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北海道大学留学生センター紀要 第 3号 (1999) [研究論文]

「けれどJ と「のに」

池上素子

要 旨

「けれど」も「のに」も逆接確定条件を表す接続助詞とされている O

しかし、両者は完全に交替可能ではなく、閤有の性格を持っている。本

稿では、問者に共通の機能を「話し手の発話の前件から導かれる聞き手

の u(rpならばQjから導かれる) p だから Q~ という推論を制限する

こと」とし、相違点は、その推論 rpだから Qjの前提となる P、Qの

捉え方から導かれるものという考えに沿って両者の比較検討を行う。す

なわち、「のに」丈の場合は rpならばQjが必要十分条件であるため、

そこから導かれる推論は「当然ーであるはずなのに ~j という当てはず

れの感情を伴うが、「けれど」丈の場合 rpならばQjは可能性のある

一つの条件に過ぎないためそのような感情は伴わない。また、他にも可

能性があるがその中の一つを選ぶ結果、「けれど」文には聞き手の思惑

を計るという聞き手中心の傾向が現れるが、 rpならばQjを必要ト分

条件と見なす「のに」文の場合間き手の思惑を計る余地はなく、話し手

中心の傾向が出る。さらに、「けれど」文に前置きなどの周辺的な用法

があり、「のに」丈に周辺約用法がないのは、そのような各々の性格が

背景にあるためと考える O

〔キーワード〕逆接、推論の制限、推論の前提の捉え方、話し手/開き

手志向

1 . はじめに

「けれど」と「のに」はともに逆接確定条件を表す接続助詞だが、両者

は完全に交替可能なわけではなく、その振る舞いに違いがあることは従来

から指摘されている。しかし、なぜそのような違いが生じるのかに言及し

た研究は余りない。本稿は、両者には「話し手の発話の前件から導かれる

開き手の w(rpならばQjから導かれる) pだから QJJ という推論を制限

するJ という共通の機能があるが、 rpだから Qjの前提の捉え方の違い
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から様々な違いが生じているという考えに沿って「けれど」と「のに」の

比較を行い、両者の性格をより明らかにすることを目的としている O 本稿

の構成は以下の通りである。 2.で、両者に共通の機能を提示する。 3.で、

「前提の捉え方の違しりという立場から見た両者の相違点について述べる O

最後に4.で本稿の結論をまとめる。なお、「けれとε」には「けれども j ，け

ど」などの形もあるが、これらは文体の相違と考え、文中では「けれど」

を代表形として記述する O また、接続助詞「が」も「けれど」と向等なも

のとして扱う。

2. rけれど」と「のに」に共通の機能

「けれど」も「のに」も逆接確定条件を表す接続劫誌とされている O 本

稿では、「逆接」を「前件と後件の聞に、前提となる条件関係を仮定し、

その条件が満たされでもなお予測した事態が成り立たないか、またはその

条件が満たされないにも関わらず事態が成り立つ」という条件丈の否定と

して位置づける立場(坂原(1985/93)、西原 (1985)、小泉 (1987)、前田

(1991)飽に同じ)に立ちつつ、逆接の「けれど」と「のに」に共通する

機能として次の仮説を立てる。

仮説:逆接の「けれど」と「のに」は、話し手の発話の前件から導かれ

る聞き手の，(，pならばQjから導かれる) pだから Qj という

推論を制限する。

この場合、開き手の推論はいわゆる日常的推論(日常的推論については坂

原 (1985) を参照)であると言ってよい。また、「開き手の推論」という

のは正確には「話し手が想定する聞き手の推論」である。つまり、制限す

るのはあくまでも聞き手がこのように推測するであろうと話し手が想定す

る聞き手の推論であって、実際に開き手がそう考えているとは限らないと

いうことで、煩雑さを避けるため以下では特に記述しない。仮説について、

まず「けれど」文の具体的な例を挙げながら説明しよう。

(1) A:試験、どうだ、った?

