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まえがき
本辞典は，「談話標識」，あるいは「ディスコース・マーカー」（discourse
marker）という名称でしだいに英語学習者においても定着してきた英語表

現を扱ったものである．こうした名称でくくることができる英語表現の中
から，比較的頻度の高い基本的なもの，あるいは最近こうした用法を発達
させてきたものの中から代表的な 43 項目を取り上げて，形式的に副詞的
表現，前置詞句表現，間投詞表現，接続詞的表現，レキシカルフレイズの

5 つに分類して，その関連項目を含めて整理し，まとめたものである．
本辞典の特色として，実例を重視して実証的・記述的な観点から個々の
談話標識の用法や特徴が記述されていることがある．さらに，その記述の
典拠を可能な限り明示することによって，英語教育や学術的な英語研究に
も利用できる辞典となっている．本辞典は，主として英語を学ぶ大学生・
一般社会人を対象としているが，英語教育と英語研究にも寄与することを
目指し，英語教師や英語研究者の方々にも幅広く利用していただければ幸
いである．
英語を母語としない者の立場からすると，我々日本人が外国語である英
語を理解する際に，文や発話の文字通りの意味を理解するとともに，表面
には現れていない話し手の発話意図を正しく理解することが必要となる．
しかしながら，それには学習者として大きな困難を伴う．本辞典で取り上
げた談話標識は，話し手が自分の発話意図を意識的に，あるいは無意識的
に伝える言語的合図として機能し，実践的なコミュニケーションの場にお
いて極めて重要な位置を占めるものである．また，書き言葉においても，
いわゆる行間を読み取る際に，大きな手がかりを与えてくれる．このよう
な話し手・書き手の発話意図を担うさまざまな英語表現を談話標識という

1 つのカテゴリーとしてとらえ，従来の英語研究の知見を生かしつつ，多
くの実例を分析して個別に実証的な記述を行い，各英語表現を体系的に記
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述することを目指したのが本辞典である．
談話標識研究の先駆者ともいえる Schiffrin（2004: 67）は，談話標識に関
して以下のように述べている（下線部は筆者による）．

Discourse markers tells us not only about the linguistic properties（e.g.
semantic and pragmatic meanings, source, functions）of a set of frequently used

expressions, and the organization of social interactions and situations in
which they are used, but also about the cognitive, expressive, social, and
textual competence of those who use them. Because the functions of
markers are so broad, any and all analyses of markers ̶ even those focusing on only a relatively narrow aspect of their meaning or a small portion
of their uses ̶ can teach us something about their role in discourse.
談話標識を研究することで，頻繁に用いられる一連の表現の言語的
特徴（たとえば，意味論的意味，語用論的意味，語源，機能）やそれらの表
現が用いられる社会的な相互作用や状況の構造が明らかになる．それ
ばかりか，談話標識の使用者の認知的，表出的，社会的そしてテクス
ト構成上の能力も明らかになる．談話標識の機能は非常に広範囲にわ
たるので，いかなる分析であろうと全ての分析で―談話標識の意味
の比較的狭い側面や使用法のごく一部のみに焦点を当てた分析におい
てさえ―談話標識の談話における役割が何かしら提示される可能性
がある．
まさに談話標識の多面性と談話標識研究の魅力を端的に表している．
本辞典の編集方針は以下の通りである．
《談話標識の用法記述》
（1）英米の辞書や学術的文献からの用例やさまざまなジャンルから収
集した実例をもとに，実証的な手法で新しい発見と英語学習に役立
つ情報を盛り込む．
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（2）主だった談話標識（見出し 43 項目）を大まかに形式から分類し，そ
れぞれアルファベット順に個別記述を行う．
（3）各見出し項目の中には，関連表現の記述も含める．
（4） 概 説 で当該項目を全体的に把握して，談話標識へと発展する
過程，各用法の概要，言語使用域等を述べる．
（5）マッピングで各項目の記述内容の全体像，並びに特に注意すべき
用法の記述箇所を分かりやすく示す．
（6） 各用法の解説 では，当該項目を文中での位置と意味機能によっ
て分類し，
【用例】では，英米の辞書からの用例とともに，収集し
た実例を可能な限り盛り込む．【解説】で用法を詳細に示す．
（7）場合によっては，関連語を準見出し項目として立てる．
（8） 関連事項 では，関連表現，共起する談話標識，日英語比較等を
述べる．
取り上げた項目に関しては，談話標識と呼ばれる表現を網羅的に記述し
たものではなく，談話標識として代表的で多く用いられると思われる表現
を選んだ．時間が許せば取り上げたい項目が他にもあったことをお断りし
ておく．また，談話標識自体が多面的であることと，編著者 3 人で意見交
換したとはいえ，各項目は担当者が責任をもって執筆したことから，記述
スタイルに多少のばらつきがあることをご容赦願いたい．
本辞典の用例に関しては，実例を最も重視している．英米の辞書，語法
書，文法書，並びに関連する学術論文等からの用例とともに，原則として

1970 年以降の英語のネイティブスピーカーによる英米の小説，エッセイ，
映画台本，雑誌，ウェブページなどから幅広く採用した．
《Appendix I》
「談話標識の用法記述」が個々の項目を取り上げた実践的な内容であ
るのに対して，Appendix I では談話標識の全体像を分かりやすくする
ために，専門的な見解も紹介しながら以下のトピックを取り上げる．

