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新聞社説における譲歩表現に関する分析
―その談話機能を中心に―
An Analysis of Concession Expressions in Newspaper Editorials:
Focusing on the Discourse Function
単 艾婷
SHAN Aiting
提要

本文使用报纸社论作为分析数据来分析了“让步表现”的功能和语言标记。结果表明：

社论作者通过[1]“对立场相反意见的认同”以及[2]“自我立场的限制”两个功能来表达让步，
从而阐明自己的意见。其中“让步表现”的主要功能为[1]“对立场相反意见的认同”
，而[2]“自
我立场的限制”功能并不常见。另外，表示“让步”的语言标记主要有“副词”
、
“助词”和“句
末表达”
，除此之外也有间接表示让步含义的语言表达。
キーワード：新聞社説 譲歩表現 談話機能 言語指標
目次
1. はじめに
2. 先行研究
3. 分析資料及び方法
4. 分析
5. おわりに

1．はじめに
新聞社説は、書き手の意見・主張を伝えることを主な目的とするジャンルである。意見・
主張を表現する際、立場の異なる読み手にも抵抗なく受け入れてもらえるような配慮が必要
で、書き手自身の立場の問題点を指摘したり、反対の立場の優れた点を認めたりする「譲歩」
という姿勢が重要である（石黒圭 2014）
。新聞社説においても、書き手が譲歩表現によって
自説の正当性を高めるストラテジーが用いられていることが予想される。
本稿は、新聞社説においてどのような譲歩表現が組み込まれているのかを検討する。具体
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的には、譲歩表現が（1）どのような機能を果たして社説テクストの論理展開に貢献している
のか、
（2）どのような言語標識によって実現されているのか、の 2 点を分析する。
なお、本稿でいう「譲歩」は、工藤嘉名子・伊集院郁子（2013a：1）に従い、
「筆者が文章
中で、自説と対立する立場に理解を示したり対立する立場に有利な情報を提示したりする箇
所、および、自説の問題点や限界を指摘したり自説に不利な情報を提示したりする箇所」と
定義する。また、譲歩を述べたあとに事実が続くパターンも見られるが、本稿は「譲歩＋主
張」のパターンに限定して分析を進める。
2．先行研究
「譲歩」に関する先行研究は、
「～のに」
「～ても」などの譲歩節や譲歩文を中心に文法的
観点から分析したものが数多く行われてきたが、テクスト・談話の観点からの分析は少ない。
ここでは、伊集院郁子と工藤嘉名子の一連の研究（伊集院郁子 2010、工藤嘉名子・伊集院郁
子 2013a・2013b、伊集院郁子・工藤嘉名子 2014）
、半沢千絵美・横山千聖（2017）を中心に
概観する。
伊集院郁子（2010）は、
「確かに」という表現を手がかりに、日本語母語話者による意見文
における譲歩構造（
「譲歩」＋「反論」
）の機能と位置について分析し、
「反論」の典型的な形
式が「確かに～。しかし、～」と「確かに～が、～。
」であることを確認している。
工藤嘉名子・伊集院郁子（2013a）は、超級学習者 1）の意見文における「譲歩」の機能及び
文章構成における出現位置を分析し、意見文の「序論」
「本論」
「結論」の各部に相応しい「譲
歩」を組み込んだ論理展開パターンを提案した。また、工藤嘉名子・伊集院郁子（2013b）は、
学習者の意見文に出現する「譲歩」には、型を逸脱したものもある一方で、型自体には問題
はないが説得力に欠けるというものも多いと指摘し、効果的な「譲歩」とそうでない「譲歩」
の典型例を、
（1）自然な「譲歩」と唐突な「譲歩」
、
（2）反論材料が適切な「譲歩」と不適切
な「譲歩」
、
（3）簡潔な「譲歩」と長すぎる「譲歩」の 3 つの対で提示し、学習者に比較を通
して両者の質的な違いを理解させることが有効と提案している。
伊集院郁子・工藤嘉名子（2014）は「譲歩」の機能を、
（1）
「相反する主張の提示」
、
（2）
「相反する主張に有利な根拠材料の提示」
、
（3）
「自身の主張と相反する状況の提示」
、
（4）
「自身の根拠の弱点の指摘」
、
（5）
「自説への注釈」
、
（6）
「その他」に 6 分類したうえで、日
本語母語話者の意見文における「譲歩」の出現位置、言語形式、論理展開上の機能を分析し、
学習者の分析のみでは見出せなかった「譲歩」の実態を網羅的に記述ができた。
半沢千絵美・横山千聖（2017）は、日本語母語話者と学習者の意見陳述における「譲歩」
を表す発話を分析対象として、その機能、論理展開、表現形式の 3 点について分析し、その

