まえがき

日本人が英語を書く場合、なかなかうまく使えず苦労するのが前
置詞と冠詞である。「前置詞 3 年冠詞 8 年」ということばがそれを
物語っている。しかし、英語を 8 年どころか、何十年勉強しても、
冠詞の用法を体得するのは至難である。
冠詞の用法の基本は高校で習う英文法に書いてあることでほぼカ
バーされている。高校段階の英文法が身についていれば、誤りの大
部分はなくなるはずである。しかし、冠詞の用法には初歩の文法教
科書の記述では説明しきれない部分がある。そのような初歩の文法
書と実際の多様な用法との橋渡しを試みたのが本書である。
ルールにしたがえば、たいていの場合、
「ここは定冠詞が必要」
「こ
こは冠詞が不要」などと簡単に割り切ることができる。しかし、冠
詞の用法には例外が多い。本書はその例外を説明したものと考えて
もらってもよい。
「定冠詞をつける場合も不定冠詞をつける場合も両方ある」という
こともある。そのような複数の言い方について、意味のニュアンス
がどのように違うかを考えねばならない。
ただたんに「どちらも正しい」
「両方の言い方がある」では言語に
対する鋭い感覚は育たない。形が違えば意味は必ず違うはずである。
また、筆者は「どういう用法があるか」という事実の羅列よりも、
「なぜそう言うのか」という、表現の背後の心理に関心がある。
このような気持から年来冠詞について考えていたことをまとめて
みたのが本書である。しかし、筆者の独断・思い違いも多々あるの
ではないかと恐れている。お読みになって、お気づきの点はご教示
をいただければ幸いである。執筆にあたって、内外のすぐれた研究
書から学ぶところが多かったが、十分その記述を咀嚼しえていない
ところもあるに違いない。
［ iii ］
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本書の草稿を大阪学院大学の笹井常三氏、金蘭短期大学の好田實
氏、大阪大学外国人教師のイアン・スターク氏に読んでいただき、
多くの有益なコメントを頂戴したことにお礼申し上げたい。また、
英語以外の言語について大阪大学外国語学部の同僚諸氏からいただ
いたご教示にも感謝する。それにもかかわらず残った不備な点はも
ちろん筆者の責任である。

1996 年 8 月

正保

富三

改訂にあたって

我々日本人が冠詞の用法が分からずに苦労するのは、ちょうど日
本語を学ぶ外国人が「は」と「が」の区別に苦労するのと似ている。
「犬は私の方に走ってきた」と「犬が私の方に走ってきた」はどう違
うのか、日本人は聞かれても答えられない。それと同じことが英語
の冠詞の用法にもある。This

is a book I bought yesterday. と This
is the book I bought yesterday. はどう違うのか、ネイティブ・ス

ピーカーに聞いても簡単には答えられない。
本書はそのような冠詞の用法の違いを、できるだけ分かりやすく
説明したつもりである。
旧版『英語の冠詞がわかる本』は比較的好評だったが、やや雑然
とした構成になっていた。また、それ以来 20 年近い年月が過ぎ、そ
の間に英語のコーパスが非常な進展をとげた。その成果は Oxford
Advanced Learner’s Dictionary をはじめとする辞書に反映され
ているし、BNC や COCA などのコーパスをオンラインで利用で
きるようになった。それを採り入れて以前の記述を修正し、より系
統だったものにしたのが本書である。また、今も進化を続けている
世界最大の辞書

Oxford English Dictionary の現在を少しだけ採

り入れた。
今回の改訂版においても、笹井常三氏にご協力をいただき、多く
のご助言を頂戴したことに厚くお礼を申し上げる。また、細部にわ
たり綿密な校正・提案をいただいた研究社編集部の松本千晶氏にも
感謝を申し上げたい。

2016 年 1 月

著
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第1章

1.

不定冠詞の用法

名詞のとらえかたと不定冠詞

「どのような場合に不定冠詞を使うか」という問題は、その名詞が
可算名詞か不可算名詞かという区別の問題にほかならない。この章
では、コンテクストに応じてそれがどう変化するかを考えてみる。
可算名詞と不可算名詞の区別
一般に可算名詞と考えられているものも、それが材料そのものを
表わすときには不可算名詞となり、一般に不可算名詞と考えられる
ものも、それがその材料の一部分を指すときには可算名詞となる。
また抽象名詞はそれが特定の事物を表わすときは可算名詞となる。

great oak stood upon the river-bank. では地面に
立っている樫の木で、The hall was furnished with costly cabinets
of oak. では高価な材料としての oak を言っている。
たとえば、A

The plane was flying in cloud most of the way.（OALD9）では
まわりが見えない雲の中を飛んでいたという意味で、

The sun went behind a cloud.（OALD9）では空に浮かんだ一片
の雲という意味である。
多くの場合、辞書に［C］
（Countable: 可算名詞）または［U］
（Uncountable: 不可算名詞）の印があり、その両方の用法がある場
合には［C,

