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初版まえがき

　この書物は、月刊誌『高校英語研究』（1997年に休刊）に「基本動詞の知識」と
題して1993年４月から1995年３月の２年間にわたって連載されたものを、多くの
方々からの要望に応えて１冊にまとめたものです。そこでも書きましたように、受
験生に限らず、広く一般の学習者また一時的に何らかの理由で中断されていた社会
人の方々の再勉強や再発見に役立つように、わかりやすくかつ勉強に夢と希望を与
えつつ、英語の本質を理解していただくために心をくだきながら書いたつもりです。
　取り上げたのは、英米人の日常生活の中で最もよく使われ、最も重要な、そして
英語のバックボーンを形成している24の基本動詞です。これを会得すれば、表面的
な理解ではなく英米人の心の奥底へぐっと入りこむことができるでしょう。こうし
た期待を持って、基本動詞の１つずつに、語の意味の深層に分け入り核心に迫るよ
うな基礎的な解説に重点を置いて述べていきました。これらは１つ残らず「多義
語」（polysemy）ですから、中核的意味から派生的意味に展開し、複雑に絡み合っ
ています。その姿を「意味の枝分かれ図」で示したのも大きな試みの１つです。１
つの語がたくさんの意味を持っている結果、それだけがポツンと出てきても漠然と
してわかりにくいものです。これがいかに文脈や場面と関係するかが鍵となりま
す。このあたりの関係を特に深く考察したつもりです。また、その語を取り巻いて
意味的に交差している「類義語」（synonym）をたえず関連させてネットワークを
作り、別の側面からも光を当てるようにしました。さらに英米人との文化の違い、
生活習慣の違いなどにも配慮し、特にこれが言語表現に現れる場合、日英比較の立
場からかなり徹底的に扱ったつもりです。たとえば、「先程ご紹介に預かった○○
でございます」「どうも長らくお待たせしてすみませんでした」などと言いたいと
き“Thank you (very much) for your kind introduction.”とか“Thank you for waiting 

so long.”とは日本人の発想からなかなか出てこないものです。24の基本動詞に対し
てこうしたさまざまな点に光を当てることで、読まれた方々が英語の心を探る
（Discover the Spirit of the English Language）のように努力したつもりです。
　これらを１冊にまとめるに当たって、いろいろな方々のお世話になりました。ま
ず駿台予備学校講師・大島保彦先生には初めの原稿を、受験生の立場から理解しや
すいようにgraphicな形にまとめていただき、数々の有益なコメントをいただきま
した。また帝京大学助教授クリストファ・バーナード先生には英文を丹念にチェッ
クしてかつ日本語の不適切な表現をも修正していただきました。水嶋いづみさんに
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は元の論文調の原稿を親しみのもてるスタイルにリライトする作業と、校正を担当
していただきました。忘れてはならないのは元の原稿は滞米生活経験者である小西
英二夫婦が雑誌連載のとき草稿を作ってくれたことです。これが原型となって本書
ができあがったことを、ありがたく思っています。
　最後になりましたが（Last but not least）、この原稿を書く機会を与えていただ
き、たえず私を励まして本にすることをすすめていただき、１冊にまとめるに当
たっていろいろと知恵を絞ってくださった研究社編集部の佐藤陽二さんに心からお
礼を申し上げます。

 小西友七
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第１章　get

　本章では多義語動詞の典型であるgetを扱います。本題に入る前に、getを例にし
て多義語の攻略方法について少し説明をしておきましょう。
　多義語は、それだけでポツンと出てきても意味が漠然としていてわかりにくいの
が特徴です。したがって、多義語の意味を理解するには、まず脈絡または文脈

（context）が重要になってきます。たとえば、

　1.1 I’ll get it.

という一文だけを見たり聞いたりしても、何のことかよくわからないでしょう。し
かし、

　1.2 “Will you answer the phone? It must be your mother.”
 “OK, I’ll get it.”

