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語法・辞書の研究

八　木　克　正

は じ め に

2018年度は語法・文法，それに語用論を含めて，実証的研究の成果が多数公刊され
た．先進的な研究成果ばかりでなく，啓蒙的な著作でも独自の視点を持ったものはと
りあげることにした．読み比べてみると，同じ傾向の著作が出ていることに気づく．
何か触発する共通のものがあったのだろう．
特に論文集と単著書は，専門分野を深める著作（3.2, 3.5, 3.7, 3.11）の他に，文法の
特定テーマの概説（3.8, 3.9），さまざまな研究成果に基づいて疑問に答える「問答」形
式のものが目につく（3.1, 3.3, 3.4）．問を設定してそれに答えるという記述法から言え
ば，3.6, 3.10も「問答形式」と言える．ただし，それぞれの問の設定方法，回答の論
理展開には大きな違いがある．諸著作からの寄せ集めから独自の論理展開まで，さま
ざまである．
近年「語法」の分野の論文や著書，学会発表が充実してきているように思う．言語

研究や英語研究に，生成文法理論や認知言語学などの理論から入ることはもちろん自
由だが，身近で具体的な問題に取り組むことから初めて，その解決方法をいずれかの
理論に求めるということもできる．英語の個別の問題解決から理論展開へ向かう場合
も，理論の発展のために個別の問題に取り組む場合でも，語法研究を深めることは誰
にでも開かれた研究方法である．

1.　論　　　文

『英語語法文法研究』第 25号（英語語法文法学会編，2018.12.25）
日本の英語語法文法研究の中心となる学会の会誌所収の論文を紹介する．2017年 10

月の大会（専修大学神田キャンパス）におけるシンポジウム「英語の文をつなぐ接続現
象」に基づく論文 3編と，新進気鋭の論文 6編が掲載されている．

1.1　シンポジウム
1.1.1　大竹芳夫「「文をつなぐ」仕組みと「文をつながない」仕組み」
英語の談話では，さまざまなつなぎことばを使って文をつないだり，つながないで
終結させる表現が使われる．そのようなつなぎことば，つながないことばを具体的に
あげている．指示表現の itと thatの用法比較（例：Don’t mention it.とDon’t mention 
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that.），天候などを表す虚辞の itと形式主語を兼ねた主語の it （It was dark and also 

raining and consequently impossible for the driver to see the road.），未完結の発話，
発話を終結させる That’s that./ That’s it.,文をつなぐことを拒否する whatever, へり
くだって言葉をさしはさむ時の put my two cents in，その他，for what it’s worth, 

the next thing, just becauseなど，談話の流れに応じて使われる表現が取り上げられ
ている．

1.1.2　松尾文子「談話標識がつなぐもの」
談話標識のうち，相手の発話とつなぐ（And therefore, So?, Meaning?），発話の場
面と発話をつなぐ（So, But），会話をつなぐ（Well）, 含意をつなぐ（so, but），聞き手
の注意をつなぐ（Now, Look）について論じている．

1.1.3　安井　泉「話し手の「心」を伝える文のつなぎ方」
文と文をつなぐ手法は大きく分けて，接続詞や代名詞を使う Overtな手段と，明示

的な接続表現を使わない Covertな手段がある．談話の進む方向を決める特定の語彙
（Overtな手段）には，文修飾副詞（mentally, naturallyなど），as for .../as to ...，譲歩
（apparently ... butなど）がある．Covertな手段として，対比（真理と出来事，aloneと
lonely, 同じ構文でことばを入れ替える方法，否定，否定疑問文，単語と単語の引力）
によって文をつなぐ方法の具体例をあげている．文をつながない手法には，あからさ
まに話題を打ち切る，話題を避けるといったものがあることを論じる．『不思議の国の
アリス』の研究者・翻訳者としての研究成果である．

