用例数が最も多いのは「程度」（約 3,300 件）であることが明らか
になった（泉 2019）7。
　本稿では、名詞が文に直接後続する形式の実相を解明するために、その一つの切り口として名
詞「程度」に着目する。語や句に「程度」が直接後続する形式の構造的・意味的な特徴を整理し
た上で、各形式の共通点および相違点を比較しつつ、文に「程度」が直接後続する形式の構造お
よび意味・用法を記述する。
　なお、本稿では語・句・文といった単位を問わず、種々の要素 X と名詞「程度」とが結びつい
たひとまとまりの構造体を「X 程度」とし、要素 X を「前部要素」と呼ぶ。以下、2 節にて先行
研究の検討を行い、続く 3 節では用例の収集方法を述べた上で、書き言葉コーパスにおける「X

程度」の出現状況を見る。4 節では、「X 程度」の構造と意味・用法について前部要素の単位別に
記述を行う。
　
2.		先行研究の検討
　複合名詞の構成パターンには、名詞と名詞の組み合わせ（「春風」「山道」など）、形容詞語幹と
名詞の組み合わせ（「白ウサギ」「丸顔」など）、動詞の連用形と名詞の組み合わせ（「枯レ草」「打
ち傷」など）などがある（奥津 1975、野村 1977）。例（1）で提示した「生活程度」「高卒程度」
などは、名詞と名詞の組み合わせによる複合名詞である。
　このように、本来であれば複合名詞の前項は形態素ないしは語に限られる。しかし、言語事実
を観察すると、「［カラオケとゲーム］大会」「［懐かしの名器］展示会」（影山 1993：326）のよう
に、複合名詞の前項が「語の単位」を超える要素に拡大している現象が見られる。影山（1993）
では、このように語の内部に句が包み込まれているように捉えられる現象を「句の包摂」と呼ん
でいる。ただし、前項を句とし、「程度」を後項とする用例は挙げられていない。
　しかし、林（1982：18）が「臨時一語」8 の用例として挙げている「“焼け石に水”程度」など
のように、前部要素が「句の単位」である「X 程度」（「小指の爪程度」「コンビニのバイト程度」
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4 他に「頑張れメール」「早く帰れオーラ」「母さん助けて詐欺」「ANA でハワイへ行こう ! キャンペーン」
「遊んで遊んで攻撃」「「ご自由にお取りください」コーナー」などが観察される。

5 他に Twitter、Facebook などのソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の投稿記事、商品名や
イベント名、広告のキャッチコピー、日常会話などの口語的な表現において実例が観察される。

6 国立国語研究所がウェブ上の日本語テキストから収集したデータをもとに開発した日本語コーパスであ
る。ウェブ上のデータの収集期間は 2014 年 10 ～ 12 月とされており、約 100 億語が収録されている。

7 泉（2019）で収集したのは、次の 4 つの形式が文末に出現する文に、名詞が直接後続した用例である。
すなわち、①動詞の命令形（「早く帰れオーラ」など）、②動詞の意志推量形（「幻のポケモンをもらお
うキャンペーン」など）、③断定の助動詞「だ」の終止形（「犯人はお前だ宣言」など）、④終助詞「な」（「こ
んなもんだな程度」など）である。これらの形式が含まれる文は、通常「という」などを介さずに名詞
を直接修飾することはできない。

8 林（1982）では「“焼け石に水”程度」のように、その場で臨時的に形成され、辞書に登録されること
なく消えていく単語を「臨時一語」と呼んでいる。



など）の実例は数多く見られる。これらの用例も影山（1993）の「句の包摂」の一種であると捉
えられる。例えば、「［小指の爪］程度」「［コンビニのバイト］程度」などの用例は、複合名詞「X

程度」の前項 X が「小指の爪」「コンビニのバイト」といった名詞句に拡大したものであると考
えられる。
　影山（1993）の「句の包摂」をさらに敷衍すれば、前部要素が「文の単位」である「X 程度」