A 談話標識研究の歩み
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B

談話標識についての基本的な考え方（コラム形式）

C

談話標識の機能的分類

《Appendix II》
談話標識研究の将来展望について述べる．
《各項目の形式の表示》
談話標識は単一の統語範疇ではなく，用法や特徴も多岐にわたる．さら
に，談話標識は特に先行文脈や発話状況との関連においてとらえなければ
ならない．したがって統一的な形式表示を取り難いことから，各項目の特
性に応じた形式表示を採用している．当該の項目の特徴を表すのに必要な
場合は，ターンの冒頭［途中］という表示を使用した．
「ターン」とは，簡
単に言うと，ある話し手が一回の発話順番で発話するいくつかの文（発話）
から構成された単位である．
（1）語修飾の場合
（,）A
（i）《語修飾》like
（ii）《語修飾》A, if you like.
（2）文修飾の場合
（,）S V（O）
.
（i）《文頭》Actually
（ii）《文中》S, ah, V（O）.
（iii）《文尾》S V（O）
（,）anyway.
（iv）《文頭・文中・文尾》However
（,）S V（O）, etc.
（v）《文頭》ターンの冒頭

Ah（,）S V（O）. （一連の発話の冒頭で用

いる場合）
（vi）《文頭》ターンの冒頭

A: 先行発話 B: Then（,）S V（O）. （先

行発話などからの情報を受けて用いる場合）
（vii）《文尾》ターンの冒頭

A: 先行発話 B: S V（O）
（,）then. （先

行発話などからの情報を受けて用いる場合）
（,）S V（O）（一連の発話の途中の文
（viii）《文頭》ターンの途中 Ah
頭で用いる場合）
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（ix）《文頭・文中》ターンの途中

Look（,）S V（O）, etc. （一連の発

話の途中の文頭・文中で用いる場合）
（x）《文中》ターンの途中

S, uh, V（O）（一連の発話の途中の文中

で用いる場合）
（3）独立的な場合
（i）《単独》A: 先行発話
（ii）《単独》ターンの冒頭

B: If you like.
Whatever.

場合によっては，上記の形式を少し変えた箇所もある．たとえば，典型
（,）anyway?” のように表示した
的に疑問文で用いられる場合は，“V S（O）
り，動詞として通例 be 動詞が用いられる場合は，“V” を “be” と表示して
いる．
最後に，本辞典が生まれるに至った経緯を述べておきたい．恩師である
小西友七先生から筆者に「接続語句とレキシカルフレイズを談話文法の観
点を取り入れて一冊にまとめないか」という旨のハガキが届いたのは，

2006 年 6 月だった．その後，何度か病床から書物の構想について綴った
ハガキをいただき，2006 年 6 月末に届いた最後のハガキは「私はとても
直接書くことができないので」という箇所以外は奥様の代筆であった．小
西先生は 2006 年 9 月 10 日に 89 歳で永遠の眠りにつかれた．どこにいて
も目印となる灯台を失ってしまい，途方に暮れた．しかし，先に出版され
た『英語基本形容詞・副詞辞典』や『英語基本名詞辞典』の編集過程にお
いて，執筆作業や校閲作業の中で小西門下生の諸先輩方に鍛えられた英知
を生かし，何とか小西先生の学恩に報いたいという情熱は持ちつつ，歳月
だけが経過していった．そのような状況下で，こつこつと資料収集は継続
し，松尾，廣瀬，西川の編著者でようやく一定のまとまったものが準備で
き，編著者には直接加わらなかったものの中村真由美先生には例文の日本
語訳チェックを快くお引き受けいただき，多大な協力が得られた．また遅々
として進まない私たちの仕事を忍耐強く待ってくださった星野龍氏、三谷
裕氏、さらに最終的な校正段階でご尽力くださり，適切な助言をいただい
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た青木奈都美氏をはじめとする研究社の方々に心から感謝したい．
最初にお話をいただいた時から紆余曲折を経て，最終的には小西先生が
当初望まれた形にはならなかったと思う．基本語彙辞典の精神を受け継ぎ，
その系譜に連なるものとして本辞典に対するご理解を小西門下生の諸先輩
方々からいただければ，編著者の喜びとするところである．力もなく歩み
も遅い編著者に魅力的な研究テーマを与えてくださった小西先生にあらた
めて心から感謝し，本辞典を捧げる．
2015 年 10 月

（著者代表） 松尾文子
＊本辞典は JSPS 科研費 15HP5063 の助成を受けたものである。
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談話標識の用法記述 （西川眞由美・廣瀬浩三・松尾文子） 1
※〔

〕内の語は関連する準見出し語として収録

1 副詞的表現 actually 2 | anyway 13 | besides 27 | first(ly)
〔last(ly)〕33 | however〔nevertheless, nonetheless, still〕42 |

kind［sort］of 52 | like 59 | now 71 | please 78 | then 89 |
though 100 | whatever 106

2 前置詞句表現 according to 116 | after all 120 | at last 126 |
at least 129 | by the way 135 | in fact 142 | in other words 149 |
of course 156 | on the other hand〔on［to］the contrary〕161

3 接続詞的表現 and 172 | but〔yet〕186 | plus 196 | so 200
4 間投詞的表現 ah 214 | huh 220 | look 223 | oh 230 |
okay 240 | say 249 | uh 252 | well 260 | why 267 | yes/no 269

5 レキシカルフレイズ I mean 276 | if anything 281 |
if you don’t mind 285 | if you like 290 | mind（you）296 |
you know 302 | you know what? 310 | you see 315
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談話標識の用法記述