と出てくれば、あるいは聞けば、これはanswer the phone（かかってきた電話に
出る＝get the phone）の代用だとすぐにわかります。
　脈絡と同様に大切なのは、状況または場面（situation）です。２人で話をしてい
る最中に突然電話がかかってきて、その中の１人が“Iʼll get it.”と言ったのであれ
ば、これも何の説明もいらないでしょう。それでは、次の会話はどんな場面で交わ
されたものか、想像できますか？

　1.3 “Did you get it?” “Yeah, it stinks.”
 「臭ったか？」「やや、臭いぞ」

　このように多義語は、脈絡または状況に依存する度合いが大きいことを理解して
おきましょう。
　脈絡や状況というのは、いわば語の外側から多義語の意味を絞り込む方法です
が、それと対照的なのが、語の内側から攻略する方法です。内側からの攻略とは、
その語の中核的意味（core meaning）と、そこから派生するいくつかの意味をお
おざっぱにつかんでいくという方法です。native speakerは、これを頭に内蔵して
いて、文脈や状況に応じて本能的に使用し、理解しているのです。中核的な意味や

■ 多義語攻略２つのカギ ■
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派生した意味は、それぞれ複雑にからみ合っていて、きっちりと割り切れるもので
はありませんが、getの意味を次のように分けることができます。

　getの中核的意味として、「手に入れる」を出発点にします。「ある状態になる」
を出発点にすることも可能ですが、ここでは便宜上、前者を出発点にします。この

「手に入れる」は、さらに「〈もの・こと〉を手に入れる」と「〈状態〉を手に入れ
る」の２つに分かれ、それぞれ意志の有無や、手に入れるものが具体的な〈もの〉
か抽象的な〈こと〉か、あるいはある場所にいるという〈状態〉なのかによって、
下位区分に展開していきます。
　「〈状態〉を手に入れる」は意志の有無によって展開した場合、それぞれ他動詞

（③⑤）・自動詞（④⑥）となり、見かけ上の違いが明らかです。一方、「〈もの・こ
と〉を手に入れる」は意志の場合も無意志の場合も他動詞であり、見かけ上の違い
がないので脈絡や状況から判断しなければなりません。
　各論に入る前に１つ確認しておきましょう。getは上記のように種々の意味を持
ち、いわゆる万能語（all-purpose word）の１つです。しかし、あくまでも親しい
間柄の者同士で日常的に使われるくだけた語（informalまたはcasual）であって、
改まった（formal）場面や正式な討議、交渉、取引など知的な内容を伴う会話で

■ getの中核的意味「手に入れる」 ■
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使うには、多くの場合不適切であると言えます。getの持つ音声的な特徴から、こ
の語を使うことによってきびきびとした表現になり、親密感やくだけた雰囲気がか
もし出されるという効果がある一方、下手に使うと、場面によっては馴れ馴れしく
聞こえたり、礼を失したりということもあります。このように、getには、両刃の
剣のようなところがあるのだということを心得ておいてください。
　以下にgetの意味と用法を示します。

①　もの・ことを手に入れる
　　→「得る、買う」（意志）；「手に入る、受け取る」（無意志）

　1.4 He got a lot of money.
 彼は大金を手に入れた［獲得した］。

　これをもっと正確に表現するには、以下のような類義語を使って言い換えます。

gain: 価値あるものを手に入れる
earn: 当然の代償として手に入れる［稼ぐ］
obtain: 努力して手に入れる
acquire: 長時間をかけ、努力してやっと手に入れる

● get（得る・受け取る）の類義語１ ●

　これらの語は、getを中心として意味的に交差しながら展開する類義語群ですが、
いずれもgetよりやや堅い言い方です。これらの語には意志的な含意があるのに対
し、getには無意志的な場合もあって、「大金が手に入った」とか「大金をもらった」
といった意味にもなります。これは、たいていの英和辞典では見落とされ、取り上
げられていないようですが、大切な語義です。そして、その場合は上記の類義語は
使えないということをはっきりと認識しておいてください。

　1.5 “Where did you get it?” “I got it at a drugstore.”
 「それ、どこで買ったの？」「ドラッグストアだよ」

　この場「金を出して手に入れた」ことが文脈でわかりますが、本式にはbuyを使
います。さらに品位ある語はpurchaseで、女性に好んで使われます。構文的には、

■ 手に入れる→もの・ことを手に入れる ■
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「私に時計を買ってくれ」と言う場合、

　1.6 Get me a watch.

とも言えますし、「この私に」とmeを強調して、

　1.7 Get a watch for me.

とも言えます。つまり、buyと同じ文型をとるわけです。この文型の例文をもう１
つあげておきましょう。言い換えにも注意してください。

　1.8 Will you get me a (cup of) coffee, please?
 →Will you get a (cup of) coffee for me, please?
 コーヒーをいただけますか？

　I got a letter from ... は、「人から送られてきたものを手に入れる」ということ
で、正式にはreceiveを使います。学校の生徒（Randolph）が次のように言って先
生（Miss Dove）から直される場面を見てください。