（「あったらいいな程度」など）は、語の内部に「句」よりもさらに大きい単位である「文」が包
み込まれているように捉えられる。言わば「文の包摂」とでも言えるような現象である。
　このような現象について取り上げた新屋（2014）では、発話などを直接引用した文相当の要素
に名詞「状態」が直接後続した形式（「「やったね !!!」状態」など）を複合名詞と位置づけている。
そのように位置づける上での議論として、新屋（2014）はまず、名詞「状態」が直接後続する文
相当の要素が、名詞に前接可能な要素の 4 つの類型のどれに相当するのかについて検討している。
4 つの類型とはすなわち、①用言の連体形（「動く歩道」「曲がった釘」「青い空」など）、②連体詞

（「あらゆる種類」「あの人」など）、③名詞に後接する「の」「という」「といった」などの接続語
句（「大学の経営」「花子という女性」など）、④複合名詞の前項（「教育改革」「釣り道具」など）
である。
　検討の結果、「状態」が直接後続する文相当の要素について、名詞に前接可能な要素の 4 つの類
型のうちの 3 つの類型（①用言の連体形、②連体詞、③名詞に後接する「の」「という」「といっ
た」などの接続語句）には当てはまらないと判断し、消去法で「④複合名詞の前項」であると結
論づけている。すなわち、文相当の要素に「状態」が直接後続する形式については、文相当の要
素を前項とし、「状態」を後項とする「複合名詞」という扱いになる。しかし、旧来の複合名詞の
形成規則に従うと、「文の単位」の要素は複合名詞の前項にはならないはずである。「文の単位」
の要素を前項とする複合名詞について、新屋（2014）ではそれが成立する文法的な原理にまで踏
み込んだ考察はなされていない。
　「文の単位」の要素を前項とする複合名詞について、今後その成立を支える原理を解明するにあ
たっては、「語の単位」の要素を前項とする旧来の複合名詞、「句の単位」の要素を前項とする複
合名詞、「文の単位」の要素を前項とする複合名詞の三者間の関係を比較し、その共通点や相違点
を見ていく必要があると考えられる。その一つの切り口として、本稿では語・句・文のそれぞれ
の単位の要素に直接後続できる「程度」に着目し、その構造および意味・用法の記述を行ってい
く。

3.		「X程度」の用例収集およびその出現状況
　「X 程度」の用法を記述するにあたり、まず本節では、書き言葉コーパスから採取した「X 程
度」の用例に基づき、その出現状況を概観する。用例収集には『現代日本語書き言葉均衡コーパ
ス』（BCCWJ）を使用する。また、用例の検索には検索ツール「中納言」を使用し、その検索条
件には「短単位検索」の「語彙素」に「程度」を指定する。その後、検索して得られた全 20,892
件の用例の中から、「X 程度」の用例を無作為に 1,000 件抽出した。得られた 1,000 件について、
前部要素の単位別に集計した結果を以下の表 1 に示す。
　表 1 を見ると、前部要素が「語の単位」の用例が全体の約 8 割を占め、次いで「句の単位」の
用例が全体の約 2 割を占めている。「文の単位」の用例は 5 件しか見られなかった。その理由とし
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ては、前部要素が「文の単位」である「X 程度」は規範的な書き言葉では用いられにくいためで
あると考えられる。

表 1　「X 程度」の BCCWJ における出現状況

Xの言語単位 Xの用例 度数

語
50、100 円、80％、6 割、10 回、3 分、半数、半年
同 9、中、生活、趣味、参考、かすり傷、日常会話

793

句
5 千円から 1 万円、8 か 9cm、2 ヶ月に 1 回、3 分の 110

ひざの高さ、パンとチーズ、すずめの涙
202

文 「はい、いますよ」、「じゃあやってみましょうか」 5

合計 1,000
　
　次節では、BCCWJ から収集した上記の用例を中心的な資料として、「X 程度」の構造および意
味・用法の記述を行っていく。しかし、前部要素が「文の単位」である「X 程度」の用例は 5 件
しか見られなかったため、その用法などを記述する上で十分な用例数とは言えない。そこで、次
の①および②の用例を補助的な資料として考察の対象に加える。すなわち、①無作為抽出を行う
前の全データ（20,892 件）から、前部要素が「文の単位」の「X 程度」を目視で抽出して得られ
た用例（67 件）、②ウェブ上のテキスト 11 から採取した用例（18 件）である。