1

副 詞 的 表 現

談話標識の用法記述

1 副詞的表現

actually
概

説

この語は元来，
「ある状況が（常識などに照らして）本当である，物事が（単な
る想像や計画の一部ではなく）現に存在している」ことを強調し，強意副詞とし

て「実際に，本当に，現実に」の意を表す．
強意副詞から話し手の態度を表す談話標識として発展し，通例文頭で，時に
文尾で用いられる．「実際は，実は，本当のところは」の意で，話し手が見せ
かけと真実，予想と現実，見込みと正確さなどの間にずれがあることを合図し，
意外性や驚きの気持ちを込めて真実や事実を再確認する際に用いられる（⇒ 用
法 1, 3）．
また，「実を言うと，詳しく述べると，さらに言うと」の意で，先行発話の
内容を明確化・正当化する陳述を追加することを表し，先行発話の真実性や事
実性を強調する機能がある（⇒ 用法 2, 4）．
対人関係に関わる用法では，意外性のある事柄を述べることをあらかじめ合
図して，聞き手の驚きや不快感を和らげる機能を果たし，「実を言えば，実の
ところ」の意で，しばしば丁寧表現となる．聞き手の立場に立ちながら相手の
発言を訂正したり，聞き手にとって好ましくないことを切り出したりする際に
用いられ，謝罪表現に先行することも多い（⇒【解説 5, 6, 7, 9, 11, 12, 21】）．
言語使用域に関しては，特に英国語法の話し言葉で用いられることが多いが，
学術的な文章ではあまり用いられない．一般に正式なスピーチや書き言葉では
避けたほうがよいとされるが，重要な事柄を効果的に伝えることができるので，
必ずしも無駄な語であるとは言えない．ただ，多用しすぎると話し手が自分の
述べることに対して自信を持っていないような印象を与えることがあり，非難
されることもある．
［以上，Swan3, p. 145; Aijmer 2002, p. 272; Biber et al., p. 867; Bloomsbury2, p. 5;
Schourup & Waida, p. 146; Todd, p. 10; WDEU］
マッピング
用法 1 ［文頭］実（際）は，本当のところは
（見せかけ・予想と真実・現実とのずれ）
2 ［文頭］実を言うと，詳しく述べると（先行発話の明確化・正当化）
3 ［文尾］〜する（のだ），実（際）は，本当のところは
（見せかけ・予想と真実・現実とのずれ，丁寧）
4 ［文尾］〜する（のだ），実を言うと，詳しく述べると
2

actually

（先行発話の明確化・正当化，念押し）
ためらいのニュアンス ⇒ 解説 5, 6, 7, 9, 11, 12, 21
命令文での使用 ⇒ 解説 15, 18
話題の転換 ⇒ 解説 16
共起する他の談話標識 ⇒ 解説 5, 6, 8
関連事項 関連表現 （i）actually と in fact （ii）actually と really

【解説 1： 話し言葉での発音】 速度の速い話し言葉では，/ǽktʃli/ と発音され
る場合もある［Quirk et al., p. 1597; 小西 1989, p. 40］．なお，次例は英国語法
の発音： “Actually,” I said in my best British accent（“Eckshully”）, “it’s Chianti.”
̶Sanders, Seduction「実際」と私はできる限り英国風に “Eckshully” と発音し
て言った．「そのぶどう酒はキャンティなんですよ」

各用法の解説
【用法 1】
形式：《文頭》Actually
（,）S V（O）.
意味： 実（際）は［本当のところは］S が（O を）V する（のだ）．
解説： 見せかけと真実，予想と現実，見込みと正確さなどの間にずれがある
ことを合図し，意外性や驚きの気持ちを込めて真実や事実を再確認する際
に用いられる．

【用

例】
“Do you mind if I smoke?” “Well, actually, I’d rather you didn’t.” ̶CALD「タ バ
コを吸ってもいいですか」
「あのう，実は吸わないでもらいたいんですが」
〔well
との共起に注意〕/ “So you went home around six-thirty.” “Actually, it was probably a bit later than that. Closer to seven, I should think.” ̶Clark, Moonlight「そ
れじゃ 6 時半頃には帰宅されたんですね」「いえ，実はたぶんそれよりは少し
遅かったんじゃないかな．7 時近くになっていたと思います」
（正確な情報の伝達）/
“We discovered you don’t have a phone.” “Actually, we do have a phone. What we
don’t have is money to pay a monthly service charge.” ̶Patterson, Cradle「お 宅
には電話がないことが分かりました」「いえ，電話はありますよ．我が家にな
いのは毎月の料金を支払うお金なんですよ」〔強意表現の do に注意〕
（訂正）/
THE GIRL: You’re married! RICHARD: I am? Yes, I am. THE GIRL: I knew it. I could
tell. You look married. RICHARD: Actually, my wife and I are separated. ̶Itch［映］
3
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女： あなた結婚してるんじゃないの！ リチャード： え？ ああ，そうだよ．女：
やっぱりね．そうだと思ったわ．結婚してるように見えるもの．リチャード：
実際は，妻とは別居中なんだ（予想外の内容の伝達）/ QUEEN MARIE: Who, dear?

HENRY: Countess Nicole de Lancret. She’s a cousin of . . . . Well, actually, I don’t
know who her cousin is. Surely you have heard of her? ̶Ever［映］マリー王妃：
誰ですって？ ヘンリー： ニコール・ド・ランクレ伯爵夫人です．彼女は誰か
のいとこで……．そのう，実は誰がいとこか私は分からないのですが．彼女の
ことをお聞き及びだと思うのですが〔well との共起に注意〕
（自信のなさの表明）．
【解説 2： 音調】 一般に actually の直後には短い休止が置かれ，通例コンマを
伴う．音調は，通例下降–上昇調，時に平板調［Aijmer 2002, p. 262; 小西 1989,
p. 39］．
【解説 3： 聞き手の予想・予測と actually】 通例話し手が述べようとすること
が聞き手の予想や予測，既に述べられたことや考えられたことに反することを
表し，聞き手にとって意外で驚くようなことを伝える［COB（U）2, p. 9; Schourup & Waida, p. 158; Alexander 1988, p. 17］．次のように質問の応答で用いられ
ると，質問の前提を覆すことになる： “How well did you know Jacques Saunière?” the captain asked. “Actually, not at all. We’d never met.” ̶Brown, Code
「ジャック・ソニエールとはどのような知り合いなんだ？」と（司法警察中央局）
警部は尋ねた．
「実は，まったく知らないのです．会ったこともありません」
〔強
意表現の not at all に注意〕
（⇒【解説 10】）
したがって，次のように聞き手の期待通りの発話に actually を添えるのは通
例不自然［Schourup & Waida, p. 142］
： A: Sir, may I have your name please? B:

