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八　木　克　正

は じ め に

母語でない英語を研究対象とする場合，コーパスを利用することが多い．コーパス
から得たデータを統計的に処理する方法もあるが，用例ひとつひとつを解釈する方法
をとる場合，時に研究者を惑わせる．手に入れたほんの数行からなるデータだけを見
て，それを正確に解釈することはとても難しい．得たデータを研究対象として分析す
る場合，その数行だけでなく，もっと広い文脈から内容確認をする必要がある．時に
はコーパスのもとになった小説や記事全体を見渡す必要も生じる．こういう着実で地
道な研究姿勢がないと，英文の誤解からスタートするという不幸が起こりかねない．
英語を読む力を磨くという基本に戻らなければならない．
インフォーマントから得た情報に頼る危険性も指摘しておく．わずかな数（場合に
よっては一人）のインフォーマントから得た情報をもとにして立論することは危険を
伴う．インフォーマントから得た情報は第三者が検証できないという問題もある．念
のために付け加えるが，私は母語話者（たとえそれが一人でも）の直観が言語資料だと
する考え方があることは知らないわけではない．だが，少なくともひとつひとつ事実
を確認しながら進める実証的研究と，わずかな人数のインフォーマントの直観だけ

4 4

に
依拠することとは相容れない．
文献を数多く調べれば調べるほど記述に食い違いが見つかることは誰でも知ってい
る．大規模コーパスを使うと，相反する事例や立論に不都合な例がみつかる．文献は
広く渉猟し，コーパスから相反するデータを手に入れ比較するが，インフォーマント
は一人や二人で良いと考えるのは筋が通らない．インフォーマントから得た情報の客
観性をどのようにして保つかが研究者に問われる．自分のインフォーマントがこう言っ
た，という場合，別のインフォーマントは別のことを言う可能性，または，同じイン
フォーマントが別の場所・時に別のことを言う可能性があることを考えておかねばな
らない．一人のインフォーマントが言ったことを根拠に立論したり，文学作品で使わ
れた表現や，場合によっては文法書や辞書の記述を否定したり修正したりする前に，
調査方法自体をよく考え直す必要がある．

1.　論　　　文

今回は，論文は英語語法文法学会の学会誌『英語語法文法研究　第 22号』（英語語法
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文法学会（編），開拓社，2015.12）掲載のものだけを取り上げる．問題意識が明確な好
論文が多い．
1.1　前年度の年次大会で行われた「文法化」に関するシンポジウムで発表された次の
論文 3編が巻頭を飾る．
1.1.1　川端朋広「文法化研究の展開―談話標識をめぐって」は，文法化研究の概説，
談話標識の研究紹介，構文化という考え方の紹介である．文法化による変化（脱範疇
化，重層化，分岐化，再新化，保守化，特殊化など），文法化のメカニズム（再分析，
類推），談話辞の形成過程の種類が紹介されている．次に，前置詞句・接続詞句から変
化した （ just） in case，節から談話辞への変化の事例として let’s face itがあげられて
いる．これらを文法化の一部として扱うには初期の文法化の概念とは違った，「構文
化」という概念でとらえ直す必要があるという．
1.1.2　米倉よう子「文法化と構文的変化」は，二重目的語構文の受益者（＝間接目的
語―引用者注）を主語にした受動構文の発達に文法化が関係していること，その現
象の説明には構文文法の観点が有用であることを論じている．受益者主語の受動文は，
SVO1O2の語順固定化によって O1が直接目的語と再解釈されたことと，文法化によ
り，受動態の構文ネットワークが拡大したことが原因と考えられる．だが，二重目的
語を取る動詞が一律に O1を主語にした受動文を発達させていないのはなぜか，とい
う問題が残る．動詞には O1を必要不可欠な要素とする文法化が起こるものとそうで
ないものがあることがその答えであるという．
1.1.3　前田満「構文化の射程と文法化」は，to think感嘆文（And to think I made her 

so happy!のような例）の発達過程の研究を通じて，脱従属化（従属節から独立節への
変化）のモデルを提案する．主節部分が省略され，その結果 to thinkが独立節になり，
さらに to thinkが文法化して感嘆文の印になるという変化を想定する．文法化が構文
化の副産物として生じているという．

