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シリーズ「英文法を解き明かす―現代英語の文法と語法」は、英語語
法文法学会が 2012年に設立 20周年を迎えたのを期に、学会で培われてき
た活動成果を広く社会に還元すべく、出版を企画したものです。
英語語法文法学会は、28名の研究者による設立趣意書を受け、1993年

に初代会長小西友七のもと設立されました。その背景には、英語学、言語
学の分野において、変形生成文法をはじめとする言語理論の隆盛によって
学問的な関心が理論的側面に偏り、研究対象が文法の実証的記述から離れ
ていったことがあります。各種学会での研究発表、シンポジウムが理論的
な研究に傾き、個別言語としての英語の記述的な語法研究が正しく評価さ
れない状況にありました。
教育の現場で英語を教え、また英語のあるがままの姿を正しく理解しよ
うと思っている研究者にとって、英語の語彙や構文の特性などの基本的な
成り立ちをつまびらかにして、英語自体の理解を深めることこそが、基本
的な出発点だと思います。ことばの多様性とそれを説明する筋の通った記
述という地道な研究の成果を発表する場を保証することが、本学会の使命
のひとつだと思うのです。

1993年 11月、第 1回大会が立命館大学で開催され、その後、設立の趣
旨を実現すべく、さまざまな取り組みがなされてきました。年次大会では
シンポジウム、研究発表のほか、第 6回大会からは特色ある「語法ワーク
ショップ」をはじめました。機関誌の『英語語法文法研究』は創刊号（1994
年）から毎年刊行され、前年のシンポジウムに基づく論考、応募論文、語法
ノートを掲載しています。また、小西友七初代会長の寄付金を基金として、
2000年に「英語語法文法学会賞」を、2010年からは若手研究者の育成と
研究活動の促進を目的とした「英語語法文法学会奨励賞」を、新設しまし
た。さらに、2005年以降、学会の社会貢献の一環として会員以外の方も参
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加できる英語語法文法セミナーを毎年 8月大阪で開催しています。これは、
英語学・言語学の最先端の学識に触れる機会を広く提供することを目的と
したものです。
このシリーズは、「ことばの基礎」「談話のことば」「ことばを彩る」「こ
とばとスコープ」「ことばの実際」という 5つの視座から英語ということ
ばを見つめるものです。「ことばの基礎」ではものの名付け、代替表現など
を対象として、名詞と代名詞を第 1巻でとりあげ、第 2巻では文構造の基
本としての動詞を記述の中心に据えます。「談話のことば」では、品詞を超
えて文をつなぐ現象を第 3巻で扱い、談話と文法的規範からの逸脱との関
係を第 4巻で考察します。「ことばを彩る」というテーマでは、第 5巻で
テンス・アスペクト、第 6巻ではムード、の観点から英語表現のニュアン
スの違いを論じます。第 7巻と第 8巻は「ことばとスコープ」にあてられ、
それぞれ照応表現、否定表現が分析の対象となります。「ことばの実際」で
は、話しことばの実相を第 9巻で提示し、英文法と言語コーパスとの接点
を第 10巻で記述、説明します。
本シリーズは、英語の文法事象と語法を、最新の知見からわかりやすく
解説するとともに、その研究成果を英語教育の現場で役立つ情報として盛
り込むことで、研究と教育の両面から包括的に、発話者の「心」を伝える
英語表現の仕組みを解き明かすことを目指すものです。