*Actually, it’s Jack Rogers.
【解説 4： 旧情報との共起】 予想と異なることを述べる合図をするので，聞き
手が既に知っている旧情報と共に用いるのは不自然となる．したがって，次の
文を単に「あなたは先週毎晩遅くまで仕事をしていた」ことを伝える文として
用いるのは通例不可［Schourup & Waida, p. 162］
： *Actually, you worked late

every night last week!
【解説 5： well との共起】 聞き手にとって好ましくない情報を柔らかく伝え
る場合に用いられ，しばしばためらいを表す well と共起可能： MICKEY: Is she,

um, well, is she gettin’ good treatment over there? THOMPSON: Well, actually, it’s
. . . yes. Well, it’s by no means bad. But . . . . ̶Verdict［映］ミッキー： 彼女は，そ
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のう，そこできちんとした治療を受けていますか？ トンプソン： ええ，実の
ところ，まあそうですね．決して悪くはないですね．でも……（⇒ 用例第 1, 5 例，
【解説 6】）．次の例のように謝罪を表す文の前置き表現として用いられることも
多 い： “How did you get on with my car?” “Well, actually, I’m terribly sorry, I’m
afraid I had a crash.” ̶Swan3「僕の車の乗り心地はどうだった？」「あのう，実
は本当にすまないんだけど，ぶつけてしまったんだ」（⇒【解説 7】
； WELL）
【解説 6： Well, actually. の独立用法】 Well, actually. の形で独立して用いら
れることがある．これから述べる情報が話し手にとって言いにくいことである
ことを示すと同時に，聞き手にとっても受け入れにくいだろうと話し手が気遣っ
ていることを表す： DIMITRI: Now, let me ask you something, Anya. Was it . . .

there’s a last name that goes with that? ANYA: Well, actually. This is gonna sound
crazy. I don’t know my last name. I was found wandering around when I was eight
years old. ̶Anastasia［映］ディミトリ： ちょっと訊いてもいいかな，アーニャ．
そのう……アーニャに続く苗字はないの？ アーニャ： ええっと，そのことな
んだけど．変だと思うだろうけど，苗字を知らないの．8 歳の時に浮浪児だっ
たところを見つけられたの（⇒【解説 5】
； WELL）．
【解説 7： 垣根言葉との共起】 さまざまな垣根言葉（hedge）と共起する： Lang-

don nodded absently and took a few steps toward the bench. He paused, looking
more confused with every moment. “Actually, I think I’d like to use the rest room.”
̶Brown, Code ラングドンは放心したような感じでうなずき，ベンチに 2，3
歩近づいた．そして立ち止まったが，刻々と混乱が増していくようだった．
「実
は，トイレに行かせてもらいたいのですが」
他に，I’m terribly sorry, I’m afraid, I’d rather のような表現ともしばしば共起
する（⇒【解説 9】）．well との共起については（⇒【解説 5, 6】）．
【解説 8： but などとの共起】 対比を表す but や however と共起したり，先行
部分で異なる観点を示す文副詞の apparently，formally，nominally，technically，
theoretically などと対照的に用いられたりする［Aijmer 2002, p. 267; Greenbaum
： RICHARD: Just a minute, Mr. Krahulik. I would like to explain this. This
p. 206］
may seem unusual to you, but actually, it’s the most natural thing in the world. ̶
Itch［映］リチャード： ちょっと待った，クラフリックさん．状況を説明したい
んだ．変だと思うかもしれないが，実はこれ（妻子の留守中に女の子を部屋に入れ
たこと）は世間ではごく普通のことなんだよ / Officially, he is in charge. Actually,
his secretary does all the work. ̶ Quirk et al. 公的には彼が担当だが，実際には
5
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秘書がすべてやっている．but の詳細は（⇒ BUT）．
【解説 9： 唐突さを避ける】 聞き手にとって予期できない初めて耳にするであ
ろう情報を伝える時に，唐突さを避けるために会話の方策として用いることが
ある．次例の Mitch は Avery のことを知らない： MITCH: I’m sorry. Can I help

you? AVERY: Actually I think I’m here to help you. I’m Avery Tolar, your designat（自分のオフィスの入口に立っている男を
ed mentor. Let’s go to lunch. ̶Firm［映］
見て）ミッチ： すみません．何かご用でしょうか？ エイバリ： 実は君の力にな
ろうと思って来たのだが．私はエイバリ・トラー，君の指南役だ．昼ご飯にで
も行こうか〔断定を和らげる I think との共起に注意〕
（⇒【解説 7】）．
【解説 10： 発話条件に関わる用法】 しばしば発話条件に関わり，疑問文の応
答文に現れると，疑問文の前提条件を覆す内容が述べられることが多い： “Tell

me, Oliver, have you heard from the Law School?” “Actually, Father, I haven’t
definitely decided on law school.” ̶Segal, Love「教えてくれないか，オリバー，
法科大学院から（合格の）通知があったんだろう？」
「実はね，父さん，法科大
学院に進むとはまだ決めてないんだよ」（⇒【解説 3】）
次の例では申し出の内容がすでに実現されていることや依頼の仕方そのも
のに言及し，その前提条件を覆している： “Let me ask you a question,” I said.
“Actually, you already did.” ̶Block, Rye「1 つ訊かせてくれないか」と私は言っ
た．「何言ってるの，もうすでに訊いたじゃないの」/ “Can you decide for yourself if I’m qualified in what we talk about?” “Ummmm,” Dr. Lecter said. “Actually
. . . that’s rather slippery of you.” ̶Harris, Lambs「私たちが話すこと（心理学）に
ついて，私にその資格があるのか，ご自身で判断していただけますか？」
「うー
む」とレクター博士は口ごもった．「本当のことを言って，君はなかなか油断
がならないね」
【解説 11： 丁寧な断り】 申し出や許可願いなどを丁寧に断る時に用いられる：

