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数量詞に後接する⽛も⽜の用法に関する分析

稲 吉 真 子

要 旨

日本語では，数量詞の接続構造において，数量詞が遊離した構造が無標と
される。加えて，数量詞に後接する副助詞の意味的関与が大きいという点も
特徴的な点の一つとして挙げられる。本稿では，数量詞に⽛も⽜をはじめと
する副助詞が共起している例について，実際の運用に着目しながら分析を行
う。数量詞の運用には推意が伴い，それには尺度に関与する Scalar Q-
Implicature（尺度の Q推意）が関与する。しかし，英語と日本語では構造や
語彙が異なるため，先行研究の定義をそのまま応用することはできない。特
に，日本語では副助詞の意味に基づき推意が発生するため，副助詞ごとの特
徴を分析する必要があると言える。これについては，さらに⽛話し手の想定⽜
と⽛話し手の評価⽜という観点を加えることで，より詳細な分析を試みる。
まず⽛話し手の想定⽜とは，当該の値に対する事実的な叙述，判断であり，
想定は個人の知識や経験に起因する。一方で⽛話し手の評価⽜とは，想定に
付加される話し手の主観的な多寡の価値付けであり，後者は副助詞の中でも，
⽛も⽜や⽛しか（ない）⽜などの一部のものにしか生じない。これらには，当
該事項に対する話し手の評価を伝達することで，それに伴う副次的な意味を
推意として伝達する場合がある。一方で⽛は⽜などの副助詞は，当該の値に
対し，話し手の想定による事実を提示するにとどまり，話し手の評価を伝達
する機能はない。また，各副助詞と共起した場合，どのような意味が生じる
かについては，当該の値の作用域という観点から，⽛も⽜，⽛しか（ない）⽜，⽛は⽜
を比較，分析する。これに先述の⽛話し手の評価⽜という観点も加え，⽛作用
する範囲⽜と⽛話し手の想定と実際の値⽜という観点から全体の特徴として
まとめる。

⚑．はじめに

日本語において，数量詞は文中の様々な位置に生起することができ，その構造関係について
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はしばしば議論されている。特に数量詞遊離（quantifier floating）は，日本語において特徴的な