2016年 3月
編者

内 田 聖 二
八 木 克 正
安 井 　 泉
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外国語教育の目標の根幹は不変であるが、その重点の置き方が時代の変
化や要請に合わせて変わっていく。書いてある英語をちゃんと「読む」こ
とから、自分の伝えたいことを何とか外国語で「話す」といったコミュニ
ケーションを教育目標とする時代になっている。外国語教育において文法
教育は不可欠であり、文法教育のない外国語教育はあり得ない。それはコ
ミュニケーションを重視する時代になっても変わらないと思う。しかし、
教育目標の重点が変われば、それまで教えられてきた文法にも、それに応
じた変更や見直しが必要になってくるであろう。端的に言えば、書かれた
ものを読むことから、聞いたり話したりすることが目標の中心になれば、
その変化に応じた文法教育の変化がなければならない。
自分の学んだ文法の成り立ちを正しく認識していなければ、コミュニケー
ションの時代なのだから文法はいらない、といった考えに陥ってしまう。
そういう不要論にとらわれる人は、かつて自分たちが学校で学んだ英文法
は書かれた言語の文法であることを知らずに、英語一般の仕組みとして誤
解していたからであると思う。誤解を恐れずに言えば、これまでの文法は
書きことばに根拠をおいて構成された文法であり、これからはそれに加え
て、話しことばの仕組みを踏まえた「話しことばの文法」が必要なのであっ
て、コミュニケーションには文法はいらない、ということではない。
話しことばは、一見すると書きことばに比べて、無秩序で、断片的で、
欠落的である。こういった印象を誰もが持つし、それ故に、話しことばは
書きことばに比べて「崩れた」、「劣った」ものであり、文法論の正しい分
析対象とはならない、と思われがちであった。果たしてそうだろうか？
生物がほぼ同じ遺伝子を持っていても、生きる環境が変われば、その顕
在形態に大きな違いを生むという。ことばにおいても、文法の基盤は変わ
らないが、「話すこと」と「書くこと」というモードの違いによって、両者
の顕現形の相違が立ち現れるのではないか。話しことばが実際に使われる



vi は し が き

状況に即して分析してみれば、話しことばの顕現形、つまり構造面の無秩
序性、断片・欠落性の理由がわかるのではないか、と考えている。「話しこ
とばの文法」といったものの全体像を提示することなど一巻の書では不可
能である。しかし、本書では、可能な限り実際の話しことばのデータに依
拠して、新しい文法の一つの方向を示すことを目指した。これまでの文法
論を補うものとして、一石を投じられれば幸いである。
話しことばのデータとしては、例えば、母語話者間のパーティ・トーク
などを分析対象とするとよかったのかもしれない。だが、日本でそのよう
なデータをたくさん集めることは容易ではないし、実は、話しことばの分
析では場面の働きが非常に重要で、単に音声だけを聞いても、話された場
面状況が分かっていないと分析が困難である。そのため、本書では、音調
もコンテクストも比較的よく分かるラジオドラマとインタビューをデータ
として選んだ。もちろん、ラジオドラマは事前の準備がある素材だが、対
話場面での双方向性が顕著である利点がある。一方、インタビューは、ド
ラマでのやりとりのように双方向性という面は弱いが、事前準備がないリ
アルタイムで発話されるときの特徴が顕著に現れている。こういったそれ
ぞれの特徴がでているデータとしてラジオドラマとインタビューを選んだ。
最後に、本書執筆の機会を与えていただいた編者の諸先生方に感謝申し
上げると共に、本巻担当の内田聖二先生には初稿から丁寧に読んでいただ
き、有益な示唆を与えていただいたこと、重ねてお礼申し上げたい。勤務
校でスーパーグローバル大学創成支援事業の一環として短期間の内に進め
ていた外国語教育関係の組織改革とカリキュラム改革が刊行スケジュール
と重なってしまい、最終段階でなかなか時間を割くことができなかったが、
当初の予定通り刊行できたのは、とりもなおさず研究社編集部の津田正氏、
高野渉氏の手際よい校正のおかげである。両氏に併せてお礼申し上げたい。

2016年 3月
澤 田 茂 保

†本書第 2章は、科学研究費助成事業基盤研究（C）（課題番号： 25370547「Spoken 
languageの文法論に向けた英語表現におけるタグの研究」）の助成を受けた研究の一
部である。
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第1章

書かれたことばから見た「話しことば」

 は じ め に
本書は、書きことばと話しことばについて、主にその構造的な面から見
た相違の分析を試みるものである。「話しことば」といっても、それは多面
的な存在であり、さまざまな立場から切り込むことができる。本書の出発
点となる問題意識は、これまでの英文法は書かれた英語を理解するときに
はたいへん役立つが、話しことばの実態を理解しようとするとき、英語学
習者が知りたいことに答えていないのではないか、ということである。
簡単な事例で示したい。（1）は正則的な節構造に沿った中学生でもわか

る簡単な英文である。ふつう学校文法では、言語材料としてこの形式を扱
う。しかし、話しことばの実態を観察すると、（2）のような表現が現れる
ことがある。命題的・情報的にほぼ同じように見えるのに、どうして現れ
に違いがあるのだろうか？

（1） a. Your children are very polite.
 b. Do you think he’ll come?
（2） a. “They’re very polite, your children.”
 b. “Will he come, do you think?”

