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Impact of Short-Term Study Abroad on Trust and Civic Norms

Mari Katori
(Aomori Public University)

１．Introduction
In recent years, short-term study abroad for higher education with diverse goals is 

increasingly popular, especially in developed countries. For example, the EU has the ERASMUS 
Programme (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) and 
Austraria has the “New Colombo Plan” Programme to boost the mobility of young people. 
Likewise, now Japan is actively promoting “Tobitate Ryugaku Japan” (“TOBITATE! Young 
Ambassador Program”), a study abroad campaign introduced in 2013, intended to double the 2013 
number of Japanese “mobile students” (those going overseas) by 2020. Figure 1 shows the recent 
numbers of Japanese mobile students and trip durations by year. The number more than doubled 
from 2009 to 2015, with the Tobitate Programme implemented in 2013 in response to a slowing 
of the growth of mobile students the previous year. Note also that 97% of the 84,456 Japanese 
studying abroad in 2015 were on courses of less than one year (in this article, I call study abroad 
programmes of less than one year “short-term” and one year or more programmes “long-term”). 

Fig.1  The number and duration of study abroad trips by Japanese students 
(from MEXT 2016)

In response to this recent increasing popularity of short-term study abroad, a number of 
studies looking at the impact of short-term study abroad have been carried out. Most have 
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focused on changes in sojourners’ soft-skills rather than hard-skills, presumably because 
statistically significant improvements in hard skills, especially as measured by large 
standardized tests such as TOEIC, TOEFL and G-TELP. Chieffo & Griffiths (2004) found a 
statistically significant difference between mobile and non-mobile students in terms of “global 
awareness”, a composite they defined as including intercultural awareness, personal growth 
and development, awareness of global interdependence, and functional knowledge of world 
geography and language. They concluded that even programmes as short as one month were 
educationally worthwhile endeavors that had significant self-perceived impacts on students’ 
intellectual and personal lives. Likewise, Rexeisen & Al-Khatib (2009) concluded that study 
abroad has a positive impact on both intercultural development and on attitudes toward the 
“physical environment”. Scharoun (2016, p.85) found three key benefits of short-term study 
abroad: they are a way to connect students that might not otherwise travel abroad; they 
can increase cross-cultural awareness and intelligence; and thirdly, they support learning 
outcomes and experiences in a global context. Murphy, Sahakyan, Yong-Yi, & Magnan (2014) 
compared groups of alumni with and without undergraduate study abroad experience, 
and concluded that alumni with experience of study abroad showed higher levels of civic 
engagement; higher levels of “voluntary simplicity” (opting to live simply); and higher levels 
of philanthropic activity for organizations devoted to the arts, education, environmental 
issues, human rights, international development, and social justice. An earlier study by the 
author (Katori 2016) supported the general theme of these studies, finding no statistically 
significant effect on English proficiency from short-term study abroad episodes, but that 
participants report positive changes and improvements in a range of soft skills, including 
global and cultural awareness, greater confidence, interpersonal and intercultural 
communication skills, and some kind of paradigm shift in their way of thinking. 

２．Background of the study
The author has been involved with the study abroad programme at a university in 

northern Japan (Tohoku district) for several years. At present, the university offers students 
three short-term study abroad options (table 1). 

Table 1
Details of the three study abroad programmes.

Destination Duration Study hours 
(per week) Accommodation

Boston (USA) 3 months 25 dormitory

Waikato (NZ) 3 weeks 23 homestay

Stirling (UK) 4 weeks 20 dormitory
(single)
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To make these programmes as effective and fruitful as possible, the author has studied 
the impact of the short-term study abroad programme since 2015. Results from a small initial 
group found no statistically significant effect on English proficiency (Katori 2016), but were 
from a small sample of only 15 mobile students. A repeat study in autumn 2016 gathered data 
from 27 mobile students and used t -tests to analyse the pre- and post-test results. These tests 
were the level 3 G-TELP (General Test of English Proficiency), administered before and after 
the abroad study period. Changes in test scores were not significant at p≦0.05 under a two-
tailed t -test (t (25)=1.19, p=.24). Table 2 shows the G-TELP results for the 27 mobile students. 
These 27 students studied abroad for a mean period of 4.3 weeks. 

Table 2
G-TELP results (Pre- and Post-test scores)

Subject Pre Post
1 135 210
2 196 184
3 124 130
4 219 240
5 206 151
6 198 207
7 207 173
8 128 138
9 180 140

10 190 129
11 124 172
12 211 211
13 215 219
14 163 190
15 179 210
16 186 187
17 211 229
18 188 181
19 185 204
20 211 187
21 189 204
22 227 228
23 167 236
24 190 176
25 135 191
26 184 217
27 207 219

Average 183.52 191.22

In both studies, mobile students were given a semi-structured interview, to check their 
subjective response to their study abroad experience, and to check for changes in soft-
skills and attitudes. Eight students were added to Katori (2016); therefore, the number of 
total interviewee was 30. Figures 2 and 3 shows the interview results. The questions were 
developed with reference to Edwards (2009), and emailed to interviewees a few days in 
advance, so they could prepare rough answers in advance. Each interview was conducted 
individually and took about 45 to 60 minutes. Although students answered about 20 
questions in their interviews, only the two relevant to this topic are shown below. 
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Fig. 2   What is your main purpose in studying abroad?

Fig. 3   How did you change?

As we can see in fig. 2, though the students’ main purpose in participating in the 
study abroad programme is “inter-cultural experiences”, a full quarter of the students aim 
primarily to improve their English ability. 

As for fig. 3, most students struggled to give a concrete explanation regarding how they 
had changed or developed, while nonetheless being sure that they had changed in some 
way. Some students remarked that they became “rougher” (more easy-going, less worried 
about small details), while others mentioned that they came to ignore some less-important 
(Japanese) societal norms and morals after their stay overseas, but at the level at which a 
clear theme was apparent in answers, students were clear only that they had discovered 
something about themselves, which is a rather vague result.

Thinking, then, of how the nature or content of this self-discovery could be made clearer, 
I have taken a start from a recurring comment made not by students themselves, but by the 
university faculty members: that mobile students are more active with regard to voluntary 
activities, and more active interpersonally in and out of class. 

Knack & Keefer (1997) suggest that willingness to participate in group activities (for 
example as volunteers, in youth clubs, and so on) is correlated with levels of trust in the 
society: specifically, in high trust societies, people tend to be more willing and active in 
their participation in group activities. Fig. 4 shows Knack & Keefer’s results, ranking 29 
countries including Japan with regard to “norms of civic cooperation” and “general trust”. 
Japan was ranked highly (third out of the 29 countries) for obedience to norms of civic 
cooperation, but in the middle of the 29 countries for “general trust” (see also the discussion 
in Brinton 2008). 
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Indeed, American students, coming from a society with a higher trust rating than 
Japan -- a difference Yamagishi & Komiyama (1995) show to be significant -- do often seem 
to be more proactive in joining in a range of social activities than Japanese students. So, 
thinking about ways to better characterise and even quantify some of what changed for 
mobile students, general trust and norms of civic cooperation are candidates which are 
both interesting (since they affect behaviour, and participation is presumably a social good, 
allowing people to cultivate both social skills and social contacts) and credible (since they 
differ significantly between countries, spending time in a different country exposes study 
abroad students to a novel environment with regard to general trust and norms of civic 
cooperation). 

 Norms of Civic cooperation

             From Knack & Keefer (1997)
Fig.4   Norms of civic cooperation and Trust  

３．The purpose of this study
In recent years, study abroad is increasingly popular for Japanese students in higher 

education. The popularity of studying abroad is expected to continue to increase for 
several years. However, even after their study-abroad experience, students often do not 
clearly identify or quantify the changes and growth they gained through their programme. 
Therefore, the focus in this article is to examine whether study abroad has an impact 
on general trust and norms of civic cooperation. For mobile students or expected mobile 
students, to understand the meaning or value of their experiences and identify their changes 
would be helpful for them to achieve it or use it more effectively to make the long-term 
impact of study abroad.
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４．Method
4.1 Participants

46 Japanese subjects took part in this research. 44 are university students and 2 are 
alumni at the same university located the northern part of Japan (Tohoku district). 21 
(including 2 alumni) out of 46 have participated in a university-provided short-term study 
abroad programme between 2013 and 2016: 6 students went to the United States (Boston) for 
one or three months, 13 went to New Zealand (Waikato) for three weeks, and 2 went to the UK 
(Stirling) for one month. 25 non-mobile students took part in this research as the control group.

4.2 Norms of civic cooperation
As a way of measuring obedience to social norms, I adapted a brief questionnaire from 

an article by Knack & Keefer (1997). Five items were used to measure subject’ norms of civic 
cooperation. Respondents are asked whether each of the mentioned behaviors “can always be 
justified; can never be justified; or something in between”. The five behaviors are as follows.

a) “claiming government benefits which you are not entitled to”
b) “avoiding a fare on public transport”
c) “cheating on taxes if you have the chance”
d) “keeping money that you have found”
e) “failing to report damage you’ve done accidentally to a parked vehicle”

In this research, I used a version modified into Japanese for both mobile and non-mobile 
students, and counted the answer “can always be justified” as worth 1 point, “something in 
between” worth 2 points, and “never be justified” as worth 3 points. 
 
4.3 General trust

Then, to measure subjects’ general trust, 5 items from Yamagishi & Komiyama (1995) 
were adapted because they fit the current context. Yamagishi & Komiyama modified Julian 
Rotter’s scale for the Japanese context. The 5 items are:

1. “originally, most people are honest”
2. “most people are reliable”
3. “originally, most people are kind and good”
4. “most people trust others”
5. “I am rather trustful”       

Subjects answer with a number from 1 to 7, where 1 means “strongly disagree” and 7 
means “strongly agree”. Finally, scores for the five questions are averaged and analyzed. 

５．Findings
5.1 Norms of civic cooperation

Figure 5 shows the results of the questionnaire regarding norms of civic cooperation. 25 
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students were in the control non-mobile group and 21 subjects were in the mobile group. As 
you can see, the average results are very close (2.75 and 2.74) and there was no significant 
differences by two-tailed t -test (t (44)=-0.14, p =.89). The result is not significant at p <.05. 
Therefore, within the limits of this study and its operational definition of norms of civic 
cooperation, we can conclude that short-term study abroad experience do not have a direct 
impact on norms of civic cooperation. 

Fig. 5   Results: norms of civic cooperation

5.2 General trust
Figure 6 illustrates the results of the questionnaire concerning general trust. Again, 25 

students were in the control non-mobile group and 21 subjects were in the mobile group. 
The average results are 3.75 and 4.73 respectively, which a two-tailed t -test shows to be 
significant at p <.05 (t (44)=2.88, p =.006.) Therefore, within the limits of this study and 
its operational definition of general trust, we can conclude that short-term study abroad 
experiences have some impact on general trust. 
 

Fig. 6   Results: general trust
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６．Discussion
As table 2 shows, short-term study abroad episodes themselves have no statistically 

significant effect on English proficiency. However, participants report positive changes and 
improvements during the semi-structural interview after their study abroad. The majority 
of students answered that “something has changed”. Though students struggled to explain 
what had changed clearly, they were all positive and related to “self-discovery” (see figure 
3). This study aimed to examine whether study abroad has an impact on general trust and 
norms of civic cooperation.

 The results show that there was no significant difference between mobile and non-
mobile students with regards to “norms of civic cooperation”. This seems to fit well with 
the findings of Rexeisen & Al-Khatib (2009), namely that study abroad experiences have no 
direct positive impact on moral reasoning or change in ethical reasoning. Their argument 
that morals and civic norms are usually cultivated and built up through the entirety of one’s 
experiences, so a mere month of new experiences cannot be expected to produce a quick and 
measurable change, seems credible. 

The results show, however, that there was a significant change in “general trust” 
between the mobile and non-mobile groups. In terms of what this means, following 
Yamagishi (2005), a high tendency of “general trust” does not mean being easily fooled by 
others. Rather, general trust is identified with high “social intelligence”. In his words, people 
who have high social intelligence are able to accept proper information in interpersonal 
relations sensitively and behave appropriately based on that information. Additionally, as 
Knack and Keefer (1997) suggest, in high trust societies, people tend to be more willing and 
active in their participation in group activities such as volunteering. Accordingly, short-term 
study abroad seems to be a social good, helping participants develop “social intelligence” and 
giving them the willingness or ability to be more socially active and thereby cultivate both 
social skills and social contacts.

７．Conclusion
In Japan, short-term study abroad programmes will continue to grow at least until 

2020. In recent years, many studies have tried to find or quantify the positive impact of 
study abroad experiences. This study found a significant impact on “general trust” at the 
conclusion of short-term study abroad trips. Increasing general trust sounds like both an 
individual good (involving gains in social intelligence and social activity) and a societal 
good. If the experience of studying abroad can improve general trust, private and public 
investment in studying abroad may be seen as worthwhile. 
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The Benefits of L1 and L2 "Big" Reading:
A Practical Theory

Joseph Poulshock
(Senshu University)

１．Introduction
"The benefits [of] extensive reading… are so compelling that it will be inconceivable for 
teachers not to make it an important feature of their teaching"  (Renandya, 2007, p. 133). 

"Adding an extensive reading program to a language course is the most important 
improvement that a teacher can make, and if this was the only improvement made, the 
teacher could still feel very satisfied about that" (Nation, 2013, p. 18).

"Those who read a lot will enhance their verbal intelligence; that is, reading will make them 
smarter"  (Cunningham & Stanovich, 1998, p. 7).

When young people fail to read a lot, (and when educators fail to effectively promote 
reading), these young people may squander many benefits, not just the benefits of verbal 
intelligence. But they may also diminish their ability to learn critical thinking, to advance 
their careers, and to sufficiently manage their own health care (Seidenberg, 2017). Big 
readers, however, experience significant benefits over those who do not read big. These 
include cognitive, social, and linguistic benefits. In this paper, I state a theory about why 
this is the case, especially for the linguistic benefits of L1 and L2 big reading. Though 
the focus is theoretical, the results are practical. That is, when we read big, we acquire 
language because we receptively retrieve lexis and grammar through spaced repetition and 
interleaving -- as we comprehend meaningful messages.
 
２．Defining Terms
To unpack this claim, we need to define: (1) big reading BR, (2) receptive retrieval RR, (3) 
spaced repetition SR, (4) interleaving IL, and (5) comprehending meaningful input CMI.

(1) What is big reading? Most commonly, we use the term "extensive reading," but other 
terms are also used, such as "book flood" (Elley, 2000) and "free, voluntary reading," 
(Krashen, 2011). However, in this paper, "big reading" refers to a special class of extensive 
reading, which begins  after a reader has read at least 300,000 words (Nishizawa, 2010). 
After reading 300,000 words, students begin to feel at ease in reading English. They 
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increase reading speed, understand English directly without translating back to the L1, and 
they attain measurable gains on the TOEIC and similar tests (Mason, 2011). 

To read 300,000 words in one university term, a student needs to read about 20 minutes 
every day. The same goes for reading 1,000,000 words in a year. Both these scenarios 
require readers to read around 150 words per minute for about 20 minutes per day. Native 
speakers may average around 240-300 words per minute (Seidenberg, 2017), so if they read 
20 minutes per day, they can read about 2,000,000 words in one year.

(2) With receptive retrieval (RR), we see or hear a word, phrase, or structure, and we recall 
its meaning, or we successfully parse a grammatical function.

(3) With spaced repetition (SR) or spaced practice, we retrieve or recall data after a space 
of time. Some forgetting sets in, so our brains must work harder to recall data. Spaced 
repetition works better than massed repetition (cramming) for retention.

(4) When we interleave (IL), we mix topics or data sets, so our brains work on different 
topics, instead of learning one topic and then moving to the next. For example, we mix 
the practice of a set of ukulele songs until we master them all, instead of practicing and 
mastering a song at a time. We mix the study of grammar points instead of studying one 
point at a time. Interleaving requires more effort to retrieve data, and we remember better 
and longer if we do it (Brown et al., 2014)

(5) When we comprehend meaningful messages, we are reading texts at the right level 
of difficulty. To compute our ability to comprehend, we can use the concept of vocabulary 
coverage. What percentage of the words in a text do we need to know to comprehend it?

Students and teachers often say to me, if they know 70% of the words in the text, then they 
can read it. But this is impossible. The threshold for reading a text (without a dictionary) is 
about 98% coverage. Even as a native speaker, I need to know about 98% of the words in a 
text to understand it.

This level of coverage fits with Krashen's (1985, 2001) comprehension hypothesis, which 
can be summarized as follows: "We acquire languages by understanding messages." But 
if we read big, we don't just comprehend messages, we comprehend a massive number 
of messages, and this is where the big benefits are. That is, we need access to "big data" 
(Seidenberg, 2017) for our brains to do the necessary computation to get the benefits of big 
reading. 
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３．The Claim and Its Implications
With these definitions in mind, let's revisit our claim. When we do big reading, we acquire 
language because we receptively retrieve lexis and grammar through spaced repetition and 
interleaving -- as we comprehend meaningful messages.

Abstractly, we can represent this theory as follows:

BR x CMI x (RR) (SR) (IL) = Language Acquisition

First, regarding receptive retrieval (RR) , when we comprehend big linguistic data, we 
receptively retrieve a broad array of lexical and grammatical elements as we read.

There are many factors related to retrieval, including the distinction between receptive and 
productive retrieval. For example, it's probably better to learn vocabulary "receptively first 
and then productively later" (Nation, 2012, p. 479). First, receptive retrieval is easier than 
productive retrieval, and second, if we don't know the general structure of language, we 
cannot easily use productive word knowledge.

But the point is this. Big reading satisfies a key factor for acquiring grammar and lexis 
because through big reading our brains process massive amounts of grammar and lexis -- 
through receptive retrieval .

Second, big readers do receptive retrieval with spaced repetition (SR)  of high frequency 
grammar and lexis. We can contrast spaced repetition (spaced practice) with massed 
repetition (massed practice), which we call cramming.

Massed practice may work for cheap, short-term gains, like passing a test, but learners 
generally soon forget what they study during massed practice. Massed practice is common 
in grammar drilling if the drills are not recycled and spaced. Spaced repetition is better 
for long term retention. And here's the key point about big reading: big readers naturally 
experience spaced repetition of grammar and lexis as they read. That is, as they read, they 
meet grammar rules and word forms that are naturally repeated and spaced out in many 
texts and contexts.

We need to note how big reading differs from the traditional grammatical syllabus. If a 
grammatical syllabus is done poorly, we teach one grammar point and move to the next -- 
without spaced repetition and recycling. If we teach the grammatical syllabus well, we do 
spaced repetition and recycling of grammar, but probably not enough for learners to acquire  
the grammatical points through our teaching. Our students will forget unless they have 
spaced and repeated opportunities to comprehend and use the language.
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With big reading, even though we may acquire grammar and lexis through spaced repetition, 
we need to note that this is different than remembering the content of the texts that we read. 
If we want to remember the content of the texts we read, we had better do self-quizzing on 
the material, using productive retrieval (Brown et al., 2014).

However, we are talking about acquiring the intrinsic and underlying "linguistic content" 
of texts -- not the "message content." When we read millions of words, we will experience 
spaced repetition of a broad array of lexical and grammatical items. And our brains may be 
naturally inclined to statistically acquire these linguistic patterns (Seidenberg, 2017). 

On average, learners will tend to incidentally acquire a word when they meet it about 10 
times. According to Waring (2007), if a learner reads 42,665 words, she will likely meet each 
of the top 500 words about 10 times. If she reads 85,329 words, she will likely meet each of 
the top 1000 words 10 times, and if she reads 231,250 words, she will likely meet each of the 
top 2000 words 10 times. Thus, through a natural kind of spaced repetition, she can acquire 
the top 2000 high frequency vocabulary words. 