1.2　本号の奨励賞論文は，佐藤翔馬「理由を提示する it is that節構文」である．前
言を受けてその理由を述べる it is that節構文は，分裂文の変種であり，itは前方指示
的であるというのがこの論文の主張である．この構文は，justを伴った It’s just that 

I had to tell somebody.や法助動詞を伴った It could be he didn’t have the money.

とは別構文であるとする．また，前言を受けるのだから itは前方照応で，itは話し手
と聞き手の了解事項を指示する．また，この構文は thus it is thatや so it is that構文
とは別構文であるという．

論文は以下の 8編である．
1.3.1　秋山孝信「不定詞関係節の意味的特性と容認性」　have something to eatの to 
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eatのような不定詞関係節（定形動詞の生じる関係節と同じ機能を持ち，名詞を後置修
飾する to不定詞節）の統語的・意味的特性を論じている．I have something to hope 

for.は可であるが，*I have something to want.が不可である理由を，ある先行研究は
「自己制御性」（self-controllable）に求めるが，それには問題があり，モダリティの観
点から，不定詞関係節が事象生起の可能性・必然性・予定を表すことに理由を求めた
方が合理的であるとする．hope forは期待の含意をもつが，wantにはそれがないこと
で説明できるとする．
ネット検索をすると，You have nothing to want for.の類例は数多く見つけること
ができる．*have nothing to wantが容認されなくても，have nothing to want forが
容認されることはどう説明できるだろうか．
1.3.2　小澤賢司「認識的法助動詞may/must/can/willの疑問化」　*May you go camp-

ing?/*Must he be at home now?のように，may, mustは疑問化できない．may, must

は話し手の主観を述べるものであり，それを聞き手に聞くのはナンセンスだからであ
る．だが，wh疑問（Why must he . . . ?）や否定疑問（May they not have . . . ?）は容認
される場合がある．それは，自問自答の場合（May we not be making a big mistake?），
エコー疑問文（Tom must have arrived. — Must he?），それにwh疑問文の場合（Why 

must he be at least 60?）である．また，Can this be so?は否定の含意をもつ反語文で
ある．話し手の心的態度を表す will, may, mightの疑問文も「認識譲渡疑問文」とし
て成り立つ．これらに通底するのは，主観的認識的法助動詞であっても，話し手の「持
続的」心的態度を表す場合には疑問化できることである，とする．
1.3.3　平沢慎也「N by AN構文」　N by N（step by step）からの拡張構文N by AN

（step by slow step）の特徴と拡張の性質を明らかにする．結論として，（i） 文学的技
巧として用いられる．（ii） 意味的にはN by Nと変わらない．（iii） Aは「遅い」意味
の形容詞が多い．（iv） ANは転移修飾関係に成り得る，と言う．第 2要素のNを形容
詞が修飾する理由は，step by stepのような確立した語順で step by . . .と来た後には
stepが来るという予想に反して slowが来るという「予想の裏切り」によって情報伝達
効果を高めるからであると言う．更に深い研究になりそうな興味ある現象である．
1.3.4　Katsuya Fujikawa （藤川勝也）, “Pour-Class Verbs and the Locative Al ter na-

tion in English”　Locative Alternation （場所格交替）とは，動詞の動作対象の目的語
の位置に場所の名詞が来る John sprayed paint on the wall.と John sprayed the wall 

with paint.のような関係のことを言う．動詞によっては，John poured water into the 

glass.と *John poured the glass with water.のように，交替が許されない場合がある．
pourは「覆いつくす」 （cover）の意味を持たないから，あるいは，注ぐ源（source-

