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１．はじめに

接続表現�2�は様々な視点から研究されてきた。その中でも、語用論的観点に基づいて、文レベルを
越えるディスコースレベルの分析こそが接続表現の有効な分析になるという指摘がある（加藤 2001、
メイナード 2004）。それは、話し言葉に現れる接続表現は、従来の文章論や意味論の観点からの分
析では説明しきれない振る舞いをすることがあるからである。例えば矢野（2015）は、若い世代の
日本人が話を切り出すときに「でも」のような逆接の接続詞を用いることを観察している。通常「で
も」に後続するのは前接部分に対する反対の内容や意見であると考えられるが、上述の「でも」は
先行発話と異なる話題を導き出す場合である。

本稿は、共時的な観点から、逆接接続表現が、いわゆる逆接とは異なる用法・機能を獲得してい
く過程を「文法化」として扱う（Hopper 1991、Traugott 1995）。「でも」と同じように機能拡張して
いると指摘されるのは、接続助詞「けど」である。また、逆接接続表現として扱われる「ただ」（石
黒 2008）も会話を展開させる機能を持っている（宇都 2009）。しかし、この３つの逆接接続表現が、
どのようなプロセスを辿って談話標識まで文法化したのかについてはまだ明らかにされていない。
そこで本稿は、自然会話のデータを用いて、「けど」�3「でも」「ただ」という３つの逆接接続表現の
文法化プロセスを提示することを目的とする。また、この３つの表現の間にどのような差異が見ら
れるかについても明らかにする。

２．先行研究の概観

２．１　逆接接続表現に関する先行研究
逆接接続表現について、逆接以外の談話機能に着目して話し言葉を分析対象とした研究として、

岩澤（1985）、稗田（2003）、尾谷（2003）などが挙げられる。
岩澤（1985）は、論説文、随筆文、会話文という３つの文体ごとの逆接の接続詞の使われ方につ

いて考察を行った。量的分析の結果として、話し言葉に近づくほど「逆接」ではない用例が増える
ことが示された。

稗田（2003）は、「でも」を談話標識として捉え、実際の会話の全体構造の中でどのような話題
間のつながりを作り上げるのかについて分析した。その結果、「下位の話題、上位の話題の導入に現
れ、本筋の話題を始める」ものと「下位の話題、上位の話題の最後に現れ、本筋の話題を終わらせ
る」ものという２つのタイプが観察された。

共時的観点からみた日本語逆接接続表現の文法化
―�自然談話の分析に基づいて�―

王　　　琪�1・松村　瑞子
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尾谷（2003）は、認知言語学で Langacker らが提唱する「主体化」のモデルを用いて、「けど」の
用法間の関係について考察を行った。接続助詞「ケド」の機能拡張は、図１のように、「明示的反意
関係」を示す働きから「話題導入」を表示する働きまで主体化が進んでいることが示された。

また、川越（2003）と宇都（2009）は対談番組の会話断片を取り上げ、「ただ」が接続機能から
談話標識的な機能へと広がっていく傾向があると述べる。ただし、宇都（2009）は「ただ」のこの
ような機能拡張はまだ「兆候が見られる」（宇都 2009：58）段階にとどまっていると付け加えている。

以上の先行研究から、残された問題点として以下の３点が挙げられる。第１に、尾谷（2003）は
「けど」の終助詞的使い方には緩和効果があると述べ、Traugott（1982）が主張した文法化プロセス
の “expressive” の段階まで文法化していると指摘したが、逆接接続表現が談話標識的な機能を持つ
に至った文法化の「プロセス」については言及していない。また、尾谷（2003）の分析は Langacker

が提唱する「主体化」に基づいており、文法化研究で Traugott が用いる「主観化」とは異なる概念
である�4。第２に、「ただ」の機能拡張を分析した川越（2003）と宇都（2009）の研究は対談番組を
分析対象としたが、いわゆる自然会話を分析した研究は見当たらない。第３に、「けど」「でも」「た
だ」という３つの逆接接続表現の機能拡張現象について、過去の研究はそれぞれ個別に分析してき
たが、逆接接続表現という範疇からの包括的な分析も必要だと考える。そこで本稿は、自然会話を
データとして、文法化理論を用いて、「けど」「でも」「ただ」という３つの逆接接続表現の文法化プ
ロセスについて分析する。

２．２　文法化理論について
本節では、「文法化」の定義、その共時的な側面、そして Traugott（1982）が提案した文法化プロ

セスのモデルについて説明する。

２．２．１　「文法化」の定義
「文法化」には、狭義的な定義と広義的な定義の二つが見られる。狭義的な定義によれば、文法化

とは「もともと内容語だったものが、次第に機能語として文法的な特質、役割を担うようになる現
象」（河上 1996：179-180）を指す。一方、ホッパー・トラウゴット（2003：xv）は、広義的な定義
として「語彙項目や語彙構造が、ある言語の文脈の中で文法的機能を果たすようになる過程で、いっ
たん文法化が進むと、一層文法的な機能を果たす語に変化しつづける過程」と述べている。