The principles of spaced repetition may cease to apply (or work differently for) mid or low 
frequency words because these words are not repeated as often, and the spaces between 
them may be too far apart. However, Elgort and Warren (2015) found that lexically proficient 
learners were better at learning more vocabulary. In other words, there may be a so-called 
"Matthew effect" (Stanovich, 1986) where the lexically rich get lexically richer . Thus, the 
variable richness of a learner's web of vocabulary knowledge may predict how efficiently 
or even quickly she learns new words. That is, the more words a learner knows, the more 
quickly she learns new words, and therefore, with mid or lower frequency words, the reader 
may need to meet them fewer times because of her existing lexical proficiency.  

Besides vocabulary, as we read, we meet a multitude of grammatical rules depending on their 
frequency statistics. With higher frequency grammatical rules, readers may acquire them 
partly through spaced repetition, though perhaps less so with the lower frequency rules. 
Nevertheless, in general we can see that big reading satisfies the criteria of spaced repetition 
of lexical and grammatical items for language acquisition . 

Third, big readers also naturally interleave (IL)  different grammatical rules and word forms 
as they read. Big readers don't drill on the present tense, then the present continuous tense, 
then the present perfect tense, and then all the other tenses and grammar rules in serial 
order. Rather as they read, they meet numerous tenses, rules, words and their morphological 
rules as these structures are mixed and interleaved.
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In theory, then, big reading satisfies three basic principles of learning: spaced repetition 
(SR), receptive retrieval (RR), and interleaving (IL). But the fourth factor, comprehending 
meaningful input (CMI), allows readers to experience these principles in a most meaningful 
way. That is, readers experience SR + RR + IL as they comprehend meaningful and sometimes 
even compelling messages. With big reading, we are not doing dry and abstract language 
study; we are engaging with meaningful messages, which are matched to the level of our 
students, and this is a quintessentially communicative and purposeful activity.

４．Time on Task
Besides the theoretical fits, big reading also satisfies the principle of time on task (TOT). 
Recently, I heard a teacher say, "I don't expect my students to really learn English in my classes. 
They simply do not have enough time to make significant improvements."

This point of view may be true, but I find it to be too pessimistic, especially because of the 
potential of big reading. Nevertheless, it might be helpful to shed light on the issue of TOT by 
comparing native English speakers and EFL learners, specifically in Japan.

Mary is a typical 18-year-old native speaker of English. If we estimate that from birth she has 
experienced 8 hours a day of immersion in English, then at 18, she has over 50,000 hours of 
English immersion. Ken is a typical 18-year-old university student in Japan. From junior high 
school to his first year of college Ken has experienced about 850 classroom hours of English 
instruction. If he did his homework, we could double the number.

The point is this, when he reaches university, Ken hasn't studied English for six years. Rather 
he has studied for 100 real days. Realistically speaking, Ken is doing well with his 100 days of 
English instruction, and we shouldn't expect six years of English ability in those 100 days.

But the challenge is this. How can we increase Ken's time on task? Study or living abroad is 
ideal. But in an EFL setting, big reading gives students the chance to (a) maintain their English 
after they study abroad and to (b) enter an English-speaking world through books and stories 
and thus acquire and maintain English as they do big reading.

５．The Grading of Texts
Thus far, we can see that the theory for language acquisition through big reading is the same 
for both L1 and L2 readers. However, for L2 learners to comprehend input, they need to use 
graded texts. By giving our learners graded texts, we are directly applying Krashen's theory 
of comprehensible input.

When discussing graded texts, we often hear the objection that our students need "authentic 
materials." Waring's (2017) response is helpful. He asks if we would make a beginning 



piano student try to learn Rachmaninoff's most difficult piano concerto or if we would ask a 
4-year-old to read Harry Potter.

That is, just as native speakers read books at appropriate levels, so should second language 
learners. Moreover, we can also challenge the idea of "authentic texts." Though EFL learners 
use texts that are graded and simplified, these texts still convey authentic meaning. They 
tell authentic facts and stories, so in significant ways, graded texts are also authentic texts .

When we grade texts, we can control for vocabulary, grammar, and readability. If we are 
simplifying a text, we replace the low or middle frequency vocabulary words with high 
frequency words. Because the top 2000 words of English cover 80% of English texts, we can 
assume that our learners need to learn these words first. In a natural English speaking 
environment, we can assume that learners will generally acquire these top 2000 words first 
because they would meet them 80% of the time. But if we create an artificial environment 
where learners learn middle or low frequency words first, then they will have systematic 
gaps in their most basic and important vocabulary knowledge. 

However, when we grade texts, we replace the words that students need to learn later 
with the words they need to learn first. Fortunately, for grading texts, we have excellent 
vocabulary profiling software, the most popular of which we can find at <www.lextutor.ca/
vp/comp/>. The basic steps for profiling the vocabulary of a text are as follows:

1. Paste the text into the profiling form. 
2. Click the Submit Window button.
3. View the vocabulary profile of the text. 
4. To remove proper nouns and names, click on the words that are red; then click 

RE-VP to profile the text again.  

Let's compare an unsimplified and a simplified text. The story is a public domain text by 
James Baldwin entitled the "King and Carl." It's a children's story, so the unsimplified 
version is easy. Eighty-nine percent of the words are in the top 1000 words of English. These 
are the blue words in the text, (see the presentation slide) and around 96% of the words are 
in the top 2000 words of English. These are the green words. As a reference, when we look 
at a typical text written for adult native speakers, we will see that 80% of the words are in 
the top 2000, so this text is 16% "easier" than a typical text for adult native speakers.

However, in the simplified version, we see that 95% of the words are in the top 1000, and 
almost 100% of the words are in the top 2000. If our students know all  the words in the 
simplified text, then we can use it for fluency development, such as speed reading, because 
we cannot practice speed reading when we must deal with many unknown words. If our 
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students know about 98% of the words, then they will likely be able to guess unknown 
words from context, and thus the text would be at the right level for extensive reading. 

In short, there are three key points regarding the profiling of texts for language learners. 
First, when we profile a text, we get an objective measure of its lexical difficulty, and 
thus, we can see if the text is appropriate for the level of our students. Second, even if we 
do not simplify the text, the profile shows us which words might be difficult for students 
and which words we might pre-teach (though we don’t want to get bogged down in a long 
and ineffective pre-teaching session). Third, the profiling software helps us simplify texts. 
Depending on our target level, we can exchange out mid or low frequency vocabulary with 
the high frequency words our students need first. Thus, profiling texts helps us apply the 
comprehension hypothesis when we prepare texts for our students. Profiling grammar is 
more difficult than profiling for vocabulary. When we profile for grammatical frequency, we 
must manually check each sentence for its grammatical constructions and then compare 
the grammar with a scale, such as the common European Framework. We can more quickly 
check for grammar by using a readability profiler, such as the Flesch-Kincaid, which is 
a part of the spell-checker in Microsoft Word. Thus, as we increase the readability, we 
will probably use shorter words and sentences, which will help us to naturally simplify 
grammar.

６．Conclusions
I teach English to Japanese undergraduate students. Today my students face an 
increasingly globalized job market, where knowing English can benefit them greatly. 
However, even if they spend a semester or year abroad, they will need to continue to 
maintain and grow their English ability upon returning to Japan.

Big reading provides an easily accessible English environment that learners can carry 
in their pockets or backpacks. And, as mentioned above, big reading brings more than 
linguistic benefits. It can also benefit their socio-intelligence, for we know that reading 
fiction benefits empathy and emotional intelligence (Mar et al., 2009), and that reading, in 
general, makes us smarter (Cunningham & Stanovich, 2003).

But here is the main problem. We talk about doing extensive reading (ER), but often our 
students really don’t do it. That is, most learners in ER programs never even cross the "big 
reading" 300,000-word threshold. And some researchers (Carney, 2016 and Storey, et al., 
2005) claim that ER doesn’t help students increase scores on standardized tests like the 
TOEIC, but these researchers fail to emphasize that subjects in their studies did not read 
extensively  (i.e., read over 300,000 words). 
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Therefore, I would like to propose that we change our terms and our educational culture. 
For example, when learners follow the principles of ER, maybe we can say that they are 
attempting  extensive reading. But when they have crossed the threshold of 300,000 words, 
then we can say that they have "read big."

Regarding educational culture, I would like to propose that universities and university 
departments set big reading goals. For example, "during the first two years of life at 
university, students will read at least 1,000,000 words in English."  Along with these goals, 
I also suggest that universities and researchers in Japan do large scale extensive reading 
studies that involve hundreds (or even thousands) of subjects who have read millions of 
words. 

Reading a million words in 2 years is a challenging goal for university students in Japan, 
but it is also a reasonable goal. At least it is doable and realistic. Even if a reader reads at 
the relatively slow rate of 125 words per minute, in 2 years, she can read a million words in 
11 minutes per day of reading. 

However, to help our students reach this goal, we will also need to work on other goals: (1) 
attain consensus among educators and administrators about L1 and L2 reading goals and 
benefits; (2) systematically promote the holistic benefits of both L1 and L2 reading on our 
campuses; and (3) to help them succeed, we may need to teach students the evidence-based 
psychological principles such as the "growth mind-set" (Dweck, 2007) and "grit" (Duckworth, 
2016). 

If we teach this positive psychology as an integral part of a "one-million-word challenge," it 
may also benefit our students in other ways, both personally and academically. And as many 
students meet the challenge, in their 3rd and 4th years, they can serve as role-models and 
student assistants, supporting new students and recommending texts, stories, and books to 
them. 

All in all, this proposal fits our broader needs. We need to revive reading in our universities, 
not just for language education -- but for lifelong learning . If our students do not become 
big readers, they risk being linguistically, intellectually, and economically devoured by the 
competition. But if we create an educational culture where our students read big, (at least 
1 million words for English L2 readers and a bounty of great books for L1 readers), then we 
will better fulfill our calling to help these young people thrive in the world today.
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英文メディアの同格表現にみる制限用法関係代名詞that/which の選択要因について 1

小　西　和　久
（早稲田大学）

１．はじめに

　英米の一流ニュースメディアの stylebook には、所謂 that/which rule が例外なく記載されて

いる。stylebook とはニュース原稿の作成にあたり、記者や編集者が従うべき語法などのルール

を記したマニュアルである。多くのジャーナリストが利用すると言われるThe Associated 
Press Stylebook 2015 and Briefing on Media Law（以下、AP Stylebook）には、本ルールは

次のように解説されている。

Use that  and which  in referring to inanimate objects and to animals without a name. 
Use that  for essential clauses, important to the meaning of a sentence, and without 
commas: I remember the day that2 we met. Use which  for nonessential clauses, where 
the pronoun is less necessary, and use commas: The team, which finished last a year 
ago, is in first place .3 

　先行詞が人や、名前が付けられた動物以外の場合には、関係代名詞制限節ではthat を、非制

限節では「カンマ＋which」を用いるというルールである。では、なぜ that/which rule が重視

されるのであろうか。この点に関しては、拙稿「英文メディアにみる exceptional which に関す

る一考察」でBanks which offer investment counseling are another possible source of help . と
いう文を一例として説明したが 4、「投資相談は銀行業務の一部」との印象を持つ人がこの文を読

むと、このwhich は非制限用法であるべきで、カンマを打ち忘れたものと疑う可能性が高い。

あるいは、人によっては「投資相談を提供しない銀行もあり得るので、which は『投資相談をす

る銀行』に限定するための制限用法」と見なすかも知れない。こうした混乱を避けるために、制

限用法ではthat、非制限用法では「カンマ＋which」を用いることをルール化して記者や編集

者が共有すれば、上記のような文に出くわした場合には、即座に「カンマの打ち忘れ」と判断す

ることが可能となる。また、that が使われている場合には、迷わずに「投資相談を提供しない

銀行も存在する」と判断することが可能となる。英米の一流メディアが、数多くのニュースを日々、

作成し報道する際に、that/which rule を重視する所以と言えよう。

しかし、これらのメディアは時折、that/which rule を破り、制限節でwhich を用いることが

ある。例えば、Longman Grammar of Spoken and Written English はメディアが報じるニュー

スにおいて制限用法の that とwhich が用いられる頻度をLongman Spoken and Written 
English Corpus のデータをもとに示しているが、比率を計算すると米国メディアの場合には

that が 81％、which が 19％、英国メディアの場合にはそれぞれ 46％、54％となる 5。但し、

英米の一流紙のみを対象とした場合、筆者の印象では両者ともに使用頻度は that がwhich を
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大幅に上回る一方、which の使用頻度は英国の一流紙が米国の一流紙を遥かに上回るが、

Longman のデータが示すよりは大幅に低いように思われる。因みに、2017 年 1 月 7 日号の

The Economist で用いられている制限用法の that とwhich の数は、前者が 214、後者が 24 で、

that の比率が 90％、which が 10％となる。

何れにせよ、メディアにとってのバイブルとも呼ばれる stylebook に記されたルールを、何

らかの理由で例外的に破らざるをえないと記者や編集者が判断する場合があることになり 6、そ

の一例が「同格表現」である。例えば、英国のThe Economist は以下の用例1 では that、用例

2 ではwhich、米国のThe Wall Street Journal は用例3 では that、用例4 ではwhich を用いて

いる。一方、同格表現中の制限節でwhich を使うことがジャーナリズムに特有な現象かどうか

を確認するために、Mark Twain のThe Adventures of Tom Sawyer をみると用例5 では that、
用例6 ではwhich が選択されている「（用例1 ～ 6 の下線は筆者）」。同書に見られる Twain の

関係代名詞 that/which の使用頻度をざっと数えてみると、that  が制限用法で用いられている

例が 187 に対して、前置詞を伴わないwhich  が制限用法で用いられている例が 37 で、比率で

示すとそれぞれ 83％、17％となり、that/which rule を基本的に遵守していることが分かる。

　

用例1： And, critically, online courses are significantly cheaper than the in-person kind. 
Many are offered free, though providers sometimes charge to certify exam results. Fees at 
Minerva Schools, an online institution that aims for top-notch students, are half of those at 
Ivy League universities.
(The Economist )

用例2： All this helps to explain concerns over the use of face-recognition software by the
likes of Google and Facebook, which have been acquiring firms that specialise in that
technology, or licensing software from them. (Google recently snapped up Pittsburgh Pattern 
Recognition, the firm which owns the programme the researchers used for their tests.)　　

(The Economist )

用例3： Frequent fliers, many of whom are traveling on business, generate about half of 
United’s revenue. United reported strong profit in the first quarter, a period that ended 
before Dr. Dao’s forced removal from the flight. Mr. Kirby previously said it is too early for 
United to say whether furor over the mistreated passenger has hurt bookings. 
(The Wall Street Journal ) 

用例4： The new study, requested by G-20 leaders last November, fingers biofuel subsidies 
as among the leading causes of agricultural price shocks. According to the report, “between 
2000 and 2009, global output of bio-ethanol quadrupled and production of biodiesel 
increased tenfold,” a spike which “has been largely driven by government support policies.”
(The Wall Street Journal ) 
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用例 5： So he got into the shoes snarling. Mary was soon ready, and the three children set 
out for Sunday-school — a place that Tom hated with his whole heart; but Sid and Mary
were fond of it.
(The Adventures of Tom Sawyer )

用例 6：After the hymn had been sung, the Rev Mr Sprague turned himself into a bulletin 
board and read off ‘notices’ of meetings and societies and things till it seemed that the list 
would stretch out to the crack of doom — a queer custom which is still kept up in America, 
even in cities, away here in this age of abundant newspapers. Often, the less there is to 
justify a traditional custom, the harder it is to get rid of it. 
(The Adventures of Tom Sawyer )

念のためにThe Economist の stylebook を確認すると、Which  informs, that  defines. This 
is the house that Jack built . But This house, which Jack built, is now falling down.7 と that/
which rule が簡潔に解説されている。また、The Wall Street Journal  の stylebook には次の記

載がある。

　　That  is preferred in introducing essential clauses: The company that publishes The 
Wall Street Journal is Dow Jones & Co.  Which  is preferred in introducing nonessential 
clauses: Dow Jones & Co., which publishes The Wall Street Journal, is based in New 
York.  Such a nonessential clause, between the commas, can be discarded without 
changing the meaning of the sentence.8

つまり、用例1、3、5 では that/which rule は守られているが、用例2、４、6 では破られてい

ることになる。何が要因となって同格表現中でthat/which の選択がなされているのであろうか。

本稿では、この点に焦点を当てて検討したい。

２．用例1 ～ 6 に見る同格表現の構造上の特徴

　例えば、用例1 を見てみると、Pittsburgh Pattern Recognition と the firm  がカンマを挟ん

で同格関係にあり、後者を関係代名詞節which  owns the programme the researchers used for 
their tests  が修飾している。この観点から用例1 ～ 6 の構造を整理すると次のようになろう。

 
　　　　名詞（相当語句）　　　句読点　　   　名詞（相当語句）　　　関係代名詞節

（用例1）　 ＜名 詞＞　＋   ＜カ ン マ＞　 ＋　　＜名 詞 　＋ 制限節・主格の that ＞

（用例2）　 ＜名 詞＞　＋   ＜カ ン マ＞　 ＋　　＜名 詞 　＋ 制限節・主格のwhich ＞

（用例3）　 ＜名 詞＞　＋   ＜カ ン マ＞　 ＋　　＜名 詞 　＋ 制限節・主格の that ＞

（用例4）　 ＜ 文 ＞　＋   ＜カ ン マ＞ 　＋　　＜名 詞 　＋ 制限節・主格のwhich ＞

（用例5）　 ＜名 詞＞　＋   ＜ダッシュ＞ 　＋　　＜名 詞 　＋ 制限節・目的格の that ＞

（用例6）　 ＜ 文 ＞　＋   ＜ダッシュ＞　 ＋　　＜名 詞　 ＋ 制限節・主格のwhich ＞
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本稿で考察する同格表現は上記あるいはそれと類似の構造を持つが、同格とはどのような概念

であろうか。『英文法解説』には「名詞（相当語句）を他の名詞（相当語句）と並べて説明を加

える時、その 2 つの名詞が互いに同格 (apposition) 関係にある」9 と解説されている。そして、

次のような同格の形態が例文と共に示されている 10。

　(1) 名詞と名詞　間にコンマを入れることが多い。

The color white  is a symbol of purity.
Mr. Cook, our mathematics teacher , never smiles.
……………………………

　(2) 名詞と名詞節　名詞節は主として that- 節である。

The fact that her fever is going down  is a hopeful sign that she is getting better .
I insisted upon an answer to my question whether the room could be rented or not .
…………………………….

　(3) 文と名詞　文が先行する例もあり、名詞が先行する例もある。

The summer continued hot and dry , a condition which gave rise to the danger of forest fires.
I find only one thing wrong with Carl: he isn’t very generous .
……………………………..