oriented）であるからなど諸説を踏まえて，本論文の結論として，移動の様態を語義と
して持たないからと言う．諸説いずれも pourの意味から来ているという考え方は共
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通している．
しかし，ネットで入手できる Pour the glass with your favorite pumpkin beer and 

voila! / Pour the glass with fresh water.のような例がある．動的な視点から，意味の
拡大とその結果としての用法の拡大が起こっていると考えると，pourにもいわゆる
「場所格交替」のポテンシャルがあるのではないだろうか．
1.3.5　本田正敏・五十嵐啓太「To think that構文の機能について」　この構文は驚き
（感嘆の発話行為）を表すと言われているが，本質は別なところにあるとする．この構
文の機能は，「発話時の出来事と話し手の知識内容を対比することにより，話し手の心
的反応を表すこと」であるとする．この構文は何かの要素の省略から来ていることは
間違いない（1.1.3参照）と思われるが，話し手の反応が驚きであるのか，それ以外の
心的反応であるのかは，文脈によるのであろう．本論文で挙げられた用例は限られて
いる．COCAコーパスなどを利用して数多くの用例を見ればさらに議論が深まるであ
ろう．
1.3.6　森下裕三「複雑述語が関与する使役移動構文について」　タイトルの「複雑述
語」とは「複数の述語によって形成されている単一の述語のような性質を見せる述語」 
（p. 161）で，Complex Predicateの訳語である．① John killed Mary.（統合的使役）と，
使役移動構文の ②An English friend sent it to me.はもちろん，複雑述語使役移動構
文の ③ She sent the creature flying across the class-room.も単文であると主張する．
それに対して，分析的使役 ④ John caused Mary to die.は複文であるという主張であ
る．③と④を混同する先行研究を批判し，③は send . . . flyingが意味の上では単一の
述語と同じように振る舞う理由を構文文法の立場から，動詞と構文の融合として説明
している．
ちなみに，（9a）のLuke picked her up and carried her yelling into the houseは「複

雑述語使役移動」の例ではない．yellingは herを叙述する分詞で，「叫ぶ彼女を家に
抱きかかえて運び込んだ」の意味であり，carried her yellingには「彼女を叫ばせた」
という使役の意味はない．carried her into . . .は②の構文である．
1.3.7　八木克正「比較構文と同定イディオム―no more . . . thanの本質」　no more 

. . . thanは本来，比較構文であるが，一定の条件を満たす場合に 2つの命題を否定す
る意味になる（これを同定イディオムと呼んでいる）可能性があることを明らかにした．
no more . . . thanのこの 2つの用法を混同したり，特に，no more . . . thanが 2つ
の命題を肯定する意味にもなるという説を批判している．肯定の意味になる no less 

. . . thanも，やはり，比較構文の用法と 2つの命題を肯定するイディオムの用法があ
るとしている．
1.3.8　山内昇「Speaking ofの使用条件に関する記述的考察」　speaking ofは「談話
の中の既出の要素を話題として取り立てる」とされてきたが，「談話や談話場面と有意
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味な関係づけが成立する情報を話題として取り立てる場合に使用される」とする．文
字通りの既出の要素以外に，少なくとも，総称化，総括，含意，知識，価値判断を取
り立てる場合に使用されるとする．

2.　単　行　書

今回は文法や語法に関連した単行書がたくさん出た．専門書以外にも，文法・語法
の解説本も出ている．専門家にしかわからない専門書と，英語に関心のある一般読者
を繋ぐ役割を果たし，しかも最近の言語学的研究成果を解説した本の必要性が生じて
いるのだろう．今回は，このような文法・語法書もとりあげた．2.4は論文集という
よりは，全体として 1冊の本の体裁をなしているので，単行書として紹介する．

2.1　古田直
なお

肇
とし

『英文法は役に立つ！－英語をもっと深く知りたい人のために』（春
風社，2015.4.10）
英文法の魅力について，品詞の話①（有標と無標），品詞の話②（名詞構文），文型の