広義的に文法化を捉えると、語彙項目を起点とする変化に限らず、すでに文法形式になった要素
がさらに拡張し、新しい機能を担うようになる現象も文法化現象の視野に入ることとなる（大堀 

2002）。ホッパー・トラウゴット（2003）と大堀（2002）の主張に従うと、逆接接続表現が談話標
識まで機能拡張した現象も文法化の観点から扱うことができる。

２．２．２　「文法化」の共時性
文法化は、一般に、言語の通時的な変化について説明する際に用いられる用語である。しかし、

通時的な面にとどまらず、共時的に各異形が重層化�5しているケースや、言語形式同士の文法化の度

反意関係（明示的）　　　反意関係（非明示的）　　　対比関係　　　話題導入

図１　接続詞「ケド」の主体化プロセス（尾谷 2003：91 一部変更）
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合いの比較についても分析することが可能である（秋元 2001、ナロック 2016）。本稿は、逆接接続
表現のそれぞれの通時的変化には触れず、会話データに基づいたそれらの共時的な分析を行う。

２．２．３　「文法化」プロセスのモデル
Traugott（1982）による文法化の過程のモデル化は図２に示される。これは、ある言語形式が「文

法要素として確立した後に発達する多機能性をよりよく捉える」モデルである（大堀 2005：14）。
このモデルにおける３つの段階は、それぞれ異なる要素を指している。

図２　文法化のモデル（Traugott 1982：257）

最初の “Propositional Component” は、それについて具体的に語ることのできる要素を指す。真理条
件と密接に関連する部分以外の、具体的には、時間や空間の指示表現および人称指示詞なども含ま
れる。次の “Textual Component” に含まれるのは多様な接続表現であり、それらはテキストやディ
スコースの展開、いわゆる結束性と緊密に関わっている。最後の “Expressive Component” は、発話
者の主観的態度や感情もしくは評価などの表出をその中心的な働きとする要素である。“Propositional 

Component” から “Expressive Component” へ変化するにつれ、当該形式の意味はその抽象度を高め
ていき、文法化が進んでいくとされる。例えば、現代英語で逆接の接続関係を示す “but” はかつて
は空間を表す表現だったが�11、それは命題的要素からテキスト的要素へ意味変遷した（Traugott 1982）。
本稿も、逆接表現の最も基本的な使い方は “Textual Component” であると考える。

しかし、Traugott（1982）の記述ではまだ曖昧なところがある。例えば、“Textual Component” と
“Expressive Component”を分ける基準が明確ではない。また、“Textual Component”について、Traugott

（2010：31） は、“contentful purpose of local connectivity” に関わるものと “procedural purpose of 

expressing speaker’s attitudes to the text under production” に関わるものという２つのタイプに分けて
いる。前者には関係詞及び補文標識などが含まれており、後者には話題化標識（topicalizer）及び
ディスコースマーカーが含まれるとされる。本稿は、Traugott（1982）と Traugott（2010）の記述
をもとに、実際の談話における機能の発達段階を考慮して、逆接接続表現の文法化段階を改めて以
下の３つに分け、基準を立てる。

�（1）�Content Textual Component

� � � （1a）テキストの展開、いわゆる結束性と密接に関わっている。
� � �（1b）�発話者は、自分の発話した先行発話の内容または発話者の顕現化されていない想定と逆
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接または対立関係を表す後続発話を発話する。
�（2）� Interactive Textual Component

� � � （2a）�テキストの展開、いわゆる結束性と密接に関わっている。
� � �（2b）�発話者は、自分以外の会話参与者の発話した先行発話の内容と逆接または対立関係を表

す後続発話を発話する。
�（3）�Procedural Textual Component

� � � （3a）�テキストの展開、いわゆる結束性との関わりは弱い。
� � �（3b）�先行発話と後続発話は逆接または対立関係を表さない。発話者は、先行発話と関連の薄

い後続発話を発話する際に、逆接接続表現を用いることで、自分以外の会話参与者に配
慮し、唐突感を軽減させる。または、自分の発話する後続発話が自分以外の会話参与者
との関係にマイナスな影響を与えかねない場合、逆接接続表現を用いることで、相手に
対する発話者の配慮を示す。

３．分析データ及び分析手法

３．１　分析データ
本稿で用いたデータの内訳は表１、表２のとおりである。質的分析の対象となった会話例は、日

本語母語話者による会話の公開されているデータベース（表１）および筆者が収録した日本人の大
学生・大学院生による雑談会話（表２）である。量的分析には、筆者が収録した会話（表２）を用
いた。