U］としたり［U, C］としたりして、どちらの用法が多

いかを示している。
場合によっては両方の用法があり、そのどちらも重要である場合
には

a/an を括弧に入れて示すものもある。たとえば次の例である。
［ 1 ］

2

There is（a）close affinity between Italian and Spanish.
a がつかない場合は一般的にイタリア語とスペイン語の間に親近
性があるという意味で、a がある場合はある特殊な親近性があると
感じられる。しかしその区別は微妙で、使うときの気分によるよう
なところがある。

数えられない名詞はない
Countable Noun というのは、本当は理屈にあわない用語で
ある。なぜならば、名詞に数えられる名詞と数えられない名詞
があるわけではない。たとえば、water という名詞が数えられ
ない、というのはおかしい。water という名詞があるページに
5 つ出てきた、というふうに数えることができる。数えられな
い の は water が 表 わ す「水」と い う 物 質 で あ る。そ れ で、
countable / uncountable という用語を避けて、thing-word /

mass-word と呼んだ学者もあり、そのほかいろいろな呼び方
が提案された。理論的な文法で比較的よく使われるのは count
noun / mass noun という用語である。しかし、本書では一般
の学習文法書の書き方にならって「可算名詞［C］」「不可算名
詞［U］」という用語を使うことにする。
修飾語がついたら数えられる
一般的に、修飾語がついたときには可算名詞になる。それだけ意
味が限定されるからである。

Each rural county in England has a special charm and
character.
しかし、その特殊な性質を強調しない場合は修飾語がついても、
不定冠詞をつけなくてよい。

He was a man of great charm and distinction.（COBUILD8）
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（彼は非常な魅力と気品を備えた人だった）
大部分の名詞は数えられないときと数えられるときに分かれる。
物質名詞の普通名詞化
次のものは物質名詞だが、完結した個体として認識されれば普通
名詞として不定冠詞がつく。ガラスとコップ、鉄とアイロンはよく
知られている。

glass
The sculpture was made of glass.
She poured some milk into a glass.
iron
The huge, iron gate was locked.
My mother uses an iron to press my cotton shirts.
抽象名詞の普通名詞化
抽象名詞は姿・形がはっきりしないため、無冠詞であるが、それ
が限定されれば不定冠詞をとる。

fact
Fact is stranger than fiction.（事実は小説よりも奇なり）
It is a fact that the world’s population is exploding.（世 界
の人口が爆発しているのは事実だ）

law
The resolution must be passed by the Upper House before
it becomes law.（定まった法律となる）
A law is a rule or set of rules for good behavior which is
considered right and important by the majority of people

4

for moral, religious, or emotional reasons.（COBUILD8）
以下にいろいろの場合を考える。

2.

普通名詞が数えられない場合

野菜・果物

apple, banana, cabbage, carrot, cauliflower, cucumber, lemon, lettuce, onion, melon, mushroom, peach, pineapple, potato,
pumpkin, turnip, etc.
これらは 1 個 2 個というときには可算名詞で数えられるが、材料
として見られるときは不可算名詞になる。

apple
I think I’ll peel this apple ― the skin is a bit tough.（CIDE）
Has the fruit salad got any apple in it?（CIDE）
（食材として
のりんご）

banana
She assures me it is normal and advises that I eat a banana
before class.（COCA）
Decorate the dessert with sliced banana.（CIDE）
cabbage
He bought a cabbage.（CULD）
Do you like cabbage?（OALD9）
carrot
When buying a carrot, I look for a carrot that’s nice and
thin.（COCA）
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Did you put any carrot in this soup?（CIDE）
cauliflower
We have no trouble in telling an apple from a pear, or a
cauliflower from a cabbage.（BNC）
Would you like some cauliflower?（CULD）
cucumber
A cucumber is a long thin vegetable with a hard green skin
（具体的な数えられる
and wet transparent flesh.（COBUILD8）
キュウリ）

Add noodles and cucumber to shrimp.（LDOCE6）
（食材とし
てのキュウリ）

lemon
A lemon is a bright yellow fruit with very sour juice.
（COBUILD8）

Would you like a slice of lemon in your tea?（CIDE）
lettuce
There was nothing in the fridge except a rather limp lettuce.
（LDOCE6）

Serve on a plate decorated with lettuce and tomatoes.（BNC）
melon
But when she got closer he saw it was only a melon.
（LDOCE6）

We started the meal with melon.（CULD）
pineapple
A ripe pineapple is vibrantly colored and gold or bright