話，助動詞の話，時制と法の話，相の話，態の話，相等語句（句と節）の話，話法の話，
日本の英語教育に思うこと，に分けている．「正式な書き言葉という使用域では，今も
昔も規範文法が唯一絶対のルール」であり，「英語力の根幹を作ってくれたのは受験英
語」である（p. 21）という．
「規範的文法」はどこに存在するのか．受験英語がそれか？　漠然とした「受験英
語」は存在するが，学ぶべき対象としてのそれは一体どこに存在するのだろうか．変
化してやまない英語を「18世紀に完成した」規範文法が支配していると考えて良いの
か，など問いかけておきたい．

2.2　吉川洋・友繁義典『英語動詞の分類と分析－意味論・語用論によるアプロー
チ』（松柏社，2015.4.15）

2章からなり，第 1章は意味による動詞の分類，第 2章は意味的・語用論的動詞の
分析である．第 1章では，動詞のアスペクト，非対格動詞（使役交代動詞），stage-level

叙述詞と individual-level叙述詞，描写二次叙述詞について論じている．第 2章では，
comeと go，思考・判断・認識を表す動詞に関する意味論，to-不定詞と V-ing形の意
味論，for to-不定詞構文，to-不定詞構文及び that補文に関して，使役文に関して論
じている．記述は，具体的な問題（例えば「break his promiseと break the window 

の意味特性の違いは，どこにあるか」（p. 38）を設定して，それに答える形をとるのが
特徴である．

2.3　佐久間治『生英語で鍛える英文法』（研究社，2015.4.24）
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日本の英語教育の中身が正常になってきたと思う．文法を学ぶには今の英語，本書
でいう「生英語」が材料でなければならない．動詞が文の型を決める，to doが副詞・
形容詞・名詞の働き，doingが名詞の働き，doingと doneが形容詞と副詞の働き，can

とか wouldが動詞に色を添える，文の中の小さな文，特殊な構造の文，人や物を比べ
る文，の 8章からなる．新しい知見を提示する研究書でもないし，受験参考書でもな
い．
「人や物を比べる文」の中に「比較級の慣用構文　クジラの公式」がある．冒頭の例
文 At the end, to the universe we’re no more important than a rock is.（結局は宇宙
にとって我々人間は石ころと同じ程度の価値しかない―八木訳）というごく普通の
比較構文を「クジラの公式」と解釈している．この構文の誤解が根深いことがわかる
（本稿 1.7参照）．この文は，人間も石も役に立たないと言っているのではない．

2.4　深谷輝彦・滝沢直宏（編）『コーパスと英文法・語法』（ひつじ書房，2015.10.1.  

堀正広・赤野一郎（監修）「英語コーパス研究シリーズ」第 4巻）
次の 10の論考からなる．I 深谷輝彦「コーパスに基づく英文法・語法研究」は本書
の導入で，収録した論考を概括する．II 滝沢直宏「コーパスを用いた英語語法文法の
研究 その方法を中心に」は，文法（構文）研究と語法研究のためのコーパスの利用法
を具体的な問題を通して解説している．以下は個別の論考である．III 西部真由美「複
合語の分析　限定用法の複合形容詞の場合」（名詞を修飾する long-termのような複合
形容詞の頻度調査），IV 八木克正「コーパスとフレイジオロジー」（コロケーション
研究からフレイジオロジー研究への歴史的経過と，コロケーションと語の意味の関係
を論じる），V 山﨑聡「アメリカ英語における曜日と日付の副詞的名詞句　その分布
と変化」（Mondayや April 10などが前置詞を伴わない場合の頻度），VI 新井洋一
「BNCに基づく繰り上げ主語受動態構造の分析」（The prisoner is rumored . . . の構
造をした受動形をとる動詞の類別と頻度の分析），VII 都築雅子「コーパスと語彙意
味論研究　加熱調理動詞の使役交替性」（bake, grillなどの動詞の使役交替の可能性の
調査），VIII 大室剛志「優先規則体系とコーパス」（語の意味や構文の形などには典
型的な形と非典型的な形として優先順位があることを頻度調査から論じる），IX 金澤
俊吾「いわゆる転移修飾表現再考」（smoke a sad cigaretteのような転移修飾の形容詞
と名詞の修飾関係と，周辺の動詞の意味特徴を論じる），X 梅咲敦子「大規模コーパ
スによるコミュニケーション的視点からの受動形の分析」（受動形は統語上の問題だけ
ではなくコミュニケーション上の機能から考える必要性があることを説く）．