表１　会話データベースの内訳

名　称 時 間 数 参加者人数
（各グループ） 概　　　要

Talkbank Sakura 100min
（25min× ４本） ４人 大学生による会雑談（話題指定）（異性）（本

稿で扱ったデータ：Sakura01、02、04、05）

Chiba3Party 120min
（10min×12本） ３人 大学生による雑談（話題指定）（同性）

表２　筆者が収録したデータの内訳

時 間 数 参加者人数
（各グループ） 概　　　要

400min
（50min× ８本） ２人 大学生・大学院生による雑談（話題不指定）（同性：男性４

本、女性４本）

３．２　分析方法
本稿では、質的観点と量的観点という２つの観点から分析を行う。質的観点からは、逆接接続表

現が現代日本語の自然会話でいかに使われているか、２．２．３節で示した３つの段階に沿って、
「けど」「でも」「ただ」が用いられている会話例を分析する。その上で、Traugott（1982）のモデル
（図２）に修正を加える。また、量的観点からは、文法化モデルの各段階に該当する会話例の数値的
な結果を示し、３つの逆接接続表現の文法化を比較する。
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４．分　析

本節では、まず、３つの逆接接続表現について、段階別に会話例を分析する。次に、Traugott

（1982）のモデルを修正した新たなモデルを提示する。最後に、各段階に該当する会話例の数値的
な結果を示す。

４．１　「けど」の文法化について
４．１．１　“Content Textual Component”として使われる「けど」

本節では、“Content Textual Component” に該当する「けど」が出現した会話例を分析する。先述
したように、この段階の逆接表現は、同一発話者による前後の内容の間に逆接または対立関係があ
ることを示す。先行発話が言語化されない場合もある。

	 会話例１

行 発話者 発　話　内　容
1 CM2 まあ、むかしたったのはあれだね。
2 AM2 むかしか、どれだね？
3→ CM2 あの:目玉焼きを作ってもらうときに、いつも俺は半熟にしてって言ってんだけど、
4 BM2 うん。
5 CM2 いつもなぜか親がこう完熟で出してくるのね。

会話例１では、腹がたった経験について A、B、C の３人が話している。３行目の、半熟の目玉焼
きを食べたいという C の希望と、５行目の、親がいつも完熟な目玉焼きを出すという事実は矛盾し
ている。この接続助詞「けど」は、C とほかの会話参与者の発話との対立関係ではなく、単に３行
目と５行目の節間の背反関係を示していると判断できる。このような「けど」を “Content Textual 

Component” として分類する。

	 会話例２

行 発話者 発　話　内　容
1 L1F お金も大事だよね。
2 K1F うん。
3 L1F 結婚する:

4 K1F そりゃないよりは。
5→ L1F そりゃあ、hh 付き合うんだったら別にいいけど、結婚するんならお金は大事だよ。

会話例２では、交際相手の条件としてお金が重要か否かについて話されている。L は、「付き合う
とき」と「結婚するとき」を対比させ、前者の場合はお金は重要ではないが後者の場合は大事であ
るという意見を表明している。５行目における節間の関係は、背反関係ではなく比較の関係である。
加えて、この発話内容はほかの会話参与者との関係に影響を与えないため、“Content Textual 

Component” に該当する。
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４．１．２　“Interactive Textual Component”として使われる「けど」
“Interactive Textual Component” は発話者と先行する会話参与者の発話との逆接または対立関係を

示すものである。この段階に該当する「けど」の例としては会話例３がある。

	 会話例３

行 発話者 発　話　内　容
1 BM11 あの、来てから:出るまで一言も喋らない人結構いる。
2 AM11 あ:: あ::

3 CM11 うん
4→ AM11 いや、けどなんかそれ便利っつかそこ買うんだけど、○○屋に
5 BM11 あ::

6 AM11 なんか気もうすごい気:遣わなくていいじゃん
7 CM11 あ::

会話例３では、飲食店でバイトしている B が無愛想な客について文句を言っている。それに対し
て、A は「一言も喋らなくていいという点は客にとっては便利である」という自分の意見を表明す
る。つまり、客の立場からの A の意見は、バイトの立場からの B の意見とは異なる。４行目の接続
詞「けど」は発話者と話し相手との意見の対立を示している。このような例は “Interactive Textual 

Component” として分類される。

４．１．３　“Procedural Textual Component”として使われる「けど」
本稿の会話データには、“Content Textual Component” とも “Interactive Textual Component” とも見

なしえない「けど」の例があった。そのような例では、逆接表現がつなぐ前後の発話に「逆接」も
しくは「対比」の関係が認められない。発話者は、相手のことを配慮しながら後続発話を続ける。
この場合、逆接表現は和らげる機能を果たす談話標識と見なし、“Procedural Textual Component” と
呼ぶこととする。以下では、この段階を示す会話例４と会話例５について説明する。

会話例４では、６行目までは録音の時間について話しているが、７行目で C がそれとは異なる話
題を持ち込んだ。その唐突感を軽減するために、「全然違う話だけどさ、いい？」という発話によっ
て、ほかの会話参与者の同意を求めていることが読み取れる。このような「けど」は、日常よく用
いられる「立ち入ったことを聞くけど」、「ちょっと思い出したんだけど」、「繰り返しになるけど」
といった前置きのフレーズに出現する「けど」と同じく、発話者が自分の提案を表明したことと、
その提案に対してほかの会話参与者から同意を得られないという発話者の想定との対立関係を示し
ていると考えられる。このような営みでは、話し相手に対する発話者の配慮が働いていることが窺
える。