上記 (1) の The color white は The color をwhite が制限する「制限用法の同格表現」、Mr. 
Cook, our mathematics teacher , … は Mr. Cook をカンマの後にour mathematics teacher が

補足する「非制限用法の同格表現」となっている。(2) の第 1 例は、名詞 The fact を名詞節

that her fever is going down が制限する「制限用法の同格表現」、(3) の第 1 例は、The 
summer continued hot and dry という文にカンマを挟んで a condition を付記した「非制限用

法の同格表現」となっている。 
つまり、用例1 ～ 6 の共通点は「非制限用法の同格表現」で、1 つ目の名詞（相当語句）（以下、

「先行名詞表現」）と 2 つ目の名詞（相当語句）（以下、「後続名詞表現」）が句読点（カンマやダッ

シュ）を介して並立し、後続名詞表現を制限節の関係代名詞が修飾するという構造を持っている。

しかし、このような後続名詞表現を修飾する制限用法の関係代名詞として、that とwhich はど

のような基準のもとに選択されているのだろうか。The Economist もThe Wall Street Journal
も that/which rule の遵守を謳っている以上、これを破る場合には何らかの理由がある筈である。

また、Mark Twain も前述のように、基本的には that/which rule を遵守しているように思われ

るため、何らかの理由があって、制限節でwhich を用いていると推測される。（上記 (3) の 1 番

目の例文では後続名詞表現が制限用法の関係代名詞which を伴うが、なぜwhich が用いられた

のかについての解説はない。）

　用例1 ～ 6 のような同格表現中で用いられている that/which の選択要因に関して参考になる

文法や語法関連の文献はないのだろうか。手元にある英米の一流メディア 8 社の stylebook で

同格に触れているのはThe New York Times Manual of Style and Usage のみで、次のような

一般的な解説しかなされていない。
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apposition is a useful device in which one word or phrase is placed beside another, to 
define or explain it. In the sentence Her husband, Chris, was late ; the first term (her 
husband ) is explained by the second (Chris ).11

本稿で検討対象にしているのは、後続名詞表現を先行詞とする制限用法の関係代名詞であり、用

例1 ～ 6 に見られるような「同格表現」で、後続名詞表現が制限節の関係代名詞を伴う場合に、

どのような基準で that あるいはwhich が選択されるのか、という疑問を解く手掛かりとなる視

点は提供されていないように思われる。

３．用例1 ～ 6 における that/which の選択要因：「不可欠」な情報と「補足的」な情報

　本稿の検討対象である同格表現は、先行名詞表現と後続名詞表現の間に句読点が介在する非制

限用法の同格 (nonrestrictive apposition) である。しかし、用例1 ～ 6 を繰り返し読み返してみ

ると、後続名詞表現は、that が使われている場合には、当該文あるいはその周辺の文の内容を

理解するために「不可欠」(essential) な情報が関係代名詞節で提供されているような印象を受け

る。一方、which が使われている場合には、それが関係代名詞制限節であるにも拘わらず、大方

の場合に、あたかも非制限節であるかのように「補足的」(nonessential) な情報を提供している

ような印象を受ける。これらの観点から用例1 ～ 6 を検討してみたい（下線や太字は筆者）。

用例1：And, critically, online courses are significantly cheaper than the in-person kind. Many 
are offered free, though providers sometimes charge to certify exam results. Fees at Minerva 
Schools, an online institution that aims for top-notch students, are half of those at Ivy League 
universities. A new online master’s degree in computing at Georgia Tech costs just $7,000, 
compared with $25,000 for the on-campus alternative.

Minerva の授業料がhalf of those at Ivy League universities であることの意味合いを適切に

理解するには、Minerva が top-notch students を対象にしたonline institution であることは

不可欠な情報と言えよう。

用例2： All this helps to explain concerns over the use of face-recognition software by the 
likes of Google and Facebook, which have been acquiring firms that specialise in that 
technology, or licensing software from them. (Google recently snapped up Pittsburgh Pattern 
Recognition, the firm which owns the programme the researchers used for their tests.)

All this は、「顔認識ソフト」を用いると、例えば、SNS などのインターネット上のサイトに載っ

ている顔写真や氏名などの個人情報と、街頭などを歩いているその個人の顔の画像を、即座に高

い精度でマッチングできることを指している。後続名詞表現の the firm which  owns the 
programme the researchers used for their tests は前文にあるfirms that specialize in that 
technology と類似の情報を伝えており、不可欠な情報とは言い難い。では、下線部をなぜ

“Pittsburgh Pattern Recognition, which owns the programme the researchers used for their 
tests” と補足情報を伝える関係代名詞非制限用法を用いて書かなかったのであろうか。前文に



acquiring firms that specialise in that technology, or licensing software from them とあり、

Pittsburgh Pattern Recognition が会社名なのか、ソフト名なのかが明確ではないために、the 
firm を挿入したと考えられないだろうか。“This software owns a built-in player so you can 
preview the original DVD and output video.” のように “software” が動詞 “own” を伴う用例は

複数見られる。

用例3： Frequent fliers, many of whom are traveling on business, generate about half of 
United’s revenue. United reported strong profit in the first quarter, a period that ended 
before Dr. Dao’s forced removal from the flight. Mr. Kirby previously said it is too early for 
United to say whether furor over the mistreated passenger has hurt bookings. 

本記事は 2017 年 4 月に、米ユナイテッド航空が「オーバーブッキング」を解決するために、

座席を譲ることを拒否した乗客 (Dr. Dao ) を機内から無理やり引きずり下ろした事件を報じて

いる。ユナイテッドは 2017 年第 1 四半期の利益は好調であったが、同社社長の Kirby 氏は事

件が起こった第 2 四半期以降の予約にどのような影響を受けるかはこの報道時点では不明とし

ている。従って、第 1 四半期がa period that ended before Dr. Dao’s forced removal from the 
flight であったことは不可欠な情報と言えよう。

用例4： The new study, requested by G-20 leaders last November, fingers biofuel subsidies 
as among the leading causes of agricultural price shocks. According to the report, “between 
2000 and 2009, global output of bio-ethanol quadrupled and production of biodiesel 
increased tenfold,” a spike which “has been largely driven by government support policies.” 

a spike which “has been largely driven by government support policies . はその前文のThe 
new study … fingers biofuel subsidies as among the leading causes of agricultural price 
shocks . と同様の内容であり、補足的情報と言えよう。又、a spike 以下は ”between 2000 and 
2009, global output of bio-ethanol quadrupled and production of biodiesel increased tenfold,” 
which “has been largely driven by government support policies.” と補足的な情報を付加する

非制限用法which を用いて書き換えることも可能であろう。しかし、その場合、先行詞が

global output of bioethanol なのか、production of biodiesel なのか、あるいは前文全体なのか

が曖昧になるという問題点が発生するように思われ、先行詞の明確化のためにa spike を挿入

したのではなかろうか。

用例5： So he got into the shoes snarling. Mary was soon ready, and the three children set 
out for Sunday-school—a place that Tom hated with his whole heart; but Sid and Mary were 
fond of it.
後続名詞表現にある「トムが心底（日曜学校）を嫌っていた」という情報なしには、彼が靴を

履きながらなぜ「うめき声を発した」のかが理解できぬため、不可欠な情報と言えよう。
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用例 6：After the hymn had been sung, the Rev Mr Sprague turned himself into a bulletin 
board and read off ‘notices’ of meetings and societies and things till it seemed that the list 
would stretch out to the crack of doom—a queer custom which is still kept up in America, 
even in cities, away here in this age of abundant newspapers. Often, the less there is to 
justify a traditional custom, the harder it is to get rid of it. 

後続名詞表現にある「新聞が難なく読めるこの時代に、米国では都市にも依然として残る奇妙

な慣習」は、その後の「しばしば、慣習というのは、正当化する理由がなければないほど、廃

止することが難しい」と密接な関係にあり、不可欠な情報を提供しているように思われる。従っ

て、本来は that が用いられるべき箇所と思われる。しかし、この関係代名詞節は二つの副詞句

を含んでおり、それらがカンマで区切られるという複雑な構造となっている。拙著「英文メディ

アにみる exceptional which に関する一考察」で考察したように、that/which rule が遵守され

ている場合でも、関係代名詞制限節が長く複雑な構造の場合には、that よりも「重く」、その

結果、pause を生み出しうるwhich が用いられる傾向が有り 12、それが理由となって本用例で

は that に代えてwhich が用いられていると言えないだろうか。The Adventures of Tom 
Sawyer を参照すると、Mark Twain は次の文章でもwhich を用いており、長く複雑な関係代

名詞節がその原因と推察される。

(a) In a safe place Tom examined two large needles which were thrust into the lapels of his 
jacket—and had thread bound about them—one needle carried white thread and the other 
black.
(b) Tom presented himself before Aunt Polly, who was sitting by an open window in a 
pleasant rearward apartment which was bed-room, breakfast-room, dining-room, and 
library combined.
　上記の用例1、3、5 の後続名詞表現は関係代名詞制限用法の that を伴っているが、1 におい

ては当該文にとって「不可欠な情報」、3 においては当該文の次の文を理解する上で「不可欠な

情報」、5 においては当該文の前の文を理解する上で「不可欠な情報」を提供しているように思

われる。用例2、4、6 においては、後続名詞表現が関係代名詞制限用法のwhich を伴っている。

それぞれの関係代名詞節が提供する情報は 2 と 4 では当該の文にとって「補足的な情報」とい

うのが筆者の印象である。一方、用例6 では前述のように、当該文とその後に続く文を理解す

る上で「不可欠な情報」だが、関係代名詞節の構造上の要因で that に代えてwhich が使われ

ていると思われる。

４．更なる用例の検討

前項用例6 に見られるように関係代名詞制限節が長く複雑な構造の場合やその他の特殊要因

がある場合を除き、① 後続名詞表現が伴う関係代名詞節が「不可欠な情報」を提供する場合に

は that  が用いられ、② 後続名詞表現が伴う関係代名詞節が「補足的情報」を提供する場合に

はwhich が用いられるという解釈が他用例にも適用可能かどうか、次のthat が使われている 5
例とwhich が使われている 5 例を交互に検討してみたい。（下線と太字は筆者）。
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用例7：”From the collapse of the Republican plan to repeal and replace Obamacare, 
something that Trump said he would do on day one, to the explosive FBI announcement that 
there’s an ongoing investigation into possible links between Russia and the Trump campaign, 
the common thread here is a White House with a credibility problem,” Stelter said.
(CNN )

オバマケア（医療保険制度改革法）改廃法案に関して、後続名詞表現にある「トランプ政権が

優先的に取り組む事項」と公約していたことは、その法案撤回が同政権のcredibility problem
となる根拠の一部を示しているので、不可欠な情報と思われる。

用例8：This can be less distracting because the driver does not need to adjust visual focus 
when looking between the road and a screen, says Sachin Lawande, a technologist at 
Harman, an American company which makes audio equipment for homes and cars. Such 
displays can also respond to gestures, like a wave of the hand, to silence a call instead of 
looking down for a button.
(The Economist )
       
Harman がaudio equipment for homes and cars のメーカーであることは、前後関係から判断

して補足的情報と言えよう。

用例9：As the couriers carry their bundles around Buenos Aires, they pass grand buildings like 
the Teatro Colón, an opera house that opened in 1908, and the Retiro railway station, completed 
in 1915. These are emblems of Argentina’s Belle Époque, the period before the outbreak of the 
first world war when the country could claim to be the world’s true land of opportunity.
(The Economist )

that opened in 1908 はan opera house が第一次世界大戦前のBelle Époque（「ベル・エポッ

ク時代」）の象徴の 1 つであることを示す不可欠な情報と言えよう。

用例10：Meanwhile, overnight interest-rate swaps―derivatives which mostly capture 
expectations of monetary policy—are pricing in 0.65 percentage point of cuts to the policy 
interest rate within the next six months, according to Nomura’s Vivek Rajpal.
(The Wall Street Journal )

後続名詞表現が伴う関係代名詞節は「翌日物金利スワップ」(overnight interest-rate swaps）は、

「政策金利が 0.65 ポイント引き下げられるという予測を織り込んでいる」（pricing in 0.65 
percentage point of cuts to the policy interest rate）背景を、「主に金融政策に対する市場の期

待感を反映する」(mostly capture expectations of monetary policy ) という情報を提供すること

で説明しており、不可欠な情報と思われる。この記事は 2014 年 11 月 19 日に報じられたが、3
日後の 11 月 22 日にはThe Australian に掲載されており、その際にはwhich は that に書き換
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えられている。従って、用例10 は関係代名詞 that を伴う用例と見なすべきと思われる。

用例11： The CSI300, an index of the biggest mainland stocks, has more than doubled over 
the past year. That looks positively anaemic compared with ChiNext, a market for Chinese 
startups which has tripled in 12 months; let alone with shares in Qtone, an online-education 
company that gained almost 1,300% between its listing early in 2014 and the middle of this 
month. Its own directors have warned investors to be wary of “ignorant hype”.
(The Economist ) 
            
過去 12 か月に 2 倍超の伸びを見せたCSI300 株価指数をpositively anaemic（良い意味で停滞

気味）とする根拠が、過去 12 か月で 3 倍となったChiNext（以下、この部分の同格表現は用

例11-1 と呼ぶ）と、2014 年初めの上場以来 1300％近い急騰を見せているQtone 社の株式（以下、

この部分の同格表現は用例11-2 と呼ぶ）となっているので、両者共に不可欠な情報と言えよう。

しかし、that を用いると同一文中に That looks positively anaemic compared with ChiNext, a 
market for Chinese startups  that has tripled in 12 months と品詞が異なる that が混在するこ

とになるため、後者をwhich の代えたのではなかろうか。この種の用法は数多く見られ、

Jacques Barzun は著書Simple and Direct でI do not like to put close together two that’s of 
different kinds  ….13 と述べている。

用例12：Father Boyle hired Frank to work at a bakery he had set up to provide jobs to 
people trying to go straight. He also found a doctor to help remove his act of nihilistic 
rebellion from his face. The bakery was the first business in what is now Homeboy 
Industries, a non-profit which has since grown to be America’s largest gang-rehabilitation 
centre, offering employment and other services to hundreds of former gang members. Its 
free tattoo-removal service has become the organisation’s biggest claim to fame.
(The Economist )
            　
Homeboy Industries は多数の元暴力団員への雇用の提供など様々な活動をする米国最大の暴力

団更生施設であることは、このニュースでは不可欠な情報と言えよう。同施設が入れ墨を消す

サービスを元暴力団員に無料で行い、名声を得る最大の理由となっているとの説明の全体像を

理解するには、後続名詞表現に続く関係代名詞節が不可欠な情報を提供していると言えよう。

従って、本来は that が適切だが、関係代名詞節がoffering 以下の分詞構文を伴っており長く複

雑な構文であるため、which が選択されたものと思われる。例えば、関係代名詞節が分詞構文

を伴う場合にwhich が用いられる傾向は次の用例にも見られる。

The liquid diarrhoea and vomit jetted out by a body infected by the bacterium Vib rio 
cholerae  is a reminder, in extreme form, of the danger lurking in the excrement which 
flows from every human settlement, creating a problem few want to go near .
(The Economist )
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用例13： Enabling the safety tech are cameras, sensors, microprocessors and other hardware 
whose repair costs can be more than five times that of conventional parts. And the 
equipment is often located in bumpers, fenders and external mirrors—the very spots that 
tend to get hit in a crash. Insurance companies, unwilling to shoulder all the pain, are 
passing some of the cost off to buyers.
(Wall Street Journal )

車の安全対策用ハイテク機器の多くが搭載されているのが、バンパー、フェンダー、外部ミラー

とのことで、that 節に記載されている衝突事故が起きた場合に最も破損しやすいのがこれらの

箇所との指摘は、自動車保険会社が保険料の値上げに動いている背景を理解するには不可欠の

情報と言えよう。

用例14：The irony is that, by withdrawing from the TPP—a trade agreement which, though 
it currently excludes China, might one day have constrained its ability to pollute and 
subsidise state-owned enterprises—Mr Trump has immediately turned his back on the most 
promising way to change the economy he seems most worried about. If he really wanted to 
shake up the global trade system for the better, Mr Trump would resurrect some of the TPP’s 
provisions and use them as the basis for a grand bargain with China and other countries. 
(The Economist )

後続名詞表現が伴うwhich … might one day have constrained its ability to pollute and subsidise 
state-owned enterprises は 同文中のthe most promising way to change the economy he seems 
most worried about の根拠を説明している。つまり、中国をいずれ TPP に加盟させることで、同

国に環境規制を強化させたり、国営企業への補助金を削減させることが可能になるにも拘わらず、

トランプ大統領が米国としての TPP 不参加を表明したことは、同大統領が最も懸念している中国

経済に対する米国としての牽制力を放棄したことになるとの見方であり、which 以下は不可欠な

情報と言えよう。それにも拘らず、that が使われていない理由は、直後にthough it currently 
excludes China という関係代名詞とその動詞を分離する挿入があるためと思われる。John F. 
Genung は関係代名詞that に関して “That  sound ill when separated from its verb and from its 
antecedents, and emphasized by isolation.”14 と述べている。つまり、本来はthat が使われるべ

き時に、その先行詞と動詞が副詞・副詞句・副詞節などの挿入で引き離される場合には、which
が選択される傾向があることを示唆している。同様の例としては次がある。

A perilous economic existence and a culture which almost indiscriminately holds people 
responsible for their circumstances are toxic for mental well-being.
 (The Economist )

用例15：The oldest European family business, according to Mr O’Hara and Peter Mandel in 
Family Business  magazine (see table), is Château de Goulaine, a vineyard in France’s Loire 
valley that dates from 1000—and also boasts a museum and butterfly farm. Britain’s oldest 
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family business, founded in Huddersfield in 1541, is John Brooke & Sons, a textile-maker 
that helped clothe Britain’s bravest during the battle of Trafalgar and the second world war, 
but has now abandoned manufacturing and turned its mills into a business park.
(The Economist )

ヨーロッパ最古のファミリービジネスを紹介する文章である。フランスではChâteau de 
Goulaine とのことだが、 dates from 1000 を含む関係代名詞節は不可欠な情報を提供している

と言えよう（以下、この箇所は用例15-1 と呼ぶ）。一方、英国ではJohn Brooke & Sons だが、

トラファルガーの海戦や第二次世界大戦の軍服を供給したという事実も不可欠な情報と言えよ

う（以下、この箇所を用例15-2 と呼ぶ）。

用例16： They studied the results of 9,323 MBA interviews conducted by 31 admissions 
officers. The interviewers had rated applicants on a scale of one to five. This scale took 
numerous factors, including communication skills, personal drive, team-working ability and 
personal accomplishments, into consideration. The scores from this rating were then used in 
conjunction with an applicant’s score on the Graduate Management Admission Test, or 
GMAT, a standardised exam which is marked out of 800 points, to make a decision on 
whether to accept him or her.
(The Economist )

この文を、The scores from this rating were then used in conjunction with an applicant’s score 
on the Graduate Management Admission Test, or GMAT, which is marked out of 800 points の
ように a standardized exam を削除して書くと、which の先行詞がthe Graduate Management 
Admission Test なのか、GMAT なのかが構文上、不明確となる。そこで、a standard exam と

いう後続名詞表現を付加情報として添加することで構文上の明確化を図ったのではなかろうか。

一方、which 節の内容は補足的な情報と思われる。

５．同格関係を構成する後続名詞表現中の that/which の使い分けに関する推察

　第 3 項の用例1 ～ 6、第 4 項の用例7 ～ 16 に関する考察は次のように纏めることが出来よう。

(1)  用例1、3、5、7、9、10、11-2、13、15-1、15-2：
後続名詞表現が伴う that に導かれる関係代名詞節は「不可欠な情報」を付加しているよう

に思われる。

(2)  用例2、4、8、16：
後続名詞表現が伴うwhich に導かれる関係代名詞節は「補足的な情報」を付加しているよ

うに思われる。

(3)  用例6、12、11-1、14：
後続名詞表現が伴うwhich に導かれる関係代名詞節は「不可欠な情報」を付加しているよ

うに思われるが、① 関係代名詞節が分詞構文を伴っており、構文全体が長く複雑（用例6、
12）、② 先行・後続同格表現を含む文の中に他品詞の that が混在する（用例11-1）、③ 後続
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同格表現中の制限用法の関係代名詞とその動詞との間に挿入句がある（用例14）、といった

要因で関係代名詞 that に代えてwhich が使われているのではなかろうか。

上記の (1) の用例群で使われている関係代名詞 that 節が「不可欠な情報」を付加している、

上記 (2) の用例群のwhich 節が「補足的な情報」を付加しているという印象が、共に正しいと

しよう。その場合に検討せねばならぬことは、関係代名詞 that とwhich がなぜ同じ「制限用法」

で異なる役割を果たし得るのかという点である。そこで、(1)にある10の用例に見られるthat と、

(2) にある 4 つの用例に見られるwhich は、共に本質的には「カンマが省略された非制限用法」

と見なすことはできないだろうか。非制限用法の関係代名詞の直前にあるべきカンマが、意味

の明確化やカンマの密集を避けるために省略されるという現象は一流紙でも散見される用法で

ある。

先ず、which の場合から検討してみよう。Bruce Ross-Larson は著書Edit Yourself で次のよ

うな解説をしている 15。

Take this fragment as the problem: “The meaning of the sentence, which usually is 
obvious from. . . .” How can you make it clear that the relative clause relates not to 
sentence , which it follows, but to meaning? Here are some solutions.
……………………………………..
Repeat the noun before a relative clause
The meaning of the sentence, which   TRY    The meaning of the sentence, meaning
usually is obvious from. . .              　　　　      which is obvious from. . .
……………………………………..