6

yellow near the base.（COCA）
（1 個のパイナップル）
I had a gammon steak with pineapple, and Nancy had
scampi and chips.（COCA）
potato
A potato stored at room temperature lasts one week.（COCA）
Would you like some potato?（CULD）
onion
I always cry when I’m chopping onions.（CIDE）
Scatter mushrooms and onion over bacon.（COCA）
pumpkin
To celebrate Halloween, people remove the inside of a
pumpkin and make the shell into a light by putting a candle
（ハローウィンを祝うとき、かぼちゃの中をく
inside.（CIDE）
りぬいてその中に蝋燭を立て、かぼちゃを灯りにする）

Have some pumpkin.（CULD）
turnip
It was a very large turnip.（COCA）
Meanwhile, peel turnip, and cut into 1-inch cubes.（COCA）
（材料としてのかぶ）
動物と食肉
動物とその肉についても同様である。

crab
We walked along the beach collecting small crabs.（CALD4）
All the shops on the seafront had crab for sale.（CALD4）
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eel
Freshwater eels and marine eels are commonly used in
Japanese cuisine.（Wikipedia）
The Japanese particularly like to eat eel on traditional eel
days, which fall on July 30.
生き物として見るときは

eels で、食材として見るときは eel にな

る。

egg
ふつうは

an ostrich egg のように可算名詞だが、

You’ve got some egg on your shirt.（OALD9）
と言うと卵のしみがシャツについているという意味で、egg は不可
算名詞になる。

on your face if someone, especially someone
in authority, has egg on their face, they have been made to
look stupid by something embarrassing: The Pentagon’s
been left with egg on its face.（LDOCE6）

（have）egg

特に権威のある人がきまり悪いことになるという意味がある。

scrambled eggs は卵をかき混ぜて作った料理で、その料理その
ものを表わすときは無冠詞である。

We had scrambled eggs for breakfast.
しかしその料理を 1 つ 2 つと数えることもできる。

I’ll take two scrambled eggs, bacon, home fries, wheat
toast, and tomato juice.（COCA）

8

chicken
We ate chicken last night.
は料理にチキンが出たという意味で、

We ate a chicken last night.
と言うと一羽のチキンを丸ごと食べたという意味になる。

turkey
Traditionally, many North Americans have a roast turkey
for Thanksgiving dinner.（丸ごと焼いた七面鳥）
We had roast turkey for dinner.
lamb
a young lamb は一頭の小羊という意味で、a leg of lamb とい
うと小羊の肉の脚の部分という意味である。

salmon
He caught two large salmon in the river.（CIDE）
［注］salmon は単数・複数同形で、ここでは複数。
We had smoked salmon for lunch.（CULD）
trout
During one tour, a trout came flying out of the tank.（COCA）
Shall we have trout for dinner?（OALD9）
squid
It was a squid of colossal dimensions.（COCA）
They’re related to squid and octopus.（COCA）
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octopus
In the ocean, you can find an octopus with poisonous spit.
（COCA）

Fish-eaters are spoiled for choice with cuttlefish, octopus,
swordfish, pagell or lampuki.（BNC）
lobster
lobster はふつう冠詞をつけないで使うが（例： I had lobster
yesterday.）、a lobster という次の文がある。
Janet and Mike were really generous; they treated us to an
elaborate dinner. I had a boiled lobster I’d never had my
food look at me before I was going to eat it it was quite
intimidating. However, food is food, and eventually I figured out how to eat the little guy.（久野暲・高見健一著（2004）
『謎解きの英文法

冠詞と名詞』くろしお出版）

食事に出された lobster が自分を睨んでいるように見えたので、
a lobster と言ったわけだろう。この場合は boiled だったから死ん
でいるのだが、日本の地方によっては「活き作り」というものがあ
る。それだったらもっと臨場感があるだろう。

scorpion
サソリというとふつうは食べられないものだが、国によっては食
べるところがある。そこでは無冠詞である。

I munched on deep-fried scorpion in a market.（北京での体
験談）

cf. A scorpion carries its venom in the tip of its tail.
dog
犬を食用にする国があるが、そこでは

dog は無冠詞になる。
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We balk at the thought of eating horsemeat or dog.（馬肉や
犬を食べると考えただけでぞっとする）

frog
Harry Potter の世界で、
Hedwig’s large, round, amber eyes gazed at him reproachfully over the dead frog clamped in her beak Hedwig
gave a muffled hooting noise, her beak still full of frog.
（J. K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix.）

Harry の守護フクロウの Hedwig が蛙をくわえている描写が最
初の the dead frog で、後の frog は食料として認識されている。
個々の個体を表わす形と食材を表わす形が違うもの
［同じ名詞が使われる場合］
「個体」

「食肉・魚肉」

a chicken
a lamb
a salmon
a trout

chicken
lamb
salmon
trout

［別の名詞が使われる場合］
「個体」

「食肉」

a calf
a cow
a deer
a pig
a sheep

veal
beef
venison
pork
mutton