同じく、会話例５でも、発話者は「けど」を用い、話題を変える唐突感を和らげている。
会話例５では、次学期の受講科目が話題になっている。５行目までの話題は一日の授業の取り方

についてであったが、６行目で B は自分が「芸術学を取ることなりそう」という新たな話題を切り
出す。このような、「けど」を伴った新たな話題提示は、聞き手に対して先行発話と後続発話との関
係を理解しやすくするという（永田 2017）。また、「けど」の付加は、内容的に関連していない先行
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発話と後続発話間の中断感や唐突感を軽減させ、談話の展開をより円滑にする。したがって、この
接続助詞「けど」も “Procedural Textual Component” に該当する。

４．２　「でも」の文法化について
本節では、４．１と同じ手順で、まず “Content Textual Component” に該当する「でも」の例、次

に “Interactive Textual Component” に該当する例を分析する。また、「でも」に “Procedural Textual 

	 会話例５

行 発話者 発　話　内　容
1 1JMA 俺一から四、一から三、一から四、一から三、一から四ってとるけん
2 1JMB あん。なるほどね
3 1JMA もう本当いっぱいになると思うよ。まあ:まあ、ま時間割によるけどね
4 1JMB まね、それはあるね。時間割に取りたいっていうけど取れないっていう授業もあるね
5 1JMA うん、そうそうそう
6→ 1JMB え、俺、なぜか知らないけど、芸術学を取ることになりそうやけど、一緒に受けない？
7 1JMA 芸術学？
8 1JMB 芸術学
9 1JMA お前が？
10 1JMB うん
11 1JMA 美的センスないよ
12 1JMB Hhuhhh

	 会話例４

行 発話者 発　話　内　容
1 C2M 何分まで ?
2 A2F 知らない、25分間って
3 D2M うん
4 C2M そろそろ終わる。
5 D2M 四時ぐらいじゃない？たぶん。
6 C2M （　　　　）
7→ A2F （　　　　）求める条件じゃない、全然違う話だけどさ、いい？昨日さあ、立ち読みした

の、本をね、なんか、わ－別れ際の男みたいな感じの:、
8 C2M ん:

9 B2F ほお。
10 A2F 男から別れる時はどう分かるかみたいな、
11 C2M お:。
12 A2F なんか男はこう、１センチずつ（は）、なんか離れていくらしい、ちょっとずつちょっと

ずつは－
13 C2M あ::Huhuhuha

14 A2F 別れたい時に、離れていくんだって、でも、女の人はザット、さよならみたいな。
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Component” にまで発達した例があるか否かについても考察する。

４．２．１　“Content Textual Component”として使われる「でも」
「でも」の “Content Textual Component” に該当する例として、会話例６から会話例８を示す。

	 会話例６

行 発話者 発　話　内　容
1 4JMA うちの研究員も言ってたけど、やっぱ、高くても野菜とかいいもん食べたほうがいいみ

たいな
2 4JMB いや、そう思いますけどね
3 4JMA なんか体壊すと、結局全部ダメになるからみたいな
4 4JMB あ::

5 4JMA あそうやな:みたいな思ったけど。いや食べてないわ。唐揚げと -

6 4JMB いやそう -。確かに
7→ 4JMA 野菜はでも最近気をつけてるけどね結構
8 4JMB そうそう
9 4JMA 食べるようにしている。

この例では、健康な食事に関する話が中心となっている。１行目、３行目、５行目の発話からは、
A が体によいものを食べようとは思うものの「唐揚げ」を食べてしまうということが分かる。しか
し、７行目では「野菜はでも最近気をつけてる」と話を続けている。このように対立している５行
目と７行目の A の発話を「でも」によってつなげたものである。この発話から話し相手の発話との
逆接関係がないため、これは “Content Textual Component” の例と判断できる。

会話例７では、「でも」は発話の最後に置かれている。

	 会話例７

行 発話者 発　話　内　容
1 6JFA あ大濠ぐらい、あ:: 家の近くのめっちゃしょぼい花火大会はあるけど
3 6JFB 打ち上げる？
4→ 6JFA 大濠ぐらいしか。うん。めっちゃしょぼいでも。

会話例７は、A の家の近くで行われる花火大会に関する会話の断片である。３行目の「打ち上げ
る ?」という B の確認に、A は４行目で「うん」と受け止めたあと、「めっちゃしょぼいでも」と続
ける。この「でも」は、単に A の会話の文脈上「逆接」の働きをしていると考えられる。

