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1. はじめに
「多い友達が来ました」「この町には少ない店があります」 これらは日本語学習
者によく見られる誤用例であるが、「多い友達」とはなぜ言わないのか。例えば、
同じ形容詞である「美しい」は、「花が美しい」とも「美しい花」とも言えるが、
｢花が多い｣は言うが、「多い花だ」とは言えない。では、「少ない＋名詞」はどう
だろうか。インターネットで語彙検索をすると、「¹少ないお金で夢がかなうイギ
リスの小さな家」「²少ないお金を生かして使う」などの文例が見られるが、しか
し、
「このクラスには少ない女子学生がいる」とはまず言わない。なぜ、このよう
に使用が制限されるのか。なぜ「多い/少ない」は他の一般的な形容詞と同様に、
名詞を直接修飾できないのか。本稿では、まず「多い/少ない」の正しい使用例と
誤用例を比較検討しながら、どのような場面で使用制限が起こるのかを考察した。
さらに、日本語学習で使用されている主な教科書において「多い/少ない」がどの
ように扱われているかを分析した。本稿は、これらの結果を基に、学習者の誤用
を防ぐために日本語教育の現場でどのような指導がなされるべきかを考察したも
のである。
2.

「多い/少ない」の使用例と特徴

2.1

「多い/少ない」の述語用法

まず、「多い/少ない」が文末に使われる文例を次に挙げる。
（1)
(2)
(3)
(4)

日本語のクラスはテストが多い。
猫は寝ていることが多い。
今年の冬は雪が少ない。
あのレストランの料理は量が少ない。

¹ booklog.jp/asin/4479011757/via=nrkmyzk
² www.shiruporuto.jp/child/sakubun/saku01/saku0110.html - 6k
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例(1)から(4)のように、「多い/少ない」は、「X は Y が Z」の構文で、通常の形容
詞と同様に述語用法で用いることができる。しかし、述語用法で用いられた場合
でも、以下のように「X は Y です」の構文で使用する場合には非文となる。
（5）Ｑ：京都はどうでしたか。
Ａ1：きれいでした。
Ａ2：静かでした。
Ａ3：おもしろかったです。
Ａ4：*多かったです。
Ａ5：*少なかったです。
例文(5)では、Ａ1 からＡ3 の答えは「（京都は）きれいでした。」のように「（X は）
Y です」の構文をとっている。Ａ4 とＡ5 の答えは、同様に「（X は）Y です」の構
文をとっているにもかかわらず非文である。
しかし、Ａ4 とＡ5 の答えに、以下のようにそれぞれ「多い/少ない」の前に「何
が多い/少ないのか」という情報を補えば文が成立することがわかる。
(5)’Ｑ：京都はどうでしたか。
Ａ4’：お寺が多かったです。
Ａ5’：高い建物が少なかったです。
このように、「X（京都）は Y（お寺）が Z（多い/少ない）」の構文の「Y」の情報
を補えば、「Z」の述部に「多い/少ない」が来ても非文にならない。
以上のように、「多い/少ない」の述語用法は「X は Y です」構文ではなく「X
は Y が Z」の構文でのみ使用できることがわかる。
2.2 「多い/少ない」の連体用法
次に、「多い/少ない」が名詞修飾の形で使われている例を以下に挙げる。
(6) 東京は人口が多い街だ。
(7) みちこさんは、文句が多い人だ。
(8) 画数が少ない漢字は書きやすい。
例文(6)から(8)では、述語用法ではなく名詞を修飾する連体用法として「多い/
少ない」が使用されている。これらの例文においても、前述の述語用法と同様に
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名詞修飾節として(X(東京）は）「Y（人口）が Z（多い）」の構文をとっている。
では、(X は)「Y＋名詞」の形をとれるだろうか。
(6)’*東京は多い街だ。
(7)’*みちこさんは多い人だ。
(8)’*少ない漢字は書きやすい。
（X は）
「Y＋名詞」の形では、
「何が」多い/少ないのかという「多い/少ない」も
のの対象が明らかでないため非文となる。
このように、「多い/少ない」の連体用法においても、節の構文が（X は）「Y」
ではなく（X は）「Y が Z」でなければならないことがわかる。
2.3 「多い/少ない」の名詞修飾
ここで、通常の形容詞と「多い/少ない」の名詞修飾について考察してみる。例
えば、
「きれいな」という形容詞を用いて「きれいな花」と言えば、その花が「ど
のような」花であるかという花の特徴、すなわち属性がわかる。
(9)

赤いりんご
(10) おもしろい友達

→
→

りんごの属性 ＝「赤い」
友達の属性 ＝「おもしろい」

例(9)と(10)のように、通常、形容詞が直接名詞を修飾するときは、被修飾名詞が
持つ特徴や性質などの属性が明らかになる。では、「赤い」「おもしろい」を「多
い/少ない」に置き換えた場合はどうであろうか。
(9)’ *多いりんご
(10)’*少ない友達

→ りんごの属性 =「多い」??
→ 友達の属性 =「少ない」??