1）

日本語能力試験 1 級・N1 合格またはそれと同等の日本語力を有する日本語学習者である。
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うち「譲歩」を表す発話の機能を、
（1）
「相反する主張の提示」
、
（2-1）
「相反する主張に同意」
、
（2-2）
「相反する主張に条件付けで同意」
、
（2-3）
「相反する主張に有利な根拠の提示」
、
（31）
「自身の主張の限定」
、
（3-2）
「自身の主張の緩和」に 6 分類している。その結果として、
次の 3 点を挙げている。
（1）母語話者には相反する主張に同意して譲歩を表す機能が、学習
者には自身の主張を限定したり弱めたりすることで譲歩を表す機能が多く見られた。
（2）
、
母語話者は意見陳述の最後に自身の主張を述べる傾向があるのに対し、学習者の中には譲歩
を表す発話で意見陳述が終了しているパターンも見られる。
（3）表現形式について、反論を
示す際の「でも」の使用が学習者に特徴的であると結論付けている。
上記の先行研究において、伊集院郁子・工藤嘉名子の一連の研究は学習者の作文を、半沢
千絵美・横山千聖（2017）は話し言葉をそれぞれ研究対象として分析を行っている。本稿は
これらの先行研究を踏まえ、書き手の意見・主張を伝えることを主な目的とする新聞社説を
分析資料として、譲歩表現はどのように用いられているのかを分析する。
3．分析資料及び方法
3.1 分析資料
本稿では、分析資料として新聞社説（
『朝日新聞』
、
『読売新聞』
、
『西日本新聞』2015 年 4 月
1 日～4 月 30 日）を用いる。論説文の代表とされる社説は、文章の長さがほぼ一定で、取り
上げられる素材が広い。また、社説は複数の執筆者によって書かれているため、個人の文体
の特徴といった弊害も避けることができる。
3.2 分析方法
本稿では、以下の手順で分析を進める。まず、
「譲歩」の定義に照らし合わせ、譲歩表現を
抽出する。次に、伊集院郁子・工藤嘉名子（2014）と半沢千絵美・横山千聖（2017）におけ
る「譲歩」機能の分類を参考にした上で、実際の新聞社説で観察された論理展開のパターン
も合わせて次の表 1 のような分類を行う。
表 1 本稿における「譲歩」機能の分類
カテゴリー