1.2　論　　　文
1.2.1　小澤賢司「当為を表すHAD BETTER」

HAD BETTERと大文字で表記しているのは，had better, ’d better, betterの異形
を代表させるためである．HAD BETTERの中核的意味（未だに履行していない履行
すべき主観的義務），含意（悪い結果），意味（早急的未来指示），用法（一般的な事態に
対する不使用）を明らかにしている．また，betterは比較級だが比較の意味は希薄で，
むしろ行うべき最優先事項の指示であり，時に had bestが使われることがある．比較
級の方が普通なのは対人関係上のポライトネスの要請からである，とする．

1.2.2　桑名保智「play a role （in） V-ingにおける inの随意性と義務性」
be busy, spend time, be happy などの後に in doingが来る用法があるが，inが省
略されることがある．inが省略された V-ingの句をDe Smet に従い IPC（Integrated 

Participle Clause）と呼ぶ．本論文は，play a role にしぼり，4つの統語的枠組み（role
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に形容詞修飾語がない場合，ある場合，それぞれの場合に inがあるかないか）の頻度
を COCA, NOW, iWebの 3つのコーパスを使って調べた．結果，inが脱落する頻度
は低いことがわかった．さらに，いくつかの条件下で inの脱落は随意的であると考え
られるという結果になった．inの省略は V-ingの動作主が誰であるかということと関
係があるが，play a roleの場合 IPCらしさの度合いは弱いとする．

1.2.3　平沢慎也「by nowの意味・用法の記述」
まず，by ［TIME］（by＋具体的な時の表現）と比べて by nowがイディオムである
根拠を 3点あげる．次に，先行研究では，Leech & Svartvik （2002）は by nowは話者
に確信がない場合に使うとするが，これはby nowの一面にすぎないこと，また，Quirk 

et al. （1985）も Leech & Svartvik （2002）も by nowは alreadyと交換可能であるとす
るが，By now, the method is already well-established.のように並列して使われるこ
とからもそれが正しくないことがわかるとする．データの検証によって，by nowの
抽象的意味を「発話時における何らかの状態を，長い時間の経過とともに何かが高まっ
ていった結果として提示する」とし，用法としては，推量・非累積用法と非推量・累
積用法，さらには中間的用法があるとする．

1.2.4　平田一郎「副詞応答文 Really?について」
副詞応答文Really?とは， It’s raining outside. ― Really?のような reallyである．先
行研究には Is it really raining outside?から省略したものであるとする分析がある．こ
の分析は，先行発話命題 it is raining outsideが本当かを問い直す応答（本当に雨が
降っているの？）と解釈するものであるが，それ以外に，先行発話の発語内行為の適切
性を問い直す応答の場合（例えば，聞き手は雨が降っていることを知っていて，発話
行為を行うこと自体に対して疑問をなげかけ，今そんなことを言ってもいいの？ とい
うような場合）がある．つまり，Are you really telling me that it is raining outside? 

から reallyを除いてその他の部分を省略した場合があるという．このような事実を例
証し，関連性理論の立場から，2通りの解釈があるという主張の妥当性を論証する．

1.2.5　廣田　篤「「クジラ構文」に見られる条件性と対偶解釈読み―構文の類型化を
巡る問題」
議論は （1） Nuclear weapons are no more a threat to the world than an epidemic 

of bacteria spreading.が「原爆が恐ろしいのと同様に，疫病も恐ろしい」という解釈
になるという主張から始まる．「クジラ構文」として解釈するならば，本来「疫病が恐
ろしくないのと同様に，原爆も恐ろしくない」という否定の意味になるが，常識的に
両方とも恐ろしいものだから，肯定的解釈にならざるを得ないと考える．このような
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文を「新型のクジラ構文」と名づけ，2つの命題の両方を否定する「クジラ構文の対
偶解釈」になるという主張である．本稿筆者は八木（2015）で，（1）は比較構文であり，
「核兵器は伝染病より大きな脅威であるわけではない」の意味になると述べた（この点，
廣田論文は八木（2015）を誤解している）．

no more ... thanの連鎖を，①もっとも普通に使われる比較構文（（1）は脅威の大き
さの比較）の用法か，特殊なイディオム（A whale is no more a fish than a horse is.の
ように a whale is a fishと a horse is a fishという両命題を否定する）かを区別する（こ
の区別は八木（2015）ばかりでなく，Quirk et al. （1985）も Huddleston and Pullum 