このように、
「りんご」や「友達」を「多い/少ない」で修飾しても、
「りんご」や
「友達」の属性を表すことができない。すなわち、「多い/少ない」は事物の属性
を表す形容詞ではなく、「りんごが多い」「友達が少ない」のように事物の数量や
回数の多寡を明らかにする形容詞であるといえる。しかし、次の例のように「多
い/少ない」が事物の属性を表す名詞修飾節に用いられる場合がある。
(11） 客席の多い映画館 （小野矢 1999）→映画館の属性＝「客席が多い」
(12） 兄弟が多い人 （酒入ほか 1991） →人の属性＝「兄弟が多い」
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(13） ³リスクの少ない応急手当

→応急手当の属性＝「リスクが少ない」

例(11)から(13)は、2.2 の例と同様に被修飾名詞の前が「Y が Z」構文からなる節
の形をとっている。そして、「多い/少ない」を含む節全体が被修飾名詞の属性を
表している。但し、この場合は節の中の(Y)にあたる事物、すなわち「客席」「兄
弟」
「リスク」が「多い/少ない」のであり、被修飾名詞である「映画館」
「人」
「応
急手当」の数量の多寡を述べているのではないという点に留意しなければならな
い。
3.
3.1

「多い/少ない」の誤用例と連体用法の特例
「多い/少ない」の連体用法の誤用例

では、次に「多い/少ない」が名詞を修飾する連体用法として使用されるときの
誤用例をみてみる。
(14）
(15）
(16）

*京都には多いお寺があります。（牧野 1986）
*多い人がやってきた。（山田 2004）
*この辺りには、少ない外国人が住んでいます。（坂入ほか 1991）

2.3 で述べたように、通常「きれいな花」のように形容詞が名詞を修飾するとき
には、「花の属性＝きれい」のように事物の属性が明らかになるのに対して、
上の例では、「多い/少ない」によって修飾された「お寺」「人」「外国人」の特徴
や性質を「どのような」という視点から読み取ることはできない。
(14)’ お寺の属性
≠
(15)’ 人の属性
≠
(16)’ 外国人の属性 ≠

多い
多い
少ない

なぜ「どのような」が読み取れないと非文となるのか。「多い/少ない」は通常の
形容詞とは異なり、事物の属性を表さず、量や数の多寡を明らかにする形容詞で
あることは前述のとおりである。つまり、
「多い/少ない」は形容詞でありながら、
「どのような性質」ではなく、
「どのような存在の仕方」すなわち「どのぐらいあ
るか（数量の多寡）」という、いわば述語的な特徴を持っていると考えられる。こ
のことから「お寺が多い」「人が多い」「外国人が少ない」という述語用法
³ www.kotobuki-p.co.jp/espoir
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としての使用には問題はないが、「多い/少ない」を「どのような性質か」を表す
ための連体修飾語として単独で使用した場合、非文が発生すると考えられる。
3.2 「多い/少ない」の連体用法の特例と言い換え
ここで、形容詞の連体用法の特例について簡単に述べたい。通常、形容詞は「赤
いりんご」
「おもしろい本」のように、連体修飾語として用いることができる。し
かし、
「形容詞のなかでも名詞を修飾する場合に「い」の形をとらないものがある」
（山田 2004）、
「「多い」
（「少ない」）は述語としては使えても連体修飾語としては
使うことができない」（坂入ほか 1991）とあるように、「多い/少ない」において
は、通常単独では名詞を修飾できず、かわりに「多くの（たくさん・大勢）/少し
の」が用いられる。このように、形容詞でありながら、連体修飾語として用いる
ことができず、他の語彙に言い換えられる例が連体用法の特例である。
例(14)’(15)’(17)’は、形容詞の連体用法の特例として「多い/少ない」を、
「たくさん/わずか」もしくは「多くの/少しの」に言い換えた文である。いずれ
の例も「言い換え」によって文が成立することがわかる。
(14)