下位カテゴリー
［1—1］自身の主張と相反する意見・事実の提示2）

［1］対立する立場の承認

［1—2］自身の主張と相反する意見・事実に「同意」を示す
［1—3］自身の主張と相反する意見・事実の評価

［2］自身の立場の限定

［2—1］自身の主張における内容の限定・弱点の指摘
［2—2］自身の主張に対するメタ言語的な緩和

表 1 に示しているように、本稿では「譲歩」の機能を大きく［1］
「対立する立場の承認」

2）

本稿での「自身の主張と相反する事実」というのは、自身の主張には不都合な事実を指す。
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と［2］
「自身の立場の限定」という 2 つのカテゴリーに分ける。
［1］
「対立する立場の承認」
の下位区分として、
［1—1］
「自身の主張と相反する意見・事実の提示」
、
［1—2］
「自身の主張と
相反する意見・事実に同意」
、
［1—3］
「自身の主張と相反する意見・事実の評価」を設ける。
［2］
「自身の立場の限定」の下位区分として、
［2—1］
「自身の主張における内容の限定・弱点
の指摘」と［2—2］
「自身の主張に対するメタ言語的な緩和」を設ける。なお、カテゴリー別
の「譲歩」の機能に関する定義及び説明は、第 4 節で具体例を通して行う。
4．分析
4.1 譲歩表現の談話機能
［1］対立する立場の承認
［1—1］自身の主張と相反する意見・事実の提示
このカテゴリーの「譲歩」は、書き手自身の主張と対立する意見や事実・状況を紹介する
ものである。下線部分は譲歩表現を示している。
（以下同様）
(1)株価上昇で個人や企業の資産価値は増す。これが消費や設備投資を刺激する効果で、
景気回復に弾みがつくとの見方もある。ただし、気がかりな点も少なくない。世界的
な金融緩和であふれたマネーがこの先、どう動くか流動的だ。中国経済減速やギリシ
ャ債務問題の再燃などへの懸念もくすぶっている。
（読売新聞 2015/04/24-1）3）
(2)戦後の国際金融は米欧を中心に動いてきた。日本は長年、米国とともに歩むことで一
定の地位を保ってきてはいる。しかし、中国の台頭で、その秩序は大きく変わろうと
している。今後、日本はどういう立ち位置をとるのか。ＡＩＩＢはそんな問題を日本
に投げかけている。
（朝日新聞 2015/04/01-2）
例（1）は、東京株式市場の平均株価が 15 年ぶりに 2 万円台を回復した話である。
これについて、書き手はまず、自身の主張と対立する意見「株価上昇で個人や企業の
資産価値は増す。これが消費や設備投資を刺激する効果で、景気回復に弾みがつくと
の見方もある」を紹介している。その後、株価上昇の良い面がある一方で気がかりな
点も少なくないと述べ、この後に書き手自身の主張が述べられることがわかる。ここ
では、相反する立場の意見を提示する言語指標として、
「～との見方もある」が用い
られている。例（1）は「自身の主張と相反する意見の提示」の例であったが、次の
例（2）は「自身の主張と相反する事実の提示」の例である。例（2）は、中国が主導
する国際金融機関「アジアインフラ投資銀行（AIIB）」の設立協議に日本はどのよう
に関与するかについての内容である。
「中国の台頭で、その秩序は大きく変わろうと
している。今後、日本はどういう立ち位置をとるのか。AIIB はそんな問題を日本に

3）

『読売新聞』2015 年 4 月 24 日付、一つ目の社説を指す。
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投げかけている」という書き手の主張が述べられるまえに、
「戦後の国際金融は米欧
を中心に動いてきた。日本は長年、米国とともに歩むことで一定の地位を保ってきて
はいる」という、書き手の主張と相反する事実が提示されている。ここでは、「保っ
てきてはいる」の「は」という係助詞が譲歩の機能を果たしている。

［1—2］自身の主張と相反する意見・事実に「同意」を示す
このカテゴリーは、社説で最も多く見られたパターンであり、
「譲歩」の典型的な型といえ
る。書き手自身の主張と相反する意見や事実に同意・賛成の姿勢を示すことによって譲歩を
示すものである。言い換えれば、相反する意見・事実をいったん承認したうえで、自身の主
張を提示するパターンである。ただし、相反する意見や事実を承認するといっても、承認の
度合いには程度さがある。この程度差に応じて、
「強い同意」
、
「弱い同意」
、また「条件付け
で同意」に下位区分ができる。以下、具体例を見てみよう。