　1.9 “I got a letter from Tommy yestiddy.”
  “Received, Randolph,” said Miss Dove. “You received a 

letter from your brother yesterday.”
─ F. G. Patton, Good Morning, Miss Dove

 「きんのう、にあんちゃんから手紙もらったでえ」
  「受け取った、でしょう、ランドルフ」と先生。「昨日、兄から手紙を受け

取った、と言いなさい」

　学校で教える英語と子どもたちが外で話す言葉との違い、そして「兄」をfirst 

nameで、しかも愛称（diminutive）のうち最も親密な形のTommy（＜Tom＜
Thomas＜my brotherで、あとになるほど距離を置いた堅い言い方になります）と
呼んでいることやyestiddyという発音から、一緒に使われているgetの品位もうか
がえるでしょう。
　Oが〈もの〉ではなく、〈人〉やその他の生き物の場合は、次の表にあげた類義
語の代用語としての用法です。
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catch: 「捕まえる」
call: 「（電話で）人を呼んでくる」
charm: 「人の心をとらえる」
angle: 「（魚を）釣る」

● get（得る・受け取る）の類義語２●

　これらの意味のgetを使った例文を見てみましょう。

　1.10  The police finally got him.
  とうとう警察は彼を捕まえた。
　1.11  You can get me on the [by] phone.
  電話でご連絡ください。
　1.12  Her song really got us.
  彼女の歌にうっとりした。
　1.13  I got three trout.
  マスを３匹釣った。

②　得る→「理解する、習得する」（意志）；
　　受け取る→「わかる、頭に入る」（無意志）

　1.14  “Did you get it?” “Yes, I got it.”
  「わかったか？」「ああ、わかったよ」

　例文1.14は、itが具体的なものを指しているとすれば、「それを手に入れたか？」
という意味にもとれるので、この一文だけではあいまいさが残ります。しかし、脈
絡または状況によっては便利に使える慣用的表現です。このitは理解すべき内容の
ことを指しています。つまり、

　1.15  get the point（何のことかわかる）

のことで、単に、

　1.16  Get it?
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だけでもよく用いられます。類義語のunderstandは、

　1.17  Do [ Did] you understand?＊

と、現在形のみに用いて、過去形は使いません【→第10章see③参照】。一方、

　1.18  Did [Do] you get it?

のようにgetには必ずOが必要で、understandのように省略しない、という統語上
の違いがあります。なお、次の例文1.19のように、getもunderstandもOに〈人〉
をとることができます。

　1.19  I don’t get [understand] you.
  あなたの言うことがわかりません。

③　状態を手に入れる→「（OをCの）状態にする」（意志）

　1.20  They got the door open.
  彼らは戸を開いた。

　この例のように、SVOC（Cは形容詞・現在分詞・過去分詞）の形で、「（OがC

である状態を）手に入れる」→「Cという状態にOを持ってくる」という意味にな
ります。

　1.21  I got my car running.
  車を走らせた。

　これは、

　1.22  I got my car to run.

とも言い換えられますが、この場合は、何らかの努力が伴う意味合いが加わりま
す。そして、make、let、haveと違い、toがつくことに注意してください。このget

は、他の類義語とは異なり、直接的な使役（causative）ではなく、「〜する状態に
Oを持ってくる」というニュアンスがある、と考えると納得しやすいと思います。

■ 手に入れる→状態を手に入れる ■
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　さらに、Cに過去分詞が来ると、getは動詞の内容語としての意味を失って機能
化して「Oを〜させる・〜してもらう」「〜される」「〜してしまう」という「使役」
「被害」「確定完了」の３つの意味で用いられるようになります。

　1.23  He got his shirt washed.
  彼はシャツを洗ってもらった［洗わせた］。（使役）
　1.24  He got his wallet stolen.
  彼は財布を盗まれた。（被害）
　1.25  Get it done right away.
  すぐに終えてしまえ。（確定完了）