多くの英語学習者は、学校の授業で（1）の形式を学ぶ。そして、実際の発
話場面で、かりに（2）のような表現を耳にした場合、自分が学んだ英語の
文法からずれた、あるいは崩れたものとみなして、その差異を捨て置いて
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しまう。しかし、（2）のような表現は、書きことばでは「決して現れるこ
とはない」が、現実の場面では「繰り返し発生している」のである。話し
ことばの観察に由来するこうした素朴な問いかけから、話しことばの分析
に根拠をおいて文法を考えてもよいのではないかと思う。
実は、（1a）と（2a）のペアは、外国語学習者の抱える問題に答える参考書

と銘打った Swan （1980）に挙げてある例である1。Swanは（2a）の節末名詞
表現を「強化タグ（reinforcement tags）」と呼び、「“informal spoken English”
では、文尾に名詞が残り、さらに they’reの省略も可能である」と述べて
いる。つまり、（2a）に加えて、“Very polite, your children.” といった形も
存在するという。英語学習者にはこういう記述は不親切で、逆に英語を理
解する上で混乱あるいは誤解を与えるのではないだろうか。インフォーマ
ルな話しことばだからといって、常に（2）のような形式が可能というわけ
ではない。
日本人学習者は英文法の記述に慣れ親しんでいて、ちゃんとした英語と
はこういう構造である、と思い込んでいる節がある。しかし、その英文法
の記述は書かれた英語を根拠にして構成されていて、話された英語につい
て触れられることがほとんどなく、さらに、触れられていても、Swanの
ような、あまり参考にならないか、混乱を引き起こすような記述が多いよ
うに思う。コミュニケーションを教育目標にする時代にあって、学習材料
として話しことばを取り扱うならば、話しことばの多様な実態を分析・理
解する文法が必要である。その文法は、書かれたことばに根拠をおいた文
法を踏まえつつも、話されたことばの現実の姿に説明を与えるものである
だろう。
本書では、書きことばであれば、あるいは日本人学習者が慣れ親しんだ
文法であれば、（1）のような形式がふつうなのに、話しことばの実際の場
面では（2）のような形が現れることがある場合、両者の違いはどこにある
のか、といったような問題に目を向ける。話しことばは、書きことばに比
べて粗悪なもの・崩れたものであるという立場には立たず、話しことばの

1 Swan （1980: 525）参照。
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実態をそのまま認めて、それが成り立っている理由を考えてみたい。以下
の節では、「書かれたことばから見た話しことば」という観点から、第 2章
以降の記述の前提となる基本的な事項について記述する。1.1節では、本
書で分析の対象にする「話しことば」の領域設定について概観する。1.2節
では、話しことばとの関わりでモダリティと発話行為について触れる。そ
して、1.3節と 1.4節では、第 2章以降の実例に基づいた分析に先だって、
話しことばの特徴について、書きことばとの比較から概要を述べる。

1.1 話しことばとその境界域
1.1.1 ことばのモードとスタイル
言語は衣装と似ていると言われる。人はいつでもどこでも同じ服装をし
ているのではなく、場面や状況にふさわしい服装を選んで「着分け」てい
る。同じように、言語もまた人は無意識のうちに場面や状況に応じて「使
い分け」ている。ゆえに、多様なことばを説明するときに、言語学では、
モードやスタイルといった衣装を連想させる用語を使う。
ことばの「モード」は、言語による情報伝達を行うときに選択される媒
介・形態に関わる概念で、重要な対立は spoken/writtenである。spoken
モードでは、話し手が聞き手に対して音声を媒介にしてメッセージを伝達
する。音声は一時的かつ線形的に産出されるので、同一の時空間上で、リ
アルタイムに進み、基本的に双方向的である。そして、いったん音声化さ
れたメッセージは取り消すことはできないし、伝達された内容は記録とし
て残ることはない。一方、writtenモードでは、書き手が読み手に対して書
記手段によってメッセージを伝達する。書記という手段であるがゆえに、
原則として、同一の時空間が共有されず、伝達には時間差が発生し、一方
向的である。また、伝達内容は推敲・編集が可能で、記録として残る。
一方、「スタイル」は、もともとは文学などの「文体論」や「レトリック
論」といった分野で、主に書きことばの「書きぶり」というような面に関
する概念として使われている。しかし、本書では、ことばの「スタイル」
は、話し方あるいは書き方が「かたくるしい」か「くだけている」かといっ
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た特性に関わる、formalityの概念としてとらえる。こういう特性は程度の
問題であるので、モードと違って、スタイルは連続的な概念である。
このモードとスタイルは交差する概念である。この 2つの軸を交差させ、