（a）自身の主張と相反する意見・事実に「強い同意」を示す
(3)賃上げを中小や非正規の社員に広げることは、確かに日本経済の喫緊の課題である。
大企業が立場に物を言わせてコスト増を取引先に押しつけることがあってはならな
いのも当然だ。ただ、そうした問題には、独占禁止法や下請代金法に基づき、公正取
引委員会などが目を光らせることが原則だ。
（朝日新聞 2015/04/05-1）
(4)確かに歴史的な転換であることは間違いない。しかし、それは日本にとって望ましい
方向への転換なのか。疑念は消えない。
（西日本新聞 2015/04/29-2）
(5)もちろん、採算を度外視した安値攻勢で大手業者が周辺の酒店を廃業に追い込むと
いった、不当な販売は看過できない。ただ、こうした不当廉売については、独占禁止
法に基づいて公正取引委員会が摘発する仕組みがある。
（読売新聞 2015/04/26-2）
(6)番組に確かに問題はあった。だからといって、権力が安易に「介入」と受け取られる
行為に踏み込むことは許されない。
（朝日新聞 2015/04/17-2）
(7)確かに放送法第４条は「報道は事実をまげないですること」と定めている。テレビ局
が誤った報道をしたり、伝え方に問題があったりした場合、自らの責任で訂正するの
は当然だ。ただし、そうした営みは、あくまで放送局の自律した判断に委ねられるべ
きである。
（朝日新聞 2015/04/21-1）
例（3）から例（7）までは、書き手自身の主張と相反する意見・事実に「強い同意」を示
す例である。
「強い同意」とは、相反する意見や事実を、強い譲歩を示す副詞的表現「確かに」
「もちろん」や、断定的表現「当然だ」
「間違いない」などを用いた「完全同意」
（断定度合
いが高い）を指す。
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例（3）では「確かに日本経済の喫緊の課題である。大企業が立場に物を言わせてコスト増
を取引先に押しつけることがあってはならないのも当然だ」
、例（4）では「確かに歴史的な
転換であることは間違いない」
、また例（5）では「もちろん、採算を度外視した安値攻勢で
大手業者が周辺の酒店を廃業に追い込むといった、不当な販売は看過できない」
、それぞれ
「確かに～。～当然だ」
、
「確かに～間違いない」
、
「もちろん」という表現が使われ、相反す
る意見に対して強い承認を行っている。それに対し、例（6）では「番組に確かに問題はあっ
た」
、例（7）では「確かに放送法第４条は「報道は事実をまげないですること」と定めてい
る。テレビ局が誤った報道をしたり、伝え方に問題があったりした場合、自らの責任で訂正
するのは当然だ」
、それぞれ「確かに」
、
「確かに。～当然だ」という譲歩を構成し、相反する
事実に対して強い同意を示している。次に、書き手自身の主張と相反する意見・事実に対し
て「弱い同意」を示す例を見てみよう。

（b）自身の主張と相反する意見・事実に「弱い同意」を示す
(8)ぎりぎりの時間と要員で進めるので、予想外の事態への即応が難しいのはわかる。し
かし、鉄道の現場がいかなるときも最優先すべきは安全の確保だ。運行開始を遅らせ
てでもしっかり点検する発想があれば、今回の事態は防げたのではないか。
（朝日新
聞 2015/04/16-1）
(9)総裁がデフレ脱却への断固たる姿勢を示し続けることで、消費者や企業の期待感を
薄れさせないようにする狙いは理解できる。ただ、目標達成の時期は「１５年度を中
心とする期間」とし、２年前より幅を持たせている。当初のシナリオに大きな狂いが
生じた苦しさもにじむ。
（読売新聞 2015/04/09-1）
(10)従来、欧州諸国や有力新興国の多くも、ＡＩＩＢへの参加に慎重だったが、ここにきて
参加を表明する国が相次いだ。中国との関係を密にすることの経済的メリットを重視し
た国があるのは確かだろう。だが、気になるのは、ＡＩＩＢの運営方法などについての
中国の考え方が改善してきたことを指摘する国がある点だ。
（朝日新聞 2015/04/1-2）
(11)大企業が利益をためこむばかりでなかなか動こうとしなかったのは事実だろう。し
かし、政権が税財政や規制改革を通じた誘導策にとどまらず、性急に成果を出そうと
すれば、経済成長に最も大切な民間の自発性を損なって「指示待ち経済」を作ってし
まわないか。
（朝日新聞 2015/04/05-1）
例（8）～例（11）は、書き手自身の主張と相反する意見・事実に対して「弱い同意」を示
す例である。
「弱い同意」とは、
（a）
「強い同意」
、つまり「完全同意」
（断定度合いが高い）
に対して、
「わかる」
「理解できる」といった譲歩の意味を間接的に表す述語や、
「だろう」
「か
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もしれない」など控えめな判断を用いた「部分同意」
（断定度合いが低い）を指す4）。
例（8）では「ぎりぎりの時間と要員で進めるので、予想外の事態への即応が難しいのはわ
かる」
、例（9）では「総裁がデフレ脱却への断固たる姿勢を示し続けることで、消費者や企
業の期待感を薄れさせないようにする狙いは理解できる」
、それぞれ「～わかる」
、
「～理解で
きる」といった述語を用いて相反する意見や事実を認めている。例（10）では、
「中国との関
係を密にすることの経済的メリットを重視した国があるのは確かだろう」
、例（11）では、
「大
企業が利益をためこむばかりでなかなか動こうとしなかったのは事実だろう」
、それぞれ「～
確かだろう」
、
「～事実だろう」といった控えめな表現が使われ、相反する意見に対して弱い
同意を示している。
ここまで見てきた「強い同意」
、
「弱い同意」とは異なり、相反する意見に対してある条件
下での同意を示す用例も観察された。例（12）
（13）を参照されたい。