（2002）も分析の出発点としている）こと，② no less ... thanという正反対の意味をも
つ連鎖との関係，③語彙的意味が否定であるものを，語用論的解釈によって肯定の意
味に解釈しなおすことが可能か，といった観点からの再検討を勧める．

1.2.6　明日誠一「実現の含意から見た not （...） until X構文の用法」
先行研究では，John didn’t wake up until nine.は①ジョンが目覚めた時刻が 9時

という時点を含まない解釈（exclusive untilまたは durative until. notは動詞を否定）と
② 9時という時点を含む解釈（inclusive untilまたは punctual until. notは until句を
否定）がある．①は状況の実現を含意し，②は実現時の指定を含意するという（本稿筆
者が日本語訳を与えるとすれば，①は「9時まで起きなかった」，②は「9時になって
やっと起きた」となるだろう．「やっと」は明日論文が言う not （...） until Xがもつ
「遅発効果」（as late asの意味）を訳で表したもの）．①と②の解釈は，実現の含意が 2

つの異なる仕組みによって表されることを言語資料に基づいて主張している．

2.　論　文　集

赤野一郎・井上永幸（編）『コーパスと辞書』（「英語コーパス研究シリーズ」，ひつ
じ書房，2018.10.3）
次の 9つの論文からなる．1. 赤野一郎・井上永幸「コーパスは辞書編纂にいかに寄
与したか」，2．南

みなみ

出
で

康
こう

世
せい

「コーパス以前の辞書編纂」，3．赤須薫「語義説明」，4．畠
山利
とし

一
かず

「文法情報」，5．赤野一郎「用例・コロケーション」，6．中山仁
ひとし

「語法情報」，
7．井上永幸「シノニム記述」，8．山本康一「辞書編集と出版」，9．赤瀬川史朗「辞
書編集に関わるコーパスツール」
コンピュータコーパスが活用されるようになって，辞書編纂の姿も大きく変わった．

辞書編纂の時代をコーパス以前と以後に分け，コーパス以後では，語義記述，文法情
報記述，用例・コロケーション記述，語法情報記述，シノニム記述の上でどのような
進歩が見られたか，どのような新たな知見が生まれたかをまとめる時宜を得た論集で
ある．特に 6．中山仁

ひとし

「語法情報」は partlyと partiallyの違いをコーパスを駆使して



66̶   ̶

回 顧 と 展 望

明らかにした．その意味では出色の研究成果である．8は出版社の編集部から見た今
後の辞書の在り方の模索であり，9はコーパスを分析するためのツールの変遷と，新
しい分析ツールの紹介である．

3.　単　著　書

3.1　森住　衛
まもる

他編著『英語のなぜ？ 101 問』（DHC，2018.5.12）
サブタイトルは「なぜ「完了形」が継続の意味になるの？」であり，この種の問と

「解答」（「はしがき」の用語）が 101まとめられている．英語の学習は，ただ英語力を
つけることだけでなく，英語の現象について疑問をいだき，思ったことを疑問として
発し，解答を試みることはとても大事なことである．その意味でも，解答の記述に出
典がないことが気になる．巻末の参考文献のどの著作のどの箇所を参考にしたのかが
わかるようにしておくのが，解答の妥当性の検証に必要であろう．ちなみに，サブタ
イトルとなった問に対する解答は，「〈have＋過去分詞〉を「完了形」と呼んできたか
ら」であり，誤解をなくすためには「完了形」と呼ばず「have/ has＋過去分詞」と呼
べばよい（p. 131）という．

3.2　千葉修司『英語の時制の一致―時制の一致と「仮定法の伝播」』（開拓社叢書 32，
開拓社，2019.7.18） 
時制の一致と不一致に関する網羅的な論考である．時制と時のずれは，At that time 

they didn’t come till next week. （p. 4）のように，過去に決められた未来の予定を言
う場合に生じる．また， Bill said that he didn’t like the party. （p. 12）のように文法
的理由による「時制の一致」による場合，I tried to forget who I was.（p. 83）のよう
に「心的惰性」による場合，If I were rich, I would buy anything you wanted. （p. 