　これらの例文では、getをhaveに代えることも可能ですが、getのほうがくだけた
言い方です。なお、確定完了は完了形の一種（訳語「〜してしまう」からも推察さ
れるように、普通の完了よりも語調が強くなります）で、「使役」「被害」と同じよ
うにget[have] O doneの形をとりますが、doneの主語が動作主、すなわち文の主
語と一致するという点が異なります。ドイツ語を勉強された方には、この完了形は
馴染みのある語順でしょう。これは、アメリカ英語でよく使われます。特に未来完
了形のように、SVOのVに当たるところが長たらしい場合によく用いられます。

　1.26  I will have finished the work before you return.
  →I will have [get] the work finished before you return.
  お戻りになる前に仕事を終えてしまいます。

C   意味
形容詞   「OをCという状態にする」【→1.20】
現在分詞  「OにCさせる」【→1.21】
不定詞   「OにCさせる」【→1.22】
   （cf. make、let、haveはVO＋doの形をとる）
過去分詞  使役「OをCさせる・してもらう」【→1.23】
   被害「OをCされる」【→1.24】
   確定完了「OをCしてしまう」【→1.25、1.26】

● SVOCの文型をとるgetの意味 ●
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　ちなみに例文1.25は、

　1.27  Get it over with right away.

とも言いますが、これは宿り木（parasite）のようなwithがくっついた、言語学的
に珍希な現象です。

④　状態を手に入れる→「（Cの）状態になる」（無意志）

　1.28  He got angry.
  彼は怒った。

　これは、③の他動詞用法のget oneself ... の形から再帰代名詞oneselfが脱落して
できたと考えると、わかりやすいでしょう。このgetをbe動詞に代えて、be angry
にすると「怒っている」という状態の意味になります。getの代わりにbecomeを使
うと、改まった言い方になります。しかし、becomeは「彼は背が高くなった」と
いうような永続的な状態を表す形容詞とともに用いることができますが、getはで
きません。これは、getが一時的な過程を表すだけの動詞だからです。ですから、「彼
は背が高くなった」という意味で、

　1.29   He got tall.＊

としないように注意が必要です。
　getのあとに過去分詞が来ると受身を示します。

　1.30  He got married in June.
  彼は６月に結婚した。

　この文の構造をちょっと説明します。この言い方は今では、

　1.31  He married in June.

のように、自動詞を使うこともよくありますが、結婚とは牧師さんによって神の前
で２人を夫婦にしてもらうこと、という考えから、昔は、

　1.32  He was married to her.
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　1.33  They (＝He and she) were married.

といったように、必ず受身形を用いたものです。そして、この受身形にgetも参入
して、getの持つ一時性から動作受動（actional passive）としてこのように盛んに
用いられるようになったのです。
　be＋〈過去分詞〉の形の受身は、「〜された」という動作を表す場合と「〜され
た状態にある」という状態を表す場合があることはご存じかと思います。私は学生
の頃、この現象を次の例で覚えました。

　1.34   The door was [ got] shut at six when I went by, but I don’t 
know when it was [got] shut.

   ６時に私が通り過ぎたときは、ドアは閉まっていた。が、いつ閉められた
かは知らない。

＊

　getの場合は動作受動に限られるので、意味を絞り込むことができます。become

はこの場合、用いられません。
　次の例のように不定詞を伴うと、「〜するようになる」という意味を表します。

　1.35  Soon they got to love each other.
  すぐに２人は愛し合うようになった。

　これは、come to ... よりくだけた言い方であり、反対にgrow to ... を使えば、
堅い言い方になります。やはり、この場合もbecomeを使うことはできません。

⑤　（OをCの）状態にする→「持っていく、連れていく」（意志）

　1.36  They got the chidren safely across the river.
  彼らは子どもたちを無事に川を渡してあげた。

　これは、「子どもたちを向こう側に連れていき、無事に川を渡らせた」という、
過程と結果に着目した言い方です。across the riverは意味的にはC（補語）と考え
ると理解しやすいでしょう。

　1.37  They warmly got me into their house.
  彼らは私を温かく家に入れてくれた。
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　この文はtheir houseを省略して、次のように言うこともあります。