B:うーん、一生懸命ゃったけど、ダメだ、った。

(2) A:雨が降つてないから行くんでしょ。
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B:いや、雨は降つてないけど、やめた。

(1)で、 AはBの発話の前件「一生懸命ゃったJ までを聞いて通常社会常識

的に持っている「一生懸命やれば成功する」という推論に基づき、そこか

ら「一生懸命ゃったから成功した」を推論するだろう。しかし、 AはBの

「けれど」により、その推論が現実には正しくなかったことを知らされる

のである。開き手の推論のステップを図示すると以下のようになる。(→

は開き手の推論の次の段措を示す)

一生懸命やれば普通は成功する

(Bの発話の前件から)一生懸命ゃったことがわかる

→一生懸命ゃったから成功した(はずだ)

(Bの発話の「けれど」から一生懸命ゃったがダメだ、ったこ

とがわかる)

このように、開き手は「条件Pが満たされればQという結果になる」とい

う推論に基づいて、条件Pが満たされたときには rpが満たされたからQ

という結果になった(はずだ)J という推論を導くが、「けれどJ がその開

き手の推論を制践しているのである。

煩雑になるため仮説には記述しなかったが、誘導推論が関わる場合もあ

り、 (2)はその例である。(誘導推論について詳しくは小泉 (1987) を参照)

すなわち、 rpならばQである」から導かれる誘導推論は rpでなければ

Qでない」であり、さらにその条件が満たされた場合そこから導かれる推

論は rpでないから Qでない(はずだ)J となる。 (2)で言えば、 Aは「雨

が誇れば行かない」から「雨が降らなければ行く」という誘導推論を導い

ている O そしてさらにそこから「雨が降っていないから行く」と推論を下

しているが、 Bの「けれどJ がそれを制限しているのである。

雨が降れば普通は行かない

→雨が降らなければ普通は行く (誘導推論)

雨は持っていない

→雨が降っていないから行く (はずだ)

(Bの発話の「けれど」により雨はi怒っていないが行かないこと
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が分かる。)

以上の関係を図示すると次のようになる。

条件

PならばQ

P ならば~Q

)11.& 接

PだからQ

~p だから ~Q

逆接

P だが~Q

~p だカ'Q

このように、逆接の「けれど」は、聞き手の推論 (rpならばQである」

から導かれる)r pだから Qである(はずだ)Jか、あるいは(誘導推論 rp

でなければQでなしりから導かれる) r pでないから Qでない(はずだ)J

を制限するべく機能する O

以上「けれど」の例で仮説について説明してきたが、この点でーすなわ

ち前件から導かれる推論を制限するという点で 「のに」は「けれど」と

共通している O

(3) 薬を飲んだ、のに治らない。

(4) A:彼、行った?

B:いや、もう雨は持つてないのに、ゃめちゃったそうだよ O

(3)で、聞き手は話し手の発話の前件「薬を飲んだ」までを聞き、「薬を飲

めば治るJ という社会常識に基づいて「薬を飲んだから治つ t:'J と推論す

るだろう O しかし「のにj がこの開き手の推論を制限しており、その働き

は「けれど」と同じである o (4)も(2)と同様に説明できる。このように「け

れど」と「のに」は基本的な機能という点では共通していると言える O た

だし、 (1)・(2)と(3)・(4)を比べて分かるように、機能は同じでもそこに現れ

ているニュアンスは異なる O 以下では、この点も含めて両者の相違点を述

べていく O

3. rけれと‘J と「のiこ」の相違点

3.1 ニュアンスの違い

前章で、筆者は逆接の「けれど」と「のに」に共通の機能を「話し手の

発話の前件から導かれる開き手の推論を制限すること」とした。しかし、

0
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「のに」を用いた発話は常に、不満、遺憾、不本意など話し手の気持ちを

伴っており、これが「けれど」と異なる点の一つで、ある。本稿では、これ

は推論 'Pだから Qjの前提となる P、Qの捉え方の違いによるものと考

える O すなわち、「のに」文の場合、話し手にとって 'PならばQjは必

要十分条件であり、 Pが実現した事態においては 'Pだから当然Qになる

はずだ」と捉えていると考える。然るにその予測が外れた事態が 'Pのに

~Qj なのであり、そこに当然なるべき事態にならないことに対する話し

手の意外感、不満、遺憾などが現れることになる。これに対して「けれど」

の場合 'PならばQjはそれほど確信的なものではなく一つの可能性にす

ぎず、よって「当然なるべき事態にならないとはどういうことだ」などの

意識も薄くなると考えられる。そのため「当然~になるはず、だ」という当

てが外れた感清を強く表すような文脈では「けれど」では言い換えられな

いのではないか。

この、「のに」丈では推論の前提が話し手にとって絶対的な条件関係に

なると思われるのに対し、「けれど」文ではそうではないとする考えを支

持する例として、副詞「やはり J との共起関係が挙げられる。「けれどJ

節の後件には「やはり J を含んだ節が来うるが、「のにJ 節ではそれがで

きない。(以下、*は明らかに不自然な丈を、つは若干不自然な丈を表す)