89）のような「仮定法の伝播」による場合などがある．
一方で，時制の一致にはWe learnt at school that 2 and 2 is 4.（p. 18）のように，
例外がある．また，時制の一致を起こしたために，動詞の過去形が未来時をさす場合
がある： John said that the Canadians were in New York tomorrow.また，「主節の
動詞が仮定法過去の場合」（p. 30）は時制の一致が起こらないとして I should say that 

this book meets your requirements.の例をあげる．

3.3　八木克正『英語にまつわるエトセトラ』（研究社，2019.7.31）
週刊の『毎日ウィークリー』紙に，月一回 4年間連載した記事にいくつかの記事を

追加して 1冊にしたものである．著者の長年の研究成果をもとに，音声，音韻，語法，
文法，語用論，社会言語学，英語史などの知見を 51話にまとめている．一話ごとに
テーマを設けて対話形式で話が展開する．言語接触，言語経済，コロケーション，エ
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ポニム，コード・スイッチング，二重語，カバン語，ピジン，クリオール，リンガ・
フランカ，PC, 婉曲語法など多様な概念を分かりやすく解説している．

3.4　宗
そう

宮
みや

喜代子・糸川　健
たける

・野元裕
ひろ

樹
き

『動詞の「時制」がよくわかる英文法談義』（大
修館書店，2019.9.1）
先生と学生・健斗君の対話形式で，第 I部で「時制と相」，第 II部で「法と時制」
について語られる．「談義」であるから，特に目新しい情報はないが，いくつかユニー
クな面がある．ひとつに，相に完了相と進行相に加えて，習慣または確立した状態を
表現する「単純相」（例：She always sings well.［習慣］/He owns a large estate.［確立
した状態］）を認める．あとひとつ，「時制の一致」に I had finished my homework 

when he called./I was doing my homework when he called.を含める．おそらく 2つ
の節の時間関係を明らかにするために過去完了形にしたり，過去進行形にしているこ
とを時制の一致と考えたのだろう．マレー語やインドの英語，アメリカ先住民の言語
などを解説したコラム「世界の言語」は参考になる．

3.5　大室剛志『ことばの基礎2　動詞と構文』（「シリーズ　英文法を解き明かす」第
2巻，研究社．2018.8.31）
生成文法の観点から，第 1章は導入で，climbの分析を通じて単語の意味にも基本
と変種が存在することと，構文にも基本と変種が存在することを関係節構文を通じて
論じる．第 2章から第 8章までは基本形と変種が存在することを具体的に論じる（2章 

自動詞と同族目的語構文，3章 自動詞と動作表現構文，4章 自動詞と one’s way構文，
5章 他動詞と使役構文，6章 他動詞と半動名詞構文，7章 他動詞と構文イディオム，
8章 他「動詞」’d rather＋S構文）．第 9章は文法と構文の核と周辺について論じる．
伝統文法ではよく知られた構文を生成文法の観点から豊富な実例をもとに論じた内容
は，その研究姿勢と共に学ぶべきことが多い．

3.6　久野　暲・高見健一『謎解きの英文法　形容詞』（くろしお出版，2018.10.1）
シリーズ第 10作目で，目次を見てもそれぞれに興味ある内容である．1章 *Mary 

cut the bread white.とは言えないのにMary likes her tea white.と言えるのはなぜ
か？，2 章　*How raw did you eat the meat? と How rare do you usually eat your 

steaks?はなぜ適格性が違うのか，3章　限定用法と叙述用法の形容詞の意味の相違，4

章　名詞を修飾する形容詞の語順，5章　She’s certain/ sure to win.は誰の判断を表
すのか？，6章　節・To不定詞句をとる形容詞，7章　*A boy is tall.はなぜ不適格
か，8章　比較構文の謎（1），9章　比較構文の謎（2），10章　比較構文の謎（3），11