さらに、「でも」は言語化されない発話者自身の想定に対して発せられ、発話者の意外な気持ちを
表すこともある。会話例８を見られたい。この会話の話題は、「東急」による渋谷周辺の再開発プロ
ジェクトである。10行目の A の発話には、先行する会話内容と対立あるいは不一致するものはまっ
たく認められない。この「でも」は、「東急が行なった再開発プロジェクトはすごい」という A の
感動した気持ちを強調するために用いられていると考えられる。つまり、この「でも」は、事前に
発せられた発話内容に対する対立関係を示すものではなく、むしろ、話題になっている内容が、発
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話者自身の想定していた内容あるいは自身が期待していた内容（２行目と４行目の A の発話から、
A は東急の開発にはあまり期待していなかったということが分かる）とは異なることを際立たせる
ために用いられたものと捉えることができる。

４．２．２　“Interactive Textual Component”として使われる「でも」
続いて、相手の意見に対して発話者が主観的態度を表出する際の「でも」の振る舞いを、会話例

９を通して観察する。

	 会話例９

行 発話者 発　話　内　容
1 A2F 料理は大事（だよね:?）
2 C2M うん。
3 D2M だよね:

4 A2F でも、そんなできない人ってそこまでいない。
5 B2F ある程度は
6 D2M ある程 h 度 h

7 A2F （ん ?）
（（省略））

8 D2M ん
9→ C2M でもさあ、本当に料理下手な人って本当に下手らしいじゃん。

会話例９の「でも」は不同意の表明のために使われたものである。話題は、付き合う相手に料理
ができることを条件として求めるか否かであるが、A は４行目で、料理が全くできない人はいない
という意見を述べる。B と D は直後に「ある程度はできる」と言いながら A の意見をサポートする

	 会話例８

行 発話者 発　話　内　容
1 4JMB 東急とか分かります ?
2 4JMA あ:: 東急の不動産あるね。うんうん。
3 4JMB あれすごい。今、東急、渋谷、いやあの東急 -

4 4JMA 〇〇やっけ ?
5 4JMB そう東京のもうあの辺りはもう、渋谷はもう
6 4JMA 全部東急みたいな
7 4JMB 全部東急がしてますね
8 4JMA まじか？すごいな
9 4JMB 二子玉川を全部東急がこうか - 買い取って、全部開発してもう
10→ 4JMA うん、うんうん、うん。あれすごいよなでもあの開発
11 4JMB もう今は、すごいです東急は
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姿勢を見せる。しかし、９行目に至って、A は実は「料理の下手な人は本当に料理ができないと言っ
てもいいぐらい下手らしい」と述べ、B、C、D と反対の意見を提示している。

４．２．３　“Procedural Textual Component”として使われる「でも」
「でも」にも、逆接の意味を失い、話題転換を和らげる談話標識として働くものが見られた。会話

例10を見られたい。

	 会話例10

行 発話者 発　話　内　容
1 AF6 なんかアレクサンダー博物館にアレキサンダー大王が使ったこうお茶碗、器とかいうも

のとかも置いてあった。
2 CF6 う:ん
3 BF6 へえ:

4 CF6 杯みたいなの
5 AF6 そう。でそれのレプリカとか売ってるって
6 BF6 レプリカ
7 CF6 レプリカなの？う:ん。
8 AF6 うん:そう
9→ CF6 でも三月箱根
10 BF6 箱根
11 AF6 お: 新婚旅行
12 BF6 違う
13 CF6 違うとか
14 BF6 新婚旅行は海外って決めてるもん

会話例10の８行目までの話題は A のマケドニアの旅である。しかし、９行目で C は突然 B が計画
している箱根旅行という新しい話題を提示する。この「でも」が結ぶのは「マケドニアの旅」と「箱
根の旅」であるが、両者の間に逆接の関係は存在しない。したがって、ここで C が用いた「でも」
は、発話内容の論理的逆接ではなく、当該の談話がそれまでの話題とは異なる話題へと展開してい
くことを示す談話標識の働きをしていると言える。「でも」を用いることによって、その唐突感が軽
減されるのである。

４．３　「ただ」の文法化について
本節では、各段階に該当する「ただ」の会話例を分析する。

４．３．１　“Content Textual Component”として使われる「ただ」
“Content Textual Component” に該当する「ただ」の例として、会話例11を示す。
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	 会話例11

行 発話者 発　話　内　容
1 AM7 ね新宿の何？
2 BM7 新宿のね -

3 AM7 回転寿司？
4 BM7 回転寿司じゃなくてね、立ち食い寿司っていって、二畳ぐらいしか店なくて。
5 AM7 立ち食い寿司。あ:じゃそこで握ってくれんの？
6 BM7 握ってくれんの。
7 AM7 うん。
8→ BM7 ただ立ち食いだからね:ずうっと立ってるとつらくなってか、すぐみんな出てっちゃう。
9 AM7 う:ん。