注目したいのは、先行詞の明確化のためにmeaning を繰り返しているが、元の文にあるwhich
を that には書き換えていないことである。因みに、Ross-Larson は上記の記述に続く箇所で

that-which rule の使用を推奨している。更に、同書中の解説文や自らが作成したと思われる例

文中の 49 か所で制限用法 that を使用しており、制限用法which の使用は見られない。つまり、

(2) の 4 つの用例のwhich は本質的には「カンマが省略された非制限用法」で、補足情報を付

加しているとの印象を受けるのは、このためであると推察することはできないか。

　では、that はどうか。関係代名詞 that の非制限用法は 17 世紀初期までは使われていたが、

17 世紀末には that の関係代名詞としての使用そのものが姿を消し、18 世紀初めに再登場する

が、非制限用法での使用は減少の一途を辿った、との解説が一般的である 16。そして、今日で

は少なくともニュースで目にすることは皆無に等しいと言えよう。こうした中、この「絶滅種」

とも思われる関係代名詞の用例がニュース以外の分野で、次のように時折「目撃」されている。

（太字は筆者）

(a)  Someday, perhaps soon, this store will be gone, and we will be scattered to the four 
winds. In those days, when we have each gone our separate ways, we will look back on 
these times, that seemed so bad, fondly, for we had each other.17
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(b)  So what is the sensational finding? The key point, that all the popular reports missed, is 
that FOXP2 is a transcription factor—in other words it has the potential to affect the 
expression of an unknown, but potentially large number of other genes. No wonder the 
syndrome presents in such a diffuse way.18 

両例にみられる非制限用法の that はどのような意図で使われているのであろうか。(a) は一コ

マ漫画の主人公の発言であるが、作者自身が that を用いた意図を次のように述べている。

　　I write dialog so that it sounds like spoken language if read aloud. The commas are 
there so you know when the character pauses to emphasize words, or what have you.19

つまり、that seems so bad を「強調するために」that の前にカンマを打ったと説明している。(b)
に関しては、言語学者 Geoffrey K. Pullum はこの that は非制限用法の関係代名詞と見なして

おり、「転写因子」(transcription factor) に関する本文章を書いた科学者にどのような意図で

that を用いたのか説明を求め、回答を得ている。

　　I contacted the author of the sentence, Alec MacAndrew, and asked him what sense he 
had in mind when he wrote the article in question. He has kindly confirmed that I 
correctly divined his intention: he did indeed intend the supplementary semantics, 
where the meaning is “The key point—and incidentally, all the popular reports missed 
it—is that FOXP2 is a transcription factor”. 

20

つまり、(b) の that は「非制限用法の that」であると著者 MacAndrew自身が確認している。

また、当該論文には関係代名詞 that が 29 回使用されているが、非制限用法は (b) に見られる

that のみであり、この非制限用法が意識的かつ例外的に用いられていることが明らかである。

では、著者は非制限用法 that を用いて何を表現しようとしたのだろうか。当該論文の結論に含

まれている次の文章が参考になる。

We should beware of popular reports of scientific discoveries: almost all the popular 
reports of FOXP2 claimed that it was the gene for language or even more ludicrously 
the gene for grammar—the truth is more complicated and far more interesting than 
that. There are many popular reports of scientific discoveries which are equally 
sensationalised.21

著者は FOXP2 が転写因子であることに加えて、科学的発見に関する一般紙の報道内容の不正確

さを「強調している」と思われるのである。より広範な用例の検討が必要だが、非制限用法

that には、非制限用法ながら「不可欠な情報」を付加する機能があると言えないだろうか。
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６．おわりに

　上記の考察が当を得ているとすれば、本稿で検討対象とした「先行名詞表現＋句読点＋後続

名詞表現＋ that/which  節」における that/which  は ①本質的には非制限用法である、② that
が使われた場合には「不可欠な情報」を伝達している、③which が使われた場合には「補足的

な情報」が伝達されている、④「真の先行詞」は後続名詞表現ではなく、先行名詞表現である、

⑤後続名詞表現は先行名詞表現に関する様々な付加情報を提供している、と纏めることが出来

よう。しかし、本稿での考察は推測の域を出ず、更に用例を収集して検討を重ねる必要がある。

特に、非制限用法 that の用例収集と分析が重要である。また、後続同格表現でwhich が使わ

れる頻度は英国メディアが米国メディアを上回っているように思われる。この印象が正しいと

すれば、両国のメディアにみられるこの頻度の違いは何を意味するのだろうか。米国メディア

によるwhich の使用が少ないとした場合、どのような構文がそれを補っているのだろうか。また、

非制限用法 that の使用は今日、殆んど目にすることはないが、この用法がかつて伝達していた

意味は今日、どのような構文で表現されているのだろうか。同格表現で用いられるthat がその

役割を担っているのだろうか。併せて、今後の検討課題としたい。

注

1　 本稿は、2017 年 3 月 25 日開催の日本英語コミュニケーション学会関東地区フォーラムに

おける「英文メディアにみる関係代名詞の『仮先行詞』と制限用法 that/which の選択要因につ

いて」と題する発表に基づくものである。
2　 この関係代名詞は関係副詞的に用いられている。
3　 The Associated Press Stylebook 2015 and Briefing on Media Law (2015: 260)
4　 小西和久 (2015: 3-4)
5　 Biber et. al. (1999:616)
6　 本稿の検討でそのいくつかを紹介するが、より詳細に関しては The JASEC Bulletin 第 24
巻「英文メディアにみる exceptional which に関する一考察」、JASEC Bulletin 第 25 巻「関係

代名詞制限節の which について ―Barzun の用法に対する Williams と Bolinger のコメントを

めぐって ―」を参照。
7　 The Economist  Style Guide , 10th ed.(2010: 148)
8　 The Wall Street Journal  Essential Guide to Business Style and Usage  (2002 :230)
9　 江川泰一郎 (1991: 23)
10　 同書 (23-24)
11　 The New York Times Manual of Style and Usage  (1999: 25)
12　 小西和久 (2015: 18-19)
13　 Barzun (1975: 83-84)
14　 Genung (1896: 129)
15　 Ross-Larson (1996: 26)
16　 Webster’s Dictionary of English Language (1989:894-895)
17　 Liberman (http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=3858) 
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18　 Pullum (2005) には “The key point, that all the popular reports missed, is that FOXP2 is a 
transcription factor...” と引用されているが、http://www.evolutionpages.com/FOXP2_language.
htm (accessed November 30, 2017) を参照し、省略部ならびに前後の文章を引用した。
19　 Liberman (ibid.) 
20　 Pullum (ibid.) 
21　 MacAndrew (http://www.evolutionpages.com/FOXP2_language.htm)
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ミスリードと語用論

〜発話解釈にかかるデフォールトの手続きを考える〜

山　本　英　一
（関西大学）

０．はじめに

　本論では、騙しの談話（Deceptive discourse）に着目し、ウソ（Lies）との比較における

騙し（Deception）、ならびにその一種ともいえるミスリード（Mislead）を含む発話の意図と

解釈の仕組みを考えることにより、以下の４点、すなわち、(1) これまでの語用論の枠組みで

は（Grice 流の語用論でも関連性理論でも）処理できないこととその理由、(2) 私たちの（いわ

ば）常識（あるいは百科全書的知識）にもとづく、デフォールトで起動する手続きと前提が関

わっていること、(3) 擬似推意ともいえる推論が関わっていること、 (4) ミスリードの説明には、

Grice 流の協調の原理にもとづく、より精緻な説明が有効であること、を明らかにする。

１．ウソと騙し

　そもそも「ウソ」とは何か。そして「騙し」とどう違うのだろうか。「プロトタイプ」（Prototype）
の概念に基づき、「ウソ」を分析した Coleman & Kay (1981) では、ウソの３要素として、a. 
Falsity of belief（その内容を信じていないこと）、b. Intended Deception（相手を騙すことを

意図していること）、c. Factual Falsity（事実に反すること）をあげている。たとえば、実際に

盗みをはたらいた太郎が、人に問われて、

(1)　ボクは盗んでいない

と言ったならば、「自分が盗んでいないとは思っていない（a）」、「相手を騙そうとしている（b）」、
そして「実際に盗んだ事実に反している（c）」の三拍子揃っているがゆえに、正真正銘の（つ

まり典型的な（Prototypical））ウソということになる。一方、招かれたパーティが期待外れだっ

たときに、ホストに向かって、

(2)　すばらしいパーティでしたね

と言った場合、「相手を騙そうとしてはいない（≠b）」けれども、他の２つの要素（a.+ c.）は含

んでいるので、これもウソになる。いわゆる、「罪のないウソ」(White lie) と称せられるもので

ある。

　Coleman & Kay (1981) の論点は、私たちの直感では、ウソを構成する３つの要素の重みづ

けとして、 a. → b. → c. と考えがちだが、論理的包含関係を考えると、実は c. → a. → b.、すな

わち「事実に反すること」に最も重みがあり、それは「その内容を信じていないこと」を論理

論文
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的に含意し（entail）、さらに「相手を騙そうとしていること」を論理的に含意する（entail）
という点である。１

　これを、わかりやすく図示すると、次のようになる。

　たとえば、Mearshmeimer (2011:9) は、「ウソは明らかに騙しの一種ではあるが、必ずしも

すべての騙しがウソとは限らない」と指摘する。そうだとすると、「騙し」は「ウソ」を包含す

る上位概念と考えられ、両者の関係は図２のようになる。２

　これに、図１に示された Coleman & Kay (1981) による論理的含意関係を重ねてみよう。そ

の関係は、図２の「ウソ」に適用されることになるが、上位概念としての「騙し」は「ウソ」

の要素を（典型的には）取り込みながらも、それに当てはまらない、もっと多様な不誠実行為・

発話を包含することが予想される。「騙し」の研究が多岐に及ぶのは、そのためであって、たと

えば、Galasinski (2000:37) は「騙し」にも３つのサブタイプ、すなわち「偽造」（Falsificaiton）、
「歪曲」（Distortion）、「文脈からの取り出し」（Taking words out of context）があると考える。

次の (3) は、「文脈からの取り出し」の例である。

(3)　A: Do you agree that if the country adopts the single currency, it must inevitably lead 
to a federal Europe dominated by Germany with Parliament’s power being reduced to a 
parish council?
B: If we have a single currency, that gentleman (=A) over there is dead right.

少々読み取りにくいが、A は「単一通貨になった場合、議会の権限が殺がれることになるとい
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う考えにあなたは賛成か否か」と尋ねただけにもかかわらず、「そのように考える A さんは正

しい」と決めつけてしまっている。要するに、議論が「すり替え」られている。こうなると、

談話に用いられた言語形式（Do you agree. . ./ If . . .）に紛れ込んでしまい、「事実に反すること」、

「その内容を信じていないこと」、「相手を騙そうとしていること」の３要素の区別が判然としな

くなる、言い換えれば巧みにカモフラージュされてしまう。確かに、聞き手（を含む周囲）を

幻惑するという意味で、これも「騙し」の事例と考えて差し支えないだろう。ここでは、「ウソ」

を包括する「騙し」が多様であることを、まずはおさえておきたい。

２．半端な「真」とミスリード

　こういった「騙し」の多様性を網羅的に扱うことは紙面的にも叶わぬため、本論では、発話

者本人は正確な文脈（背景知識）に照らし合わせると「偽」である（ことを知っている）が、

文脈（背景知識）を外すと「真」になり得るがゆえに、文脈を共有しない聞き手にとっては「真」

に思える陳述に、まず注目したい。たとえば、次のようなやり取りを考えてみよう。

(4)　A（学部長）：（学部としては）もっと留学生を取りたいのだけど。

B（学長）：（制度上も人的資源的にも無理とわかっていて）できるものなら、やってみたら。

文脈を考慮に入れた場合、学長 (B) の発言は、学部長 (A) の問いに対する否定的見解に他なら

ない。しかし、このやり取りを教授会のメンバーに、

A（学部長）: 学長からもっと留学生を取るように言われました。

と学部長が報告したらどうなるだろう。否定的な文脈を知る由もない教授会メンバーは、学長

が肯定的な見解を述べたと受け止めるだろう。もちろん、学部長は、自分の報告が正確な意味

では「偽」であることを知っているのだが、学長の言葉尻だけとらえるなら「真」でもあり、

また文脈を共有しない聞き手にとっては「真」にしかなり得ないことを十分に心得て（その解

釈へと誘導して）いる。要するに、情報としては正確には「偽」ではあるが、「真」にもなり得

る局面だけを切り取って提示し、聞き手を間違った結論へと導いているのである。

　仮に Bok (1978:14-15)　の定義にしたがうとすれば、まさに「自分が（真と）信じていない

ことを他人に信じ込ませる行為」であるがゆえに、これは「騙し」であり、さらに、それを言

語化しているがゆえに「ウソ」ということになる。ただ、ウソという言葉は強すぎるかも知れ

ない。「やってみたら」という言葉に学長の懐疑的姿勢が込められているという文脈を外してし

まうと、同じ発話も確かに「奨励」の言葉に変じてしまうからである。要するに、半分「真」

で半分「偽」という二面性をもつ、「半端な真」（Half-truth）なのである。「ウソ」というには

ためらいが生じるが、「騙し」には違いない、このような事例を、本論では「（聞き手を）ミスリー

ドする発話」と考え、便宜的に「ミスリード」という用語を使うことにする。

３．ミスリードの事例

　相手をミスリードする発話の代表例として、あまりにも頻繁に引用されるのが、アメリカの
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クリントン元大統領がホワイトハウス実習生・モニカ = ルインスキーとの関係を聞かれた際の

(5)　There is no improper relationship.  

という答えである。うっかり聞いていると、不倫関係はなかったという、全面否認の弁明に聞

こえてしまうが、過去に不倫はあったかと問われたのに、現在の話（不倫はない）にすり替え

られてしまっている。つまり、(5) は発話の時点で「真」であるがゆえにウソではないけれど、

質問の趣旨から外れているため、明らかに相手をミスリードしているのである。３

このようにウソではないが相手をミスリードする発話の特徴は、それ自体は「真」であるが

ゆえに、(5) の例でいうと、聞き手側の解釈

(6)　There was no improper relationship.

は勝手な推論でしかなく、話し手は責められても「そんなことを言った覚えはない」と開き直

ることができる点である。４

　いくつか類似の事例をみてみよう。

(7)　She has a family bereavement; her grandmother has died. ５

これは、陸上競技のレースに参加予定の選手が出走を急遽取りやめ帰国した際に開かれた記者

会見での、スポークスマンの発話である。聞いた側としては、「選手が帰国したのは、家族に不

幸があったからだ」と解釈するのが自然であろう。確かに選手の祖母が亡くなってはいたのだが、

実際には、薬物検査で陽性反応が出たことが後に明らかになった。つまり、選手が帰国したのは、

家族の事情ではなく、薬物使用の疑惑が浮上したからだったのである。そのことが判明した時

点で、「あの説明はおかしい」と聞き手がクレームをつけたとしても、(5) と同様にスポークス

マンは開き直ることができる。彼は事実を伝えただけで、その先に因果関係を勝手に挟んだ（推

論した）のは聞き手なのだから。

(8)　No.  There isn’t another man.  ６

これは、夫婦関係が思わしくなく、不倫を疑った夫が「ひょっとして愛人がいるのか」と妻に

聞いた際の答えである。「付き合っている男はいない」との言葉に夫は安堵して、二人でシャン

パンを酌み交わすのだが、実は妻には別の男性がいない代わりに、愛人の女性がいたのである。

ウソは言っていないが、妻は明らかに夫をミスリードしている。

　このように、相手をミスリードする発話は、少なくともそれを聞いた時点では、あるいは永

久に、それが談話の趣旨から外れていることに聞き手は気がつかない。(5) では過去における大

統領の不倫行為の有無、(6) では選手が帰国した理由、(7) では不倫相手の有無が、それぞれ問

われているにもかかわらず、話し手は聞き手を巧みにはぐらかしている。まさに、ミスリーディ

ングな発話のミスリーディングたる所以といえよう。
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　いずれにも、聞き手が推論を通して到達する意味、すなわち推意のようなものが含まれて

いるが、それら言外の意味が立ち現れる仕組みに聞き手が気づかないプロセスを含んでいる

点において、私たちが普通に想起する種の推論とは、どこか性質が異なっている。たとえば

Thomas (1995:72-74) は、Grice が提唱する会話の公理（Conversational Maxims）に対する違

反の一種として７、Grice (1989:30) を踏まえ “Violating” という術語を用いて、具体例で説明を

試みている。８　どこがどのように異なるのか、もう少し詳しく考えることにしよう。

４．公理違反 --- 正しい推意

　そもそも一般的な会話の推意が生じるとされる文脈とは、公理違反が明白な場合である。た

とえば次は、搬送しようとした泥酔した患者が救急車内で吐瀉したために服を汚された救急隊

員の発話である。

(9)　Great, that’s really great!  That’s made my Christmas! ９

よりによってクリスマスの夜に服を汚されて、「これでこそクリスマスだ！」などと喜ぶ人はい

ない。ということを私たちは知っているがゆえに、救急隊員のこの発話が「真ではない」こと

がはっきりとわかる。すなわち、「本当のこと（信じていること）を言え」という「質の公理」(Maxim 
of Quality) に違反する (Flout) ことが一目瞭然なのである。そのことから、ここでは真逆の意

味である「（クリスマスだというのに）サイテー！」という意味を聞き手は推論することになる。

皮肉という推意が伝わるのである。10　

　このように公理違反が「はっきりとわかる」、「一目瞭然」の発話が言外の意味、すなわち推

意を誘発する。この種の違反は Flouting と呼ばれている。11　翻って、(5)、(6)、(7) の発話は、

いずれもウソではない。何が共通点かというと、完全なウソとは言い切れないが（「質の公理遵

守」）が、求められている情報ではない（「関連性の公理違反」）、あるいは情報量が不足してい

る（「量の公理違反」）点であり、しかも聞き手はそのことに、（少なくともその場では、あるい

は永久に）気がつかないように仕組まれている。Thomas (1995) が Violating という用語を使っ

て、一目瞭然の違反である Flouting と区別する理由はそこにある。

５．擬似推意

　少なくとも Grice 流の語用論では、Flouting に注目し、聞き手が算定する言外の意味を「推意」

（implicature）と呼ぶことになるが、Violating から生成される意味については、これまでの文

献では、呼び名が定まらないまま捨て置かれている。つまり、ミスリードされて行き着いた先

に意味はあるが、名前がまだないのが現状である。名前はともかくとして、ここで注目したい

のは、その意味が「取消し可能性」（Defeasibility）という、推意と同じ特性をもっている点で

ある。

　(5) の発話に関して「そんなことを言った覚えはない」と開き直ることができることはすでに

述べた。(6) についても、「あの時、あなたは彼女の帰国の理由は身内の不幸だと言ったではな

いですか」と責められても、スポークスマンは「そんなことを言った覚えはない。ただ、身内

に不幸があったと言っただけ」と、同様に申し開きをすることができる。(7) も同様である。後
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になって夫から責められても、「他に男性はいないと本当のことを言ったまでよ」と妻は切り返