4.		「X程度」の構造および意味・用法
　以下、4.1 節では辞書の記述をふまえ、前部要素が「語の単位」である「X 程度」が表す 2 つの
意味について、その諸特徴を整理する。その上で、4.2 節では前部要素が「句の単位」である「X

程度」について、4.3 節では前部要素が「文の単位」である「X 程度」について、その構造と意
味・用法を記述する。

4.	1		前部要素が「語の単位」である「X程度」の構造および意味・用法
　「X 程度」の構造および意味・用法を記述する前に、種々の辞書 12 における「程度」の記述を
概観しておこう。辞書の記述をふまえると、「程度」には 2 つの意味、すなわち「度合い」を表す
場合と、「概量」を表す場合があると考えられる。
　第一の意味について、参照したすべての辞書における「程度」の第一義の記述をまとめると、
その意味は「物事の性質・状態・価値・量・段階などについて、その高低・強弱・大小・多少・
優劣がどれくらいであるのかという度合い」を表すと考えられる（以下、意味（a）「度合い」と
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9 「同程度」は収集した実例の中で唯一前部要素が「形態素の単位」のものである。表 1 中ではこれを前
部要素が「語の単位」の欄に便宜的に含める。なお、この「同」は語基として機能しており、接頭辞「同」

（「同大学」「同社長」など）ではない。
10 本稿では分数（「3 分の 1」など）や成句（「すずめの涙」など）のように一語相当として扱われるよう

な形式であっても、形態的に名詞句であるものは「句の単位」に含める。
11 検索エンジン Google において、検索条件に「“程度”」を指定し、検索を行った。
12 『広辞苑』（第七版）、『新明解国語辞典』（第七版）、『明鏡国語辞典』（第二版）、『例解新国語辞典』（第七版）

など。



する）。この意味を表す「程度」には、①単純語として用いられる場合（「程度が高い」「程度の
差」「その程度の人間」「損害の程度」など）と、②複合名詞の後項として用いられる場合（「生活
程度」「開発程度」など）がある。
　第二の意味について、それを取り上げている辞書 13 の記述をまとめると、「程度」は何らかの
基準などを示す語に接尾辞的に後接し、「およそそれくらい」という意味を表すと考えられる（以
下、意味（b）「概量」とする）。この意味を表す「程度」には、①複合名詞の後項として用いら
れる場合（「10 人程度」「中学程度の学力」など）、②連体修飾節を伴う場合（「焦げない程度に焼
く」など）がある。
　以下では、前部要素が「語の単位」である「X 程度」の諸特徴を先に表 2 にまとめる。その上
で、それぞれの意味ごとに順に説明を行っていく。

表 2　前部要素が「語の単位」である「X 程度」の諸特徴

（a）「度合い」 （b）「概量」

意味

物事の性質・状態・価値・量・段階な
どについて、その高低・強弱・大小・
多少・優劣がどれくらいであるのかと
いう度合い

何らかの基準などを示す語に接尾辞的
に後接し、「およそそれくらい」という
意味を表す

類義語 度合い、水準、段階、レベル くらい、前後、レベル

文体 フォーマル フォーマル／カジュアル

話者の評価 中立的
文体によっては「多く見積もっても大
したことはない」という評価を伴う

Xの例 生活、損害、発達、文明 50、100 円、半数、趣味、付き合い

Xの特徴
・ 尺度をもって測られる対象
・ スケール性のある抽象概念を表す漢

語の普通名詞

・ 概量を示すための量的／質的な基準
・ 数詞、数量詞、質的な基準になり得

る普通名詞

「の」の介在 可 不可

意味（a）「度合い」	
　種々の辞書の記述をまとめると、「程度」の表す意味の一つは「物事の性質・状態・価値・量・
段階などについて、その高低・強弱・大小・多少・優劣がどれくらいであるのかという度合い

（水準・段階・レベル）」であると考えられる。この意味を表す「X 程度」の用例には「生活程度」
「教育程度」「開発程度」「発達程度」「文明程度」「障害程度」「損傷程度」「傷病程度」「被害程度」
などがある。
　その語構造は前項語基 X が修飾要素であり、後項語基「程度」が前項 X によって修飾される主
要部である。また、前項 X は「尺度をもって測られる対象」を表し、「程度」は前項 X で示され
る何らかの対象の「度合い」「水準」「段階」「レベル」を表すという関係にある。例えば「生活程
度」は、ある尺度によって「生活」という対象が測られた際の段階やレベルを表している。
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13 第二の意味について記述されている辞書には、『明鏡国語辞典』（第二版）や『例解新国語辞典』（第七版）
などがある。ただし、辞書によってはこの意味を記述していないものもある。