　1.38  They warmly got me in.

　この場合も、inを補語と考えるといいでしょう。
　Oが〈もの〉の例をあげます。

　1.39  We got the fire under control.
  我々はその火を消した。

⑥　（Cの）状態になる→「着く、行く」（無意志）

　1.40  We got to the station on time.
  時間どおりに駅に着いた［行った］。

　getに続くto ... はその到達点を示します。これはarrive atやreachよりもくだけ
た言い方です。get ( to) homeなどと副詞が来るときは、arriveで言い換えること
ができます。reach homeとも言えますが、この場合のhomeは名詞です。また、「そ
こへ行くのには20分ほどかかります」と言う場合、日本語につられて、

　1.41  It’ll take about twenty minutes to go there.

と言っているのをよく耳にしますが、これは、そこへ行くという「動作」よりはそ
こに着くという「到達」が問題になるのですから、

　1.42  It’ll take about twenty minutes to get there.

のほうが適切です。
　getを用いることによって多彩な表現ができるという例をあげておきましょう。

　1.43   I got on horseback within ten minutes after I got your letter.
When I got to Canterbury I got a chaise for town; but I got 
wet through, and have got such a cold that I shall not get rid 
of in a hurry. I got to the Treasury about noon, but first of 
all got shaved and dressed. I soon got into the secret of  

＊



011get

   getting a memorial before the Board, but I could not get an 
answer then; however, I got intelligence from a messenger 
that I should get one next morning. As soon as I got back to 
my inn, I got my supper, and then got to bed. When I got 
my breakfast, and having got dressed, I got out in time to 
get an answer to my memorial. As soon as I got it, I got into 
a chaise, and got back to Canterbury by three, and got 
home for tea. I have got nothing for you, and so adieu.

─ L. P. Smith, The English Language

   　君からの手紙を受け取って10分もしないうちに、私は馬の背に飛び
乗った。カンタベリーに着くと、私は町（＝ロンドン）へ向かう駅伝馬車
に乗り換えた。しかし、私はびしょぬれになり、すぐには治りそうもない
風邪をひいてしまった。お昼頃、大蔵省に着いたが、まずひげをそり、着
替えをした。私はすぐに、大蔵委員会の前に請願書を提出するという秘密
の任務を遂行したが、その場で返答は得られなかった。しかし、翌朝には
返事が得られであろうという情報を使いの者から得た。宿に戻るとすぐ、
私は夕食をとり、そのあと床に就いた。朝食を食べ、着替えをすると、請
願書に対する答えを受け取るために時間どおりに出かけた。返答を受け取
るとすぐ、駅伝馬車に乗り込み、３時にはカンタベリーに戻り、そして家
に帰って紅茶を飲んだ。君にあげるものは何も（買ってきてい）ない。だ
から、さようなら。

　なお、例文1.28の「再帰代名詞oneselfが脱落してできたと考えるとわかりやす
い」という箇所は、基本動詞の意味の派生を考える上で重要です。熟語がわかりに
くいときに、脱落したoneselfを補って考えるとわかることがあるからです。
　たとえば、第４章で出てくる例文、

　4.74  She will make a good wife (to him).（後掲）
  彼女は（彼の）よい奥さんになるだろう。

は、次の例文4.89からherselfが脱落したものだと考えられます。

　4.89  She will make herself a good wife.（後掲）
  彼女は自分自身をよい奥さんにするだろう。
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　元の例文4.89がSVOC構文なので、oneselfが脱落した例文4.74はSVC構文とな
り、makeがbecomeと同じ意味になります。
　この考え方はとても生産性が高く、たとえば、take to 〜（好きになる、〜へ行く、
〜に熱中しだす）という熟語は、take oneself to 〜という形を想定して「自分の気
持ちを〜へと持っていく、自分の身体を〜へと持っていく」と考えれば理解しやす
くなります。たとえば、次の例文1.44でその点を確かめてみてください。

　1.44  The children took to the new teacher.
  「その子どもたちは新しい先生になついた」

　set about 〜（〜にとりかかる）という熟語は、set oneself about 〜（自分自身
を〜のあたりにセットする）からonselfが脱落したものだと考えられます。

　1.45  We set about doing the job right after lunch.
  「私たちは昼食後すぐに仕事にとりかかった」

　これは幾何学の証明で、課題を解決するために補助線を引く作業に似ています。
　フランス語やスペイン語やイタリア語などの代名動詞、ドイツ語やロシア語など
の再帰動詞が英語のonselfに当たりますが、これらの言語では「oneself相当語の
脱落」という現象はほとんど観察されません。イギリスは島国なので、英語だけが
ガラパゴス島的に進化したのかもしれません。