JANE: Oh, speaking of work, I am meeting up with some people from the office tonight for a party. You wanna come? TESS: Actually, I’m having drinks with some
friends from Milan. ̶Dresses［映］ジェーン： ああ，仕事と言えば，今夜オフィ
スの仲間が集まってパーティーをするのよ．あなたもどう？ テス： 実は，ミラ
ノの友だちと飲みに行くことになってるの．
この場合，ためらいや思案を表す well としばしば共起し，切り出し文句と
して用いられる．音調は通例下降 - 上昇調［Aijmer 2002, pp. 268, 275］
（⇒ 用例
第 1 例； WELL）．
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【解説 12： 訂正や反対意見の表明】 相手の発言や予想を訂正したり，反対意
見を述べたりする場合に用いられる．actually を添えることで，聞き手の立場か
らは予想や期待に反した事実を話し手は述べることになり，丁寧表現として機
能する．この意では文尾でも用いられる［Swan3, p. 6; Schourup & Waida, p. 140］
（⇒ 用法 3）
： “He tends to want to stagemanage. I hope that’s all right.” “Actually,
it’s not. I want to go alone.” ̶Grafton, Fugitive「お父さんは舞台監督のような
役割を果たしたがるのよ．いいわよね」「いえ，困ります．1 人でやっていき
たいんです」（⇒【解説 22】）
【解説 13： 発言の訂正】 話し手が自分自身の発言を訂正するために用いられ
る［Aijmer 2002, p. 268; MED2］
： BENNY: You’re getting off to an early start. First
time on Mars? QUAID: Yes. Well, uh, actually, no! Well, sort of. ̶Total［映］ ベ
ニー： さっそく出かけるんだな．火星は初めてかい？ クウェイド： ああ，いや，
実はそうじゃない！ そういうところだ〔ためらいを表す well, uh との共起〕
（⇒
【解説 22】
； WELL; UH; KIND［SORT］OF）．
I mean と共起することもある［Aijmer 2002, p. 271］
： HARRIS: Are you a . . . a

journalist? ANNE: No . . . . A teacher. No, I’m . . . a writer. I mean, actually, I write
books. ̶Sequels［映］ハリス： あなたは……ジャーナリストですか？ アン：
いいえ……教師です．いえ，私は……作家です．つまり実は，本を書いている
んです．I mean の詳細は（⇒ I MEAN）．
【解説 14： 語修飾的な訂正】 語修飾的に訂正される語句を前置修飾する．訂
正の仕方としては，次の第 1 例のように別の語と言い換えられる場合と，第 2
例のようにさらに詳しく正確な記述が添えられる場合とがある： At the third
desk sat Charlie’s ‘partner’, actually an employee. ̶Fleischer, Man 3 番目の机に
座っていたのはチャーリーの「共同経営者」，いや従業員だった / Once in my

car Ronnette tells us that she just finished singing vocals, actually background vocals, on Bandarasta’s new album. ̶Ellis, Zero ロネットは車の中に入るとバン
ダラスタの新しいアルバムのボーカル，正確にはバックグラウンドボーカルを
歌い終えたところだと私たちに告げた（⇒【解説 22】）．
【解説 15： 命令文での使用】 追加陳述的に前言を取り消す場合に，命令文で
の使用が可能．次例はたとえば，「金曜日に電話してくれないか」と告げてい
たにもかかわらず，別れ際にそれを訂正するような場合に自然な発話となる
［Schourup & Waida, pp. 146–47］
： Actually, give me a call Thursday. いや，やっ
ぱり木曜日に電話してくれないかい．
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次例では否定命令文が用いられている： “Take a look at Miss Cledenin’s book
about Jonathan, the part where she talks about his playin’ around with young girls.
Actually, don’t read it if you’re squeamish.” ̶Harrington, Files「ジョナサンにつ
いてのクレデニンさんの本をちょっと見てください．ジョナサンが若い女性と
遊び回っていることについて語っている部分ですよ．いえ，お堅い方なら，読
まないほうがいいですがね」
追加陳述的に actually に新たな依頼を表す文を続けることも可能［Schourup
： Actually, I wonder if you’d mind calling back in ten min& Waida, pp. 155–56］
utes. 考え直したんですが，10 分後に電話をかけ直していただけませんか．
【解説 16： 話題の転換】 聞き手の注意を引いて，新しい話題を導入する際に
用いられる：The island of Manhattan derives its name from its earliest inhabitants,
the Manhattan Indians. They were a peaceful tribe,［…］The husbands, of course,

would remain behind on the steaming island to attend to business, setting traps,
fishing and hunting. Actually, our story has nothing whatsoever to do with Indians.
It plays five hundred years later. ̶Itch［映］（物語の冒頭）マンハッタン島の名前
は先住民であるマンハッタン・インディアンに由来する．彼らは平和な部族で，
［…］男たちはもちろん，むせ返るような暑さの島に残って，罠を仕掛けたり
漁や狩りといった生業に励んだりしたものだ．しかし実は，この物語はインディ
アンとは何の関係もないのだ．それから 500 年後の話である．
【用法 2】
形式：《文頭》Actually
（,）S V（O）.
意味： 実を言うと［詳しく述べると，さらに言うと］S が（O を）V する（のだ）．
解説： 先行発話の内容を明確化・正当化，強化することを合図し，先行発話
の真実性や事実性を強調する際に用いられる．