すことができる。つまり、ここで聞き手が到達したメッセージは、あくまでも聞き手側の（勝手な）

推論であるがゆえに、話し手がそれを取り消す余地を残しているのである。12

　一方、次の例は典型的な推意がもつ取消し可能性の事例である。

(10)　A: Did you get your velvet jacket back from the cleaners?
B: You’re not borrowing it.
A: I don’t want to borrow it.  I just wondered if you’d got it back.
B: You just wondered!
A: Well, I haven’t got anything decent to wear!  (Thomas 1995:83)

A と B は姉妹である。A（妹）の「姉さんのベルベットのジャケットはクリーニングから戻っ

てきた？」という問いから、「（もし戻っていたら）私に貸してよ」という推意を B（姉）が読

み取り、「貸さないわよ」と断っている。「貸してほしいなんて思ってないわよ」という A の発

話（ゴチック体）は、そんな推意を意図していなかったこと、言い換えれば、推意の取消しを行っ

ている。13

　このように、Flouting から誘発される推論される意味（＝推意）と、Violating から推論さ

れる意味とは、取消し可能性という点で類似してはいる。決定的な違いは、前節で述べた通り、

Flouting は「はっきりわかる」、「一目瞭然」の公理違反であるために、それを受けて直ちに聞

き手側で推論プロセスを起動させることが求められる。ところが、Violating の場合、とりあえ

ず公理違反はないものとして発話の解釈が進行し、（後で詳述する）推論プロセス（と言えるも

のがあって、それ）が起動していることさえ聞き手の意識にはのぼらない点である。騙しとは、

まさに「情報が偽りであることに受け手が気づくことなく、メッセージを何かのサインとして

受容すること ［Grice (1989:293)］」であり、「よどみなく、かつ機械的に［Saul （2012:52）］」
に解釈が進行すること、とする説明を思い出すといいだろう。14

　確かに、そもそも騙されるとは、聞き手が（せいぜい）後知恵として情報が偽り（あるいは、

正確には不適切）であったことに気づくことであり、少なくとも相手の発話を処理する時点では、

そのことが意識にのぼることはありえない。意識されることのないものは、そもそも存在しな

いものであり、名前がつかない所以ともいえる。15　しかし、後知恵とはいえ、騙されたことに

気づくこと（つまり、意識にのぼる瞬間）があるとすれば、そこにミスリードにより読み取っ

たメッセージがあるということに他ならない。そのメッセージは、言内の意味（文字通りの意味）

でもないし、さりとて推意ともいえない、いわば「言内の意味」以上、「推意」以下のようなも

のであり、取消し可能性の点では、一見「推意」に類似している。そこで本論で、これを「擬

似推意」（pseudo-implicature）と呼ぶことにする。いわば、「推意もどき」のようなものである。

６．航海日誌と推論

　本論では、この「擬似推意」の生成プロセスに関心がある。この関連で、Bell (1997:36) は、

「あてこすり」（Innuendo）の議論の中で引用している、航海日誌をめぐる興味深いエピソード

に注目したい。ここに船員 A のアル中に業を煮やしている船長 C がいる。ある日のこと、航海
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日誌に「本日、船員 A は一日中酔っ払っていた」と書き込んだ。船員 A は抗議したが、船長 C
は「本当のことだから仕方がない」と答えた。怒った船員 A は、後日、自分に記入の番が回っ

てきた航海日誌に「本日、船長は一日中しらふだった」と書き込んだ。これを読んだ船長 C が、

今度は抗議をしたが、船員 A は「本当のことだから仕方がない」と答えた。

　船員 A のこの書き込みが、実は船長 C に対する「あてこすり」になっているというのが、こ

のエピソードのポイントではあるが、ここでは航海日誌というものの性格を考えてみたい。つ

まり、何のために日誌をつけるかということである。文字通り波風が立つこともなく順風満帆、

何の変化もない平凡な一日であれば、日誌には「特記事項なし」と記載できるところである。

逆に記載の必要があるということは、記載内容そのものが特記事項であり、予期せぬ変化のあっ

たことを意味する。つまり、「本日、船員 A は一日中酔っ払っていた」は特記事項であるがゆえに、

(11)　ふだん、船員 A はしらふだ

と私たちは推論する。しかし、「本日、船長は一日中しらふだった」からは、

(12)　ふだん、船長 C は酔っ払っている

というメッセージを読み取ってしまう。船長 C が船員 A に抗議をした理由も、当該の書き込み

が「あてこすり」として機能する理由も、まさに (12) の解釈にあるといえる。少なくとも日誌

の場合、ページを白紙のまま空けておくわけにはいかないので「特記事項なし」とは記入するが、

それは物事が予想通り、期待通りに推移しているのだと、読み手（聞き手）が考えてもよいこ

とを意味する。一方、日誌への書き込みを行うということは、いつもと違うこと、つまり平常

の事態（予想・期待）に反すること、つまり（特記事項）が起こったという意味であり、さら

に私たちは、その特記事項を手がかりにして、平常の事態（予想・期待）が何であったかを逆

算する（推論する）習性があることを、(11) / (12) の例は示している。言い換えるならば、平

常の事態が「デフォールト」であり、特記事項は「デフォールト不成立」を合図する「但し書」

のようなものといえるだろう。ただその逆算は、あくまでも推論の域を出ておらず、船長Cに「（ふ

だん酔っ払っていると言って）どうして私を中傷するのか」と詰め寄られても、船員 A がそう

したように、「今日の事実を書き込んだだけで、ふだんのことは何も言っていない（だから、あ

なたの勝手な思い込み）！」と一蹴することができる。つまり、(11) / (12) もまた、本論でいう、

取消し可能な「擬似推意」なのである。

７．デフォールト推論と擬似推意

　航海日誌のエピソードと、それにまつわる推論の話は、「デフォールト推論」（Default 
inference）と呼ばれている推論形式の一つを私たちに思い出させる。たとえば、(13a) から、

私たちは (13b) を推論するとされる (Levinson 2000:45)。

(13)　a.  The noise of the gun frightened off the birds.
b.  The birds flew away.
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この推論が可能なのは、私たちが “If X is a bird, then X flies.” という情報を百科全書的知識と

して持ち合わせているからである。しかし、この種の推論の特徴は、たとえば前提さえ正しけ

れば、必ず結論が正しいことが保証されている演繹的推論とは異なり、真であるかどうかの確

証がない。たとえば、X が白鳥であったり、翼を痛めた鳥であったりすれば、(13a) の後に (14a)、
(14b) のような文が続き得る。

(14)     a.  They swam away.  In fact, they were swans.
    b.  They stumbled away.   In fact, their wings were broken.  (ibid.)

つまり (13 b) の「飛んで逃げた」は、かなり高い確率で「真」と考えて差し支えないが、(14a/b.)
のごとく、いわば但し書が添えられた時点で「偽」であることが判明するのである。逆に、そ

のような但し書がない限り、私たちは (13b) の推論が真であると想定することが許される。こ

のように、百科全書的知識に照らし合わせて、それに整合する推論は、例外であることが示さ

れない限り「真」と考えてよい。これを「デフォールト推論」と呼ぶ。16

　前節の航海日誌のエピソードでいうと、何も記載事項がないときに「異常事態なし」と解釈

するのが、この「デフォールト推論」にあたる。17　このデフォールトという概念は、騙しの談

話を考えるうえで重要である。たとえば、現在時制を含むクリントン大統領の発話（6）は、過

去の不適切な関係を問うている立場からは、現時点の関係ではなく、過去も含むもっと普遍的

な事実として解釈するのが人情（＝デフォールト）である。あるいは、選手の緊急帰国に理由

を聞きたい記者の立場からは、(7) がその因果関係の表明であると、また不倫を疑う夫としては、

妻の発話 (8) は、どんな形であれ、不適切な関係は存在しないとの宣言だと、それぞれ（デフォー

ルトとして）受け止めてしまう。つまり、よほど不規則な事情が存在することを示す但し書が

ない限り、聞き手は相手が質問の趣旨を正しく理解し、それに沿って答えていると期待するし、

（誠実な談話では）その期待が裏切られることはない。まさに、ここでは発話を解釈する際のデ

フォールト（の解釈プロセス）が起動しているといえる。

　このように考えると、Grice (1989: 26) が、「協調の原理」（Cooperative Principle）として「関

わっている会話の目的あるいは方向にしたがって、発話の時点で必要な貢献をすべし」と述べ

ていることは、改めて的確な指摘といえる。つまり、通常であれば、この原理にしたがって話

し手は発話し、同じ原理にしたがって聞き手がそれを解釈するということであり、上記の用語

を使えば、それが（談話展開の）デフォールト（の解釈プロセス）なのである。デフォールト（の

解釈プロセス）が通用しないことが予見される場合、話し手には但し書を添える義務が発生す

る。たとえば、デフォールト推論の場合であれば、「鳥と言っても、実は翼を痛めているのだけ

ど」が適切な但し書である。同様にクリントン大統領の場合、「（現在時制ではあるが）実は不

変の真理ではなくて」、スポークスマンの場合、「実は因果関係を示すのではなくて」、不倫の妻

の場合、「実はそれ以外にも不適切な関係はあって」を、それぞれ但し書として添えるのが、本

来誠実に談話を展開する際に話者に求められる但し書といえる。

　ところが、騙しの談話では、その但し書を話し手が意図的に省略する。その一方で、聞き手

は但し書がないためにデフォールトのまま解釈プロセスを進めることになる。そこには、解釈

必要なデフォールトの前提が立ち上がる。具体的には、クリントン大統領の場合、過去に不適

切な交際がなかったかという趣旨に沿って「過去を含む不変の真理を語っているということ」、
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スポークスマンの場合、問題となっている選手の帰国をめぐって「その因果関係を述べている

ということ」、そして不倫の妻の場合、疑ってかかる夫への答えとして「すべての不適切な関係

について述べていること」が、それぞれ前提となって解釈が誘導される。その結果、聞き手が

「過去においても女性関係はなかった」、「帰国の理由は身内の不幸だった」、「いかなる形の不倫

もなかった」と、聞き手が結論に至ったとすれば、騙そうとする話し手の意図は見事に満たさ

れたことになるし、聞き手はまんまと騙されたことになる。但し書が与えられない、つまり種

明かしがない限り、騙しの談話はここで完結することになる。途中で起動したデフォールトの

前提は、あくまでもデフォールトの前提として、その役割を終える。18　

ところが、何かの理由で聞き手が但し書を発見した（あるいは、種明かしされた）とき、直

ちにデフォールトの前提は無効だったことがわかり、同時にその前提が起動するように話し手

が意図的に自分を導いた（つまり、ミスリードした）ことに気づく。言い換えると、聞き手は、

デフォールトの前提が健全なものではなく、話し手にとって都合のよい「擬似推意」へと（不

覚にも）誘導されていたことを、この但し書（種明かし）により認識するのである。19

８．真理デフォールト（Truth-default）という特徴

　発話の解釈を促す、このようなデフォールトの前提と対（つい）にして考えたいのが、「真理

デフォールト」（Truth-default）と社会心理学で呼ばれている私たちの性向である。すなわち、

人間は他人のいうことが真実であると信じることを出発点としてコミュニケーションを進める 
(Levine 2014:378)。確かに人間は社会的な存在であり、他人の発言を疑ってかかることほど非

効率的なコミュニケーションはない。逆に、騙される危険性があるというデメリットがあるに

もかかわらず、相手が誠実（veracity）で真実を語っているという想定（＝真理デフォールト）

は効率のよいコミュニケーションをもたらし、これは通常デメリットを補って余りあるメリッ

トをもたらすとされる（Levine 2014:385）。
　さらに、ここでは、第１節で触れた Coleman & Kay (1981) が指摘するウソを構成する３要

素の論理的含意関係を思い出そう。つまり、「事実に反すること」が「（相手が）その内容を信

じていないこと」を、さらにそれは「相手を騙す意図はないこと」を論理的に含意する、とい

う関係である。これを裏返すと、「事実であること」からは、「（相手が）その内容を信じている

こと」、さらには「相手を騙そうとしていない（＝誠実である）こと」が論理的に引き出される（図

３を参照のこと）。　つまり、まず発話の内容が真である（真理デフォールト）と考えることに

よって、話し手の信念と誠実さまでも玉突き式に想定することが可能となり、コミュニケーショ

ンを進めるのに必要な労力が（少なくとも、そうでない場合よりも圧倒的に）軽くなるのである。
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　このように、発話に関して、まずはそれが真である（デフォールト真理）と考え、意味が不

足する部分については、常識（百科全書的知識）にもとづくデフォールトの前提を起動させる

ことにより、コミュニケーションは円滑に展開する、と考えるのである。

９．語用論の枠組み（Relevance & Gricean Frameworks）の不備

　ここまでの議論を要約すると、騙しの談話、とりわけ相手をミスリードする発話には、1) そ
の解釈に必要な話し手と聞き手の間の了解事項としてデフォールトの前提が起動すると同時に、

2) 何らかの理由で種明かしがあった時点で、その前提が実は無効で、読み取ったメッセージは

話し手の悪意に誘導される擬似推意であったことが判明するという、いわば二段構えの解釈プ

ロセスが関わっている（もちろん、話し手の思惑通り、聞き手がミスリードに気づかないまま

談話が展開すると、2）のプロセスは起動しないまま終わる）ということである。　

　この種の談話は、話し手が誠実ではないため、これまでの語用論の枠組みでは、およそき

ちんと説明されていない領域である。たとえば、「協調の原理」(Cooperative Principle) を大

原則とする Grice (1989:26) にしたがうと、話し手がこの約束を明々白々な形で (blatantly) 
破った場合にのみ「推意」が生成されると考え、聞き手に気づかれないように破る事例には、

Violating という用語が用意されてはいるものの、それ以上の議論にはつながらない（し、それ

以上の議論は求められない）。なので、そこで誤って聞き手が読み取ったメッセージは「推意」

でないことは確かだが、その名前さえつかなかった。本論ではそれを「擬似推意」と名付けたが、

そもそも、ミスリードとは、話し手が悪意をもって協調の原理に背いている不誠実な談話であ

るから、議論の土俵にものぼらず、伝わるメッセージに名前さえないのは仕方がないのである。

　一方、Grice 流の語用論とは一線を画す関連性理論（Relevance Theory）ではどう扱われる

のだろうか。この枠組みでは、発話の解釈に必要な労力はできるかぎり少なく、対価として得

られる情報量（「文脈的効果」（Contextual effects））はなるべく大きくなるよう（「最適の関連性」

(Optimal relevance) が得られるよう ）発話がなされると考える。したがって、

(15)　The employees at the baker’s gathered round the dough.
(16)　a. The employees at the baker’s gathered round the bread dough.

b. The employees at the baker’s gathered round the money.

(16b) を伝えたい「理性的な話者」（Rational speaker）がパン屋の従業員について語る場面で、

多義語である dough（bread dough / money）を使うことによっては、無用な混乱を引き起こ

す。つまり「パン」のことなのか「お金」のことなのか、聞き手が解釈に迷う事態が予見される。

なので、最適の関連性を保証するために、話し手は最初から money という言葉を使うはずだ、

というのが関連性理論の基本姿勢である。20　

　ここで重要なのは、コミュニケーションの主体が「理性的な話者」だという点である。本論

で扱う、相手をミスリードするような話し手は、道義上まともな人間とは言い難いが、他方で

人を騙す頭（知恵）をもっているという意味では、それ相応の理性を持っている人間かも知れ

ない。要するに、「理性的」をどう定義するかにかかっているのだが、ここではその話し手が理

性的だと仮定しても、最小の労力で最大の効果（＝最適の関連性）を保証している話者とはい
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えない。相手に無用の混乱を招くことなく（つまり、余計な労力を要求しないで）メッセージ

を伝えようとはしていないからである。それどころか、むしろ聞き手に対して無用の（自分にとっ

ては好都合な）混乱を引き起こすことが、話し手の主たる狙いである。したがって、相手をミ

スリードする発話は、基本的に関連性理論の射程には入らないし、それゆえ騙しの談話そのも

のが分析の対象になることはあり得ないのである。

　しかし、Grice 流の枠組みでも関連性理論でも扱えないとなると、ミスリードに代表される騙

しの談話は、おおいに文脈・場面に依存した発話とその意味を含んでいるにもかかわらず、語

用論の土俵には乗らないというジレンマに陥ってしまう。実際に、語用論の文献ではウソ（Lies）
や騙し（Deception）が話題にのぼることは、まずない。そのように門前払いを喰らってしまう

特性を騙しの談話が内在的に抱えていることを（再）認識することが、ここでは重要である。

　では、ウソや騙しを語用論の土俵に引き戻すには、どうすればよいか。先に見たように、相

手をミスリードする発話には、まずデフォールトで起動した前提のもとで一定のメッセージが

算出され（第１ステップ）、のちにその前提が破棄されたと判明したときに、そのメッセージが

実は「擬似推意」であったことに聞き手が気づく（第２ステップ）という、いわば二段構えの

プロセスが隠れていた。また、これも前節で述べたように、人は実際の真偽に関わらず情報が

真実であることをデフォールト（出発点）として物事を判断するという「真実デフォールト」

（Truth-default）の習性をもっている。両者を重ね合わせると、「日常の談話は特別な断り書き（但

し書）がない限り、世の中は変わりなく推移しており（デフォールトの前提）、入ってくる情報

も真（真実デフォールト）と考えでよい」となる。

　ここでは、「関わっている会話の目的あるいは方向にしたがって、発話の時点で必要な貢献を

すべし」という Grice の「協調の原理」とその公理群（質、量、関係、様態）に改めて注目したい。

なんとなれば、（誠実な）日常談話の約束事は、結局のところ、協調の原理とその傘下にある公

理群にその起源を求めることができると考えるのが合理的だからである。これまで、騙しの談

話が語用論の土俵にのぼっていないのは、枠組みそのものがまだ十分にリファインされていな

いことに起因すると思われる。

　たとえば、次の文

(17)　He handed her the scalpel. [A SECOND LATER] She made the incision [WITH THAT 
SCALPEL]. 

(18)　I have had lunch [TODAY]. 