その中にいろいろな言語使用を大まかに位置づけると、図 1のようになる
だろう。

スタイル：連続的
インフォーマル フォーマル

モード

家族・友達との会話 レクチャー 式典等での号令

結婚式でのスピーチ

TVニュースの報道
インタビュー等

パーティ・トーク

［朗読・語り］

［対談集］

日記の記述 読書感想文 新聞の記事
書状・申請書

論説・論文
フィクション私信手紙の記述SNSでのやりとり

written

spoken

図 1：モードとスタイル

spokenモードの領域では、家族や友達との会話で使用することばはもっと
もインフォーマルで、左端領域に位置づけられる。そして、その逆の右端
に位置することばは、式典などでの号令や挨拶で使用されるものであろう。
号令や挨拶などはスタイルとしては「かたくるしい」が、あくまでも spoken
モードである。他方、writtenモードで、フォーマルな特性が強いのは挨拶
文や論文などで使用される言語であろう。これらは「かたくるし」く、表
現全体が様式化されている。そして、この反対にあるのは、例えば、最近
の通信技術の発達とともに発生した SNSのやりとりなどで使用されている
ことばではないかと思う。人のさまざまな言語使用は、原則として、図 1
のどこかに配置される。
伝達形態としてのモードと言語表出に関するスタイルは、どちらも基本
的に独立の概念である。しかしながら、一般的に言って、spokenモードは
インフォーマルなスタイルと親和性があり、また、writtenモードはフォー
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マルな様相を帯びがちである。そのため、図 1の左上から右下にかけての
矢印で表されるような対立が、話しことばと書きことばの印象の違いとし
て顕在化する。インフォーマルなスタイルは、語彙や表現が一般に「短く」、
そのため表出が「ぶっきらぼう」になる傾向がある。そういった側面は「無
礼さ」、あるいは逆に「親しみ」といった印象につながりやすい。他方、
フォーマルなスタイルは、語彙は難しく、表現は冗長になる傾向があり、
それが「丁寧さ」、あるいは逆に「疎遠さ」といった印象につながりやす
い。また、spokenモードでは音声が伴うので、音調もそういった印象に大
いに関わる。本書の取り扱おうとする「話しことば」は、モードとスタイ
ルという観点で見ると、spokenモードでインフォーマルな領域（図 1の左上
領域）で現れることばだと言える。
「話しことば」は、話者が使い分けている多様なことばのあり方の 1つ
である。このような同一言語のくくりの中で見られるさまざまなあり方を
「言語変種（language varieties）」と呼ぶことがある。図 1ではモードとスタイ
ルに関わる変種だけが表されている。しかしながら、図 1の奥行きに対応
するような、別の観点に基づく変種も存在する。それらの多くは社会言語
学が関心を持ってきた対象で、例えば、言語使用者が住む地域や属する社
会階層の違いに基因する地域・階級的変異、さらには言語使用者の性別や
年齢などの差異による変異、idiolectと呼ばれる個人差による変異に関わ
る変種である。実は、こういった変種は、図 1の左上の領域で観察される
ことが非常に多い。逆に、その他の領域では、こうした差異は限定的であ
る。一般的に言って、spokenよりも writtenモード、インフォーマルより
もフォーマルなスタイルにおいては、地域・階級方言や男女や年齢差など
の差異は狭まる傾向にあるか、あるいは観察されない2。そのため社会言語
学的な研究は話しことばの研究に傾斜しがちになる。
図 1と関連して、「使用域（register）」について触れておきたい。使用域は、
文字通り、ある言語形式が使われる「領域」のことである。簡単に言えば、
図 1で任意の場所を囲めば、そこは使用域と呼べる。ただし、その中で何