【用

例】
“The Temple Church is on Fleet Street?” “Actually, it’s just off Fleet Street on In「厳
ner Temple Lane.” ̶Brown, Code「テンプル教会はフリート街にあるのか？」
密に言うと，フリート街からインナー・テンプル通りへ少し入った所だ」（よ
り正確な陳述）/ LADY TRENTHAM: You know, I’m breaking in a new maid. I’m simply worn out with it. Actually, there’s nothing more exhausting, is there? ̶ Park［映］
トレンサム伯爵夫人： ご存じでしょうが，新しいメイドを訓練しているところ
ですのよ．でも，すっかりくたびれてしまって．本当に，こんなに疲れ果てる
8
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こ と な ん て，他 に あ り ま せ ん わ ね（断 定 の 強 調）/ “Is her office phone number

listed?” Benton asks. “Infosearch Solutions is.” “So maybe he also knows the listed name of her business. Called directory assistance and got the address that way.
Actually, you can find just about anything on the Internet these days.” ̶Cornwell,
Fly「彼女のオフィスの電話番号は（電話帳に）載っているのか？」とベントンは
尋ねた．「インフォサーチ・ソリューションズはね」「それなら彼はたぶん彼女
の会社名も知ってるんだ．そうやって電話番号案内サービスで住所を知ったん
だろう．実際，最近はインターネットでまず何でも分かるほどだからなあ」（前
言の正当化）

【解説 17： 話題転換後の情報追加】 新しい話題を提供した後に，さらに詳し
い情報を追加する．同一の話し手の発言の中で用いられることが多い．音調は
通例下降調［Aijmer 2002, p. 262］
：〔a customer at the information desk in a large
bookshop enquiring about a technical manual〕“Could you tell me where your
manuals are kept? Actually I’m looking for a Haynes manual.” ̶Carter & McCar-

thy（大きな書店のインフォメーションデスクに来た客が技術マニュアルのことを尋ねて）
「マニュアルはどこにあるか教えていただけますか．実は，ヘインズのマニュ
アルを探しているのです」
【解説 18： 断定の強調】 話し言葉ではしばしば断定の気持ちを強める場合に
用いられる．次の第 2 例では，命令文と共起していることにも注意［Swan3, p. 7;
： MUJURU:［…］Actually, to tell you the truth, it is circumSchourup & Waida］
stances that make someone think and feel like doing a job and performing at it. ̶
African, Jun. 2005 ムユル：［…］本当のことを言うと，仕事に打ち込みたいと
思わせるのは環境なんです〔to tell you the truth との共起に注意〕/ SARAH: Why

not rescue me when I really need it? Actually be there when you say you will. You
know, I have made a career out of waiting for you. ̶Lost［映］サラ： 私が本当に
あなたを必要としている時に助けてよ．本当にそう約束する時にはそばにいて
よ．いいこと，あなたを待つのが仕事になっちゃったじゃないの（⇒ 用例第 2 例，
【解
説 23】
）
．
【解説 19： 談話戦略的な使用】 前言を強めるために actually を用いるが，実
際は真実を隠すために意図的に断定的な表現をすることがある： SUSAN: Sorry

to disturb you . . . but I was wondering if I could borrow a sleeping tablet. BARBARA: Did Oliver send you for it? SUSAN: No. Actually, no. Well, all right, you got me
there, which is good because I’m uncomfortable with the charade. ̶War［映］（召
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使のスーザンが寝室をノックして）スーザン： お邪魔して申し訳ありませんが……
睡眠薬をいただければと思いまして．バーバラ：（私の夫の）オリバーに頼まれ
たの？ スーザン： いえ．いいえ，断じて違います．あのう，よろしいですわ，
参りました．でも，かえって良かった．私はどうも見え透いたお芝居は苦手で
すから．

【解説 20： 文中の actually】 文中で挿入的に用いられ，actually 以下の内容に
焦点が当てられる．以下の例では，付帯状況の方に重点が置かれることになる：

The Angels found themselves at the threshold of their office. They were silentdumbstruck, actually, their throats clogged with smoke and soot and raw emotion.
̶Lennard, Angels エンジェルたちは気づくと（焼け焦げた）オフィスの戸口に
いた．押し黙ったままで，実を言うと，煙とすすと抑えきれない感情で喉が詰
まっていたのだ．
【用法 3】
形式：《文尾》S V（O）, actually.
意味： S が（O を）V する（のだ），実（際）は［本当のところは］．
解説： 見せ掛けと真実，予想と現実，見込みと正確さなどの間にずれを認識
し，意外性や驚きの気持ちを込めて真実や事実を再確認していることを合
図する．文尾で用いた方が丁寧なニュアンスが伝わる．

【用

例】

No, I’m not a student. I’m a doctor, actually. ̶COB5 いいえ，私は学生ではあり
ません．医者なんですよ，実は / “I’m not positive it was VC, actually. I heard
noises, so I opened fire at the bushes. ̶Segal, Love「それがベトコンだったとい
う自信はないよ，実を言うとね．ただ物音がしたものだから，草むらに向かっ
て撃っただけなんだ」（控えめな陳述）/ HANS: Another orphan of a bankrupt culture who thinks he’s John Wayne? Rambo? Marshal Dillon? MCCLANE: I was always kinda partial to Roy Rogers, actually. I really liked those sequined shirts. ̶
Die［映］ハンス： 自分をジョン・ウェインとかランボーとか，ディロン保安官
だと思い込んでる破綻文化の落とし子なのかい？ マクレーン： 俺はずっとど
ちらかと言えばロイ・ロジャーズびいきだったよ，実はね．あのキラキラのド
派手なシャツが大好きだったんだ（控えめな主張）．
【解説 21： 丁寧表現及び音調】 文尾で用いられるのは，もっぱら話し言葉に
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限られる．聞き手のショックを和らげる追加陳述語として機能し，しばしば丁
寧さが示される．相手の発言や予想を訂正したり反対意見を述べたりする場合
や，聞き手にとって好ましくない情報を柔らかく伝える場合に用いられ，音調
は通例上昇調であるが，下降 - 上昇調も可能［Aijmer 2002, p. 258; 1986, p. 123］
：