（c）

自身の主張と相反する意見・事実に「条件付けで同意」を示す

(12)最終合意になれば、これまで孤立してきたイランが国際社会に復帰する足がかりと
なろう。イランの影響力が強いイラクやシリア、イエメンの紛争収拾の模索にも追い
風となり得る。しかし、米国では野党共和党が、そしてイランでは保守派がそれぞれ
妥協に反対している。強硬姿勢を崩さないイスラエルのネタニヤフ政権や、イランへ
の不信感を募らすサウジの抵抗も重大な不安材料だ。
（朝日新聞 2015/04/04-2）
(13)北朝鮮指導部はいま、イランが核開発問題の解決に向けて米英独仏中ロと結んだ枠
組み合意の行方を注視していることだろう。もしイラン核問題が最終合意すれば、北
朝鮮が非核化に取り組むポーズをみせながら対話の場に出てくる可能性がある。だ
が、核不拡散条約（ＮＰＴ）に加盟するイランと、ＮＰＴ脱退を宣言して核実験を繰
り返した北朝鮮を同列には扱えない。約束を守らない北朝鮮への信用は地に落ちて
いる。
（朝日新聞 2015/04/12-2）
例（12）
（13）はそれぞれ「イラン核問題 中東安定へ希望つなげ」
、
「金正恩政権 核放棄
しか道はない」というタイトルの社説で、いずれもイランの核問題に関する話である。それ
ぞれ「最終合意になれば」
、
「もしイラン核問題が最終合意すれば」という条件を付けたうえ
で、
「これまで孤立してきたイランが国際社会に復帰する足がかりとなろう。イランの影響

4）

石黒圭（2014：250）は、譲歩を直接的に示す指標として、
「筆者と反対の立場を、
『わかる』
『理解
できる』
『認める』といった述語を用いて承認する」方法があると述べている。しかし、
「わかる」な
ど自体はただの「わかる」であり、譲歩の意味を表さない。文脈の中でほかの要素と共に使われるこ
とによって、文全体が譲歩として解釈される。つまり、
「わかる」などの述語を用いた承認は、譲歩を間
接的に示す指標であると考える。また、本分析資料より、ほかに「うなずける」などの述語も観察され
た。
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力が強いイラクやシリア、イエメンの紛争収拾の模索にも追い風となり得る」
、
「北朝鮮が非
核化に取り組むポーズをみせながら対話の場に出てくる可能性がある」と述べ、相反する意
見に同意を示しながら譲歩を表している。その後、逆接表現「しかし」
「だが」を用いて書き
手自身の主張を提示している。