現象であり，井上（1978）をはじめとして，盛んに研究が行われてきた。世界の言語を鑑みる

と，連体修飾の構造をとるものが圧倒的に多く，そもそも連用修飾は存在しないという言語も

存在する中，日本語では数量詞遊離の生じている連用修飾が無標であり，連体修飾は有標的な

使用となる。このように，数量詞遊離は日本語において数量詞の構造関係を考察する上では触

れざるを得ない重要な現象であると言えるが，さらにこの現象を実際の運用の中で観察すると，

⽛も⽜，⽛は⽜，⽛しか（ない）⽜などの副助詞と共起している例が多く見られる。日本語では，共

起する副助詞により数量詞の意味が表されるため，副助詞は命題の決定に大きく関与する。先

述のように，数量詞の接続構造についての考察は様々な研究でなされているが，そもそも副助

詞が数量詞と共起することにより，どのような機能が生じるのかについては十分に考察されて

おらず，検討の余地がある。

上記の課題について，本稿では，推意の観点を取り入れることにより解決を試みる。副助詞

は，明示されたもの以外に推意（implicature）を発生させることが特徴的な点として挙げられ

る。しかしながら，定義されている先行研究が英語であるため，構造や意味において差異の見

られる日本語にはそのまま応用できないことが問題として上がる。このような問題に対し，本

稿では，先行研究の定義に⽛話し手の想定⽜や⽛話し手の評価⽜という，運用に関与する観点

を加えることで，日本語に適した分析ができるよう調整する。

また，対象項目に関しては，木村（2012）など，⽛は⽜を対象とした研究が多く，⽛も⽜につ

いて言及している先行研究はあまり多くない。両者は統語的に，ほぼ範列関係にあると言える

が，使用に関して，先に挙げたような話し手の想定や評価の点において異なる部分もある。そ

れらの違いを明確にするため，分析に当たっては適宜他の助詞との比較を踏まえながら考察を

進めていく。

以上のような観点のもと，本稿では⽛も⽜の数量詞接続に関して，統語的，語用的，双方の

立場から包括的な分析を行う。具体的には，⚒節において先行研究をもとに数量詞と推意の関

係について整理し，それを踏まえ，⚓節以降日本語の分析に移行する。日本語の分析において

は，数量詞遊離について言及した後，⽛も⽜の用例を中心に考察を進める。

⚒．数量詞と推意の発生

推意には様々なものがあるが，数量詞のような尺度性のあるものには，Scalar Q-Implicature（尺

度の Q推意（尺度推意））が関与する。尺度推意は Griceの流れを汲む⽛新グライス派⽜の研究
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1 Levinson（1983）でも quantity implicatureとして説明されているが，本稿ではより詳細に論じられて
いる，Levinson（2000）の定義を引用する。



者である Levinson（2000）により提唱されたものである1。Levinson（2000）は基本的には Grice

の研究に沿い，それを修正する形で枠組みについて再考している。例えば Grice（1975）で提唱

された協調の原理（The cooperative principle）に基づく⚔つの格率2だが，Levinson（2000）では，

Q原理（Q-Principle），M原理（M-Principle），I原理（I-Principle）の⚓つに再分類されている。

今回扱う数量詞に関与するのは，Q原理であるが，この内の⽛受け手の系⽜からは⽛尺度の Q推

意⽜と⽛節の Q推意⽜が発生する。

Q原理（Q-Principle) ：

話し手の格率：情報提供上強い言明を提示すると⽛I原理⽜に抵触する場合は除いて，自分の

世界知識が認めるものより情報提供的に弱い言明を与えてはならない。とりわけ，事実と一

致する最も強い代替形を選択せよ。

受け手の系：話し手が自分の知識と一致する最も強い言明を行っているのだと見なせ。

・尺度の Q推意（Scalar Q-Implicatures）

Some of my best friends are linguists.

（私の親友の何人かは言語学者だ。）

＋＞K～（all of my best friends are linguists.)3

推意：親友の全部が言語学者ではないと話し手は知っている。

・節の Q推意（Clausal Q-Implicatures）

John believes there is life on Mars.

（ジョンは火星に生命が存在すると思っている。）

＋＞｛P (there is life on Mars), P～ (there is life on Mars)｝

推意：火星に生命が存在しているかもしれないし，存在していないかもしれない。

（Levinson（2000）を一部省略，訳語は田中・五十嵐（2007）による)

（⚑）ナイジェルには 14 人子どもがいる。

Levinson（1983）では，（⚑）のような例で，実際の子どもの数が 13 人であっても，（⚑）は
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2 ①質の格率（The maxim of Quality），②関係の格率（The maxim of Relation (Relevance)），③量の格率
（The maxim of Quantity），④様態の格率（The maxims of Manner）からなる（Grice1975）。