章　“It’s a narrower road.” ― 「than ～」はどこにある？．この他にコラムが 4件あ



68̶   ̶

回 顧 と 展 望

る．
5章で，be certain to do/be sure to doは「話し手の確信を表す」という指摘は，あ
る英和辞典にだけあり，他の英語で書かれた英文法書や英米の辞書にはない「感服す
べき記述」（p. 88）であるとする．だが，少なくとも本稿筆者は『英語の文法と語法』
（研究社出版，1999, p. 156）においてそのことを記述しているし，「ある英和辞典」だ
けでなく，英和辞典には普通にある記述である．

12章に「最近出版された英和辞典の cowardlyの訳語に，「卑怯な」が「臆病な」と
並んで併記されているものが出始めています」（p. 233）とある．この章の記述は近年
の自爆テロの報道を念頭においたものであるが，“a cowardly act” は 19世紀の英語の
文献でも，「闇討ち」のような「卑怯な行為」（「臆病な行為」とは訳しにくい）につい
て使われている．また，100年以上前の『熟語本位英和中辞典』（1915）にもこれらの
訳語が併記されており，英和辞典の伝統になっている．国語辞典を見ると「卑怯な」
はもともと「臆病な」の意味をもっているし，「卑怯な」はコロケーションから考え
て，日本語では適切な訳語である．

3.7　吉良文孝『ことばを彩る1　テンス・アスペクト』（「シリーズ　英文法を解き明
かす」第 5巻，研究社，2018.11.30）
テンスとアスペクトに関する網羅的で首尾一貫した視点からの解説書である．「第 I

部　テンス」は，1章で，時，時制，相という用語を解説し，2章　現在時制，3章　
過去時制，4章　未来表現を論じ，「第 2部　アスペクト」は，5章　進行相，6章　完
了相を論じる．それぞれの章で，伝統文法の文献から始まって，現代言語学の代表的
な著作を詳細に検討している．今後のテンスとアスペクト研究者の基本図書になるだ
ろう．willと be going toの対比（4.3）, 条件節の中の will, be going to（2.6），状態動
詞の進行形（5.1），before節中の過去完了 （6.5），現在完了形と現在完了進行形の意味
的相違（6.4）などは，独立してその節だけ読んでも得るところが多い．

3.8　田中江
こう

扶
すけ

・本田謙介・畠山雄二　著『時制と相』（ネイティブ英文法 1，朝倉書店，
2018.12.1）
「ネイティブ英文法」シリーズの第 1巻である．このシリーズは「国内外で定評のあ
る，英語ネイティブによる英語ネイティブのための文法書を 10冊近く読んでもらい，
その内容をわかりやすい日本語で」（p. ii）解説したものである．時間，時制，アスペ
クトを区別し，時制とアスペクトの組み合わせで時間とアスペクト性を理解しようと
する．ちなみに，3.1のサブタイトルの問に対する回答は，現在完了形を「現在との
かかわり」から捉えると矛盾がないという（pp. 128‒129）．
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3.9　小林亜希子・吉田智
とも

行
ゆき

『破格の構造』（ネイティブ英文法2，朝倉書店，2018.12.1）
上の 3.8に続く第 2巻である．「はじめに」によれば，「破格」とは「学校英文法か

らの逸脱」であり，書かれた内容は英語ネイティブの文法家が書いた文法書に準拠し，
「執筆者独自の見解は入っていない」．扱われた破格は 2章から順に，一致，代名詞の
格，形容詞・副詞，前置詞，動詞・助動詞，語順，係り受け，否定，表記である．中
には，「if節内ではwillは使われない」というような事実に反するものがある一方，標
準英語では許されないHe might could come.のようなものが含まれている．