　前項 X は「生活」「教育」などの抽象概念を表す漢語の普通名詞である。前項 X として用いら
れる「生活」「教育」「開発」「文明」などは、水準・レベルの低い区分から高い区分までの段階
性を有する。このように、意味（a）「度合い」を表す「X 程度」の前項 X は何らかのスケール性
を持つ名詞である。ただし、「生活程度」のような一般性の高い語は日常会話でも用いられるが、
それ以外の用例は日常的には用いられず、専門的な文章で専門用語として使用される場合が多い。
なお、上記で挙げた用例はいずれも「X の程度」（「生活の程度」など）のように、助詞「の」を
介した名詞句の形式に言い換えられる。
　また、フォーマルな文体に現れやすいという特徴が見られる。例えば、新聞・白書・学術的な
文章が書かれた書籍などのように規範的な書き言葉が使用されるジャンルに出現し、専門的な用
語として用いられる場合が多い 14。

意味（b）「概量」
　「程度」の表す二つ目の意味は、種々の辞書には「およそそれぐらい」と記述されている。この
意味を表す「X 程度」の用例には「50 程度」「100 円程度」「半数程度」のように数量を表す語に
後接するもの、「趣味程度」「参考程度」「日常会話程度」のように数量を表す語以外に後接するも
のがある。
　「X 程度」は、前項 X が何らかの基準を示し、それをもとにある対象の概量を表す 15。また、前
項 X と「程度」の関係は、何らかの基準を示す種々の前項 X に「程度」が接尾辞的に後接し、「お
よそそれぐらい」という形式的な意味を添えるというものである。
　ある対象の概量を表す上で、「程度」は量的な基準となる数量表現 16（「10 億」「2 ヶ月」「半分」
など）にほぼ自由に後接でき、「くらい」「前後」といった意味を表す。また、何らかの質的な基
準を表す普通名詞にも、その語種を問わず比較的自由に後接し、「およそそれぐらい」という意味
を添える。例えば、「英語能力」のレベルについて述べる際、それを示すための質的な基準として

「挨拶」「高校卒業」「日常会話」などの語を前項 X に提示する。それにより、対象となる「英語
能力」がどれくらいのものであるのかが表される。
　実例を見ると、意味（b）「概量」を表す「程度」は、量的または質的な基準を表す前項 X に比
較的自由に後接する。ただし、同一の尺度上において、最低位（「ゼロ」）を表す語、および最高
位を表す語には後接しにくいという特徴がある（「｛?0％／ ? 無料／ 5％／半分／半額／ ?100％／ ?

満額｝程度」、「｛非常勤講師／ ? 教授｝程度の待遇」、「｛? 未習／日常会話／ ? ネイティブ｝程度
の英語力」）。なお、「X の程度」に言い換えにくいという点では意味（a）「度合い」を表す「X 程
度」とは異なる（「? 日常会話の程度の英語なら話せます」）。
　また、「せいぜい（コンビニのバイト程度の給料です）」「所詮（すずめの涙程度しかもらえま
せん）」「（二畳程度のスペース）しかない」「（10 分程度）で済む」といった表現が共起しやすく、

「多く見積もったとしてもそれほど大したことはない」「高が知れている」という話者の評価を伴
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14 そのような用例には「第一当事者とは，事故の当事者のうち，過失の最も重い者又は過失が同程度であ
る場合にあっては人身の損傷程度が最も軽い者をいう。」（OW1X_00441『警察白書』）などがある。

15 前部要素が「形態素」の単位である「同程度」という用例についても同様に、「およそ同じくらい」と
いう意味（b）「概量」を表す。

16 本稿における「数量表現」とは、数詞（「5」「1 万」など）、数量名詞（「10％」「8 時間」など）、数量を
表す普通名詞（「半数」「半分」「少量」など）などを指すこととする。



