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図 1   譲歩文の成立尤度 
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1 はじめに 

 自然言語における譲歩文については，従来，次のよう
な条件文との対応が指摘されている． 

(1) 条件文 P⇒Q 
(2) 譲歩文 P⇒¬Q （または，¬P⇒Q） 

 譲歩文は，条件文 P⇒Q における前件否定ないし後件
否定のいずれかの形式で成立する． 

(3) レポートが悪ければ，単位だけ与えよう． 
(4) レポートが悪くても，単位だけは与えよう． 

 この(3)(4)の条件文・譲歩文には，一見したところ，
上記のような対応が見られない．ここで，(3)(4)は共通
の前件をもつが，後件における相違は，譲歩文(4)にあ
らわれる「は」のみである．本稿では，(4)の事例解釈
に関連して，条件文・譲歩文の解釈に関わる尤度的差異
について，以下に考察を試みる1． 

2 譲歩文と「も」文 

 日本語の譲歩文では，前件と後件の接続に「も」とい
う focus particle が用いられる．一般的に，「も」をと
もなう表現は，次のような論理的量化機能をもつ． 

(5) a. 太郎も来た． 
b. come(Taro)∧∃x[x∈C∧x≠Taro∧come(x)] 

 （ここで C は考慮集合 consideration set を表す） 

 (5a)は，《太郎が来た，かつ，太郎以外の人物が少な
くとも 1 人以上来た》という場合に有意味な発話とな
る．こうした「も」の累加機能は，譲歩文においても変
わらない． 

(6) a. 食べなくても太る．  ¬P⇒Q 
 b. 食べても食べなくても太る． P∪¬P⇒Q 
 c. 食べれば太る．   P⇒Q 

 (6a)が「も」をともなうことに注目すれば，譲歩文(6a)
が累加されるべき対象は，条件文(6c)であり，(6a)は，
(6c)に(6a)が累加される形で成立するような言語表現で
ある．こうして，譲歩文(6a)は，直和条件 P∪¬P を前
件にもつ(6b)と等価な命題であるとも言える． 
 譲歩文と同じく［ても］節をともなう表現のうち，次
の例は，事態累加をあらわすとされる例である． 

(7) 引っ越しても，元気でね． 

                                                 
1 譲歩文の解釈に関わる尤度 likelihood，および，
upward-scale については，原田康也氏から様々なコメン
トをいただいた．記して感謝申しあげる． 

 ここで用いられている「も」に注目すると，(7)は《転
居の前も転居の後も，元気でいてほしい》といった意味
内容をあらわすと解釈される．ここでの事態累加は，《転
居以前の今現在において元気でいること》を対象として
《転居後において元気でいること》が累加されるという
ものである2． 
 本稿では，(5a)，(6a)および(7)に見られる「も」の累
加機能に差を認めていない．(6a)と(7)を分けるものは，
前者における《食べずに太る》ことの成立尤度が最小に
なるのに対して，後者においては，成立尤度そのものが
問われないという点にある． 

3 譲歩文の最小尤度解釈 

 譲歩文によって表現される事態は，その実現において
最小尤度をもつような事態である． 

(8) たくさん食べても，太らない． 
(9) 少ししか食べなくても，太る． 

 この(8)(9)の譲歩文によって表現されるものは，《多量
に食べれば太るはずだ》，《少量食べただけでは太らない
はずだ》といった一般的な知識に反するような事態の成
立である．こうした一般的知識は，図 1 のように図式
化することができる．図 1 では，横軸に摂取される食
物の量 Amount を示している．ここで，増加関数を示
すグラフは，該当量の食物を摂取した場合に太るという
事態が生起する尤度Likelihoodを0～1の値で縦軸にと
っている．このとき，増加関数は，《少量食べただけで
は太る可能性は低く，多量に食べれば太る可能性は高
い》という一般的知識をあ
らわしている．上掲の(9)
によって表現されるもの
は，このグラフ上で最小尤
度の値をもつαにおいて
成立するような事態であ
る．一方，減少関数を示す
グラフは，該当量の食物を
摂取した場合に太るとい
う事態が生起しない尤度

                                                 
2 (7)についても，発話状況に応じて，譲歩文として解釈
される場合がある．それは，転居先の気象条件や生活環
境が厳しいことが予想される状況で《転居先では苦労が
多いだろうが，元気でいてほしい》という意図をもって
発話されるような場合である．この場合も，「も」の累
加機能に変わりはないものの，《転居先で元気でいるこ
と》が低尤度の事態として認識されることになり，(7)と
は異なる含意をもつことになる． 
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図 2   譲歩文と条件文の 
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L_not を縦軸にとったものである．この減少関数もまた，
一般的な知識を反映したものであることに変わりはな
い．そして，上掲の(8)によって表現されるものは，こ
のグラフ上で最小尤度の値をもつβにおいて成立する
ような事態である． 
 譲歩文は，こうした尤度スケール上では，つねに最小
尤度の object として成立するが，このことは，譲歩文
がもつ語用論的な含意がつねに，より高尤度の objects
を指向することを意味する．これを upward-scale と呼
ぶなら，譲歩文は，つねに upward-scale 上の objects
を指向するような言語表現であると言える3． 