［1—3］自身の主張と相反する意見・事実の評価
このカテゴリーは、相反する意見や事実を評価することによって承認を行うものである。
例（14）は、安倍首相がインドネシアで開かれたアジア・アフリカ会議（バンドン会議）の
60 周年記念首脳会議での演説に関する話である。書き手はまず、
「安倍首相が「大戦の反省」
に基づく戦後日本の歩みを語ったこと」について、
「国際社会に向けたメッセージとして適
切だ」と評価をくだしている。つまり、いったんこの事実を評価し、肯定的な態度を見せて
いる。その後、
「しかし」を用いて「首相は「先の大戦」の何を反省しているのだろうか」と
いう書き手自身の反論が続く。例（15）では、書き手の主張である「広く日本経済全体を見
渡せば、効果が行き渡っているとはいいにくい」が提示されるまえに、
「株高や輸出産業の復
活のような「成果」も一部にはみられる」という肯定評価を行うことによって譲歩の姿勢を
示している。
(14)安倍首相が「大戦の反省」に基づく戦後日本の歩みを語ったことは、国際社会に向
けたメッセージとして適切だ。しかし、首相は「先の大戦」の何を反省しているのだ
ろうか。
「侵略」や「植民地支配」に触れない演説では、それが分からない。何が悪
かったのかを明確にせず「反省している」と言っても、説得力に欠ける。
（西日本新
聞 2015/04/23-1）
(15)株高や輸出産業の復活のような「成果」も一部にはみられる。だが、広く日本経済
全体を見渡せば、効果が行き渡っているとはいいにくい。
（朝日新聞 2015/04/04-1）
ここまで見てきたのは、
［1］
「対立する立場の承認」
、いわば相手の優れたところを認める
ことによって譲歩を示すものであり、譲歩を示す主な手段として用いられている。つまり、
社説において書き手は、自身の立場と相反する事実や状況を提示したり、対立する立場の意
見や事実に同意を示したり、肯定的な評価をくだしたりすることによって承認・譲歩の姿勢
を見せる。そして、そのような譲歩を踏まえたうえで、議論を重ねていく。
一方、書き手自身の立場から、自らの主張を限定したり弱点を指摘したり、またメタ言語
的な緩和を行ったりすることで譲歩を示すパターンもある。以下、
［2—1］
「自身の主張におけ
る内容の限定・弱点の指摘」と［2—2］
「自身の主張に対するメタ言語的な緩和」に分けて見
ていく。
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［2］自身の立場の限定
［2—1］自身の主張における内容の限定・弱点の指摘
このカテゴリーは、自身の主張の弱点を指摘することによって譲歩を示すものである。例
（16）は「再生可能エネルギー」に関する話である。まず書き手の主張「原発に頼らずにエ
ネルギーの自給率を高め、温暖化も防ぐには、再エネをできるだけ早く育てることが不可欠
だ」が述べられ、
「もちろん」や「だろう」の言語指標を用いて、①「再エネには課題も少な
くない」
、②「一定の価格で再エネを買い取る制度（FIT）や、再エネ発電の適地から需要地
へと電気を送るのに必要な送電網の整備にかかる費用などで、電気料金が極端に上がること
については、十分に配慮すべき」という自身の主張に対して 2 点の限定を行っている。その
後、逆接表現「それでも」を用いて「再エネを増やすためにやるべき事柄はまだ多くある」
と自身の主張を再度呼びかけている。
(16)原発に頼らずにエネルギーの自給率を高め、温暖化も防ぐには、再エネをできるだ
け早く育てることが不可欠だ。もちろん、再エネには課題も少なくない。一定の価格
で再エネを買い取る制度（ＦＩＴ）や、再エネ発電の適地から需要地へと電気を送る
のに必要な送電網の整備にかかる費用などで、電気料金が極端に上がることについ
ては、十分に配慮すべきだろう。それでも、再エネを増やすためにやるべき事柄はま
だ多くある。自然条件に出力が左右される再エネの変動を調整するための運用技術、
太陽光パネルの新素材の開発、熱利用を促す制度、分散型・地産地消型のエネルギー
活用の推進――。
（朝日新聞 2015/04/10-2）

［2—2］自身の主張に対するメタ言語的緩和
このカテゴリーの譲歩は、テクストの内容自体とは関係なく、前置きのような表現を述べ
ることによって譲歩を示し、書き手自身の主張を緩和させている。例（17）
「これらの見方が
すべて妥当とは限らない」
、例（18）
「原因を軽々に特定することは控えるべきだが」
、例（19）
「政府の見解を知っておくことは悪いことではない」
、例（20）
「～かどうかは見方が分かれ
ようが」などを用いて、書き手自身の主張を緩和させている。
(17)米国の非営利団体「フリーダムハウス」も同様の理由から、日本の報道の自由度が下
がったと判断している。これらの見方がすべて妥当とは限らない。ただ欧米でそんな
見方が広がっていることは、意識しておく必要があろう。
（朝日新聞 2015/04/29-2）
(18)原因を軽々に特定することは控えるべきだが、副操縦士が病を抱えていたこと、操
縦室で１人になった際に意図的に機体を降下させたことは、どうやら事実のようだ。
（朝日新聞 2015/04/08-1）
(19)社会科の教科書は、国が自分の言い分を正解として教え込む道具ではない。子ども
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が今の社会や過去の歴史、国内外の動きを理解するのを助けるためにある。政府の見
解を知っておくことは悪いことではない。ただ、それは一つの素材に過ぎない。
（朝
日新聞 2015/04/07-2）
(20)「粛々」が「上から目線」かどうかは見方が分かれようが、相手に対する配慮は建
設的な協議に不可欠である。
（読売新聞 2015/04/07-2）