(5) 努力したけれど、ダメだった。

のに

(5')努力したけれど、やはりダメだった。

*のに

森本 (1994) によると「やはり」の性格は以下のようなものである。

同 p:山の天気はどうでしたか。

Q:天気予報では爵になると言っていました。

a 午後から雨になりました。

b，やはり午後から雨になりました。

例(18a)は、単に、午後雨になったと述べるだけであるが、例 (18b) 

は、その文の中のできごとが、期待の通り(=雨が降るだろうという

こと)だったという意味になる O このことから、「やはり」は英語の
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‘as it is/was expected'にだいたい対応すると考えられ、期待を示す何

らかの文脈を前提すると思われる O ここでは、前提となるのは天気予

報である。しかし、「やはり」の用法は、 (18)の例よりず、っと複雑にな

っている。次の会話を考えよう。

(19) P:結果はどうでしたか。

Q:行けるかなと思ったんですが、

a. だめでした。

b. やはりだめでした。

この例では、結果は話し手の期待とは反対になり、論理的には、(l8)で

考えた「やはり」のだいたいの意味と合わなくなる。しかし、理由付

けを厳しく考える人には受け入れられないかもしれないが、「やはり」

は、この場合、それほど不自然だとは思われない。(中略)例闘の用

法を見ると、言語化された期待(ニニ行けるかなと思ったんです)は、

「やはり」の使用とは、直接関係があるとは限らないことがわかる。

「やはり J を使うのに関与する「期待」とは、言語的にはっきり述べ

られていないが、話し手の心の中にある何かである。ここで可能な解

釈は、その「期待」は、この言語的文服自体から引き出されるものだ

けでなく、話題になっているものについての話し手の見解、社会的に

認められた知識、慣習といったものをもふくむ、一般的な原則のよう

なものだということである O

「やはり」は「期待通り」ということを示す副詞であり、本来期待とは反

する事態を表す逆接表現とは相容れないはずの言葉である一事実、「のにJ

とは共起しないーが森本 (1994)の例にもあるように「けれど」とは共起

しうる。それは、 'P だから QJ を導く 'P ならばQJ という推論が，~

ならば必ずーになるはず、だ」ではなく、したがって 'Pだから QJ も「ー

だから当然~J という一方向ではなくなるからではないだろうか。例えば

(5')の場合、「努力したから成功するはず、だ」というのは推論の一つの可

能性として提示されているが、「当然~なるはず、だ」というほど絶対的な

ものではないため、「努力したから普通なら成功するはずだけど、時間が

なかったからだめかも知れない」という文脈には現れていない話し手の「期

待」が介在する余地があり、それが「やはり」との共起として現れている

と考えられる。「のに」の場合、「努力すれば必ず成功する」から導かれる
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のは「努力したから当然成功するはず」という推論であり、そこには他の