4 事例研究 

 前節までの議論をふまえて，先にあげた事例について
検討してみよう． 

(10) レポートが悪ければ，単位だけ与えよう． 
(11) レポートが悪くても，単位だけは与えよう． 

 この(10)(11)における前件・後件の関係は，P⇒Q と
表現することができるが，ここには，一般的な条件文と
譲歩文の対応関係は見られない．(10)と(11)の違いは，
(11)にあらわれる focus particle「は」の有無のみであ
る．ところで，(10)(11)に共通する《レポートの内容が
悪い》という前件から導かれる後件としては，一般的に
は，次のようなものを想定することができる． 

(12) レポートが悪ければ，よい評価を与えない． 
(13) レポートが悪くても，よい評価を与える． 

 この(12)(13)は，条件文 P⇒¬Q と譲歩文 P⇒Q とい
う対応を示している．ここで，譲歩文(13)が成立する尤
度に注目してみよう．図 2 では，横軸にレポートの質
Quality を，縦軸にある Q 値において良い評価を得るこ

との尤度をとっている．
譲歩文(13)は，ここで最
小尤度をもつ object α
の成立を表現する言語
形式である．この object
αは，objectγに累加さ
れる形で成立するが，こ
こで，αとγは，前者が
最小尤度をもつのに対
して，後者が最大尤度を
もつという関係にある4． 

                                                 
3 本稿では，“upward-scale”を，譲歩文の語用論的な含
意関係をあらわす用語として用いている．なお，数詞を
ともなう譲歩文では，数詞の解釈における状況依存度が
高くなる． 

(a) おにぎりを 3 つ食べても，太らない． 
(b) おにぎりを 3 つ食べても，太る． 

 これらの例では，前件がその帰結として後件を導くこ
との尤度は等しく低いものの，「3 つ」という数詞は，(a)
では多量解釈を受け，(b)では少量解釈を受ける． 
4 条件文とその対比的含意としてもたれる次の2文では，

 上掲の(10)(11)の解釈において，(12)(13)のような関
係が参照されるなら，(11)の《レポートの内容が悪い》
という前件から導かれる譲歩文的帰結としての《よい評
価を与える》ことは，(11)においては「は」によって表
現ないし含意されていることになる．ところで，この
(11)の「は」は次と例と同様の用法をもつと考えられる． 

(14) 少なくとも，50 人は集まるだろう． 

 この(14)で，「50 人は」は，集まると確述的に予想さ
れる人数を示すことで，それ以上の人数が集まるであろ
うことを含意する．これは，「50 人」という数値につい
て最尤度に確述することによって，50 < x を満たすよう
な近傍数 x についての事態成立が含意されるというも
のである5．(11)の「は」もまた，《単位だけを与える》
ことを確述することによって，その近傍値に相当する
《よりよい評価を与える》ことを含意すると考えられる． 

5 おわりに 

 日本語における譲歩文は「も」をともなうが，この「も」
の累加機能は，条件文を対象として譲歩文を累加すると
いうものである．また，語用論的には，譲歩文は，その
実現可能性において最小尤度をもつような事態をあら
わす．このことは，譲歩文が，最大尤度の条件文的事態
を対象として最小尤度の事態を累加することを意味す
るが，譲歩文の存在価値もまた，一般的に起こり得る事
態に，一般的に起こり得ない事態を累加することで，あ
らゆる事態の成立を主張する点にあるように思われる． 
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両者の成立尤度はともに高い． 

(c) レポートが悪ければ，よい評価を与えない． 
(d) レポートが良ければ，よい評価を与える． 

 しかし，こうした一般的知識については，成立尤度そ
のものが問われないと考えるべきかもしれない． 
5 ［数量詞＋は］をともなう表現における含意は，妥当
性の極めて高い object の成立を言明することによって，
より妥当性の低い近傍の objects の成立が含意されると
いうものであり，後続する述語の肯否に応じて，近傍の
値は変化する．なお，(14)では「少なくとも 50」といっ
た一般量化詞を想定していない．ここでの「は」をめぐ
る議論は，一般量化詞“at least x”をめぐる議論とは独立
である． 