(17) の大文字で補足された部分は、関連性理論では「意味充足」（Saturation）、(18 ) は「自由

富化」(free enrichment) と呼ばれている解釈操作である。21　前者はふたつの事象が並記され

たときに私たちが常識（百科全書的知識）を動員して補う意味であり、後者が「（生まれて以来）

これまでに昼食をとった経験がある」という意味にならないのも私たちの常識（百科全書的知識）

に負うところが大きい。22 こういった、いわば意味補充のプロセスは、そもそも言内の意味レ

ベルなのか、あるいは推意レベルなのか、あるいはその中間に位置するのか、理論上の議論は

さまざまではある。しかし、「意味充足」も「自由富化」もまた、これまでの議論に沿って説明

を試みるならば、「何らかの但し書が入らない限り、世の中がいつも通りに推移している」との

条件のもと、発話や談話が適切に成立するために必要な情報として、それぞれデフォールトの
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前提があえて書き加えられたものだと考えることができよう。23

10. 手続き的意味の存在と協調の原則

　このデフォールトの前提が立ち上がるお膳立てとして、「世の中がいつも通りに推移してい

るという」条件は、発話の解釈を正しい方向で行うための、いわば手続きのようなものといえ

る。ここでは、ちょうど命題の解釈に際して、概念的意味（Conceptual Meaning）と手続き的

意味（Procedural Meaning）にわけて考える関連性理論の枠組みが参考になる。24　たとえば、

in fact というフレーズは、先行する談話で誘導された「尺度の推意」（Scalar implicature）を、

次の発話がキャンセルすることを「予告する」マーカーとして機能する。たとえば、(19) では、

(19)　He is a good detective, in fact, a very fine one.

good detective という表現（「有能な刑事」）から、not very good/ fine （「とても有能な刑事とは

いえない」）あるいは、not excellent（「優秀な刑事とまではいえない」）という「尺度の推意」

が誘導されるが、直後にその推意を打ち消す内容である「とても有能な刑事だ」が現れるため、

in fact はそのことの予告をして、「直前の推意を打ち消すことになるけれど、実は」という意味

で解釈するよう、聞き手を誘導している。解釈を一定方向に誘導するという意味で、in fact は「手

続き的意味」を担っているという。この手続き的意味の特徴は、（関連性理論的に言うと、最適

の関連性を確実に保証するための、目に見えるマーカーではあるけれども）必ずしもなくても（聞

き手の推論を介して）同じ意味がほぼ伝わる、という点である。上記（19）の例では、

(20)　He is a good detective, a very fine one.  ― P. Cornwell, Post-mortem

もほぼ同義として通用する。ちなみに英語では手続き的マーカーがない場合でも、ほぼ同じ意

味が伝わるとされるが、日本語では非常に前後の繋がりが悪くなる。(21) と (22) を比べると違

いは歴然としている（山本 2002:59）。

(21)　彼は有能な刑事だ、とても有能な。

(22)　彼は有能な刑事だ、というか（もっと正確には）とても有能といっていい。

つまり、「手続き的意味」は明示的に談話標識のような形で現れる場合 (19) と、聞き手（受け手の）

の推論に任されて暗示的な形で存在することが可能 (20) ということである。

　本論で扱っている、相手をミスリードする発話において、デフォールトの前提が立ち上がる

部分は、まさに前後の関係を円滑につなぐために必要な「手続き」にしたがっているのであり、

それは in fact のような明示的なマーカーが用意されているものとは異なり、一般的には談話標

識が与えられない。なぜならば、それらは「特別な事情がない限り」想定してもよい（想定す

べき）、文字通りデフォールトとしての手続き的意味だからである。反対に特別な事情が生じた

場合にのみ、話し手には但し書として特別な手続きを明示することが求められる。先のミスリー

ディングな発話の例では、それぞれ（繰り返しになるが）
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(23)　ただし、制度上も人的資源的にも可能である場合に限り（学部長）

(24) 　ただし、この現在時制は普遍の真理を表すのではなく（クリントン）

(25) 　ただし、二つの事情は因果関係ではなく（スポークスマン）

(26) 　ただし、不倫と考えられるケースを網羅しているわけではなく（不倫女性）

といった、解釈の手続きに関する但し書が添えられてはじめて、誠実な発話が成立し、そこか

ら正確な意味が相手に伝わるところである。25　もちろん、騙しの談話は相手をミスリードする

ことが話し手の意図するところゆえ、この但し書が談話に現れることはない。

11. 結語

　本論では、騙しの談話が文脈・場面に依存した発話とその意味を含んでいるにもかかわらず、

「理性的な話し手・聞き手」を前提とする関連性理論では、無用な混乱を意図する発話は分析の

対象にすらならないため、また Grice 流の理論では、そもそも会話の大原則としての「協調の

原理」に背く発話であるがゆえに、それぞれ語用論の議論になじまなかった（なじみにくかった）

ことを概観した。そのような事情のなかにあって、Levinson (1988, 2000) は、「意味充足」や「自

由富化」など解釈に必要な意味の補充プロセスに着目し、これらを（Explicature に分類する関

連性理論とは対照的に）「推意」に含めた意義は大きい。なぜならば、(17) の「意味充足」や (18) 
の「自由富化」の例からも明らかなように、そのプロセスには、意味解釈の前提として「解釈

に際して、特別な事情がない限り、世の中は変わりなく推移しており、常識（百科全書的知識）

にもとづく推論を介在させてもかまわない」という約束事（＝手続き）にもとづいているから

である。もちろん、そこに介在する推論（推意）は、誠実な談話のなかにあっても（あくまで

も推論であるがゆえに）間違いであるかも知れない（ので「取消し可能性」が担保される）。他方、

騙しの談話では、特別な事情があるにもかかわらず、それにかかる手続き（つまり、但し書き）

を話し手が意図的に欠落させたために推意らしきもの、すなわち擬似推意が聞き手に伝わって

しまう。この約束事（＝手続き）は、話し手と聞き手が互いに誠実に談話を展開するための基

本中の基本であり、Grice の協調の原理がその根底に流れていることは明らかである。

　また、騙しの談話を検討するプロセスでもう一つ明らかになった「真理デフォールト」、すな

わち話し手と聞き手ともにメッセージが真であることを出発点として談話が展開するという考

え方も、Grice がいう「協調の原理」と軌を一にしている。ここでの議論は、相手をミスリー

ドする発話にも対応できるよう、「意味充足」や「自由富化」をも含む操作がデフォールトの前

提として起動することを明らかにしたが、学部長、クリントン元大統領、スポークスマン、不

倫の女性の談話に絡むデフォールトの前提そのものは、それぞれ「成立条件の非限定性（＝条

件なしに）」、「普遍的真実としての現在時制」、「因果関係」、「成立条件の非限定性（＝条件なしに）」

など、かなり多様なものであることは間違いなく、これをどう整理するかが今後の課題となる。

49ミスリードと語用論



脚注

1. Coleman & Kay (1981) の論点は、Lakoff (1987:72-74) も参照のこと。

2. Bok (1978:14-15) は「自分が（真と）信じていないことを他人に信じ込ませる「行為」（Act）
を「騙し」（Deception）と呼び、言葉もしくは何らかの記号を使って言語化された「騙し」

を「ウソ」(Lies) と定義している。これにしたがうと、ただし、「ウソ」を言語化されたも

のに限定してしまうと、逆に「騙し」の範囲が不当に制限されてしまう恐れがある（つまり、

言語化されるが「騙し」もある）ので、この見解には与しない。

3. Saul (2012:2)。
4. 推論で得られたメッセージ（推意）は、取り消すことができる。これを「取消し可能性」

（Defeasibility）と呼び、推意の特徴とされる。

5. J. Thomas (1995: 73) より引用。

6. 同上。

7. 「会話の公理」については、Grice (1989:26-29) を参照のこと。

8. 同上。

9. J. Thomas (1995:55) より引用。

10. 公理違反を察知することで、文字通りの意味（Literal meaning）に収まらないことに聞き

手が気づき、言外の意味（推意）を算定する作業（推論）を始める、というのが Grice の

提案であり、その作業が具体的にどのようなプロセスを経て、この例の場合、皮肉という

メッセージに到達するのかについて、実は明確な説明はなされていない。語用論の議論に

おいて、このメカニズム解明はきわめて重要であるが、本論は、明確な公理違反があった

か否かに関心があるので、そのメカニズムについては立ち入らないことにする。

11. 　Grice (1989:30) は blatancy (>blatant) という語を繰り返し用いて、この「はっきりわ

かる」、「一目瞭然」の特性を表している。

12. 　最近、「忖度（そんたく）」という言葉が新聞紙上を賑わしているが、「相手の気持ちを推

し量る（こと）」であり、まさに推意（を読み取ること）に他ならない。したがって、相手

の発話をもとにした聞き手側の（勝手な！）推論であるがゆえに、話し手は後に責められ

ても「そんなことを言った覚えはない」と主張することができる。

13. 　この例がおもしろいのは、その後で A が「だって、まともに着るものがない（だから、

貸してくれたっていいじゃない）！」と言って、実は姉の推論（推意）が図星だったこと

を認めているところである。

14. 　「偽である」というよりも、（ここでの議論では）「不適切である」の方が正確である。

15. 　Recanati (2001:80) にしたがえば、「言内の意味」（What is said）も含意された意味（What 
is implicated） も、ともに話し手 / 聞き手の意識にのぼるもの (Consciously available) で
ある。ならば、定義上、聞き手の意識にのぼらない騙しの発話（Deceptive utterance）は、

Saul (2012:52) が指摘するように「言内の意味」でもなければ、「明意」（Explicature）で

もない。

16. 　Default inference （あるいは logic）についは、Ginsberg (1987:7) を参照のこと。なお、

健全な前提のもとでは一つの正しい結論が導き出される演繹法（= 単調性（Monotonic 
inference））であるのに対して、この種の推論は典型的な事例にのみ有効で、それ以外に

はいくつもの結論が可能であることが（= 非単調性 (Non-monotonicity)）が特徴とされ、「非
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単調性推論」（Non-monotonic inference）とも呼ばれる。

17. 　(11) の「いつもなら船員 A はしらふだ」は仕事に携わる人の状態として、私たちの百科

全書的知識に合致するが、(12) の「いつもなら船長は酔っ払っている」は、その知識に真っ

向から対立する。Bell (1997) が指摘するように、(12)が船長に対する船員Aの「あてこすり」

として機能するのは、ここでの議論にしたがうと、船長の常軌を逸した日常の行動を私た

ちが読み取るからだ、と説明できるだろう。

18. . . . lies go unnoticed as long as no trigger event leads to the abandonment of the truth-
default TDT(Truth-default theory)  Levine (2014:384)　Levine のいう「引き金」（Trigger）
が、ここでいう「但し書」に相当する。

19. 　探偵小説のトリックには、このデフォールトとして起動する前提をうまく活用してい

る事例もある。たとえば、盗まれた金（ゴールド）の所在を示すヒントに “Where is the 
gold? The answer is in the books.” (Monk: Mr. Monk Gets Married ) という言葉がある。

書棚にならんだ膨大な数の本を目の前にして、「謎を解く鍵は本にある」と言われたとき、

私たちは「答えが本に書かれている」ことを暗黙の（つまりデフォールトの）前提として

謎解きを始める。しかし、本にはまったく意味不明の言葉しか並んでいない。実は、金は

いったん熱で溶かされ、インクの代わりに用いられ、本の膨大な数のページの中に文字と

して埋め込まれていたのである。つまり、 “(be) in the books” とは、「文章として書かれて

いる」という私たちの常識的なリアクションに相反して、「物理的に存在する」という意味

だった。このトリックがわかった瞬間に、暗黙の前提は、もはや前提ではなくなり、話し

手が私たちをミスリードして意図的に誘い込んだ言外の意味（メッセージ）、すなわち擬似

推意であったことに気づくのである。

20. 　「理性的な話者であれば、(16b) の解釈が聞き手にとって最適の関連性をもつと期待する

ことはありえない」（Wilson & Sperber 1991:137）
21. 　関連性理論では、これらは「推意」と「言内の意味」の間に位置する「表意」(Explicature)

と呼ばれる。なお、研究者によって、言外の意味の扱いが異なっているが、その違いをわ

かりやすく整理した議論として、児玉（2003）を参照されたい。

22. 　Have you had breakfast? は「今朝、朝食をとりましたか」のように時間の枠が this 
morning に絞られるのがデフォールト。一方、Have you had sex? は（今朝の話ではなく

て「これまでに経験がありますか」のように時間の枠が the whole life として理解される。

Taylor (2001:45) を参照のこと。 
23. 　たとえば、Taylor (2001) によると、語用論にもふたつの下位レベルがあって、推論プ

ロセスに入力される前に、与えられた文（発話）を意味的に過不足がないように補充を行

う「プレ命題的」(Pre-propositional) 過程と、それをもとに実際に推意の算定が行われる

「ポスト語用論」(Post-propositional) 過程がある。ここで議論の対象となっているのは、

「プレ命題的」過程といえる。また、Recanati (1993:260-8) では、「第１次的語用論プロセ

ス」（Primary pragmatic process）と「第２次的語用論プロセス」(Secondary pragmatic 
process) があり、前者は意識下の概念 (Subdoxactic) で非推論系 (Non-inferential)、後者は

意識 にのぼる (Conscious) 推論系（Inferential） 過程である。本論の関心は、Recanati の「第

１次的語用論プロセス」に属するが、「意味充足」、「自由富化」や「換喩的転移」(Metonymic 
transfer) といった操作をここでは想定せず、Grice にしたがって、デフォールトの前提が
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起動するという考え方を採用する。

24. 　Blakemore (1992:148) を参照のこと。

25.   Galasinski (2000:115) にしたがえば、騙し（ミスリード）は「不実表示」(Misrepresentation)
に帰することができるという。本論でいう「手続き」を「（不実）表示」という概念に還元

できるか否かは、今後検討を加えたい興味深い論点である。
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英語野球表現の意味変化に関する一考察（意味の一般化と同義表現より）

吉 田 由 美 子
（大手前大学）

１．はじめに

　スポーツは文化と密着に関わり、言語に大きな影響を及ぼしてきた。どんな言語であれ、スポー

ツ用語を語源とする表現は多々ある。中でも、野球とアメリカ英語の関係は切っても切れない。

その影響の大きさを、Dickson (2015) は、

... we can reflect that the influence of baseball on the English language is stunning, 
strong, and at what appears to be an all-time real and metaphoric high. 

と表現し、民俗学者である Coffin (1971) の言葉を引用している。

“No other sport and few other occupations have introduced so many phrases, so many 
words, and so many twists into our language as have baseball.”(The Old Ball Game: 
Baseball in Folklore and Fiction ) 

　アメリカにおいて野球は国民的娯楽（national pastime）とされ、多くの人にとって身近なス

ポーツであり親しみも深い。それ故に、本来野球用語として用いられた言葉が一般化した例は数

多い。また、メジャーリーグの野球は言葉遊びが好き（ヒギンズ , 2002）と言われるように、メ

ジャーリーグの野球用語はこれまで様々な表現へ派生し、多くの同義表現が生み出されてきた。

　寺澤 (2016) は、英単語の意味変化に関し、「ある意味から別の意味に変化するときには二つ

の事柄の間には何らかの連想関係が見られる」としている。多くの英語野球表現は英和辞典や

英英辞典などにも取り上げられているが、その意味変化のプロセスや用例を見ることは英語表

現を研究する上で意義深いものと考える。

　これらのことを背景に、本稿では、英語野球表現の意味変化に関し、意味の一般化と同義表

現に焦点を当て、なぜその言葉の意味が変化したのか、意味変化における特徴的なことは何か

について考察する。

２．スポーツ用語から意味が一般化した表現

2.1 日本語におけるスポーツ用語からの意味の一般化

　スポーツ用語から意味が一般化した表現は多い。まずは日本語における例を見ていく。日本

語には、「仕切り直し」や「序の口」のように相撲を語源とし意味が一般化した表現が多い。大

辞泉によると、「仕切り直し」とは、「相撲で両力士の呼吸が合わないために仕切りをやり直す

こと」、転じて「スポーツ・将棋などの勝負事をやり直すこと。交渉などを最初からやり直すこ
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と」とある。「序の口」は「相撲で一番下に記される地位」（大辞泉）とあり、取り組みも序の

口から始まる。そこから転じて「物事の始まったばかりのところ」（大辞泉）という意味に一般

化された。また「ニアピン」というゴルフで「ショートホールでピンに一番近く寄ったショッ

ト」(Weblio) という意味を表す用語 ( 和製英語 ) から転じて、「近い」や「惜しい」の意味を表

す。「レッドカード」はサッカーで「選手に退場を命じる時に審判が示す赤いカード」（大辞泉）

であるが、「それをやったら即レッドカードだぞ」というような表現では、上記意味から転じて、

禁止行為・退場処分・出入り禁止処分・営業停止処分の意味で用いられたり、「最後通告」の意

味で用いられる。他にもゴルフ・野球・テニスなどのスポーツでボールがクラブやバット、ラケッ

トなどにあたらない行為を表す「空振り」という言葉も、そこから転じて「ある目的を持ってとっ

た行動がアテがはずれて失敗すること」（大辞泉）という意味に一般化されている。日本語では

上記の例のような相撲、ゴルフ、サッカーなどに限らず柔道、剣道など様々なスポーツを語源

とする表現の意味が一般化してきた。

2.2 英語におけるスポーツ用語からの意味の一般化

　次に英語におけるスポーツ用語の意味の一般化の例を見る。サッカーで用いられる hat trick 
という表現は、もともとは「マジシャンの手品のこと。１試合３得点なんて手品か魔法を使

わないとできない記録という考え方が前提としてある」( ヒギンズ , 2002)。辞書を見ると、

LDOCE には a series of three successes, especially in sports such as football when the same 
person scores three times とあるが、ジーニアスにはそこから転じて「連続した３つの成功」

という一般化した意味が載っている。以下がその用例である ( 下線は筆者 )。

Our work has led to high-energy lithium-ion battery cells that are cheaper, safer, 
and more powerful － a rare hat trick in energy research. (COCA: Nov/Dec 2011. The 
Washington Monthly)

You’ve managed an unusual hat trick in working with three extraordinary mentors. Can 
you tell us about them? (COCA: 2007.4.15. Chicago Sun-Times)

　またバスケットボールで、「強烈なダンクシュート」（ジーニアス）を表す slam dunk という

表現も、シュート時にシューターとバスケットとの距離が非常に短くシュートの成功の確率が

高いことから、1) something that is certain to be successful (OALD)、2) 必ず上がる新発行の

株（ランダムハウス）という意味に一般化された。またシュート時の派手なパフォーマンスから3) 
a very impressive act (LDOCE)、強烈な手段（動き）（ジーニアス）という一般化した意味も持つ。

以下の文章では 1) の意味で slam dunk が用いられている ( 下線は筆者 )。

But an Axis-My-India poll for the India Today Group showed the B.J.P. in a statistical 
dead heat with the alliance, suggesting its opponents have surged in recent weeks. The 
election may still go the B.J.P.’s way, but what seemed like a slam-dunk a month ago 
looks as if it could be very close. A major reason for the change in fortunes was the victory 
of Akhilesh Yadav, the 43-year-old chief minister of Uttar Pradesh and president of the 
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Samajwadi Party, in a power struggle with his father. He emerged not only with control 
over the party, but also with his image burnished, experts said. (2017.2.14. New York 
Times)

　アメリカ英語では、アメリカ４大スポーツの一つであるアメリカンフットボール用語の意味

の一般化も目立つ。以下に二つの例を示す。最初は hail Mary pass で、a desperation pass 
downfield usually employed at the end of a half or game (Football Terms & Plays with a 
Glossary and Play Dictionary) を表し、ハーフタイム直前もしくはゲーム終了直前に同点

や逆転を狙って投じられる一か八かのパスのことを言うが、そこから転じて an action you 
take that is unlikely to succeed and which you only take because there is no other way of 
achieving something (LDOCE), 「土壇場の尽力、最後の手段の提案や要求」（ジーニアス）とい

う意味で用いられる。以下に文例を示す（下線は筆者）。

Some call the ice wall a flashy but desperate gambit to tame the water problem, after 
the government and Tepco were initially slow to address it. Adding to the urgency is the 
2020 Olympics, which Prime Minister Shinzo Abe of Japan helped win for Tokyo three 
years ago by assuring the International Olympic Committee that the water troubles at 
Fukushima Daiichi were under control. 
 “It’s a Hail Mary play,” said Azby Brown, a Japan-based researcher for Safecast, an 
independent radiation-monitoring group. “Tepco underestimated the groundwater 
problem in the beginning, and now Japan is trying to catch up with a massive technical 
fix that is very expensive.”(2016.8.29. New York Times)

　また、アメリカンフットボールにおいて「攻撃を指揮するプレーヤー」（ジーニアス）である、

quarterback を使った Monday morning quarterback という表現は、月曜日になると週末に行

われたカレッジフットボールやプロのフットボールの試合で起こったプレイについて批判や議

論をする人が多いことから、以下の用例にあるように a person who criticizes or comments on 
an event after it has happened (OALD) という意味になっている ( 下線は筆者 )。

“Did we make mistakes? Yes. Was it a systemic problem? I don’t think so,” he said, 
attributing the problems to growing pains. “It’s really easy to play Monday morning 
quarterback,” he said. (2016.6.26. New York Times)