2.5　江藤裕之『英文法のエッセンス』（大修館書店，2015.10.10）
目次から内容を見ると，I 動詞の形が示す時間（時制，完了形，進行形），II 心の想
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いを描く表現（助動詞，仮定法）　III 文中でさまざまな働きをする動詞の変化形（語の
まとまり，不定詞，動名詞，分詞）　IV 名詞と修飾の表現（名詞と冠詞，形容詞・副
詞，比較）　V 文中の「語のまとまり」を示す語（前置詞，接続詞と関係詞）となって
いる．動詞に関わる I, II, III章，名詞に関わる IV章，接続語に関わるV章という分
け方は，英文法のエッセンスを記述するためによく考えられた構成である．
中に，Living there, I know that place.（p. 125）のように，いくつか，意図する意味
に解釈できるかどうか疑問のある用例がある．

2.6　小林悦
えつ

雄
お

『英語の名詞をきわめる―可算名詞と不可算名詞の使い分け』（春風
社，2015.10.15）
「日本語を母語とする英語学習者は，時制，数，可算・不可算，呼応の 4つの軸を意
識することが大切」（はじめに）である．そのうち，数，可算・不可算，呼応について
述べるのが本書である．本書は，可算名詞と不可算名詞，可算名詞と不可算名詞の境
界，外国語学習のための知識，冠詞と数，さまざまな名詞の種類の 5章からなる．可
算か不可算か迷う例を数多くあげて説明している．名詞の可算・不可算が如何に複雑
かよくわかる．結局はひとつひとつの単語を知ることが近道なのか．

2.7　小野隆
たか

啓
ひろ

『英語の素朴な疑問から本質へ―文法を作る文法』（開拓社言語・文
化選書 55，2015.10.21）
生成文法の立場から，英語についての素朴な疑問を掘り下げて，普遍文法に繋げよ
うとする．主語と助動詞の倒置，文の境界を示す語，動詞の存在と意味のなぜ？，名
詞句の移動現象―受動態のなぜ？―移動のなぜ，句の内部構造，代用形の特徴，
見えないモノの存在，自動詞の多階層分析，時と様態，語順の変化の 10章で，素朴な
疑問を設定して（例：英語で疑問文を作るときに倒置が起こるのはなぜ？）それに答え
る形で，生成文法の立場から説明を加える．古英語や英語以外の言語への言及は興味
深い．読者には「意味役割」「項構造」「内項」「外項」などの文法用語は分かりにくい
であろう．

2.8　田中秀
ひで

毅
き

『英語と日本語における数量表現と関係詞の解釈に関する記述的・理論
的研究』（開拓社，2015.10.27）
本のタイトルは「数量表現」だが，本文中では主に「部分構造」と呼ぶ構造 （one 

of the booksのようなN1 of N2の構造）について論じている．部分構造を，One of the 

books （M） / A page of the book （I） / A copy of the book （T） のように 3種に分類
し，その分類が日本語の部分構造にも適用できるという．また，関係節が先行詞を限
定するかどうかをめぐって先行研究を批判して独自の見解を提示している．全体に議
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論が複雑で読みやすい本ではない．