3 ＋＞は会話的推意を表し，～は否定を表す。



依然として真であるとしている。なぜなら，14 という数字は 13 を含んでいるためである。加

えて，⽛実際は⽜などの形式を補充することにより，明示されているものよりも大きい値につい

ても肯定することができるとしている。

しかし，Levinson（2000）の提示する尺度推意を，推意の中に含めないという立場の研究者も

多くいる。その中の一人に Bachが挙げられる。Bach（2006）では，⽛推意における 10 の誤解⽜

の一つとして，尺度推意を推意に含めないことが主張されている。

（⚒）男の子の何人かがパーティーに行った。

（⚓）A：男の子全員がパーティーに行ったの？

B：何人かは行ったよ。

＋＞全員は行っていない。

（⚔）私はテレビを⚒台持っている。

（⚕）A：テレビ⚓台持っているの？

B：⚒台持っているよ。

＋＞⚓台は持っていない。

（⚒）の例では，話し手は⽛男の子の何人かがパーティーに行ったこと⽜と⽛全員は行かなかっ

たこと⽜の⚒つの意味を同時に示している。これは（⚓）のように Aによる質問への返答の場

合も同様である。一方（⚔）は，⽛ちょうど⚒台持っている⽜ことを示しているが，（⚕）のよ

うに Aの質問への返答として発話する場合は，持っているのはちょうど⚒台ということから，

⚓台は持っていないということが推意として導き出されると説明されている。このような例か

ら，尺度推意により発生する推意は，形式により違いがあり，均一なものではないと捉えるべ

きだとされている4。また，（⚓）や（⚕）のように，質問の回答として発話する場合，求められ

ているであろう内容から逸脱しないよう返答するのが通常であり，推意はそれをもとに発生す

ることになる。

以上のような例を日本語で考えた場合，同じ文でも英語とは語彙も構造も異なるため，その

まま応用することは難しい。特に，（⚓）や（⚕）で発生する推意を見ると分かるように，日本

語では，⽛全員は行っていない⽜や⽛⚓台は持っていない⽜のように，形式的に助詞を付加する

ことにより推意を示していることが分かる。発生する推意はこの共起する助詞の意味に依拠す
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4 したがって，Bach（2006）では，先に見たような，尺度推意に当たる例の多くは，暗示的段階である
“impliciture”として位置づけるべきだとしている。



ることから，助詞の意味を中心に考察する必要があると言える。また，英語の数量詞接続では，

明示された数によりどのような推意が発生するかという言及にとどまり，話し手の評価につい

ては言及されていないが，日本語の場合，副助詞の使用に伴い，副次的に話し手の評価が伝達

されることもある。なお，副助詞であっても想定を明示するだけで話し手の評価については伝

達しないものもあるが，これらの違いについては⚓節以降，各副助詞を比較することでそれぞ

れの特徴について記述する。

⚓．日本語の数量詞遊離

これまでの議論を踏まえ，⚓節以降では，⽛も⽜の用例を中心に日本語における数量詞接続の

用法を考察していくが，まずは日本語の数量詞接続に見られる特徴について整理する。

（⚖）a．＃ 私は⚓台の車を持っています。

b． 私は車を⚓台持っています。

稲吉（2016）で記述したように，日本語における数量詞の接続には，（6a）のように⽛数量詞＋

⽛の⼧＋名詞⽜の形で連体修飾を行う連体数量詞と，（6b）のように格助詞を伴わずに名詞単独で

副詞のようにふるまう連用数量詞がある。（6a）のように，連体数量詞で接続している名詞と数

量詞が切り離され，（6b）のような連用数量詞になることを数量詞遊離（quantifier floating）とい

うが，日本語での無標的な使用は（6b）であり，対する（6a）はやや不自然な使用となる。この

不自然さを取り除くためには，⽛私は⚓台の車を持っています。その車はすべて私が 30 代の頃

に買ったもので…⽜というように，それについて何らかの説明を付加させる必要がある。

以上のような規則は，副助詞が共起した例にも当てはまるものである。先の（⚖）を⽛も⽜

が含まれた形にすると（⚖）’のようになるが，それに伴い，（⚖）’には作用域の違いによる意味

の違いも生じる5。

（⚖）’ a．＃ 私は⚓台の車も持っています。

b． 私は車を⚓台も持っています。
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5 連体修飾の場合，⽛私は⚓台の車を持っています⽜の⽛を⽜を⽛も⽜に置き換えることになるが，⽛も⽜
の場合，⽛私は⚓台もの車を持っています⽜のように⽛⚓台⽜と⽛の⽜の間に⽛も⽜を挿入すること
も可能である。⽛もの⽜にも⽛も⽜と同様に，⽛想定よりも多い⽜という評価を伝達する機能がある。
一方で⽛は⽜などの他の助詞は⽛も⽜のように⽛の⽜とは結合できず，これらには接続構造において
違いがあると言える。これについてはまた別の機会で論じることにし，今回の考察では，他の助詞
と条件を合わせるため，⽛もの⽜のような例は想定せずに考察を進める。