2 さらに、このような共時的な相における変異に、歴史言語学の対象である時
間の軸に沿った通時的な変異などが重なっている。
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らかの一般化ができる特徴が特異的に認められなければ、使用域として領
域を設定する意味はほとんどない。例えば、パーティ・トークを範囲設定
すれば、パーティ・トークに固有な何らかの言語学的な一般化を認めるこ
とになる。話者は、言語を使用する中で、その言語の使用域を自由に行き
来して、服装を交換するようにその場に合わせて言語のスタイルを自由に
変えてしまう。使用域は、話題内容、聞き手と話し手の関係、そして、場
面（occasion）において可変であり、広・狭の尺度がある。もっとも狭くすれ
ば、「天気予報のことば」といった使用域も考えられる。そこでは、天気予
報で特異的に使用される言語の形式が認められるであろう。一方、非常に
広く使用域をとらえると、「会話」といった広範囲な使用域も想定される。
それはおそらく「会話でない」使用域との差異でしか特徴づけできないく
らい広いものとなるだろう3。

1.1.2 3つの言語スタイル
前節では、モードとスタイルをキーワードに、「話しことば」を二次元的
な面でとらえてみたが、それは切れ目のない連続的な存在である。そこで、
本節では、連続的な存在に便宜的に境界を設定する。
人がどういう場面・場所でどんな服を着るかといったことに、はっきり
とした線を引くことはできない。だからといって区別が不可能かと言えば、
そういうことはない。例えば、家で過ごすときの部屋着と会社などに着て
いく仕事着は対極に位置づけられるであろう。そして、その中間に、遊び
やスポーツでの衣服を位置づけることができる。このような衣装の着分け
と同じように、人が使い分けていることばはたしかに場所や場面で融通無
碍に変化しているが、その中に代表的なクラスターを設定することは不可
能ではない。
ここでは、衣装の例に倣って、3つのクラスターを想定する。それは前

節で述べた spoken /インフォーマルと written /フォーマルという対極に
3 Biber et al.（1999）では、conversationが 1つの使用域として設定されてい
るが、固有の使用域というより、他の 3つの言語使用領域（fi ction, news, aca-
demic prose）との差異化として理解される。
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位置づけられる 2つの言語クラスターと、その中間のクラスターである。
図 1で、左上の領域と右下の領域は話しことばと書きことばの典型的なス
タイルが位置づけられる領域として対立する。左上の領域にある言語は話
しことばの典型的なスタイルで、talking styleと呼び、また、右下の領域
にある言語は、書きことばの典型的なスタイルで、written styleと呼ぶこ
とにする。一方、中間的なスタイルは、話しことばとしても書きことばと
しても成り立ちうるもので、モード横断的な形式である。モード横断的で
あることから適当な名称がないので、ここでは便宜的にmiddle styleと呼
ぶことにする。

図 2： 3つのスタイル

スタイル：連続的
フォーマルインフォーマル

モード

talking style

middle style

written style
written

spoken

このような 3つのスタイルには、言語の使用実態から見てどういう違いが
あるのだろうか。
まず、talking styleは、話し手と聞き手が「場面を共有した対面状況」で

発生し、話し手はことばを「リアルタイムで産出」し、聞き手はそれを「リ
アルタイムで理解」する。一方、その対極にある written styleは、基本的
に、書き手と読み手が対面していることはなく、したがって、共有された
伝達の場というものは存在しない。また、伝達はリアルタイムで行われな
いので、書き手には時間的な余裕がある。この 2つのスタイルは、それぞ
れのモードの特徴を直接的に受け継いでいる。一方、中間的な存在である
middle styleには二面性がある。
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本書での考察は、主として talking styleに向けられることになるが、そ
の基本的な特徴は「場面性」と「リアルタイム性」と言えるだろう。そし
て、中間的なスタイルであるmiddle styleは、基本的な特徴のうち、とく
にリアルタイム性が希薄になっているスタイルである。
具体化のために、次の事例を比較してみよう。

（A） In 1909, a man named Charles Hercules Ebbets began secretly 
buying up adjacent parcels of land in the Flatbush section of Brook-
lyn, including the site of a garbage dump called Pigtown because 
of the pigs that once ate their fi ll there and the stench that still fi lled 
the air.