可能性が入る余地はない。

3.2 闇き手志向型の「けれどJ文・話し手志向裂の「のlこ」文

次に「のに」と「けれど」の二つ目の相違点として、「けれど」文はど

ちらかというと開き手志向型であり、「のにJ 文はどちらかというと話し

手志向型であると考えられるという点について述べる。聞き手志向型、話

し手志向型という言い方だけではよく分からないかも知れないが、簡単に

言えば、「けれど」丈はどちらかというと、聞き手がどう思っているのか

に注目している場合に用いられ、「のに」丈はどちらかというと、こうあ

るべきなのに事態はそうなっていないということに対する話し手自身の気

持ちを聞き手に訴えることに重きがあるのではないかということである。

言い換えれば、「けれどJ 文が「聞き手が wpだから QJJ と考える可能性

がある、しかしQだと考えられては困る」というように開き手がどう思っ

ているのかを中心に発話されうるのに対して、「のに」文は抱くまでも話

し手を中心に発話されるということである。そしてこのような傾向も両者

の、推論 rpだから QJの前提となる P、Qの捉え方に対する違いから来

るのではないかと考えるのである。すなわち、 rpならばQJが必要十分

条件ではなく、他にも可能性はあるがそのうちの一つを選んでいるに過ぎ

ないとすれば、選択肢は複数あるわけで、「けれど」文ではそのうち開き

手が選びそうな前提を話し手が社会常識、慣習など様々な状況に照らし合

わせて選んでいると考えられ、その結果聞き手の思惑を計るような傾向が

出てくるのではないか。これに対して、前提となる P、Qが必要十分条件

の関係にあると見なす「のに」文では、他の選択肢を考慮する余地はなく、

結果的に「誰が考えてもこれはおかしいはずだ」という話し手中心の傾向

が現れるのではないか。しかしこのことは、「のに」丈が聞き手の解釈に

全くノータッチだということを主張するものではない。聞き手の存在を全

く問題にしない言葉であるならば、独話にのみ用いられるはずだが、実際

にはそうでない以上、開き手の存在、聞き手の解釈と無関係ではありえな

い。ただ、両者を比較した場合、「けれどJ 文は聞き手がどう思っている

かにより関心があり、「のに」文は話し手自身の気持ちを訴える方により

関心があるということを指摘したいのである。以下では、「のに」は話し

手志向型だが「けれど」は聞き手志向型であるという点について、三つの

T
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観点から検討する O

3.2.1 後件の制約

第一に、「けれど」蔀には後件に命令・依頼など聞き手に働きかける形

式が後続できるが、「のに」節には後続し得ないことを指摘する。

(6) 遅くなるけれど、寝ないで待っていろよ。

*のに

(7) ちょっと高いけれど、買って下さい。

*のに

このことは、「のに」による発話が開き手目当てではないことを示してい

る。牧野(1996) は「ので」と「からJ について nので』は、後の節に

アドバイス、要求、提案などという相手に働きかける述部が来ると使えな

くなります。これはどういうことなのかというと、 fので』は話し手が理

由付けに自然に51き込まれているという意味で、話し手向きなので、相手向

きの述部とうまくいかないのでしょう」とした上でさらに次のように述べ

ている。

「けれどJ と「のに」も、「から」と「ので」と全くと言っていいほ

どi立ています。

(13) a. 日本円はまだ強い iけれど/のにi海外旅行はしにくい。

b. 日本円はまだ強い|けれど/*のにi海外旅行をしない方が

しミし3よ。

C 日本円はまだ強い|けれど/*のに|海外旅行をしてはいけ

ませんo

d. 日本円はまだ強い|けれど/*のにi海外旅行はやめましょ

つO

e 来年も日本円はまだ強いだろう iけれど/*のにi海外旅行

はできそうにない。

「けれど」を寵うと、話し手は「日本円はまだ、強い」ということを客

観的に捉えて、逆接表現をしているのに対して、「のに」では話し手

はその節の内容に引き込まれて逆接表現をしています。「けれどJ は
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[ -51き込み]、「のに」は[十ヲiき込み]の逆接接続詞とすると(13)の

文が説明できます。

このように、後件に需き手目当ての言葉が来ないということから、「のにJ

の方が「けれど」より話し手中心の言葉であると言ってもよいのではない

か。

3.2.2 丁寧さの原理

第二に、「けれど」丈は丁寧さの原理によって説明できる場合があるが、

「のにJ 文にはそういうケースはない。 (8)・(9)は一応開き手の言い分を認

め、部分的な合意を表明することで、聞き手と話し手との意見の相違を和

らげるという丁寧さの原理の合意の原則に則っていると るO いずれの

場合も「のに」では言い換えられない。丁寧さの原理は聞き手への配慮か

ら働く原則である。それが働かないということは、「のに」文は開き手へ

の配曜から発話されることがないことを示している。

(8) A:北海道はどう?寒いでしょうつ

B:うん、寒いけど、いいところだよ O

*のに

(9) A:日本語は難しい言語だよ。

B:確かに文法は難しいけれど、発音はやさしいよ O

*のに

下寧さの原理とは少し外れるが、下のような例もあることを示しておく O

(10) A:あれ、やっといてくれた?

Ba やろうと思ったのに、時間がなくてできなかったんだO

Bb:やろうと思ったけど、時間がなくてできなかったんだ。

(lO)B a . B bの「けれと1・「のに」は、いずれも「やろうと患ったからや

った」という推論を制限しているという点で同様の機能を果たしている。

しかし、 Baの方は、やろうと思ったにもかかわらずできなかったことに

対する話し手自身の不満を聞き手に訴えているのであり、 Bbは、全くや

内ぺ
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ろうとしなかったのではなく、一応やろうと考えたのだということを開き