う場合が多い。このような評価はとりたて助詞「くらい」17 の表す評価とも共通する（「500 円
｛程度／くらい｝なら、自分で出したら？」）。「程度」はそれに前接する要素を際立たせ、話者の
「大したことはない」という評価を表す点では、「くらい」と同様にとりたての機能を有している
ように捉えられる。ただし、新聞や白書のような客観的に記述される文章や、募集要項のような
中立的な立場で記述される文章 18 ではそのような話者の評価を伴う用例は見られない（「A 社で
は 100 人程度の希望退職を募集すると発表した。」）。
　
4.	2		前部要素が「句の単位」である「X程度」の構造および意味・用法
　前部要素が「句の単位」である「X 程度」の用例には、「［5 千円から 1 万円］程度」「［8cm か
9cm］程度」「［2 ヶ月に 1 回］程度」「［ひざの高さ］程度」「［パンとチーズ］程度」「［すずめの
涙］程度」などがある。いずれの用例も前部要素 X となるのは「名詞句」のみである。収集した
用例はいずれも意味（b）「概量」（「5 千円から 1 万円前後」「だいたいひざの高さくらい」など）
を表し、意味（a）「度合い」を表す用例が見られないという点で、前部要素が「語の単位」であ
る「X 程度」とは異なる。
　前部要素 X となる名詞句には 2 つのタイプがある。まず、数量を表す名詞句（「［5 千円から 1
万円］程度」「［8cm か 9cm］程度」「［2 ヶ月に 1 回］程度」など）があり、「A から B」（「5 から
10％」）、「A に B」（「1 年に 1 回」）などの形式が見られる。この場合は、数量を表す名詞句が量
的な基準として示され、ある対象の概量が表される。
　一方、数量を表す名詞句以外の名詞句を前部要素とする「X 程度」（「［ひざの高さ］程度」「［パ
ンとチーズ］程度」「［すずめの涙］程度」など）の場合、その前部要素には「A の B」（「小指の
爪」）、「A と B」（「パンとチーズ」）、「A や B」（「日記やメモ書き」）、「連体修飾要素＋被修飾名詞」

（「来場者に提供する軽食」）といった形式の名詞句が見られる。このような名詞句が質的な基準
として示され、ある対象についておよそどれぐらいであるのかが表される。例えば「［小指の爪］
程度のかすり傷」という用例の場合、対象（ここでは「かすり傷」）の大きさを表すために、「小
指の爪」を基準として概ねそのくらいであることを示す。
　また、前部要素が「語の単位」である「X 程度」の場合と同様に、客観的に記述される文章を
除き、「多く見積もってもそれほど大したことはない」という話者の評価を伴う場合が多い。その
ような場合は、「せいぜい」「しかない」などの表現が共起しやすい（例（4））19。
　（4） カウンターがせまく、せいぜい厨房とフロアとの飲食物の受け渡し程度にしか使われてい

ない店があるが、そういう店はバーとはいいがたいし、つまらない。
  （PB25_00107『週末バーテンダーのすすめ』）
　例（4）は店のカウンターがどれぐらいの用途であるのかを示す上で、「飲食物の受け渡し」と
いう基準を提示し、多く見積もってもそれ以上の重要な用途や効果的な使用方法がないことを表
している。
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17 評価のとりたてとは、文中のある要素を際立たせ、主に「大したことはない」といった話者の評価を表
すものである。評価を表すとりたて助詞には「くらい」「なんか」「なんて」「など」などがある（日本
語記述文法研究会 2009）。

18 他に学術的な文章、論説文、データの説明文、操作手順の説明書などが挙げられる。
19 以下、「多く見積もっても大したことはない」という話者の評価を表す共起表現には波線を付す。



4.	3		前部要素が「文の単位」である「X程度」の構造および意味・用法
　前部要素が「文の単位」である「X 程度」の用例には以下の例（5）（6）のようなものがある。
前部要素 X は実際に発話された発言の場合（例（5））と、心情や印象を表す心内発話の場合（例