　以上のように、日本語で見た場合と同じように英語においても様々なスポーツの言葉や表現

が一般化し使用されている。

３．野球用語からの意味の一般化

　次に野球用語から意味が一般化した表現を、日本語と英語において見る。日本でもアメリカ

でも野球は国民的スポーツの一つであり、歴史も長く人気も高いため、多くの野球表現の意味

が一般化した。しかし、必ずしも、日本語・英語とも同じように一般化されるとは限らない。
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その打順の選手に変わって打者となることやその人を指す「ピンチヒッター」のように、日本

語でも英語でも「代役」( 大辞泉、ジーニアス )、to do something for somebody else who is 
suddenly unable to do it (pinch-hit: OALD) という同じ意味に一般化された例もあるが、同じ

野球用語でも日本語と英語では違う意味に一般化されたものや、日本語もしくは英語のみにお

いて一般化された表現も多い。3 章では、日本語、英語それぞれにおいて一般化された野球用

語を見ていく。

3.1 日本語表現における野球用語からの意味の一般化

　日本語には、もともと野球用語として用いられていた言葉が一般化した例が数多く見られる

が、英語では同じような意味に一般化されず、日本語においてのみその意味に一般化した野球

用語も多い。例えば、「投手が交替せずに引き続いて投球すること」を「続投」というが（大辞

泉）、そこから転じて、「◯◯大臣、春まで続投」のように「交代せずに役目や職を続けること」

（大辞泉）を意味するようになった。また投手の救援をすることを表す「リリーフ」という言葉も、

「◯◯会長が今季に限り緊急リリーフ」というように「救助、交替」という一般化した意味を持

つ（大辞泉）。しかし、いずれも英語には同様の一般化された意味はない。「ストライクゾーン」

という言葉は、「審判がストライクと判定する範囲」の意味から、最近では「異性や趣味などの

好みの範囲」を表すが、これも日本語においてのみ一般化された言葉である。また、同じ野球

表現でも、日本語で一般化された意味と英語で一般化されや意味が異なるものもある。日本語

には「変化球」や「直球」という野球用語が一般化した言葉があり、前者は「策略を用いて物

事を行うこと」、後者は「正々堂々、真正面から向かい合うこと」( 大辞泉 ) を意味するが、英

語では同じ意味に一般化されていない。英語では「変化球」にあたる breaking ball という言葉

で一般化した意味はない。変化球の一つである curve ball を用いて throw O a curve ball とい

う表現に一般化された意味があるが、「人の意表をつく」（ジーニアス）、to surprise someone 
with a question or problem that is difficult to deal with (LDOCE) を表し、日本語の「変化球」

とは別の意味になる。以下に用例を示す ( 下線は筆者 )。

We are much better prepared but let me tell you, we have a long ways to go. And that’s 
part of the problem. We’re actually starting to cut some of those budgets. We’re starting 
to undermine some of the incredible advances we’ve made and we need to be paying 
attention to how much more we need to better be prepared for the full spectrum of threats 
out there. It’s not just smallpox. It’s not just anthrax. It could be Mother Nature that 
throws us the next curve ball. (COCA: 2004.10.15 NPR Science)

また「直球」を表す fast ball は一般化され、1) energy, spirit, 2) any fast-moving object or 
idea (Dickson Baseball dictionary) を意味し、日本語の一般化されたものとは違った意味になっ

ている。以下に 1) の用例を示す ( 下線は筆者 )。

ABC’s Keith Jackson football, the official voice of college football, is still bringing his best 
fastball. (Baseball Dictionary: 1997.8.22. The Baltimore Sun) 
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2) の用例は以下のように、アメリカンフットボールのクオーターバックに関して彼の投げるス

ピードの早いパスについての表現である ( 下線は筆者 )。

With [quarterback] Brett Farve firing fastballs again, Green Bay can’t be taken lightly. 
(Baseball Dictionary: 2002.1.21 Sports Illustrated)

　以上のように、同じ野球用語を語源としていても、言語が違えば、一般化されない場合もあ

れば、違った意味に一般化されることもある。

3.2 英語表現における野球用語からの意味の一般化

　英語でも多くの表現が野球用語に語源を持ち一般化してきた。以下の一般化された表現は日

本語にはない英語独自のものである。なぜそのような意味に一般化されたかを見るとともに、

その用例を示す。

1) two strikes
　野球では、文字通りストライク２つの意味であるが、バッターにとっては三振、つまりは

アウトになる３つ目のストライクまであと一つという追い込まれた状況になることから転じ

て、a condition or situation that makes it extremely difficult for someone or something to be 
successful (LDOCE), 不利な立場にある（ランダムハウス）といった意味が確認できる。以下

の例文では、two handicaps, two disadvantages (Baseball dictionary) の意味で用いられてい

る ( 下線は筆者 )。

I always tell him,’ You’ve already got two strikes against you: you’re black, and you’re 
male. The only thing that’s going to get you where you want to go in life is an education.’ 
(1999.10.25. Time 電子版 )

2) play hardball
　もともとは、大きくて柔らかいボールを使うソフトボールに対し硬球を使う野球を hardball
と表現したが、「硬い」という意味から転じて to be very determined to get what you want, 
especially in business or politics (LDOCE), 「妥協を許さない強硬な手段に出る」（新英和大辞

典）の意味を表す。政治の話では、以下のように記事の見出しにもよく使われる ( 下線は筆者 )。

Obama Plays Hard Ball
His postpartisanship never stood a chance. If there’s a second term, the President plans a 
different game (2012.9.10. Time 電子版 )

Time For Hardball?
When Junichiro Koizumi was invited to Camp David one day last June, the Japanese 
Prime Minister brought along his baseball glove, and the two ball-playing leaders if the 
world’s most powerful economies had a mutually admiring game of catch by the pool. 
This week, as George W. Bush flies to Tokyo, the first stop in a one-week Asian tour 
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that includes Beijing and Seoul, he has to be wondering if it’s time to play hardball. 
Koizumi, despite his bold premises of reform when he took office 10 month ago, has 
accomplished little, Japan’s decade-long economies slide is only picking up speed, and 
Bush Administration officials are concerned that further inaction in Tokyo may trigger an 
economic crisis with global reverberations. (2002.2.18. Time 電子版 )

3) cover/touch all the bases
　野球では走者が塁を回る時に確実に各ベースを踏んで (touch) いないといけない、もしくは

守備で走者を進塁させないためにベースをカバーしておく (cover) 必要がある。そこから転じて

cover/touch all the bases は「万全の準備をする」（ジーニアス）、to make sure you can deal 
with any situation or problem so that nothing bad happens (LDOCE)、「完璧を期す」（リーダー

ズ）を表す。 以下に用例を示す ( 下線は筆者 )。

The world first fell in love with the mittens, made by the Toronto-based Hudson’s Bay Co., 
during the opening ceremonies, when the Canadians wore them as they circled the track 
during the parade of nations. With the maple leaf and the five Olympic rings stitched into 
the gloves, they seemed to cover all the bases — national pride, Olympic fever, the cuteness 
factor. (2010.2.11. Time 電子版 )

4) bottom of the ninth
　野球では９回の裏は最後の攻撃を表すことから、bottom of the ninth は last chance to 
accomplish something (Baseball Dictionary) を表す。以下の記事はその使用例である ( 下線は

筆者 )。

All told, upwards of 30% of the Democratic Convention’s delegates will be selected in the 
first three weeks of the process. “ The third week of the primaries could be the bottom of the 
ninth inning, “ says the Democrats’ past chairman Robert Strauss. (1983.02.28. Time電子版 )

5) get to first base
　get to first base は、野球では文字通り一塁へ出塁することであるが、得点を入れるにはまず

は一塁に出ないとが始まらないことから、「大切な出だしに成功する」（ジーニアス）、to reach 
the first stage of success in an attempt to achieve something (LDOCE)、 という意味に一般化

された。以下に用例を示す ( 下線は筆者 )。

Initial beneficiaries of last month’s debt announcement are 18 of the so-called heavily 
indebted poor countries (HIPC) initiative: Benin, Bolivia, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, 
Guyana, Honduras, Madagascar, Mali, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Niger, 
Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, and Zambia. Another nine countries are close to 
qualification and a further 11 have yet to get to first base on account of concerns over 
governance, war, instability, or all three. (COCA: 2005.7.7. Christian Science Monitor)
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また、恋人との付き合いの第一段階ということから「キスをする」（ジーニアス）、to kiss 
someone in a sexual way (LDOCE) の意味にも一般化され、以下のように使用例を見ることが

できる ( 下線は筆者 )。

Fantasy By Benetton: Feuding World Leaders Get to First Base
Hardly a stranger to edgy advertisements, Italian clothing company Benetton continues 
its penchant for controversy with a new campaign that features images of various political 
and religious world leaders kissing. (2011.11.7. Time 電子版 )

　以上一般化された英語野球表現と本来の意味との関連性を見るとともにその用例を見た。

４．野球表現における同義表現

　野球表現には多くのメタファーがあるが、第 4 章では、野球表現における同義語をいくつか

取り上げ、その共通概念を探る。

4.1「盗塁」の同義語から見る共通概念

　「盗塁」という表現において、「盗塁をする者」 base stealer、「盗塁という行為」 base stealing、
「盗塁する」という動詞 steal を、それぞれ The Dickson Baseball Dictionary  で同義語を探し

た。図１に示すように、base stealer の同義語としては thief, burglar, robber が確認され、base 
stealing については larceny, robbery, thievery、steal については embezzle が同義語として扱わ

れている。これらの同意語から「盗塁」に関する表現における共通概念は「盗む」だと見えてくる。

図 1. 「盗塁」の共通概念

　また以下に thief, robber, larceny, robbery の用例を示す ( 下線は筆者 )。

Scott Podsednik is a thief, stung with the impulse to take off running. (2005.8.15. Sports 
Illustrated)

Base robber: Andrew McCutchen steals second base while Starlin Castoro misses the tag on 
Monday. The Cubs defeated the Pirates 3-1. ( 2013.4.1-3 MLB 電子版 The Week in Pictures)
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The Yankees needed this spark badly, and larceny was in Jacoby Ellsbury’s mind as he 
retouched third base, keeping his eyes trained upon left-hander Matt Moore while silently 
calculating the 90 feet separating him from home plate. (2016.4.23. MLB 電子版 )

Harry Stovey perpetrated 143 robberies in 1887. (Baseball Dictionary: Earnest J. 
Lanigan, The Baseball Cyclopedia , 1992) 

　これらの用例は、いずれも非常に足の早い盗塁の得意な選手についてであり、「盗む」という」

共通概念を持つ言葉で表現されている。

4.2「フォアボール（四球）」の同義語から見る共通概念

　同義語における共通概念は「盗塁」のように一つであるとは限らない。それを「フォアボール」

を例に考える。フォアボールは試合記録をとる時などに BB と表記され、これは base on balls 
から来ている。The Dickson Baseball Dictionary で base on balls を見ると、同義語として多

くの表現が確認できる。その表現を共通する概念をもとに図２のように３つのグループに分け

ることができる。

図２. 「フォアボール」の共通概念

＜グループ１＞　共通概念：目的地まで行ける権利やサービス

該当表現：ticket to first, free ride, free transit, free ticket, free transportation, free trip, free 
pass etc.
フォアボールになると一塁への出塁が与えられ、ticket や free といった表現が共通して見られ

ることから、共通概念として「目的地まで行ける権利やサービス」が浮かび上がる。

使用例 ( 下線は筆者 )：
The Astros took the lead to 2-0 in the second on two singles and two walks, the latter free 
pass coming by Jordan Schafer with the bases loaded to force in a run. Burns fouled off a 
couple and then received free transit, to first on a moist ball, which low and to one side of 
the Mate.’ (1917.10.7. New York Times) 
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＜グループ２＞　共通概念：歩く

該当表現：walk, promenade, saunter (Dickson Baseball Dictionary  によると walk 以外は今

はほとんど使われていない )
フォアボールになり一塁への出塁が与えられると、ヒットのように走って急いで一塁まで行く

必要はなく、「歩いて」行ってもアウトにならないことから、これらの表現は「歩く」という概

念を共通して持つと考える。

使用例 ( 下線は筆者 )：
Entering after Justin Verlander walked the lead-off batter of the third inning, Bell 
surrendered a single and a walk before Jordy Mercer rapped a grand slam.  (Google news: 
2017.3.2. MLive.com)

＜グループ３＞　共通概念：与えられたもの

フォアボールは打者が自ら打って塁に出る能動的なものではなく、投手が一塁への出塁を献上

し、打者にとっては受動的に与えられるという感覚に近いため、「与えられたもの」という３つ

目の共通概念が存在すると考える。

該当表現：life, gift, handout
使用例 ( 下線は筆者 )

Umpire Brady gave Williamson a life after he had been struck out. (Baseball Dictionary: 
1887.8.26. The World)

　以上のように、フォアボールの場合は、盗塁のように「盗む」という一つの共通概念からメ

タファーが多く生まれたのではなく、大きく分けて上記３つの概念から様々なメタファーが生

まれ、同義語が増えていったと思われる。

4.3「満塁」の同義語から見る共通概念

　次に「満塁」の同義語から共通概念を探り表現の変化を見る。「満塁」の同義表現は、上記「盗

塁」、「フォアボール」のいずれともとも違った派生をしている。「満塁」には以下の用例のよう

に様々な表現が使われる ( 下線は筆者 )。

Kiermaier then stepped to the plate in the second with the bases loaded. With an 0-for-
20 staring him in the face, Kiermaier came through, lining a single to center to score two 
and put the Rays up, 3-0. “I was happy to come up in a bases-loaded situation and get a 
big knock right there,” Kiermaier said. (2017.5.3. MLB 電子版 )

Except the shortstop took a stroll on a checked-swing ball four, putting Toronto ahead 2-1 
as Donaldson trotted home and all the bags were still tenanted by Jays. (Google news: 
2016.7.30. The Star.com)
 
Mountaineers leave bases jammed in 9th at Clemson (Google news: 2015.2.14. West 
Virginia Metro News)
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The bases were crammed for Ramírez, again. (2007.10.14 New York Times 電子版 )

　The Dickson Baseball Dictionary  で「満塁」の類義表現を bases --- や bases are/were 
--- のフレーズで見ると、--- の部分には、full, loaded, tenanted, waterlogged, crowded, 
jammed, bulging, choked, crammed, drunk, juiced といった単語が確認できる。満塁という

意味での使用を古い順に並べると、full (1871), loaded (1880), tenanted (1908), waterlogged 
(1910), crowded (1912), jammed (1913), drunk (1946), juiced (1999) となる（bulging, choked, 
crammed に関しては初出の時期は不明）。drunk と juiced を除いた上記表現について辞書の意

味を見ていくと以下のようになり、「一杯になる、一杯にする」という full や fill が共通概念と

して見えてくる。

loaded : full and heavy (OALD)
waterlogged : full of water (OALD)
crowded : full of something (OALD)
jammed : very full (OALD)
bulging : completely full (OALD)
choked (choke): fill a place so that thing cannot move through it (LDOCE)
crammed : full of things or people (OALD)

tenanted に関しても、動詞としての tenant には occupy (property) as a tenant の意味があり

(COD)、occupy に fill or uses a space, an area or an amount of time (OALD) の意味があるこ

とから fill が確認できる。

　full や fill の意味が辞書では確認できない drunk や juiced も以下の用例のように「満塁」表

現として使われている ( 下線は筆者 )。

It’s anticlimactic when you throw a 3-2 pitch with the bases drunk and the guy fouls it 
back, and you’re like, ‘Oh god. Here we go again.’ (2009.10.22. MLB 電子版 )

The Red Sox had the bases juiced with two outs when Pedroia came up to bat in the 
seventh inning against the Tampa Bay Rays. (2016.9.24. NESN 電子版 )

bases drunk や bases juiced に関しては、drunk と juiced に共通する「酔った」という意味は

「満塁」の概念としては適切な関係性を見つけることができない。これらは、前節で見た「フォ

アボール」の派生のように、異なる別の概念からメタファーとして派生したのではなく、満塁

表現としてよく使われる bases loaded から派生したのではないかと考える。loaded には、very 
drunk の意味があり (OALD, LDOCE, ジーニアス等 )、その点で drunk, juiced は loaded と同

義語になることから、bases drunk, bases juiced も bases loaded と同じく「満塁」を表す同

義語になったと考える。OED によると loaded が drunk の意味で使われ始めたのが 1890 年、

juiced に drunk の意味が出だしたのは 1946 年とあり、bases drunk, bases juiced が「満塁」

の意味で使われ始めた時期よりも早く、時系列的にも矛盾はない。

　以上のように、「満塁」表現の同義語には、「一杯になる、一杯にする」という一つの共通概

念から派生した表現 (bases full, loaded, tenanted, waterlogged, crowded, jammed, bulging, 
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choked, crammed) と , その中の一つの表現である loaded の「酔った」という意味の同義語か

ら派生した表現 (bases drunk, juiced) とがあることが分かる。

4.4 音の類似性からの派生を含んだ同義表現

　音の類似性から生まれた表現として、サッカーで使われる nutmeg という言葉がある。ジー

ニアスには「（サッカー）で相手の足の間にボールを通す、または通すこと」とあり、いわゆる

「股抜きパスやシュート」のことで動詞と名詞の意味がある。この場合はナツメグというスパイ

スとサッカーとの間に関連性があるのではない。ディフェンダーにとって股抜きシュートを決

められるのは屈辱的なことで、「語源としては英国の “ コクニー・ライミング・スラング ( ロン

ドンの下町で生まれた韻を踏んだスラング )” からきた言葉で、股抜きされたディフェンダーが

Not my leg! と叫ぶ様子を表している」（ヒギンス , 2002）。Not my leg と nutmeg の音の類似

性から派生した意味である。同じような派生が野球表現でもあるが、音の類似性からの派生に

加え、意味の類似性からも派生し同義語となったものがあり、その例を以下に取り上げ変化の

過程を見る。

　まず、「強襲のあたり」を表す表現について取り上げる。図３が示すように、「強襲のあた

り」を表す at’em ball は音の類似性から atom ball へ派生し、その後意味の類似性から nuclear 
fission ball へと派生した。

図３. 「強襲のあたり」表現の変化

at’em ball とは、打者が強く打つ球、ピッチャーや守備人への強襲性のあたりを指し、The 
Dickson Baseball Dictionary  では、a hard-hit ball directed at a defensive player (“at him”) 
とある。atom ball は上記の nutmeg の例と同じように at’em ball の音の類似性から派生し同

義語となった。その後、atom ball の意味の類似性から nuclear fission ball という同義語が生

まれた。以下に atom ball の用例を示す。強打者の Bobby J. Jones がいい当たりをしていたよ

うに、攻撃陣は強襲性の当たりを飛ばしていたがどれも守備の正面へ行ってしまいヒットにな

らなかったという内容の中で使われている ( 下線は筆者 )。

“[Bobby J. Jones] had the atom ball working pretty good. We hit some balls extremely 
hard...but we just couldn’t find any holes.” (Baseball Dictionary: 2000.10.9. Dusty Baker 
quoted in The Baltimore Sun)

　同じように、音の類似性からの派生に加えて、意味の類似性からの派生し同義語が増えた表

現として、「打点」を表す RBI の例を見る。図４が示すように RBI は最終的に steak へと派生
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する過程で、音の類似性からの派生と、意味の類似性からの派生がある。

　

図４. 「打点」表現の変化

「打点」を表す表現は run batted in が用いられるが、記録などに使われる略記号（abbreviation）
RBI もよく使われる。以下に用例を示す ( 下線は筆者 )

Javier Baez came within a double of the cycle with four hits and three RBIs, Kyle 
Schwarber broke out of a slump with a three-run homer and the Chicago Cubs defeated 
the Philadelphia Phillies 8-3 on Tuesday night. (2017.5.2 New York Times 電子版 )