“Something’s come up, I’m afraid, Sandy. I wondered if I might pop down a moment actually.” ̶le Carré, Gardener「困ったことが起こってしまったのですが，
サンディ．今そちらにお伺いしたいのですが，実のところ」〔丁寧表現の I
（⇒【解説 12】）
wonder if I might との共起に注意〕
【解説 22： 発言の訂正】 自らの発言を訂正したり，文中で語修飾的に後置修
飾語として用いられる： “She rents a house ̶ more a cottage, actually ̶ about
twenty minutes from here.” ̶Wallace, Bed「彼女はここから 20 分ほど行った所
に家を借りているんですよ．と言うより，実際は小屋のようなものをね」
〔more
にも注意〕
（⇒【解説 12, 13, 14】）
【用法 4】
形式：《文尾》S V（O）, actually.
意味： S が（O を）V する
（のだ），実を言うと［詳しく述べると，さらに言う
と］．
解説： 先行発話の内容を明確化・正当化する陳述を追加することを合図し，
先行発話の真実性や事実性を強調し，念押しをする際に用いられる．

【用

例】
I’ve known Barbara for years. Since we were babies, actually. ̶LD4 バ ー バ ラ と
は長い知り合いなんだ．実を言うと，僕たちが赤ん坊の時からずっとね /
O’CONNELL: Lady, there’s something out there . . . something underneath that sand.
EVELYN: Yes, well, I’m hoping to find a certain artifact, a book, actually. ̶Mummy
［映］オコーネル： お嬢さん，あそこにはヤバイものがある……．砂の下に何か
あるよ．エブリン： そうね．私もある遺物が見つかればと思ってるのよ．本がね，
具体的に言うと（詳細な陳述）/ “Did Tessa confide in anyone, do you know?” Lesley asked in a by-the-by tone as they all three moved in a bunch toward the door.
“Apart from Bluhm, you mean?” “I meant women friends, actually.” ̶le Carré,
Gardener「テッサには本心を話せる人はいたのか，ご存じですか？」 3 人でそ
ろってドアの方へ歩きながらふと思い出したかのようにレズリーは尋ねた．
「ブ
ルームの他に，ということか？」「女友達のことを言っているのです，細かく
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言うとね」（より明確な陳述）
【解説 23： 断定の強調】 話し言葉では，断定の気持ちを強めるために actually
が文尾に添えられることがある．見解を提示した直後で，その真実性について
念を押す効果がある： MARQUIS: I find your collection of folk tales quite brilliant,
actually. ̶Ever［映］マーキス： あなた方が集めた民話集はとても素晴らしい
と思いますよ，本当に（⇒【解説 18】）．
【解説 24： 疑問文での使用】 次例では actually が疑問文の文尾で用いられて
いるが，話し手が自分の発言に関して「詳しく」述べているのではなく，相手
に「本当のことを詳しく述べる」よう促していることに注意： JOYCE: What are

you? NICK: Detective Sergeant Conklin, Homicide, New York. So how’d ya get
that blood, actually? ̶Man［映］ジョイス： あなた，何者なの？ ニック： ニュー
ヨーク市警殺人課のコンクリン刑事だ．ところで，どうしてその血が付いたん
だ，本当のところ？
関連事項
関連表現 （i）actually と in fact： in fact は討論や公式なスピーチ，あらかじ
め準備されたスピーチで多く用いられる堅い表現であるが，actually はこの
ような場合にはあまり用いられず話し言葉で多く用いられる．話し言葉でも，
独白スタイルでは in fact が，対面による会話では actually が多く用いられる．
歴史的に見ると，in fact の頻度が低下しているのに対して，actually は高くなっ
てきている．また，in fact には話し手自身に権威や見識があるというニュア
ンスがあるのに対して，actually は申し訳なさや丁寧さが感じられる．
真実性に関して比べると，actually, in fact の語順は可能だが，逆は不可能
であることから分かるように，actually の方が in fact よりも弱い．
［以 上，Aijmer 2013, pp. 107, 124, 149; Traugott & Dasher, p. 173］．in fact
の詳細は（⇒ IN FACT）．
（ii）actually と really： 両語とも陳述を強めるために用いられ，評価を表す意
味から発展して強意語になったという点では同じであるが，談話レベルでは
really は反応を表す合図としての機能を果たすことが多い［COB（U）2, p. 9;
Aijmer 2002, p. 256］．次例のように，really は応答語として単独で用いるこ
とが可能であるが，actually は通例不可： EVA: This text we’re using is difficult. EMI: Really? / *Actually? エバ： 私たちが使っているこのテキストは難
しいわね．エミ： 本当？
また，次例のようなやり取りにおいても actually を単独で用いることは通
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例 不 可［Schourup & Waida, pp. 150–51］
： EMI: I’m tired of watching movie
videos every night. GEN: I don’t believe you. EMI: No, really / *actually. エ ミ：
毎晩映画のビデオを見るのには飽きちゃったわ．ジェン： 信じられないな．
エミ： いえ，本当よ．
〔No, I actually meant it.〕