2.9　川嶋正士『「5文型」論考―Parallel Grammar Series, Part IIの検証』（朝日出
版社，2015.2）
年度がずれたが，昨年度の英学史の回顧と展望で扱われていなかったので，ここで
取り上げる．英語の 5文型の考え方はアニアンズに始まるのではなく，彼の師であっ
たソネンシャインとクーパーの共著書に始まるということを論じている（2.1にあげた
古田直肇『英文法は役に立つ』（p. 75）は，宮脇正孝の論文「5文型の源流を辿る」（『専
修人文論集』90 （2012） に同様の記述があると述べている）．また，日本で 5文型を広
めたのは細江逸記『英文法汎論』であるが，日本以外では顧みられないし，問題が多
い 5文型がなぜ日本の英語教育の中に深く根付いたのかを論じている．
上の議論をするためには，齋藤秀三郎のPractical English Grammarや，イギリスの
文法書 Quirk et al.（1985）の 7文型説，日本での文型についての多種多様な議論は避
けて通れないと思うが，それらにはほとんど触れられていない．

3.　翻　　　訳

齋藤秀三郎著，中村 捷
まさる

訳『実用英文典』（開拓社，2015.6.12）　原著は Practical 

English Grammarで，19世紀末の 1898‒1899年に書かれ，それ以後の英語教育や受験
英語に大きな影響を与えた．名著普及会から復刻版も出ている（1980）．明治末期に書
かれたこの名著は，日本の英学史上の古典として記憶されるべきものであり，その翻
訳を世に問われた労苦には敬意を表する．
だが，原著についての解説にはいくつか疑問がある．齋藤が「5文型の概念をOnions

に先んじて」指摘していること（本稿 2.9を参照．齋藤の本がOnionsより先に出たと
いうことは事実だが，5文型説は一朝一夕にできたのではなく，長い歴史がある），ま
た，齋藤が「Complementの概念を創出した」（Complementは伝統文法の重要な概念
であった）という「はしがき」の記述は再考が必要である．また，「斎藤は自分の文法
の構成を考える上では，当時の文法書をあまり参考にせず，独自にその構成を考え出
したと思われる」（「略伝」）というのも，再考の必要がある．本書の内容が古くないこ
との証拠に，昭和 5年（1930年）の市河三喜の文章を引用しているが，原著はまぎれ
もなく規範文法の伝統の延長上で，近代英語（1500‒1900）を記述したものである．

4.　辞書・辞典

松尾文子・廣瀬浩三・西川眞由美（編）『英語談話標識用法辞典』（研究社，2015.10.

31）　43の基本ディスコース・マーカー（discourse marker，談話標識，以下DM）を，
副詞的表現（actuallyなど），前置詞的表現（according toなど），接続詞的表現（and
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など），間投詞的表現（ahなど），レキシカルフレイズ（I meanなど）の 5種類に分け
て，ひとつひとつの表現を解説している．近年では英英辞典や英和辞典でも扱われる
ようになったが，このような形でまとめたのは本書が最初であろう．英語教育の観点
からも，DMの習得は高度な外国語習得の現れであると言う．ひとつひとつのDMの
解説は，概説，マッピング（用法と解説の一覧），そして，各用法の解説がくる．解説
では，用法 1，用法 2，. . .のように分けて，それぞれの用法には，用例と細かい解説
がある．最後に，関連事項の欄で類語との比較などを述べる．それぞれの項目には，
幅広い文献渉猟の結果が述べられ，幅広く収集した用例が収録されている．巻末にDM

の概説があり，Appendix IでDM研究の歩み，DMについての基本的な考え方，DM

の機能的分類，Appendix IIで，DM研究の将来展望の論考がある．「結局のところ
「談話標識」とは何なのか」（p. 336）で，「聞き手が発話を正しく理解できるように話
し手の発話意図を合図するというコミュニケーションの役割を担う」と言う．では，
文副詞は DMの一種か？　語彙的意味が明白な according toは文副詞だが，DMな
のか？　もしそうならDMとは何か？　またそこに戻る． （関西学院大学名誉教授）