まず，（6a）’では，⽛⚓台の車⽜が数量詞の作用する範囲となり，⽛⚓台の車⽜に対応する他の

物を持っていることが想定される。例えばこれにさらに文脈を補い，⽛昔はとても貧しかった

が，今では⚒隻のクルーザーを持っている。⚓台の車も持っている。⽜などとして対応する要素

を明確にすれば，より許容度は上がる。それに加え，この場合，豊かになった具体例として，

⽛⚒隻のクルーザーと⚓台の車を所有していること⽜が挙げられていると考えることができ，両

者の間に共通性があるため，より自然な解釈になると言える。このように，有標である連体数

量詞をあえて使用する場合には，先述したように，何らかの説明が加えられるか，もしくは対

応する要素があり，それらの関係性が明確でなければ使用しにくいと言える。

一方で（6b）’は，作用域が⽛⚓台⽜にしか及ばず，⽛も⽜が示すのは，⽛⚓台⽜という数字が

話し手の想定より⽛多い⽜という事実である。そのため，（6a）’のように他の要素を考える必要

はなく，単独でも使用が可能である。これらの比較から，日本語では命題に尺度性を発生させ

るためには，（6b）’のように数量詞に直接副助詞を後接させる必要があると言える。

⚔．話し手の想定と評価

⚔節以降では，数量詞と副助詞が共起している例について，実際の運用に基づき分析を行う。

まずは，話し手の想定という観点で数量詞に関して論じられている Kobuchi-Philip（2010）につ

いて取り上げる。Kobuchi-Philip（2010）では，⽛も⽜と⽛しか（ない）⼧6について話し手の想定

との関わりから，以下のようにまとめられている。

（⚗）学生が 20 人走った。

【想定】

低 20 高

↑ ↑

（⚘）10 人しか走らなかった。 （⚙）30 人も走った。

（Kobuchi-Philip（2010：230）より日本語訳，一部改変)
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この中で，⽛も⽜と⽛しか（ない）⽜については，以下のように，話し手の想定と形式の間に