anyway
概

説

この語は元来，in any way から前置詞が省略され，その後，一語で綴られる
ようになり，
「どんな方法にせよ，いずれの場合でも」の意を表し，動詞を修
飾する様態副詞として用いられていた．
発展的に，文全体を修飾し，文頭，あるいは and に後続し，先行発話に付け
加えを行う際に用いられ，
「さらに，そのうえ」の意を表したり，一歩主張を
進めて先行する発話を正当化・明確化し，主張を強化する合図として「どっち
みち，どうせ（……だから）」の意を表したりする（⇒ 用法 1）．
また，先行発話と関連して譲歩や対比を合図し，しばしば but と共に用いら
れ，主に文尾で「（それでも）とにかく，いずれにせよ」の意を表す（⇒ 用法 4）．
また，anyway が wh 疑問文の文尾で用いられると，「そもそも，だいたい」の
意で，相手の言動を詰問し，ある事柄に対する真実を知りたいという話し手の
気持ちが強調される（⇒ 用法 5）．さらに，先行発話を制限したり，しばしば修
正・訂正を表す語句を後置修飾して「少なくとも，正確に言うと」の意を表す
こともある（⇒ 用法 3）．
anyway は，より大きな単位の発話や談話と関連し，通例文頭で，談話調整
の機能を担い，
「それはそうと，ところで」の意で，新しい話題や先行する話
題と関連した話し手の関心事を導入したり，「それはさておき，とにかく，い
ずれにしても」の意で，本題からそれた談話を本題に戻す合図や，話題の終了，
さらには会話全体の終結を示す標識として用いられたりする（⇒ 用法 2）．
以上のように，anyway は先行談話の流れを絶ち，さまざまな事情を棚上げ
して，話し手が主導的に談話を構成していく標識としての機能を果たしている．
言語使用域に関しては，くだけた言い方で，英国語法でも米国語法でも書き
言葉より話し言葉での使用が圧倒的に多い．
［以 上，Haselow, p. 3604; Carter & McCarthy, p. 48; Leech et al., p. 46; Swan3,

p. 141; Biber et al., pp. 562, 886; Leech & Svartvik2, p. 178; Hansen 1998b, p. 237;
Todd, p. 35; Ferrara; Schourup & Waida, pp. 34–50; Thomson & Martinet4, p. 288;
Quirk et al., p. 636］
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談話標識の用法記述

1 副詞的表現

マッピング
用法 1 ［文頭・しばしば and と共に］さらに，そのうえ； どっちみち，ど
うせ（先行発話への付加・正当化）
2 ［文頭］それはそうと，とにかく（本題の導入・回帰・終結）
3 ［文尾］少なくとも，正確に言うと（先行発話の制限・修正）
4 ［文尾・しばしば but と共に］
（それでも）とにかく，いずれにせよ
（譲歩）
5 ［文尾・wh 疑問文で］そもそも，いったい（真意を問う）
（So）anyway の単独用法 ⇒ 解説 6
会話の終結 ⇒ 解説 12
命令文での使用 ⇒ 解説 19
共起する他の談話標識 ⇒ 解説 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17
関連事項① anyhow の用法
② anyways の用法
③ 関連表現 （i）in any case （ii）in any event （iii）at any rate
（iv）at least
④ 日英語比較 anyway と「とにかく」「それはそうと」「いずれ
にしても」など

各用法の解説
【用法 1】
形式：《文頭》
（And）anyway
（,）S V（O）.
意味： さらに［そのうえ］S が（O を）V する； どっちみち［どうせ］S が（O を）
V する．
解説： 先行発話の内容を付加的に説明したり，主張を一歩進めて正当化・明
確化し，強化する合図として用いられる．

【用

例】
“I can’t go now; I’m too busy. Anyway, my passport’s out of date.” ̶Thomson &
Martinet4「今は行けないよ．忙しすぎる．どっちみち，パスポートが切れてる
しね」/ “Yes, and so I thought, ‘Well, I’ll be late for the dentist if I stop and see to
it now and anyway, the car does seem to be running all right, so . . .’” ̶Tyler,
Tourist「そうよ．それで思ったのよ，『今止まってそれ（オイルランプ）を調べ
ていたら歯医者に遅れるし，それに実際車はちゃんと走り続けてくれそうだし．
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だから……』なんてね」（理由の付加）/ “The thing of it is eating out in restaurants
is so artificial. It doesn’t seem like real food. And anyway, they all three have different tastes.” ̶Tyler, Tourist「問題は，レストランで外食するのはとても人工
的だということだ．本物の食べ物って気がしない．そのうえ，何と言っても子
どもたちは 3 人とも好みが違うしね」（主張の強化）
【解説 1： and との共起】 この意では，and と共起することが多い： I don’t
understand politics, and anyway I’m not really interested. ̶MED2 政治は分から
ないし，それにそもそもあまり興味がない．
anyway 以下では，特にあきらめや負け惜しみを込めた個人的な見解が添え
られることが多く，しばしばその陳述で話題を打ち切ろうとする話し手の意図
が示される．
【用法 2】
形式：《文頭》Anyway, S V（O）.
意味： それはそうと［それはさておき，ところで］S が（O を）V する； とに
かく［いずれにしても］S が（O を）V する．
解説： 話し手の主たる関心事を導入したり，それていた話題を本題に戻すこ
とを合図するのに用いられる．さらに，話題の終結，会話全体の終結を合
図することもある．

【用

例】

“Anyway,” said Bob, changing the subject, “please do it right next time.” ̶NTC’s
AELD「それはそうと，今度はちゃんとしてください」とボブは話題を変えて
言った / “We’ve arranged hotel accommodation at a place called the Tropic Motel.
Sounds divine. Anyway, good luck!” ̶Cook, Outbreak「トロピックモーテルと
いうホテルに予約してあります．素晴らしく良い所のようです．とにかく，う
まくいきますように！」
（会話の終結）/ “So anyway,” she said. “this is what I wanted to tell you: I’m having John Albright send you a letter.” ̶Tyler, Tourist「それ
でとにかく，私があなたに言いたかったのはこのことよ．今，（弁護士の）ジョ
ン・オルブライトにあなたへの手紙を送ってもらうよう手はずを整えていると
ころなの」と言った〔so との共起に注意〕
（要約）/ KATHERINE: They’re letting me
go a week from today. TESS: A week from today? Isn’t that a little faster than you
thought? KATHERINE: Well, the doctor says I’ve got great bones.［…］Anyway, I
need you to summarize the Baron Oil prospectus. ̶Girl［映］キャサリン： 今日か
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