この会話例の話題は、立ち食い寿司の店である。５行目から７行目の A と B のやりとりから、その
店では寿司をその場で握ってくれるという良い面を持っていることが分かる。しかし、８行目では、
立ち食いだから長く立っていると辛いという良くない面も示されている。つまり、８行目の内容と
先行する内容は対立関係になっている。従来、「ただ」は補足を表す接続表現として扱われてきた。
しかし、８行目の「ただ」は、接続詞「でも」や「けど」に置き換えても意味の違いは生じないの
で、この「ただ」は「けど」「でも」と同じように逆接接続表現として扱うことができると考える。
また、B の話は実際の状況を描写したものであり、話し相手との対立関係が見られないため、会話
例11は “Content Textual Component” と見なされる。

４．３．２　“Interactive Textual Component”として使われる「ただ」
石黒（2008）の指摘によれば、「ただ」は補足修正的な意味合いを持っており、先行文脈の内容

を肯定しつつ部分的に修正を行う。つまり、発話者の意見と先行する相手の意見との間には逆接の
関係はあるものの、「ただ」の補足的性質によって、発話者は相手と真っ向から対立するのではな
く、相手の意見を補足するという形で自分の主張を表明することになる。その意味で、「ただ」は比
較的穏やかな逆接表現と言える。会話例12を見られたい。

この会話例の話題は、クラス会でカラオケで３時間歌うことについてである。１行目から13行目
にかけては、A が終電に間に合うようにカラオケに費やす時間を細かく計算している。それに対し
て、B は A の計画に納得しているように見える。しかし14行目で、B は、自分は歌が苦手なため３
時間もカラオケで歌うのは不安だと述べる。つまり、B はそれまでカラオケの時間に関する A の提
案についてとりあえず肯定的な態度を示していたのに、３時間も歌うということについては「ただ」
を用いながら反対しているのである。

なお、本稿のデータには、話題を変えることを和らげる談話標識として働く「ただ」は確認され
なかった。
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４．４　逆接接続表現の文法化プロセス
以上、「けど」「でも」「ただ」という３つの逆接接続表現を “Content Textual Component”、“Interactive 

Textual Component”、“Procedural Textual Component” という３つの段階に沿って分析してきた。その
結果、以下のことが分かった。「けど」と「でも」は発話者自身の前後の発話内容の逆接関係を示す
“Content Textual Component” の段階から、話し相手との対人関係に関わる “Interactive Textual 

Component” の段階を経て、さらに相手を配慮して和らげる機能を果たす談話標識として使われる
“Procedural Textual Component” まで文法化が進んでいるのが確認された。一方、「ただ」に関して
は、“Procedural Textual Component” の段階に該当する会話例は本稿で扱った日常雑談のデータには
見当たらなかったが、対談のデータを分析した先行研究によれば、「ただ」にも談話標識的な機能が
あるようである。とはいえ、そのような機能拡張はまだ端緒がみられる程度である（宇都 2009）。

本稿は、３つの逆接接続表現の分析結果を踏まえ、図２のモデルを修正した新しいモデル（図３）
を提案する。

	 会話例12

行 発話者 発　話　内　容
1 2JMA いや、３時間-３時間歌うんやったら、姪浜で帰れるんよ。終電
2 2JMB うん
3 2JMA 終電が、えっと天神から、あ-天神じゃないや。姪浜からあっち、筑前前原行きが、終電

が
4 2JMB うん
5 2JMA 深夜、あの:えっとね、０時30分なんよ、で、
6 2JMB じゃ帰れるちゃ帰れる
7 2JMA そうそうやけん、２時間やろう多分食べ放題
8 2JMB うん
9 2JMA ７時から
10 2JMB そうそうそうそう
11 2JMA ７時から９時まで食べて、でま多分清算に、５分かかって
12 2JMB じゃ俺あれ〇〇に住んでるからさ、ギリギリさ、ギリギリ終電で帰れるか

（（省略））

13 2JMA
でえっと。何だっけ。え:: 姪浜まで、ま徒歩、５分もかからんけん。多分ホームまで５
分ぐらい。で行ったら、ちょうど３時間歌えば

14→ 2JMB
そうやね。ただ３時間またせ、途中さ部屋の入れ替え入れ替え入れ替え入れ替え入れ替
えるやん。

15 2JMA いいやん、楽しんやん。それ
16 2JMB いや、歌うまい人はさ、面白いかもしれないけどさ。歌さ、なんか
17 2JMA いや、関係ないって、別に
18 2JMB いや、でもね、そこはちょっと不安なんですよ hhhuhhh

19 2JMA うまいか - うまいかどうかとか、ね、盛り上がるか否かやん
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図３　本稿で提案する逆接表現の文法化モデル

以上の分析は、日本語逆接接続表現の文法化過程が “Content Textual Component” から “Interactive 

Textual Component” を経て、さらに文法化度合いの高い “Procedural Textual Component” まで進んで
いることを示唆するものである。また、ホッパー・トラウゴット（2003）によれば、言語は漸次的
に変化していく特徴があるため、共時的には一つの「連続体」が形成される。つまり、図 ３が示す
ように、段階と段階の間には重なる過渡的な段階が存在するということである。