（B） Let me now bring up a man named Charles Hercules Ebbets.  In 
1909, he started to secretly buy up adjacent parcels of land in Flat-
bush, which is in Brooklyn, as we all know.  This is important be-
cause one of these parcels included the site of a garbage dump called 
Pigtown, because, you can probably guess, there were once pigs 
there that ate a lot, and the stench still fi lled the air.

（C） I heard that, like back in like 1909 or so, a guy named . . . actually 
his full name is, Charles Hercules Ebbets, well, he started buying 
up a whole bunch of land in Flatbush . . . it’s in Brooklyn, of course, 
. . . and one of the places he bought was an old, old garbage dump.  
Everybody called it Pigtown.  △ Kind of makes sense, ’cos, you 
know, there were like pigs all over.  They were like always eating 
and it stunk like pigs and all. （△は省略部）

（A）は Brooklyn Dodgersの本拠地であった Pigtownのいわれについて説
明したwritten styleの英語である4。ほぼ同じ内容のまま、聞き手を意識し
たレクチャーのような英語、つまり、middle styleの英語にすると、（B）の

4 インターネットのある記事（http://www.pbs.org/kenburns/baseball/about/）
からの引用（2016年 1月 15日閲覧）。
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ようになるであろう。（B）には、例えば、下線部のような聞き手の存在を
意識した言語的な特徴が加わり、また、ある意味で構造の平板化が観察さ
れる。そして、リアルタイムで進む発話であるならば、（C）のようになる
であろう。（C）には、下線部や斜字体部に見られるようなリアルタイムで
進む発話に観察される特徴を人為的に加えてあり、talking styleの印象を
与える英語である。（C）は文字として見れば、断片的で、欠落的であり、構
造関係が全体に不透明でわかりづらい。だが、実際の場面で、適切な音調
で発話されれば、理解に支障をきたすことはないであろう。

talking styleは、「対面かつリアルタイムで進む」という共通した条件下
での言語使用である。したがって、このスタイルには、どの言語において
も観察される共通の特徴があると考えられる。そして、それは個別言語の
違いに依存しない、話しことばそのものの特徴であるはずである。本書は、
英語における「書きことば（written language / 以下WL）」から見た「話しこと
ば（spoken language / 以下 SL）」についての構造面の分析である。以下で、SL
という場合は、多様な話しことば全般を指すのではなく、主に talking style,
あるいはそれを少し整理したmiddle styleの言語を指すものとする。
本節で述べた 3つの言語スタイルは英語教育的にも有意義である。これ
までの英語教育の主たる目標は、書かれた英語を読んで理解することであっ
た。しかし、コミュニケーションを重視する英語教育においては、モード
やスタイルに配慮した教育が行われる必要がある。これまでの外国語教育
では、モードやスタイルの変化を統合的に見る視点が希薄であり、その自
覚がないまま単純にWLから SLへと言語材料を変えても、これまで抱え
ていた問題は解決しない。
その問題を具体的に考えてみよう。（3）は、ほぼ同じ内容を 3つの言語

スタイルで書いてみたものである。

（3） a.  The use of an electronic dictionary enables language learners to 
fi nd new words promptly.

 b.  If you use an electronic dictionary, you can fi nd a new word very 
quickly.
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 c.  I often use an electronic dictionary, so I can . . . , I can fi nd words, 
new words, more quickly . . . .