齟齬がある場合には，不自然となることが指摘されている。

（10）a.＊ 学生が 20 人走ると思っていたが，30 人しか走らなかった。

b.＊ 学生が 20 人走ると思っていたが，10 人も走った。

つまり，⽛も⽜は，ここでの話し手の想定である⽛20 人⽜という数よりも多い数でなければな

らず，⽛10 人しか（ない）⽜は想定よりも少ない数でなければならない。このように Kobuchi-

Philip（2010）では，話し手の想定の度合いと形式とが一致することが必要であると論じられて

いるが，これについて，より詳細に考察したい。

まずは⽛も⽜について見ていく。ここでの⽛30 人⽜という数字は，話し手の想定の中で多い

値である必要があるという点についてだが，加えてこの⽛多い数⽜は，当該事態の中の最大値

である必要がある。例えば（⚙）において，本番で走った人数が実際は 31 人いた場合，（⚙）

の発話は不適切になる。つまり，（⚙）では⽛31 人⽜は真として認められない。（⚑）で見たよ

うに，論理的には，明示されている値以下の値も含むことになるが，表示する数はあくまでも

最大値でなければならない。最大値であるため，それが成立することにより，以下の（11）の

ような意外性や驚きも副次的に示すこともできる。

（11）練習では多くて 20 人しか走らなかった学生たちが本番では 30 人も走った。

一方で，⽛しか（ない）⽜は，⽛も⽜とは対照的に，命題が話し手の想定よりも⽛少ない⽜こと

を示す。なお，⽛しか（ない）⽜と同様の意味を表すものとして，⽛だけ⽜が挙げられるが，⽛だ

け⽜は当該の値を越えずに，それに限定されているという⽛限界表現⽜であるのに対し，⽛しか

（ない）⽜はそれを越える事柄が否定されることに重きがあり，そのことからも，⽛少ない⽜とい

う意味合いが強く出る。

以上のように，⽛も⽜や⽛しか（ない）⽜は，命題の成立が話し手の想定を上回る，もしくは

下回る事象であったことを示す機能があり，それにより話し手がその値に対しどのような評価

を持っているかを副次的に伝達する点が特徴として挙げられる。それについて，以下の例を参

照されたい。

（12）娘：⽛来月から少しお小遣い増やしてくれないかな？⽜

母：⽛分かったわ。じゃあ 50 円増やすわね。⽜

娘：⽛え？ 50 円（a）しか増やしてくれないの？⽜

母：⽛50 円（b）も増やしてあげるんじゃないの。⽜
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上記の会話で，娘の⽛50 円しか増やしてくれないの？⽜という発話では，⽛50 円⽜という値

が話し手の想定に対して⽛少ない⽜ことが示されており，対する母親の⽛50 円も増やしてあげ

るんじゃないの。⽜という発話では，⽛50 円⽜という値が話し手の想定より⽛多い⽜ことが示さ

れているが，これに付随し，聞き手には副次的な意味が伝達されうる。

例えば（12a）では，⽛50 円という値は少ない⽜という意味とともに，⽛もう少し増やしてくれ

てもいいのに，やはり母は厳しい人だ⽜のような，娘の非難の思いなどが伝達されうる。一方

で母親の（12b）からは，⽛50 円という値は多い⽜という意味とともに，⽛今のあなたにはそれ以

上は必要ないだろう⽜や⽛頼んでいる立場でありながらそれ以上を望むのはおこがましい⽜な

どといったものが伝達されうる。

このように，⽛も⽜や⽛しか（ない）⽜には当該事項に対する話し手の評価を伝達する機能が

あり，それに伴い副次的な意味も推意として伝達する一方で，⽛は⽜が示すのは当該事項に対す

る事実の提示にとどまり，数量の多寡に伴う話し手の評価を伝達する機能はない。

なお，⽛も⽜と最小の値とが共起するような場合は，否定極性項目（negative polarity item：NPI）

でなければならず，下記の（13）のような肯定形では⽛多い⽜という評価と結びつかないため，

非文になる7。一方で（14）のように，⽛は⽜にはそのような制約はない。

（13)＊ 一人も来た。

（14） 一人は来た。

先に見た（10a）と（10b）では，想定が明示されている中，想定と形式との間に齟齬があり非

文となっていたが，（13）のように想定が明示されていなくとも非文になる例もあるため，話し

手の想定の表示の有無に関わらず，想定と形式とが一致していないと判断できる場合，非文に

なると言える。

また，（12）の例にて，数量に対する多寡の表示により，当該の値に対する話し手の評価を伝

達するという点について指摘したが，この⽛想定⽜と⽛評価⽜については，以下のようにまと

めておく。

⽛想定⽜：当該の値に対する事実的な叙述，判断。想定は個人の知識（経験を含む）に起因

する。
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7 否定極性項目に関しては，数量詞接続の中でも特殊な用法として位置付け，別途議論することとす
る。