手に知らせておこうという、些か言い訳じみたニュアンスを帯びており、

両者のニュアンスは若干異なる。 Bbには、単に聞き手の推論を制限する

というだけでなく、開き手にこう思われては困るから事前に訂正しておこ

うという話し手の意図が感じられる。この、聞き手にこう思われては閤る

つまり相手の思惑を気にするーという部分が、時として自己弁護的、言

い訳じみたニュアンスを生むのであろう O 「けれど」文が常にこのような

ニュアンスを持つわけではないが、少なくとも「けれど」文はこのような

聞き手の思惑を計るような意図で発話されうるが、「のに」丈にはそれが

ないということは言えるだろう。

3.2.3 rもちろん」との共起鴎係

第三に、「けれど」文は副調「もちろん」と共起できるが、「のに」文は

できない。

(11) A いろいろ調べたのつ

Ba うん、もちろん手を尽くして調べたけど、結局分からなかっ

たよ O *のに

Bb:うん、手を尽くして調べたけど、結局分からなかったよ O

のに

(ll)B aで「のに」を使うと不自然な感じがするが、 Bbのように「もちろ

ん」を外した発話では不自然ではない。一方「けれど」はどちらの発話に

おいても自然である。このことは、「けれど」は「もちろん」と共起でき

るが、「のに」はできないことを示している O 森本 (1994) はこの「もち

ろんJ という副詞について以下のように述べている O

側 p:木村さんが途中で病気になりました。

Q:そうですか。

p:a すぐ病院へ運びました。

b. もちろんすぐ病院へ運び、ました。

この文脈での「もちろん」の用法は適切で、ある。この副詞の基本的な

メカニズムを考えてみると、「もちろん」によって、話し手Pは、聞
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き手Qが、耳にしたことから何らかの推測をしていると想定し、それ

が分かつていること、しかもそれは正しいことを積撞的に肯定する態

度を見せると言えそうだ。この場合、その推測は、病気になった木村

さんを病院へ運んだことである。

このようなメカニズムを持つ「もちろん」が「けれど」とは共起して「の

に」とは共起しないということは、「けれど」は開き手がどう思っている

かを察し、それを受けて発話するような文献で用いることができるが、

「のに」にはそれができない、すなわち開き手の推測がどうであるかを特

に問題にするような文脈では用いられないことを示している。

3.3 周辺的爵法の有無

前館では、「のに」はどちらかというと話し手中心の助詞だが、「けれど」

はむしろ聞き手志向の助詞であるということを三つの点から考察した。筆

者はこのことが、「けれど」には周辺的な用法である補足・注釈・前置き・

話題の提示などが存在するが、「のに」にはそれらがないことの背景とな

っているのではないかと考えており、本節ではその点について考察する O

「けれど」には話題の提示、前霊きなど逆接からは外れていると思われる

用法があるが、「のに」にはない。下の(12)-(1カの「けれどJ を「のに」に

すると明らかに非丈になる。

包訪 別荘を買ったんですよ。オンボロですけど。(補足〕

同夜遅く恐れ入りますけれど、太郎君いらっしゃいますか。[注釈〕

(14) おたくの大学に入りたいという学生がいるんですけど、手続きはど

うすればいいんですか。(小出 (1984)) [前寵き〕

(l5) 昨日の話ですけど、どうなりましたか。〔話題の提示〕

(16) A:日曜に山に行かないつ

B:千子ってもいいけど…。

任カ A:明日の予約したいんですけど。

B:はい、何名様でしょうか。

〔言い差し)

〔言い差し〕

これら「けれど」の周辺的な用法は、大きく見れば全て開き手への配慮か

らなされていると言っても過言ではない。補足・注釈は、主節のみを発話

r
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した場合生じかねない誤解を防ぐため、社会的ルールや常識に基づく開き

手の推測や含意 1)を制限するために付けられるものと考えられる。例え

ば(12)で、ただ「別荘を買ったんですよ」とのみ発話したのでは、「別荘」

という言葉から聞き手がそれが持つ合意(例えば高級、立派、大きいなど)