（6））がある 20。
　（5） ところが「ひとりいます」と答えるのはまだいいほうで、中には「はい、いますよ」程度

にしか答えない人もいる。 （LBg1_00009『恋愛の心理』21）
　（6） 負けた島田工高の関係者も選手たちも、投げた一年生投手の力をさほど過剰には評価しな

かったのではなかったか。「さすが野球名門校の新人投手だ」程度には思ったかもしれな
い。 （LBh7_00013『初球はストレート』）

　上記の例（5）（6）の前部要素 X は、それぞれ「はい、いますよ」という実際に発話された返
事を表す文、「さすが野球名門校の新人投手だ」という印象を述べた心内発話を表す文である。前
部要素が「文の単位」である「X 程度」の特徴としては、その後方に発話・思念・知覚に関する
表現が共起しやすい点である（上の例（5）「答えない」、例（6）「思った」など）22。また、収集
した用例はいずれも意味（b）「概量」を表す（例（7）（8））。
　（7） 〈美術館の展示について〉それほど「見たい !」と思っていったわけではなく、「見に行っ

てみるか」程度の軽い気持ちで見てきたわけですが……。 （ブログ『乾坤一擲 Blog』23）
　（8） 〈ある専門用語について〉また場合によると、化学系の人でも「よく分かんないけどまあど

うでもいいや」程度の理解でいる方は多いのかもしれません。 （Yahoo! 知恵袋 24）
　例（7）（8）の「X 程度」の前部要素はそれぞれ、話者自身の心情を表す「見に行ってみるか」
という発話形式の文、「化学系の人」が抱いた印象を表す「よく分かんないけどまあどうでもいい
や」という発話形式の文である。例（7）は話者の「軽い気持ち」がどれくらいであるのかについ
て、客観的な数値などで示すのではなく、「見に行ってみるか」という話者の心情を表す発話形式
を用いて感覚的に示されている。同様に例（8）では、「化学系の人」がある専門用語に関してど
れほどの「理解」があるのかについて、「よくわかんないけどまあどうでもいいや」という発話形
式を用いて示されている。
　このように、前部要素が「文の単位」である「X 程度」では、前部要素の発話形式が対象の概
量を示す質的な基準として用いられている。前部要素が「文の単位」である「X 程度」が表すの
は意味（b）「概量」のみであるという点では「句の単位」の場合と同じである。しかし、量的な
基準を表す数量表現が前部要素 X にならない点では「句の単位」の場合とは異なる 25。
　また、前部要素が「文の単位」である「X 程度」は収集した全用例が「多く見積もっても大し
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20 以下、発話・思念・知覚を表す共起表現には二重線を付す。
21 前部要素が「文の単位」である「X 程度」の用例は、80 ～ 90 年代に出版された書籍などにおいても見

られる（それらの著者の出版時の年齢は 40 ～ 50 代前後である）。文に直接後続する「状態」については、
その使用者は若者であると推測されている（新屋 2014）。しかし、前部要素が「文の単位」である「X 程度」
に関しては必ずしもその使用者は若者に限られないのではないかと考えられる。

22 発話・思念・知覚を表す共起表現には「X 程度に｛言う／答える／思う／考える／感じる｝」、「X 程度の｛発
言／一言／返事／理解／気持ち／感覚／イメージ／認識／感想／知識／記憶／関心／興味／注意｝」な
どがある。

23 http://takahata.seesaa.net/article/110663749.html（2019 年 5 月 31 日閲覧）
24 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1254598012（2019 年 5 月 31 日閲覧）
25 発話形式の文では数量を表現しにくいためではないかと考えられる。



たことはない」という話者の評価を伴う（例（9）（10））26。
　（9） 〈実家の近所で起きた火事について〉まぁぶっちゃけどうでもいいんですけどね。まさに対

岸の火事。せいぜい「気をつけなきゃな」程度 27 です。 （ブログ『Ooooooooooops!!』28）
　（10） 〈ネットショッピングで購入した洗濯機について〉弱点については、購入前にクチコミで情