４．５　量的分析の結果
図３のモデルに従い、日常会話のデータから抽出された「けど」「でも」「ただ」の段階別の出現

数及び割合をまとめたものが、表３である�12。ここで使用したデータは、筆者が収録した日本語母
語話者の雑談会話である（表２）。

表３　各段階における各逆接接続表現の出現数及び割合

段 階 Content Textual 
Component

Interactive Textual 
Component

Procedural Textual 
Component 不　明 総 計

「けど」 287（48.4％） 175（29.5％） 131（22.1％） 0 593

「でも」 196（52.8％） 112（30.2％） 54（14.6％） 9（2.4％） 371

「ただ」 3 3 0 0 � � 6

� 表３からは、次の２点が指摘できる。まず出現数について、もっとも多いのは、主として接続助
詞として現れる「けど」類であり、全部で593回観察できた。そのうち、接続詞として使われたの
はわずか22回（3.71％）であった。「でも」の出現数が「けど」に続く。一方、「ただ」の出現数は
６例に過ぎない。次に談話標識的な用法について、「けど」は全体の22.1％�13、「でも」は全体の14.6％
が同用法であったことから、「けど」と「でも」は “Procedural Textual Component” まで十分に機能
拡張していると言える。また、「けど」は「でも」より談話標識としての使用数が多い。それに対
し、「ただ」には “Procedural Textual Component” の段階に該当する談話標識的な使い方は見られな
かった。

５．考　察

本節では、まず、逆接接続表現の文法化過程に伴う「（間）主観化」について考察する。次に、質
的及び量的分析が示唆する「けど」「でも」「ただ」の間に見られた違いについて考察を行う。

尾谷（2003）は「けど」の機能発達を「主体化」との関係について議論したが、本稿は Traugott

（2010）で論じられた「（間）主観化」と逆接接続表現の文法化との関係について考察する。Traugott

Propositional Component Interactive Textual Component  

Content Textual Component Procedural Textual Component 

非主観的    →     主観的     →      間主観的
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（2010：30）によれば、「主観的意味」は「発話者の信念と態度に関係する意味」であり、「間主観
的意味」は「発話者が話し相手の面子を考慮していることに関係する意味」である。

文法化が進む過程には、当該表現が、非主観的意味から次第に主観的意味へ、さらに間主観的意
味へ変化していくという「（間）主観化」が伴うことがしばしばある（Traugott 2010）。図３で提示
した逆接接続表現の文法化プロセスでも、「（間）主観化」が確認できた。“Interactive Textual 

Component” の段階までは、発話者は逆接接続表現を用いることによって、話し相手に対して、逆
接または対立する主観的な信念と態度を表明している。つまり、主観的意味が強く読み取れる。し
かし、“Procedural Textual Component” の段階では、発話者は話し相手の面子を配慮して、自分の主
張を和らげたり、これまでと異なる話題を切り出す時、逆接接続表現を使ってその唐突感を軽減さ
せたりする。この段階に該当する逆接接続表現は間主観的に働いていると言える。
「けど」「でも」「ただ」の違いは、機能拡張の度合いである。これら３つの逆接接続表現のなかで

「ただ」はもっとも出現数が少なく、“Procedural Textual Component” に相当する談話標識的な用法
も見られなかった。この結果は、「ただ」がインフォーマルな場面よりフォーマルな場面で頻繁に使
われることに起因すると思われる。川越（2003）と宇都（2009）は、話題を転換させる「ただ」の
例が対談番組のデータに観察されたと指摘する。このことを考慮すると、本稿の「ただ」の観察結
果は、データが対談番組ではなくインフォーマルな雑談会話から収集されたものであったことに因
ると考えられる。またそれは、宇都（2009）が指摘するように、「けど」と「でも」には談話標識
的な使い方が頻繁に見られるのに対し、「ただ」の機能拡張はまだその端緒が見られるに留まってい
ることに因るとも考えられる。一方、「けど」と「でも」について言えば、両者は同じように機能拡
張しているが、接続助詞「けど」は自分の主張を和らげる機能も持っており、「でも」より機能が多
様化していると思われる。つまり、この３つの表現は、同じ文法化プロセスを辿ってはいるものの、
その機能拡張の度合いとその様相には違いが見られるのである。

６．終わりに

日本語の逆接接続表現は、特に、会話において前後の発話内容の逆接的な関係を示すのではなく、
談話標識的な働きをすることがしばしば観察されてきた。これまでにも逆接接続表現の談話標識的
な機能に着目した研究はあったが、そのほとんどは、当該逆接接続表現がどのようなプロセスを辿っ
てその機能を持つに至ったかは言及していなかった。そこで本稿は、「けど」「でも」「ただ」を対象
として、当該現象を文法化理論の観点から分析した。その結果、以下の３点が明らかになった。