を導く可能性がある O そこで、そのような含意を導くことを郁限するため

に「オンボロですけどJ という条件を付けている o (13)も、いきなり「太郎

、いらっしゃいますか」と聞いたのでは、夜遅く電話してきて悪いとも

思っていない、社会的ルールをわきまえていない人物と思われる恐れがあ

る。そこで、そのような開き手の推測を制限するために、社会的ルールは

心得ているのだが、(何らかの理由で)敢えてやっているのだという断わ

りの役を果たしている O 話題の提示・前置きは、それを発話することで、

聞き手がスムーズに話題に乗れるよう方向付けている。言い差しには、闘

のような捧躍を表すものと、聞のように相手の発話を促すものとがあるが、

躍蕗を表す言い差しは聞き手の気分を害さないためになされることが多

く、促しを表す言い差しは聞き手とのスムーズな会話の流れを作るために

付けられていると言える O 才田他 (1983)は「注釈」という用法について、

「注釈を非常に大きく捉えれば、全て相手への配慮から出ているとも言え

る。相手の思惑や誤解などを気にしなければ、注釈を施す必要はないから

であるJ としているが、このことは注釈に段らず「けれど」の全ての周辺

的用法に共通して言えることだと思われる。要するに、上記のような「け

れどJ の周辺的用法は、「相手の思惑や誤解などを気に」した結果、つま

り聞き手がどう考えるかに注目した結果発話されるものであると考えら

れ、開き手志向型の「けれど」文にして生じうる用法であると言えよう。

「のに」にこのような用法がないのは、暴寛「のに」文が話し手志向型で

あり、聞き手がどう思うのかについてさほど関心を払わない場面で用いら

れることの多いものであることによるのではないだろうか。

4. まとめ

以上、本稿では「けれど」と「のに」は「発話の前件から導かれる聞き

手の推論 IIp だから Q~ を制限する J 機能を持つという点で共通している

が、その推論 rpだから QJの前提となる P、Qの捉え方に違いがあるこ

と、そしてそれが両者のいくつかの梧違点を導いていると思われることを

論じてきた。これにより、これまで単なる現象として個別に記述されてき
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た雨者の相違点を統一的に説明し、両者の性格をより明らかにすることを

試みた。

本論文は北海道大学文学部文学研究科言語学専攻平成10年度修士論文の一

部を加筆修正したものである。

7王:

1)この場合の「含意」とは、グライスの言う慣習的含意、すなわち、

「会話の原理によってではなく、語の意味から直接派生されるような

語用論的含意J (安井他(1983))を指す。

例文出典:

赤 JlI :赤!日次郎 F女社長に乾杯!Jl (1987) C D -R 0 M版新潮文庫の

100冊

間刀田:阿刀田高『待っている男Jl (1986)角川書庖

都筑:都筑道夫 W25階の窓Jl (1988)新潮文庫

参考文献:

小泉保 (1987)，.譲歩丈についてJ W言語研究JJ 91 

小出慶一(1984)，.接続助詞ガの機能についてJ Wアメリカ・カナダ十一大

学連合日本研究センタ一紀要Jl 7 

才田いずみ・小松紀子・小出慶一 (1983) ，.表現としての注釈ーその機能

と位置づけ J U日本語教育Jl52 

坂原茂(1985) r認知科学選書2 日常言語の推論」東京大学出版会

(1993) ，.条件丈の語用論」益岡隆志編 f日本語の条件表現J

くろしお出版

西原鈴子(1985)，.逆接的表現における三つのパターンJ W日本語教育』

56号

野田春美 (1997) r日本語研究叢書 9 ，.の(だ)Jの機能」くろしお出版

前田直子 (1991)，. W論理丈』の体系性一条件文・理由文・逆条件文をめぐ

って-J !I大阪大学日本学報Jl10 

牧野成ー (1996) !lNAFL選書12 ウチとソトの言語文化学一文法を文化

で切る一Jl(掬アルク

27 



森本}I原子(1994) u"日本語研究叢書 7 話し手の主観を表す副詞について』

くろしお出版

安井稔・中右実・西山祐司・中村捷・山梨正明(1983) u"英語学大系 5

意味論』大修館書居

0
0
 

つ臼



Journal of the International Student Center HokkaidoじniversityNo. 3 (1999) 

KEREDO and NONI 

IKEGAMI， Motoko 

Both KEREDO and NONI are disjunctive subordinate conjunctions， but 

they show several differences. The purpose of this paper is to claim that 

there is a function common to these particles， namely， to restrict the 

hearer' s inferences， and to examine certain differences between the two 

from the viεwpoint of inference preconditions. NONI regards a precondition 

as a necessary and sufficient condition， while KEREDO regards a 

precondition simply as one condition. Th巴 following differences are 

examined from this perspective. First， NONI has a nuance of 

disappointment， surprise， dissatisfaction and so on， but KEREDO does not. 

Second， while NONI has a t巴nd巴ncyto lay emphasis on the sp巴aker's

expectation， KEREDO has a tendency to lay 巴mphasison the hearer's 

expectation. Third， NONI has only one usage as a disjunctive， but KEREDO 

has several， including preface， hesitation， supplementation and so on. 
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