報を得ていたので「その通りだな～」程度で済みました。 （ブログ『redbird 日和』29）
　例（9）では、「せいぜい」という語が共起し、身近で起こった火事について話者があまり大事
とは捉えていないことが窺える。例（10）では後方に「で済みました」という表現が共起し、購
入した洗濯機の欠点が事前の情報通りであったことから、それほど問題にならずに済んだと話者
が捉えていることがわかる。なお、このような話者の評価が伴う共起表現はほかに、「「へー、そ
うなんだ」程度で流した」「「ちょっと試してみるかー」程度の軽い気持ちで参加」「あまり関心が
なくて「へぇ～」程度で見ていた」「まぁ「ついでだから行くか～」程度のキッカケだった」「所
詮「やっぱりプロは凄いなー」程度の感想で終わる」などがある 30。
　以上をふまえて、4 節で記述を行った「X 程度」の諸特徴について以下の表 3 に示す。表 3 を
見ると、前部要素が語・句・文の各単位である「X 程度」の三者間の関係について次のことがわ
かる。「程度」は（a）「度合い」と（b）「概量」という意味を持つ多義語であるが、前部要素が

「句」や「文」の単位に拡大するのは意味（b）「概量」の場合のみである。また、前部要素が量的
な基準を表す場合、前部要素は語から句の単位までしか拡大しないのに対し、前部要素が質的な
基準を表す場合、前部要素は語から句、さらに文の単位にまで拡大する。

表 3　「X 程度」の構造と意味の対応関係

意味 Xの特徴 Xの単位 Xの例 度数
（a）
度合い

尺度をもって
測られる対象

語（普通名詞） 教育、開発、発達、被害 7

（b）
概量

量的な基準
語（数詞、数量を表す名詞） 7 時間、300 字、10 名 590

句（数量を表す名詞句） 6 ないし 8m、月 1 ～ 2 万 166

質的な基準

語（普通名詞） 申し訳、挨拶、高校卒業 196

句（数量表現以外の名詞句） 目まいや頭痛、小指の爪 36

文（発言・心内発話を表す文） あればいいなぁ 5

合計 1,000
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26 前部要素が「文の単位」の「X 程度」の用例については、「大したことはない」という評価を表す共起
表現が明示されない場合も見られる。しかし、実例を見ると、そのような表現が共起しない場合でも文
脈から話者がそのように評価していることが窺える。

27 なお、例（9）（10）はいずれも発話・思念・知覚を表す表現が共起していない。これは次の二重下線部
で示す共起表現が省略されているのではないかと考えられる。「「気をつけなきゃな」程度（の気持ち）
です」「「その通りだな～」程度（の感想）で済みました」

28 http://hamagurimaguri.blog118.fc2.com/blog-date-20100522.html（2019 年 5 月 31 日閲覧）
29 http://alohaloha315.blog137.fc2.com/blog-date-200910.html（2019 年 5 月 31 日閲覧）
30 前部要素が「文の単位」の「X 程度」はブログなどのように自身の主観的な感想を綴るテキストにおい

て多く用いられるため、「それほど大したことではない」という話者の主観的な評価を伴いやすいのだ
と考えられる。



　このように、句や文の要素に直接後続する名詞が多義である場合、必ずしもすべての意味にお
いて前部要素が句や文へ拡大するわけではなく、その名詞の表す意味によって前部要素の拡大の
可否が決まるのではないかと考えられる。影山（1993）および新屋（2014）では後続する名詞が
多義の場合に、その意味によって前部要素の拡大に差が見られることについては述べられていな
い。複合名詞の前項が句や文に拡大していると捉えられるような現象については、後項名詞の意
味にも着目した上で分析を行っていく必要があるだろう。