*京都には多いお寺があります。（牧野 1986）
(14)’ 京都には多くの（たくさんの）お寺があります。
(15) *多い人がやってきた。（山田 2004）
(15)’ たくさんの（大勢の）人がやってきた。
(17） *東京には少ない緑がある。（坂入ほか 1991）
(17)’ 東京には少しの緑がある。 （東京には緑が少ない。）
ここで「少しの」に関して言及したい。例(17)’のように、
「少しの」において
は言い換えより述語用法で述べられた方が文は安定するようだ。日本語基本文法
辞典（牧野 1986）によると、Sukunai differs from oi in that there is no counterpart of oku
‘the majority’ and oku no ‘many’．とあり、
「少ない」においては、
「少しの」への言
い換えより述語用法が用いられることが一般的であると考えられる。
では次に、「言い換え」に使われる「たくさん（大勢）/わずか」という語彙と、
「多い/少ない」の意味的な違いに注目してみる。以下に興味深い定義（森田 1977）
を見ることができる。
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「たくさん（⇔わずか）」
：その集合として数量が多い（少ない）という気持ち
「多い/少ない」：標準となるものや比較の対象になるものと比べて、数量の
程度が上回るか下回るかを述べる語
つまり、
「たくさん（⇔わずか）」は絶対的に数量が多い（少ない）ことを表わし、
対して「多い/少ない」は、相対的な多さ（少なさ）を表す語彙であることがわか
る（⁴図１参照）。よって、言い換えによって文が成立するのは、「たくさん/わず
か」が単独で数量の絶対的な多さ（少なさ）を明示できるからである。
図１：森田（1977）より抜粋

わずか

たくさん

標準

少ない

多い

2.2 で「多い/少ない」の連体用法が安定する条件として「YがZ＋名詞」の形を
とることを述べたが、被修飾名詞が数量を表す名詞の場合、すなわち「数量(Y)
が多い/少ない」ことが明らかな場合には、以下のように「何より」多い/少ない
のかという基準を補うことで連体用法が安定する場合がある。
(18) ⁵県警は大型連休中、昨年より多い十五万人の人出を予想している。
(19) ⁶9 月以降は平年より少ない降水量となった。
(20) ⁷幼児は、大人より多い量の水分補給が必要です。
例(18)から(20)では、
「昨年」や「大人」等に対して「多い」と述べることで、比
較対象もしくは基準が明らかになり、連体用法としての使用が可能になっている
と考えられる。
⁴ 図中の「標準」とは、ここでは話し手の考える標準として扱った。

⁵「日本海新聞」http://www.nnn.co.jp/news/070430/20070430001.html
⁶「宮古島地方の気象トピックス」
http://www.okinawa-jma.go.jp/miyako/tenki/tenki2005matome.htm
⁷「アクエリアス・サイエンスラボ」 http://www.aquarius-sports.jp/science/lab/q1_07.html
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3.3 「多い/少ない」を使った特殊例
では、果たして「多い/少ない」が単独で名詞を修飾できるケースは皆無だろう
か。本稿のはじめに少し触れたが、
「少ない女子」のような言い方はまずしないが、
「¹少ないお金で～」と同様、
「少ない給料でやりくりする」
「少ない時間を有効に
使いましょう」（坂入ほか 1991）のように、単独での連体用法に問題がない例も
ある。これは、
「少ない」が、絶対的な数の少なさを表す「わずかな」と同義で用
いられているためと考えられる。あるいは、比較対象となる基準が明示されなく
ても、「少ない給料/時間」という表現が「社会通念として少ないとみなされる給
料」「24 時間という限りがある中での少ない時間」という含意を持つためかもし
れない。対して、
「多い給料」
「多い時間」は「少ない～」のようには頻出しない⁸。
なぜなら、この場合「少ない」の例とは異なり、「多い給料/時間」と耳にしたと
きに、各自が思い浮かべる量の基準にばらつきがあるためと推測できる。つまり、
「少ない給料」
「少ない時間」は、既に慣用句的な使われ方として定着している特
殊な例と言えよう。
3.4 考察のまとめ
これまでの考察をまとめると、「多い/少ない」が連体用法として使われるため
の条件を、以下のように表すことができる。
① 「多い/少ない」ものの対象を明らかにする（「YがZ＋名詞」の構文）
対象が（の）

＋

多い/少ない

＋

名詞

（例）「東京は人口が多い街だ」
②

比較対象や基準を明らかにする

（被修飾名詞が数量を表す名詞）

比較対象（～より）/基準

＋

多い/少ない

＋

名詞

（例）「平年より少ない降水量が観測された」

4.