かつての高校生には、英作文として、（3a）のようなスタイルを教えていた。
それは、書かれた英語を中心に学習してきたからである。こういう英語だ
けに触れている学習者が英語を話さなければならない状況に立つと、自分
が学習した言語のスタイルとは異なる言語スタイルの使用を求められるこ
とになる。習っていないことはふつう実践できない。written styleから話
しことばの特徴を持っているmiddle style（あるいは talking style）への変化を
自覚できている学習者はよいが、そうでない学習者は、対面でのコミュニ
ケーションを行うことができず、なにも口から出てこない、といった経験
をする。そして、何年も勉強してきたのに . . . 、と英語教育に強い不信感
を抱く。これは言語のスタイルについて適切な教育がなされてこなかった
からである。
他方、これはかつての姿で、現在は状況が変化してきていると感じてい
る英語教師もいるかもしれない。英語ライティングの指導をしていると、
現在は（3b）のスタイルで書く学生が多い。学校教育の中で、話すように書
く、つまり、middle styleの英語に慣れ親しんでいるからと考えられる。
middle styleのよいところは、WLとしても SLとしても成り立つことで、
書いたことが話すことにつながりやすい。しかしながら、現状における真
の問題は、言語のスタイルへの意識が不十分なため、いつまでたっても
written styleへ進んでいかないことである。かつてとは逆に、（3b）のスタ
イルから（3a）のスタイルへとどのように学習を発展させるかといった議論
が近い将来出てくると思われる。いずれにせよ、学習者に自らが学んでい
るスタイルを意識させることが必要である。言語材料として、話しことば
の authenticな形態である（3c）のような talking styleを導入すべきとは思
わない。ただ、スタイルを意識した教育を行わなければ、過去になされた
ような英語教育批判を再び招いてしまうのではないだろうか。それは今度
は、口からは（断片的に）出てくるけれど、書かれてある英語がわからない、
という形になる可能性がある。
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本節では、多様な言語使用の中において、本書の分析の対象とする話し
ことばの境界を設定し、それは spokenモードでインフォーマルなスタイ
ルの領域で使用される言語であるとした。そして、その領域においてのみ
見られる本質的な特徴は「場面性」と「リアルタイム性」であることを指
摘した。

1.2 「モダリティ」と「発話行為」
「モダリティ（modality）」と「発話行為（speech acts）」が SLの構造的な変
容とどう関連するかについて簡単に触れたい。
「モダリティ」はまず、「発話時点における話し手の心的態度」と定義で
きる5。「発話時点」は発話が行われる瞬間の時間であるので、SLの特徴で
あるリアルタイム性と深く関わる。また、「心的態度」はとりもなおさず話
し手の心理的な作用の有り様であるので、SLの特徴である場面性（話し手
の存在）に関わっている。一方、「発話行為」は、話し手がことばを発する
ことで、伝える意味に加えて、何を行っているか、ということに関する概
念である。発話行為は話し手が音声を発する場合しか起こりえないため、
これも場面性を必然的な要素とする SLと切り離せない。ふつう、モダリ
ティ論や発話行為論は、場面や文脈から切り離して、表現レベルでの意味
論的な研究として議論される。理論的には場面と切り離した議論は当然可
能であるが、本書では、モダリティや発話行為を、話し手と聞き手が存在
する場面の中でリアルタイムに発生する動的な概念としてとらえたい。
モダリティは日本語において、より明示的に観察されるので、予備的な
説明として次の日本文を観察しよう。

（4） 「金沢は雪が降っているかもしれないね」

この文はいくつかの部分に分けることができる。まず、「金沢は雪が降って
いる」と「 . . . かもしれないね」に分けられる。前者は、金沢に雪が降っ

5 中右（1994）参照。
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ていれば真であり、降っていなければ偽であることを判定できる、命題に
対応する部分である。一方、「 . . . かもしれないね」は、命題内容に対する
話し手の何らかの心的態度に関わる部分である。このような、「文」から
「命題」を差し引いたものがモダリティである。さらに、（4）のモダリティ
部は、話し手の推量という心的な作用を表す「かもしれない」と、聞き手
への同意を求める心的作用を表す「ね」の 2つの要素に分けられる。「金
沢は雪が降っているかもしれない」は、独り言として成立する。だが、壁
に向かって「 . . . かもしれないね」というのは不自然で、「ね」の使用は相
手の存在を前提にしている。前者は話し手の主観的な作用で、「主観的なモ
ダリティ」に属し、後者は聞き手の存在を取り込んでおり、「対人的なモダ
リティ」である6。図で表すと次のようになる。

命題部 モダリティ部

主観的 対人的

金沢は雪が降っている かもしれない ね

図 3：命題とモダリティ

日本語のモダリティ部にはさらに細かな下位区分があるが、ここでは次の
ことを確認するのみで十分である7。文は命題部とモダリティ部に分けら
れ、さらにモダリティ部は主観的な部分と対人的な部分に分かれている。
そして、主観的なモダリティと対人的なモダリティは、図 3のような階層
構造をなしている。したがって、例えば、主観的なモダリティを欠いた「金
沢は雪が降っているね」という表現ならば、話し手がテレビか何かで雪が
降っていることを事前に知っており、聞き手に同意・確認を求めているよ
うに聞こえる。SLは基本的に聞き手が存在するときの発話であるから、対