１．�「けど」「でも」は “Content Textual Component” から “Interactive Textual Component” を経て、
“Procedural Textual Component” まで文法化が進んでいる。“Content Textual Component” の段階
では、逆接接続表現は逆接または対立関係を持っている発話者自身の発話をつなぐ働きをする。
“Interactive Textual Component” の段階では、話し相手の発話に対立する発話者の主観的信念ま
たは態度が逆接接続表現によって導き出され、相手との対人関係に影響が生じる。さらに、
“Procedural Textual Component” の段階では、発話者は、逆接接続表現を和らげの談話標識とし
て用いることにより、間主観的に話し相手に対する配慮を示す。このように、文法化に伴い

（間）主観化が生じていることが確認された。
２．�本稿が扱った雑談データでは、「ただ」の出現数は「けど」と「でも」をはるかに下回ってい
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る。また、“Procedural Textual Component” まで拡張した会話例も観察されなかった。これは、
「ただ」が、インフォーマルな場面よりフォーマルな場面で多く使われることに起因すると考え
られる。

３．�同じ文法化プロセスを辿った「けど」「でも」「ただ」のうち、最も機能が多様化しており、文
法化の度合いが最も高いのは「けど」（接続助詞）である。

� 本稿は主に若者の雑談データを分析の対象とした。しかし、日本語逆接接続表現の振る舞いは、
ジャンル、発話場面、発話者の属性等によって大きく異なってくる可能性がある。今後はその点を
踏まえ、さらに精緻な分析を進めていく必要がある。

注

1 � 九州大学大学院地球社会統合科学府博士後期課程大学院生
2 � 本稿では、対象となる日本語の接続助詞・接続詞「けど」類、接続詞「でも」「ただ」を一括し

て「逆接接続表現」と呼ぶことにする。
3 � 本稿では、「けれども」「けれど」「だけど」などのバリエーションを「けど」で代表させて表記

する。
4 � Langacker が使う「主体化」と Traugott が用いる「主観」との区別については小柳（2018：

148-152）を参照されたい。
5 � Hopper（1991：22）は、文法化の５つの原則を提案している。それは、Layering（重層化）、

Divergence （分岐化）、Specialization（特殊化）、Persistence（保持化）及び De-categorialization

（脱範疇化）である。Layering（重層化）については、新しい層が現れた時、必ず古い層はなくな
るのではなく、新しい層と関わりながら、相互に共存することも考えられる（Hopper 1991：22）。

6 � Grammaticalized

7 � propositional

8 � less personal

9 � more personal

10� expressive

11� 現代英語で逆接や対照関係を示す接続詞 “but” は、もともと「…の外側」という意味を持つ空
間を表す表現であった。この変化の例について、Traugott（1982：250）は “Propositional” から
“Textual” まで変わった例と捉えている。

12� 同じ位置で２回以上繰り返す場合は１回として数えた。また、前後の文脈で意味を判断しかね
る場合は「不明」と分類した。

13� 接続詞「けど」には “Procedural Textual Component” に該当する用法は観察されなかった。

記号一覧
（秒数）　　� 沈黙の秒数
.h　　　　　�吸気音
h　　　　　�呼気音（笑い声も含む）

（　）　　　� 聞き取りが確定できない語句
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語句-　　　� 産出しかけた言葉を途中で切った場合
語句:　　　� 音が引き伸ばされた場合
語句＝　　� 無音区間が一切無く発話の産出が続いた場合

（（語句））　� 説明情報
→　　　　� 注目する行
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The Grammaticalization of Japanese Contrastive Connectives 
Viewed from a Synchronic Perspective

— Based on Naturally Occurring Japanese Conversation —

Qi WANG and Yoshiko MATSUMURA

In Japanese conversation, contrastive connectives are sometimes used to connect the utterance even 

though there is no contrastive relationship found between them.  This paper took both qualitative and 

quantitative approaches to analyze such phenomena based on the theory of grammaticalization.  The find-

ings were as follows:

1. “kedo” and “demo” have been grammaticalized from “Content Textual Component” through 

“Interactive Textual Component” to “Procedural Textual Component”.  At the stage of “Content Textual 

Component”, the contrastive connectives are used to connect contrastive utterances of the speaker.  At 

the stage of “Interactive Textual Component”, the contrastive connectives are used to show the attitude of 

the speaker which is opposite to the utterance of the hearer.  Furthermore, at the stage of “Procedural 

Textual Component”, the speaker uses contrastive connectives to soften the claim of the speaker to show 

the consideration for the hearers.  As grammaticalization progresses, intersubjectivity of contrastive con-

nectives becomes gradually stronger.

2. This paper only analyzed data from informal conversations, wherein the number of occurrences of 

“tada” is far less than “kedo” and “demo”.  Likewise, there are no examples observed in which “tada” is 

used as “Procedural Textual Component”.  However, it has been pointed out that “tada” is also used as a 

discourse marker to introduce a new topic or to indicate a change of topic in talk shows.  One of the reasons 

for this is that “tada” is more often used in formal situations than informal ones.

3. Although “kedo”, “demo” and “tada” have undergone the same grammaticalization process, “kedo” 

is the most diversified in function and is the most grammaticalized contrastive connective.