誤用の背景と指導法の提案

では次に、学習者による「多い/少ない」の誤用がなぜ起こるのかを考察し、誤
用を防ぐための効果的な指導法について考えたい。

⁸ サーチエンジン（Yahoo/Google）の語彙検索の結果による
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4.1

教科書における扱い方と誤用が起こる背景

なぜ「多い友達がいます」のような誤用が起こるのか。第一の理由として、
「多
い/少ない」を語彙として学習する際にその使用制限を学んでいないため、「多い
友達」という表現は誤用であるという認識がないことが挙げられる。また、第二
の理由として、とくに「多い」に関しては、英語母語話者にとっては、
「多い＝many」
として覚えたために「many friends」と同様の使い方をしてしまうという背景も
考えられる。では、英語を媒体とした教科書において「多い/少ない」はどのよう
に扱われているのであろうか。
「多い」に焦点を絞って、その扱い方を表 1 にまと
めてみた。

表１
教科書名

各教科書における「多い」の扱い方

使用についての説明

「多い」の対訳

「many」の対訳

導入課

なかま 2

特に見られない

a lot, plentiful

たくさん

Chapter1

げんき

特に見られない

There are many...

たくさん

第 12 課

ようこそ

特に見られない

many, much, a lot

おおい、たくさん

Chapter2

特に見られない

many[people],much

おおい［ひとが～］ 第 12 課

特に見られない

many, much, a lot of

述部に使われる形容詞

are many,

として説明有り

are frequent

特に見られない

many, much

みんなの
日本語
ＳＦＪ
ＪＳＬ

ＪＢＰ

Lesson10

takusan（注¹）

Lesson20

たくさん

（注¹）many(takusan)の下段に are～を補い、その対訳として「oo-i」と記載

表１は、初級日本語学習者に使用されている主な教科書『なかま』『げんき』『よ
うこそ』『みんなの日本語』『Situational Functional Japanese(SFJ)』
『Japanese: The
Spoken Language(JSL)』
『Japanese for Busy People(JBP)』を対象に、
「多い」の扱い
方について①使用についての説明、②巻末の Glossary における日英と英日対訳、
③導入の点から比較したものである。
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① 使用についての説明
『ＪＳＬ』を除く教科書において、
「多い/（少ない）」の使用に関する説明は見
られない。『ＪＳＬ』では“Ooi and sukunai are adjectival that occur as predicates
following the item to which they specifically refer”（Jordan 1987）のように、「多い/
少ない」は述部に使われる形容詞であるという記述が見られる。しかし、名詞修
飾語として使うことができず、代わりに「多くの」等が使われるという特例用法
についての説明はない。
② 対訳
『なかま』以外の教科書では、
「多い」の日英対訳として「many」が使用されて
おり、補助的な指導がなされない限り、
「多い」を他の形容詞と同様に「多い友達
（many friends）」のような名詞修飾語として使用してしまう可能性がある。一方、
誤用を防ぐための工夫がなされている例も見られる。例えば『ＪＳＬ』『げんき』
では、「are many, are frequent」「there are many…」のように記載することで、
「多い」が述部に使用される語彙であることを示している。
また、
「many」の対訳は、
『ようこそ』では、
「多い」が使用されており、日英対
訳と同様に「many＝多い」と覚えてしまう可能性が高い。しかし、同じく「many」
の対訳に「多い」を使っている『みんなの日本語』では、
「おおい[ひとが～]」の
ように、
「ひとが～」と共に記載することで、学習者に「多い＋名詞」文を作らせ
ないような工夫がうかがえる。その他の教科書では「多い」ではなく「たくさん」
が用いられているため、学習者が英日索引を使って文を作るという状況に限定す
れば、間違いが引き起こる可能性が低いと考えられる。
③「多い」の導入
「多い」が、いつ、どのように導入されているかという点についても注目した
い。『ようこそ』では、「多い」は形容詞導入の課で導入されている。同課に「多
い」を使った例文や練習問題は見られず、新出語彙リストに他の形容詞と共に記
載されているため、誤用を引き起こす可能性が高いと考えられる。
一方、特例用法に関する説明はないものの、語彙の導入において工夫が見られ
る例もある。例えば『なかま 2』では、Chapter1 の「X は Y が Z」構文の導入時に
使用し、
「今年は雨が多い」などの例文で「多い」を述語用法で導入している。ま
た、
『みんなの日本語』では、第 12 課の比較文で「多い」が新出し、
「東京はニュ
ーヨークより人が多いですか。．．．はい、ずっと多いです。」という例文を用いて
「X は（比較対象）より Y が Z」の構文で導入されている。しかし、どちらも「多
い＋名詞」の形が誤用であるということを積極的に提示するものではないため、
補助的な指導がなければ、「きれいな花」のような表現と同様に「多い/少ない」
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も名詞を直接修飾できると学習者が考えてしまう可能性が考えられる。