6 中右（1994: 41）は、前者を「命題態度」、後者を「発話態度」としている。
7 益岡（1991）参照。
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人的なモダリティを帯びる傾向がある。
主観的なモダリティは、確信の程度に個人差はあるかもしれないが、原
則として、聞き手や場面に応じた変異はない。したがって、純粋に意味論
として扱うことのできるモダリティである。しかしながら、対人的なモダ
リティは、対人的であるがゆえに、語用論的な変異があり得る。例えば、
「わかったね」は、ある文脈においては、軽い脅迫として受け取られること
がある。このように、対人的モダリティは、現実のどういう文脈で話され
るかといった事情と切り離すことはできないので、場面性の高いモダリティ
である。
では、このようなモダリティが、SLの構造変容にどのように関わるのだ

ろうか。（5a）は、あるラジオドラマの中で、銀行の支店長が勤務成績の悪
い行員にハッパをかける場面での発話である。

（5） a. “I used to be a bank teller, hard to believe, I know.” （TZ43）8

 （「以前窓口係だったんだよ、信じられないだろ、わかるよ」）
 b. I know that it’s hard to believe I used to be a bank teller.

（5a）は対面の発話に見られる典型的な SLの形式である。学校文法で習う
ような多重節構造である（5b）と比較すると、（5a）では、節構造が断片化し
て、逆の順序で並んでいる。このような構造の断片化は SLの大きな特徴
であり、モダリティが関与していると考えられる。
（5b）の多重節構造は、図 3で表したような、基本的な命題とモダリティ
の関係では、次のような形に分けられる。

I know　it’s hard to believe　I used to be a bank teller.

 ① ② ③

③は真偽を問うことのできる命題部である。②は、③に対する確信の程度
を表すので主観的なモダリティである。①は、一人称で現在形であること

8 TZの記号はラジオドラマ Twilight Zone Seriesからの引用であることを示
す。二桁の数字は、巻末に揚げた同シリーズのエピソードを表す。
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が端的に示しているように、ここでは発話時での話し手の心的な態度を表
しており、あなたと認識を共有しているというような対人的モダリティの
様相を持っていると考えられる。このように分析すれば、（5b）の 3つの部
分が、SLでは、バラバラに分かれて、それぞれ断片化して出現しているこ
とがわかるであろう。SLでは、WLで構造化されたモダリティの各部が分
解されて順序を変えて出現する。とくに、①の要素は、（5b）のように文頭
にある場合は、知識の有無を表す読み方が可能であるが、（5a）のような文
末での出現は、対面した状況でしか見られない変化である。対面状況でな
ければ、I knowの文末配置は不自然である。
一般に、モダリティ表現や発話行為に関わる表現（例えば、I would sayや I 

swearなど）は、SLにおいては断片化の特徴を示す。SLは対面で、かつリ
アルタイムで発話が進行する言語使用である。そのため、即座に頭に浮か
んだこと、真っ先に伝えたいことから口にされる。そういった傾向がある
ため、情報が断片化あるいは平板化すると考えられる。逆に、同じ内容を
WLとして表現する場合、文章を推敲できるため、いくつかの情報の単位
が 1つの文の中に組み込まれた階層性のある複雑な構造となって現れやす
い。SLの断片化や平板化は、リアルタイムの特性に基因する構造的な変化
と言える。

1.3 SLの特徴
学校文法で使われる文例はWLの形式が多い。本節では、従来の英文法

の記述で繰り返し使用されているような文構造と比較して、SLで現れる構
造がどういう特徴や変容を示しているかについて述べていく。個別な事項
は第 2章以降で論じるとして、ここでは概論的に記述したい。
学校文法で繰り返し使われている文構造と比較すれば、SLに実際に現れ
る構造には簡単になっているところと複雑になっているところがある。次
例を比較してみよう。（6a）は学校文法で言う 《too～ to構文》 であり、（6b）
は 《so～ that構文》 で、いずれも必須学習項目である。しかし、SLでは、
ほぼ同じ内容が、（7）のように発話されることが多い。
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