3.10　中
なか

右
う

　実『英文法の心理』（開拓社，2018.12.7）
「第 I部　日英比較　日英語は現実をどのように切り分けるか」と「第 II部　英語
特論　英語の特異事例を探求する」「第 III部　応用問題　英語母語話者の〈構文意識〉
を査定する」からなる．第 I部は理論編，第 II, III部は個別編である．英語の研究も
日本語の研究も，それぞれの言語を相互に〈往来〉することによって理解が深まる．日
本語の格助詞と英語の前置詞を比べると，事象のとらえ方の基本的な違いが明らかに
なる．個々の前置詞を考察するよりも，at, in, onを比較すること，さらに日本語の助
詞「で」と比較することで，これまでにない新しい知見が見いだされた．例えば第 II

部で，live in the street（路上生活をする）と live on the street（路上で物乞いをする）
の対比は英米の差というよりは，英語母語話者に共有された状況把握の違いが inと on

の選択に表れていると考えるべきであるというのは説得力がある．

3.11　井上亜依『英語定型表現研究の体系化を目指して―形態論・意味論・音響音声
学の視点から』（研究社，2018.12.28）
本書は，英語の定型表現研究を体系化しようとする試みである．日本学術振興会

（JSPS）の科学研究費補助金の助成を受けて出版された．Phraseologyの訳語は必ずし
も確定していないが，八木・井上『英語定型表現研究―歴史・方法・実践』（開拓社 , 

2013）以後，著者の井上氏も本稿筆者の八木も「定型表現研究」の訳語を使っている．
研究対象そのものが多種多様であり，研究方法も研究者のバックグラウンドによって
さまざまである．著者は，これまでに “until to,” “up until to,” “on against”などの
複合前置詞，it looks that節のような構文， “though A but B”のような相関接続詞， 
“助動詞から名詞への転換”, “those that” “仮定法の was”などの個別の問題に取り組
んで来たが，それらの研究を踏まえて，総合的に研究の方法をまとめようとする試み
である．ヨーロッパやアジアの定型表現研究や辞書研究の国際学会で日本を代表する
学者に成長しつつある著者の研究成果のまとめとして広く読まれることを期待する．
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4.　辞　　　書

4.1　赤須　薫（編），大西泰斗・ポール・マクベイ（「語のイメージ」監修）『コンパス
ローズ英和辞典』（研究社，2018.11.19）
「まえがき」によると，「『ユニオン英和辞典』『ライトハウス英和辞典』『カレッジラ
イトハウス英和辞典』『ルミナス英和辞典』の流れを受け継ぎ（中略）新たに企画され
た新しい上級者用英和辞典である」．「引きやすい」「見やすい」「分かりやすい」こと
が特徴である．語義記述に力を入れ，重要語の「コアイメージ」と「派生イメージ」
を関連づけて図式化している．コロケーション，ポライトネスも重視している．ちな
みに「コンパスローズ」（compass rose）は「羅針図」の意味である．暫時利用してみ
て，丁寧な語義の記述と，ひとつひとつの語義に丁寧に文の形の用例をあげているこ
とが特徴になって，本来の辞書のありかたの基本に則っていることがわかった．

4.2　井上永幸・赤野一郎（編）『ウィズダム英和辞典 第 4版』（三省堂，2019.1.10）
初版は 2003年で，本格的にコーパスを活用した最初の英和辞典である．今日では
コーパスを利用しないで辞書の編纂はできないが，その先駆けになった本書はその意
義を保ち続けている．今回の改訂によって，項目を 2,000追加し，生活用語に「生活」
のロゴを付した（例： garbage bag, garbage can）．その他，用例 5,000を増補，「論説」
のロゴを付した（e.g., regardless of），発音に同化を表示（例： twenty /twéni/），新語・
新語義（例： deep-clean, grocerant）が特徴であるという（まえがき）．暫時利用してみ
て，表現，類義，語法などのコラムの他に！ の印のついた細かい解説が多いことが目
立った． （関西学院大学名誉教授）