4.2

指導法の提案

以上、教科書での扱い方を分析しながら誤用の背景を考察してきたが、学習者
の間違いを引き起こさないためには、教科書に補足説明を加える必要があるほか、
現場での補助的な指導が求められることがわかった。では次に、以上の考察を踏
まえて、学習者による誤用を防ぐための指導法を提案する。
① 述語用法（predicate use）のみ使用可能
4.1 で述べたように、形容詞の導入の段階での「多い/少ない」の導入は、他の
通常の形容詞との混同が起こってしまう可能性が考えられるため、避けるべきで
あろう。そのため、初級学習者への指導としては、「何が多い/少ないのか」とい
うことを明らかにできる「XはYがZ」構文か、「何を基準/対象として多い/少ない
のか」が明確にできる「比較文」での導入が望ましいのではないか。その際に、
「多い/少ない」は述語用法（です-form/plain-form）としてのみ使うことができ
る例外的な形容詞である、と限定して指導するのがよいと思われる。
①’述語用法を定着させるための練習
初めて語彙を導入するときには、
「多い」の語彙の意味をただ確認するだけでな
く、
「Yが多い/少ない」という固定した表現として、ドリルを行うのも効果的であ
る。例えば、絵カードや文字カードなどを用いて「YがZ」の形（「友達が多い」
「車
が多い」「雪が少ない」etc.）の代入練習をたくさん行って、「多い友達」ではな
く「友達が多い」という表現を使うことを定着させる。それから、例文(21）(22)
のような「Xは～」や「～より」を加えた文を練習し、最終的に、例文(23)のよう
に「多い/少ない」を「XはYがZ」構文や、比較文で使用した会話に発展させると
効果があると思われる。
(21) 東京は人が多いです。/東京は大阪より車が少ないです。
(22) 昨日は宿題が少なかったです。/昨日はおとといより宿題が多かったです。
(23)Ｑ：ニューヨークはどうでしたか。
Ａ：めずらしい店が多くて、たのしかったです。
/東京より車が少なかったので、歩きやすかったです。
このように、まずは述語用法での指導を徹底すれば、名詞修飾節の導入時に「形
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容詞（多い/少ない）＋名詞」の形と混同することなく、例文(24)や(25)のような
「Y が Z＋名詞」の連体用法にも無理なく移行できるのではないだろうか。
(24) パリは古い建物が多い街だ。
(25) 宿題が少ないクラスは学生に人気がある。
②「多くの＋名詞」への言い換え
形容詞の特例用法として、
「多くの＋名詞」等の言い換えが用いられることは前
章で述べたとおりだが、初級段階では「たくさん」を使って言い換えが可能であ
るため、「多くの＋名詞」への言い換えは中級以降に導入すればよいのであろう。
「少ない」の言い換えについては、「*少なくの」ではなく「少しの」になる点に
も留意する必要があるが、これは特殊な語彙例として導入し、記憶させれば問題
がないと思われる。しかし、3.2 で述べたように、「少ない」においては、「少し
の」への言い換えより述語用法で用いられる場合が多いと考えられるため、初級
段階における述語用法での使用の定着が望まれる。

5.

おわりに

－まとめと今後の課題―

以上、本稿では、日本語学習者による誤用が頻繁にみられる「多い/少ない」を
考察することで、「多い/少ない」の連体用法としての以下の限定的な特徴を確認
することができた。
①
②

「多い/少ない」が「Y が Z」構文の「Ｚ」の部分に置かれ、
述語的に使われる名詞修飾節としての使用
比較対象や基準を補った使用

また、多くの教科書において「多い/少ない」の連体用法の特例についての言及は
特にみられず、補足説明の追加の必要性、および、教室内での補助的な指導が求
められるという現状が明らかになった。
今後の課題としては、「多い/少ない」の指導とその効果についての検証が挙げ
られる。また、「多い/少ない」以外にも、形容詞の特例として問題にされること
が多い「遠い/近い」（森山 2003、山田 2004、庭 未公刊）に関しての考察を進め
ることを挙げて、本稿のおわりとしたい。
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