5.		まとめと今後の課題
　本稿では、前部要素が語・句・文のそれぞれの単位である「X 程度」の構造および意味・用法
について記述を行った。前部要素が「語の単位」である「X 程度」には意味（a）「度合い」と意
味（b）「概量」を表す場合がある。前者は「語の単位」の前部要素が尺度をもって測られる対象
を表す場合に用いられる。後者は前部要素 X が量的な基準（語・句の単位の要素）または質的な
基準（語・句・文の単位の要素）として提示され、ある対象の概量を示す場合に用いられる。
　今後の課題は次の 2 点である。第一に類義語との比較である。本稿では「程度」のみを取り上
げたが、「程度」と同じく、種々の語基に後接し、概量を表す用法を持つ形式には「前後」「くら
い」「レベル」がある。このうち、「前後」は句にまでしか後続しないのに対して（「10 から 20 名
前後」）、「くらい」「レベル」は句や文の単位の要素にまで後続する 31。
　これは「前後」が量的な基準を表す数量表現しか前項にとらないのに対し（「｛10 名／ ?? 日常
会話｝前後」）、「くらい」「レベル」は質的な基準を表す普通名詞を前項にとり得るため（「日常会
話｛くらい／レベル｝」）、「程度」と同様に前項が文にまで拡大できるのだと考えられる。「くら
い」「レベル」は、前項の拡大に関して「程度」と平行性が見られるため、今後は「程度」の類義
語との比較という観点も取り入れて考察する必要があると考えられる。
　第二に、名詞が文に直接後続する形式を複合名詞と位置づける場合、なぜ従来の複合名詞の前
項にはないタイプの「文」が許容されるのか、その成立を支える文法的な原理について検討する
必要がある。
　当該の形式の前部要素は発話が引用された形式であると捉えられるが、引用された言語形式
はその言語単位を問わず種々の品詞性を獲得し、文の構成要素になることが可能である（藤田
2000）。例えば、「「ちょっと待て」に私は驚いた。」という文において、「ちょっと待て」は名詞句
相当の補語として機能している。
　この考え方を援用すれば、当該の形式について、「複合名詞の前項語基に文が取り込まれた形
式」という捉え方も可能ではないかと考えられる。すなわち、文が複合名詞の前項に取り込まれ
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31 例えば、「「これだから、ラバウルに残してきてよかったんだよ」ぐらいに意気と自信たっぷりの少壮参
謀たちは、山内のもたらした緊急情報を笑殺したのである。」（PB53_00648『遠い島ガダルカナル』）、〈語
学学校のレベルについて〉「A2…初級。簡単な文章なら表現できるよレベル。B1…中級。身近なテーマ
だったらわかるよ＆喋れるよレベル。B2…中級。ドイツ語が母国語の人と雑談できるよ＆仕事でも使え
るよレベル。」（ブログ『留学経験から始まる呟き生活』https://hotlemon-tea.com/％ E8％ AA％ 9E％ E5％
AD％ A6％ E5％ AD％ A6％ E6％ A0％ A1％ E8％ A1％ 8C％ E3％ 81％ 8F％ E4％ BA％ BA％ E5％ BF％
85％ E8％ A6％ 8B％ EF％ BC％ 81％ E7％ A7％ 81％ E3％ 81％ 8C％ E7％ B5％ 8C％ E9％ A8％ 93％
E3％ 81％ 97％ E3％ 81％ A6％ E8％ BE％ 9B％ E3％ 81％ 8B％ E3％ 81％ A3％ E3％ 81％ 9F％ E3％
81％ 93％ E3％ 81％ A8/（2019 年 10 月 4 日閲覧））などがある。



る際、その文は名詞句相当の性質を獲得し、それが後項となる要素と結合することにより形成さ
れたのが当該の形式ではないかとも考えられる。今後はこのような仮説を検証することを通じて、
当該の形式の構造を明らかにしていきたい。
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“X-TEIDO”
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The purpose of this study is to clarify the structure, meanings, and usage of the Japanese word 
“X-TEIDO” through empirical investigation. This paper collected examples from “Balanced Corpus 
of Contemporary Written Japanese” and describe the structure, meanings, and usage.

Observing the examples, “X-TEIDO” has three types; compound noun, phrasal compound, 
and sentential compound. However, previous studies have not described the usage of the phrasal 
compound, and sentential compound types of “X-TEIDO”. 

Normally, in Japanese grammar, when a noun is modified by a completed sentence, the two 
elements must be linked by the quotative form “TOIU”; however, “TEIDO” can be preceded directly 
by a completed sentence. The sentential compound of “X-TEIDO” thus does not follow standard 
grammatical rules. 

Some dictionaries describe “TEIDO” as having two meanings. The first is a degree, grade, level, 
or amount of something. The second refers to a little more or less than a particular number, amount, or 
size. The following characteristics are revealed through observation of examples. When “X-TEIDO” is 
used as per the first meaning described, “TEIDO” compounds with common nouns expressing objects 
measured by a scale. When “X-TEIDO” is used as per the second meaning, “TEIDO” is preceded by a 
word or phrase which represents a quantitive standard, or a word, phrase, or sentence which represents 
a qualitative standard.
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