4.2 譲歩表現の言語指標
新聞社説における譲歩表現の言語指標をまとめると、以下の表 2 に示す通りである。
表 2 新聞社説における譲歩表現の言語指標
（A）譲歩を直接的に表す言語指標
文中
副詞的表現

文末

確かに、もちろん、 断定的表現

当然だ、確かだ

むろん
係助詞

は

控えめな判

だろう、かもしれない、可能性はある

副助詞

も

断

/大きい、一部にはみられる、ようだ

否定表現

～わけではない、～とは限らない、二
重否定

（B）譲歩を間接的に表す言語指標：わかる、理解できる、うなずける

表 2 に示されるように、社説における譲歩は、主に「副詞」
、
「助詞」
、
「文末表現」という
言語指標によって実現されている。具体的には、文中では同意を示す副詞的表現「確かに」
、
「もちろん」
、
「むろん」
、係助詞「は」
、副助詞「も」
、文末では「断定的表現」
（当然だ、確
かだ）
、
「控えめな判断」
（だろう、かもしれない、可能性はある/大きい、一部にはみられる、
ようだ）
、否定表現（わけではない、とは限らない、二重否定など）が挙げられる。さらに、
譲歩を直接的に表す言語指標ではなく、譲歩を間接的に表す言語指標「わかる」
、
「理解でき
る」
、
「うなずける」なども用いられている。譲歩を表す指標について、石黒圭（2014）は、
書き手にとっては自身の立場と対立する立場を整理しつつ議論を展開していくことになり、
読み手にとっては書き手の主張を抵抗なく読み進めるようになると論じている。言い換えれ
ば、譲歩表現は書き手にとっても読み手にとっても重要な指標であり、書き手が自身の主張
を整理し、読み手が書き手の主張を特定するのに役立っている。一方、譲歩を示したあとに
主張（反論）を導く逆接表現として、
「だが」
、
「しかし」
、
「ただし」
、
「ただ」
、
「だからといっ
て」
、
「一方で」
、
「が」などが用いられている。
5．おわりに
本稿は、新聞社説を分析資料として、譲歩表現の機能及び言語標識について分析を行った。
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その結果、自説と対立する立場に承認を示したり自身の立場の限定を行う手続きを通して、
社説のテクストに譲歩を組み込みながら論を進めていくことが確認された。譲歩を示す主な
機能として［1］
「対立する立場の承認」が用いられているのに対し、
［2］
「自身の立場の限定」
に関しては、それほど多く見られなかった。
工藤嘉名子・伊集院郁子（2013）及び伊集院郁子・工藤嘉名子（2014）は、
「自身の立場の
限定」について次のように述べる。これは、書き手が自分の根拠について想定される弱点や
限界などを読み手より先回りするような形式で自ら指摘し、それに対する反論として根拠の
弱点を補強することで、結果的に根拠の盤石化を図りディフェンスを重ねていく論証法であ
る。つまり、自分の弱点や主張の限定を先に提示し、それを認識したうえで自身の主張を提
出する形式である。しかし、見方を変えると、自分の弱点や限定を述べること自体が自身の
主張を弱める可能性を否定できないため、社説では積極的には用いられない方策だと考えら
れる。
譲歩を示す言語指標については、主に「副詞」
、
「助詞」
、
「文末表現」によって実現されて
おり、それ以外に譲歩を間接的に表す言語表現を用いる場合もある。譲歩表現の出現頻度や
論理展開パターンなどに関する分析は今後の課題としたい。
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