⽛評価⽜：想定に付加される話し手の主観的な⽛多い⽜⽛少ない⽜という価値付け。

なお，このような話し手の評価を伝達する機能は，数量詞に後接する副助詞の内，一部のも

のに生じる機能である。⽛も⽜や⽛しか（ない）⽜以外には，以下のように，⽛くらい⼧8，⽛すら⽜

などにも評価を表す機能がある。

（15）財布には 500 円すら入っていない。

（16）このおにぎりは小さいから⚓つくらい平気で食べられるよ。

以上のように⽛も⽜に関する用例を中心に考察してきたが，これまでに見てきた用例は肯定

文における⽛も⽜の使用であり，否定文における⽛も⽜の用法についても整理する必要がある。

（17）a．一部屋に 10 人も入れる。

b．一部屋に 10 人も入れない。

c．一部屋に 10 人は入れる。

d．一部屋に 10 人は入れない。

⽛も⽜は，肯定文と否定文で対をなさない。（17b）の場合，⽛入れない人が 10 人いる⽜という

解釈の他に，⽛入れる人が 10 人より少ない⽜という概数を表す解釈もでき，その場合，⽛10 人⽜

は真として含まれない。それと同様に，否定文の⽛は⽜も，⽛10 人⽜は真として含まれない。こ

の場合，⽛⚙人⽜が限度となるため，⽛10 人以上⽜については否定される。つまり（17d）の場合，

10 人以上の人数は入ることができず，入れる人数は，多くても⚙人までということになる。一

方で，肯定文の（17c）では，⽛少なくとも 10 人入ることは可能だろう⽜というだけであって，

それ以上の値に関しては，真であるとも偽であるとも言及しない。そのため⽛10 人は入れる⽜

という文だけではそれ以上の値に対する真偽判断はつかない。

以上の（17）の比較から，同じ形式でも肯定形と否定形で完全な対がなされているわけでは

なく，どの値までを含むかという点において形式ごとに違いがあることが分かる。これをまと

めると以下の表のようになる。

（18）一部屋に 10 人 入れる/入れない。
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8 概数を示す用法は除く。



作用する範囲 話し手の想定と実際の値

肯定文＋⽛も⽜ 10 以下は真として含まれ，11
以上は真ではない 想定より多いという評価

しか（ない） 10 以下は真として含まれ，11
以上は真ではない 想定より少ないという評価

否定文＋⽛も⽜
10 以下は真として含まれ，11
以上は真ではない

少ない値を想定＋否定
→否定の値は想定より多いと
いう評価

概数を示す場合 10 以上は真ではない 想定より少ない値

肯定文＋⽛は⽜ 10 以下は真として含まれ，11
以上については不明 評価なし

否定文＋⽛は⽜ 9 以下については不明で，10
以上は真ではない 評価なし

⚕．まとめと今後の課題

以上のように，本稿では数量詞に後接する⽛も⽜の用例を中心に考察してきたが，数量詞に

後接する副助詞の中でも，⽛も⽜や⽛しか（ない）⽜は話し手の想定を示すほかに，当該命題に

対して話し手がどのような評価を所持しているかを推意として伝達する機能があることについ

て論じた。また，⽛も⽜には，数量詞に後接するもの以外にも，以下の（19）や（20）のように，

尺度性に関わるものがある。

（19）今年の猛烈な寒波は，ロシア人も耐えられない寒さだ。

（20）今日は期末試験だよ。筆記用具も持って来てないの？

このような例は，先行研究においては⽛意外⽜や⽛極限⽜の用法として説明されている。こ

こで⽛も⽜が後接している要素は数量ではないが，このような例も尺度性があるものとして考

えることができる。これは，基本的な用法である累加の⽛も⽜に尺度がつき，その極例をとり

たてることにより，当該事項の属性の甚だしさが表現されていると考えることができる。

例に戻ると，（19）では，世界の民族という尺度の中で，寒さに強いと位置づけられるロシア

人ですら今年の寒さに耐えられないということから，その寒波の猛烈さが表現されており，（20）

では試験を受験するにあたり，なくてはならないものである筆記用具すら持って来ていないと

いう聞き手の怠惰さが表現されている。なお，このような例や，今回考察してきた数量詞に後

接する⽛も⽜は，意味の違いの他に音調的な違いもあることから，基本的な用法である累加と

は異なる用法として位置づけることができる。

また，今回の数量詞の考察と用法的に異なる点として，上記のような例は，話し手の持つ尺
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度性が，聞き手にもある程度共有されていることが必要であると考える。数値の場合は，尺度

性が明確であるが，それが語彙に変化した際には，尺度のあるものであるという解釈を聞き手

側もできなければ，⽛極限⽜の意味として解釈できない。仮に共有されていない場合には，⽛あ

のロシア人も⽜や，⽛寒さにはめっぽう強いことで有名なロシア人も⽜，などの表現を付加し，

それが極限の例であることを明示する必要がある。今後は以上のような用例について，今回の

考察と関連付けて考察していきたいと考える。

（いなよし まこ・言語文学専攻)
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