　RBI は abbreviation だけでなく、頭字語 (acronym) で一つの単語として発音され、そこから

ribbie, ribby, ribbee も「打点」を意味するようになった。以下に用例を示す ( 下線は筆者 )。

“Early in the game, we’re going to recognize him, have him step out to the balcony area in 
the suite, show him on the scoreboard, talk about his Game 6 heroics, getting two hits and 
a big ribbie,” DiBiaso said. “He got the fourth RBI of that game, and we ended up winning 
4-3, so it was a very important RBI. (2016.11.1. MLB 電子版 )

　その後 ribbie の音の類似性から、rib-eye という表現に派生したと考えられる。「打点」の意

味での rib-eye の用例を以下に示す ( 下線は筆者 )。

V-Mart’s ribeye fasting ends: Victor Martinez entered Tuesday with no RBIs since Aug. 
20, mired in an 0-for-21 slump with runners in scoring position. He ended the drought 
with two clutch singles Tuesday. (2015.9.16. MLB 電子版 )

　そして、「rib-eye = ステーキ」という意味の類似性から、steak も「打点」の同義語となった

と思われる。以下がその用例である ( 下線は筆者 )。

“It’s a new experience in the game of baseball, going this long in baseball without getting 
a ‘steak,’” Morgan said, using baseball parlance for an RBI. (2012.6.2. MLB 電子版 )
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　本節では、野球表現の中には音の類似性からの派生に加え、意味の類似性からも派生し同義

語となるケースがあることを「強襲性のあたり」と「打点」の表現から見た。しかし「打点」

に関しては、いずれの用例も文中にはパラフレーズで RBI という表現が入っていることから、

派生した言葉を単独で使うには、まだ認知度が低い可能性があることは否めない。

５．まとめ

　本稿において英語野球表現における意味変化を一般化と同義表現の観点から見てきた。野球

はアメリカ４大スポーツの一つであり人気も高く、また歴史も長いことから、多くの野球英語

表現が一般化されてきた。本稿では、一般化される前と後の意味を辞書の説明と実際の用例を

もとに確認するとともに、それがなぜ一般化した意味へ転じたかを見た。その中で、同じ表現

が必ずしも日本語・英語の両方で一般化されるとは限らないこと、また同じ野球用語であって

も日本語と英語では違う意味に一般化されることがあることを明らかにした。また、同義表現

においては、「盗塁」、「フォアボール」、「満塁」に関して、その同義表現の共通概念を見ること

で、同義表現への派生の過程は３つとも異なる過程を経ていることが分かった。「強襲性の当た

り」と「打点」の同義表現では、音声の類似性に加え意味の類似性から派生していく過程も確

認できた。

　今後の課題としては、野球用語から一般化した表現に関しては、本稿で見たような新聞や雑

誌における用例だけでなく、日常会話でどのように使われているのかを見ていくことも必要だ

と考える。また同義表現に関しては、今回とりあげた表現以外のものから、さらなる派生の過

程を調査したい。今後も野球は多くの英語表現に影響を与えていくと思われ、新しい意味の一

般化や同義表現への派生など引き続き注目していきたい。また、アメリカンフットボールやバ

スケットボールなど他の４大スポーツの用語が英語表現に与える影響も今後研究していきたい。
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英語を英語に翻訳する：言語学習の手段としての言語内翻訳ⅰ

渡　部　友　子
（東北学院大学）

１．はじめに：外国語教育における翻訳

　外国語教育において翻訳は、指導および学習の手段として古くから用いられてきた。

Grammar Translation Method という呼び名で指導法として確立したのは 19 世紀だとされる。

Bowen et al. (1985) によれば、この指導法は当初、学習者の母語で書かれた文章を外国語に翻

訳することを目的としていたようである。また優れた文学作品を題材として使うことで、外国

語を学びながら教養も身につけるという側面もあったらしい。その後、外国語を学ぶ生徒が増え、

教科書も多く出版されたことにより、指導法として普及した。そして外国語から母語への翻訳

も行なわれるようになったという。

　この指導法が日本で「文法訳読式」と呼ばれるときには通常、英語を日本語に訳すことに限

定される。そして、コミュニケーション教育が重視されるようになって以降、批判的に論じら

れることが多い。しかし、日本語に訳すという行為自体に根本的な問題があるわけではない。

門田ら（2010）は、外国語ⅱを学習するとき、母語はその足場を作ると主張する。外国語の単語（例

えば apple）を覚えるとき、母語で対応する語（「りんご」）を介して概念をつかもうとすることは、

特に入門期では、むしろ自然なことなのである。

　門田ら（2010）は、日本語で考えることに問題があるのではなく、文法訳読式の授業形態に

問題がある、と指摘する。第一の問題として、教員が生徒に順番に日本語訳を言わせる、とい

う単調な授業進行を挙げる。さらに、その過程で行なわれる日本語訳が「逐語訳」、つまり機械

的な直訳であることが多い点も、彼らは問題視する。例えば (1) の発話を (2) のように訳し、そ

れでよしとする。そして極端な場合、(2)のみが正しく、(3)のような訳を認めないことすらあるⅲ。

(1) You are the last person I wanted to see.
(2) あなたは私が会いたかった最後の人です。

(3) あなたとはできれば会いたくなかった。

　上述のような授業は、文脈やテキスト全体の意味を全く考えない読みを助長する。なぜなら、

教員がテキストを切り刻み生徒に当てて行くため、生徒の読み方も細切れになるからである。結

果として、テキストを最後まで訳したが、内容の要点が何だったのか理解できない、という状態

が発生しやすい。また、日本語に変換することが授業の中心になるため、記憶に残るのは（とき

に不自然な）日本語訳の方で、記憶に残すべき英語表現が忘れ去られる、という事態にもなりうる。

　改めて言うまでもなく、翻訳とは、原文を解釈した上で、それと意味が等価な表現を別の言

語で作り出す活動であり、深いレベルの思考を伴う（平子1999, pp. 3-5）。上述の形態での訳読は、

表層的に日本語に置き換える作業に終始するため、むしろ深い思考を阻害するように思われる。

では、学習者に深い理解を促すには、どのような手段が可能であろうか。筆者は、英語を英語

報告
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に翻訳すること、すなわち「言語内翻訳」を提案する。本稿では、その方法を具体的に紹介し、

成果を報告する。

２．英語を英語に翻訳する活動の導入

　日本語訳を使わずに原文の意味を深く理解させる手段は、いくつか考えられる。例えば、さ

まざまな発問をする、内容を視覚的に整理する、要約させるなど（卯城 2011）である。筆者は

このいずれも実施しているが、これらに加えて、一文一文を英語に翻訳する活動を入れよう、

というのが本実践の提案である。具体的には、原文を丁寧に読み、先の (1) の英文を (4) のよう

な英文に転換する、つまり日本語ではなく英語で「意訳」する活動である。

(4) I really didn’t want to see you.

　この活動に期待した効果は 2 つある。それは、英文の意味を深く考えるようになること、そ

して知っている単語や文法を使う機会になることである。中学校と高校で真面目に英語を学習

してきた学生は、実は単語や文法の知識をかなり持っている。しかし必要なときに使えないこ

とが多い。それは使う練習が足りないからである。本活動を通して、知っている単語と文法で

充分いろいろなことが表現できることを実感してほしいと考えた。

　本活動を授業に導入したのは、本学言語文化学科 2 年生の必修英語（前期 1 単位、後期 1 単位）

の上級クラスを担当することになった 2012 年度である。この集団は、習熟度に応じて分けた 3
クラスの最上位ではあるが、英語力には幅がある。集団の中央値は英検 2 級程度ではないかと

思われるⅳ。なお、クラスには例年 40 人強の学生が配属される。

　教材とする英文は、学生にとってやや難しいと思われるものを選んだ。原文が難しすぎると、

読むことに体力を奪われ言い換えをする余裕がなくなり、逆に易しすぎると言い換えが難しく

なる。よって原文で新しい表現に出会いつつ、知っている単語と文法を活性化させるためには、

難しすぎず易しすぎない教材が必要であると考えた。

　結果的に教材は、Student Encyclopedia Britannica  とScience News for Students から取る

ことにした。いずれも、英語を母語とする小学校高学年から中等学校の生徒を対象として書か

れた説明文を掲載したウェブサイトである（ただし前者は有料）。URL は本稿末を参照してほ

しい。使用したテキストの一部を (5) に示す。

(5) The driving force behind the revival of the Olympic Games was the French educator 
Baron Pierre de Coubertin. He inspired many people with his strong convictions about 
sport’s power to bring out the best in individuals and to serve as a bridge between 
different cultures. The International Olympic Committee (IOC) was founded in 1894, 
and the first modern Olympic Games were held in the Greek city of Athens in 1896.　

(Student Encyclopedia Britannica , “Olympic Games” の記述より )

　一つの教材の長さは A4 紙 1 ページ程度で、これを 2 回の授業で終わらせる、というペース

を設定した。実践開始当初、授業の進め方は次のように設定した。まず、事前に教材を自宅で

読み、各自が任意の 4 行を選んで英語の言い換えを作成し、授業前日までに提出した。教員が

それを添削し、点数を付けて授業で返却した。その後、教員が作成した言い換えを模範として

スライドで提示し、解説した。
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３．表面化した問題

　各自が言い換えをする量を 4 行に制限したのは、学生の負担軽減と同時に、教員側の添削負

担を軽減するためであった。しかし、わずか 4 行の言い換えでも出来は想像以上に悪かった。

そのため添削に時間がかかり、教員の負担は重かった。

　学生の言い換えで表面化した問題は 3 つある。まず、単語単位の言い換えしかしない、とい

うことである。上に示した (5) を例にすれば、revival を restart にする、inspire を arouse ある

いは influence に、convictions を beliefs に、power を strength あるいは force にする、といっ

た言い換えである。これらが明らかに間違いというわけではないが、このような言い換えは、文

章を深く読まずとも類義語辞典で調べるだけでできる。そこが問題である。また類義語辞典に

は、意味の違いや使われ方の違いが書かれていないことが多い。例えば sport’s power を sport’s 
strength とは言い換えられないように思われるが、学生は類義語辞典を過信しがちである。

　2 つ目の問題は、読解力不足である。言い換えは原文の理解が前提となるが、残念ながらそ

の前提が危うい者が多いことが判明した。このことを再度 (5) の原文で説明する。実は (5) の直

前の段落は、古代オリンピックが 393 年に廃止された、という文で終わっている。それに続け

て (5) を読めば、読解力のある者は、冒頭の the revival of the Olympic Games から、オリンピッ

クが復活したのだ、ということを読み取る。このような類推は、話のつながりを理解するため

には必須であると言われる（Van den Broek 1994, p. 556）。このような読み方をできない場合、

理解は浅くなり、言い換えると言っても単語の置き換えくらいしかできないだろう。また、冒

頭の driving force が比喩であることに気づかず、例えば車の運転の話だと勘違いするかも知れ

ない。そのような状態で言い換えをすれば当然、的外れなものになるだろう。

　3 つ目の問題は、言い換えられた英語に文法や語法のエラーが多いことである。(6) に実例を

示す。これは (5) の一部をある学生が言い換えたものである。意味に影響を与えるエラーが下

線部に見られる。具体的に言えば、進行形を使うべきでない場所で使用している。過去形にす

べき所が現在形になっている。そして関係代名詞の使い方が不適切である。

(6) French educator Baron Pierre de Coubertin was centering on the revival of the 
Olympic Games.　He have strong convictions about sport’s power that is to show good 
point of individuals and to exchange different cultures.

先に述べたように、大学生の多くは、高校までの英語授業で基本的な文法を一通り学習している。

しかしそれは「型を知っている」だけに過ぎず、型と意味の関係を理解しているわけはないこ

とを、この例は示している。

　以上のような問題が表面化したことから、英文を渡して言い換えさせ、その結果を評価する、

という方法は、学生も教員も苦しいだけで実りが少ないことがわかった。必要なことは、原文の

読み取り方を教え、その上で言い換えの組み立て方を教えること、つまりプロセスの指導である。

４．指導方法の変更

　数年の試行錯誤を経て、プロセスの指導を中心に置く授業形態に完全に移行したのは、2016
年度である。授業の進め方は、以下の通りである。学生が１教材の半分を事前に読んで予習す

るのは変わらない。ただし「言い換え案を準備する」という指示にとどめ、事前提出はさせない。

また準備したかどうかを授業で確認することもしない。
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　授業では、教員がテキストを区切りながら（例えば、(5) の冒頭の部分だけを取り出して）、「言

い換え案」を発言するように促し、発言すれば、間違っていても 1 点を与えることにした。準

備せずにその場で発言することは、英語力がなければ難しいため、ここで初めて評価が発生す

るわけである。

　出た案に対して教員は、その場で表現の適切性についてコメントし、コンピュータ画面上で

英文を整えていく。画面はプロジェクターで投影されるので、学生は英文を組み立てる過程を

見ることができる。そして一通り言い換えが終了した後、質問を受け付ける。例えば「（別の表

現を提案し）可能ですか」「単語 X と Y の違いは何ですか」などである。質問にも 1 点を与える。

　授業後に、改めて課題が出される。授業中に文単位で作成した言い換えは、資料としてウェ

ブ上で提供される。これを見直して言い換えの完全版を作成するのが課題である。資料内にあ

る複数の表現から自分が好きなものを選び、文章をつなげて段落形式に整えて提出することが

求められる。この提出物に 2 点を与える（ただしエラーがあれば減点される）ⅴ。

　つまり普段の言い換え活動で評価されるのは、言い換えを積極的に提案できたかと、提案さ

れた表現の正しい使い方を理解したか、である。前者においては英語力不足の学生は不利であ

るが、後者においては不利ではない。資料を理解し、細部に注意しながら写して整えることが

できれば得点できるからである。ただし、学期中 3 回実施する小テストでは、未学習の英文が

出題される。ここでは、辞書を使って自力で言い換えられるようになったか、すなわち、授業

で受けた指導が各自の実力となって結実したかが評価される。

５．プロセス指導で重点をおくこと

　最初に指導することは、原文をどう読み取ればよいか、である。読むときには「自分で意味

を取り出さなければならない」ことを繰り返し指導する。例えば、先の (5) の冒頭の名詞句 The 
driving force behind the revival of the Olympic Games の中には、出来事が隠れていることを

指摘し、考えさせる。そして、続く …was the French educator Baron Pierre de Courbertin
を読んで、この人物が何をしたのか考えさせる。つまり、この一文から「誰が何をしたのか」

を読み取るように促すのである。

　それが読み取れたら、次に指導するのはどうしたらうまく言い換えられるか、である。この段

階で強調するのは、「中学と高校レベルの単語と文法で言い換えられる」ということである。し

かしそのためには、内容を単純な形に整理し直す必要がある。上の一文で言えば、オリンピック

が復活した、それを実現したのがクーベルタン、という整理をすれば、内容がかなり単純になる。

　もう一点強調するのは、単語の品詞を変えると言い換えが成立することである。特に名詞

を動詞に変換すると、シンプルな文になりやすい。例えば、revival は高校レベルの単語だが、

start again ならば中学レベル、strong convictions は大学レベルの表現だが、strongly believe
ならば高校レベルである。品詞の変換は文法の操作を伴う。したがって、言い換えを行いなが

ら文法使用の訓練が可能である。

　実際に (5) の最初の 2 文の書き換えがどのようになったかを (7)~(14) に示す。カッコ書きの

部分は、学生に考えさせるためにした教員の発問である。

(7) The Olympic Games were started again in 1896. 
(8) It wasn’t possible without Coubertin.
(9) Coubertin worked hard to make that happen.
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(10) Coubertin helped greatly to revive the Olympic Games.
(11) He strongly believed that sports can help us achieve our best.
(12) 「スポーツと選手の関係は、選手を主語にしたらどうなる？」

Individuals can improve themselves by playing sports.
(13) 「“He inspired many people” とは、具体的に何をしたのかな？」

He told this idea to many people.
(14) Many people supported this idea.

実践例をもう一つ示す。使用した原文は (15) である。

(15) Antibacterial soaps will not remain on U.S. grocery store shelves for much longer. 
The U.S. Food and Drug Administration, or FDA, has just approved a new measure 
that will ban 19 ingredients in soaps. The ban will go into effect in one year. All of the 
banned substances had been promoted as germ killers.

 (Science News for Students , “US to outlaw antibacterial soaps” より )

この内容を分解しながら書き換えた結果は、(16)~(20) の通りである。

(16) 「一文目は、石けんに具体的に何が起こるのかな？」

Antibacterial soaps will disappear from supermarkets in the US.
Antibacterial soaps will be removed.

(17) 「それは FDA が何をしたから？　中学校の単語で」

FDA has just decided …..
(18) 「ban ってことは、誰が何をできなくなる？　中学校の文法で」

Soap makers must not use these 19 chemicals.
(19) Soap makers must follow this rule.
(20) 「promote とは何をすること？　誰が？」「germ killers を動詞に」

Soap makers have included these chemicals … to kill germs.

このように、一文一文の意味を具体的に考えさせるために、教員は様々な発問をする。具体的

に理解することができれば、いろいろな言い換えが可能になるからである。そして、よく知っ

ているはずの単語と文法を引き出すために、「中学校レベル」あるいは「高校レベル」と指定し

て、知識を活性化させるようにしている。

６．類義語の意味の違いの指導

　本実践の中核は、単語レベルを越えた言い換えの指導である。しかし単語単位の言い換えを

する場面でも、学びは起こる。それは、類義語間での置き換えが可能どうかを見ることによ

り、意味の違いが鮮明になることが多いからである。意味が似ている語として辞書に挙げられ

ていても、置き換えると大きく意味が変わることもある。このことに気づくことは、語の知識

を精緻化する助けになると考える。以下に具体例をいくつか示す。(21)~(23) の英文はいずれも

Student Encyclopedia Britannica からの引用である。

(21) Easter commemorates the resurrection of Jesus Christ.
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(21) の resurrection を rebirth に置き換えることはできない。なぜなら、後者は新たに生まれる、

つまり赤ん坊として再度生まれることを意味するからである。キリストは死んだ時の姿で復活

したはずなので、この語は使えない。次に (22) を見る。

(22)（中国の春節の行事の説明） People often hang glowing lanterns in temples or carry 
them during a nighttime parade.

(22) の下線部の言い換えとして Lighted lanterns are displayed を授業では提案した。Shining 
lanterns are suspended とする案が学生からで出たが、これは不適切である。まず shining
は自らが強い光を放つか、反射で光る状態を表すので、灯籠の淡い光と合わなくなる。また

suspend も、本来あるべき位置とは別の位置に途中で止まっている状態を表すので、合わない。

　次の (23) の divided は separated に置き換えられない。なぜなら separate は、本来一緒であっ

たもの、一体感のあるものを引き離す意味をもつからである。

(23) （パラリンピックの障害カテゴリーの説明）Within each group, athletes are further 
divided into classes on the basis of …..

　以上のような類義語間の意味の違いが、辞書で説明されていることは少なく、筆者も最初か

らわかっていたわけではない。学生の提案に従って語を入れ替えてみることによって違いに気

づいた、という方が正確である。これは、実際に使ってみることで語の理解が深まる、という

ことを示す。

７．語法・文法の指導

　英語で文を組み立てる作業において、学生が思いの外苦手なのが、語を適切な文法で使用する

ことである。意味が似ていても語法が異なることがある。また、品詞を変えたら文法も変えなけ

ればならない。これらを指導するのに、言い換えは効果的である。次の (24) と (28) の原文を例

に説明する。いずれもオリッピックの歴史を説明した前出の記事の、別の箇所からの引用である。

　まず (24) であるが、seats を観客数と読めば、people, spectators, audience を使って (25)~(27)
のように言い換えが可能である。しかし seat と同様に複数形で使用できるのは spectator のみで

ある。People は複数の概念をもつ語であり、audience は集合名詞であるため、ふるまいが異なる。

(24) The original Olympic stadium had more than 40,000 seats.
(25) More than 40,000 people could watch the Olympic Games.
(26) Over 40,000 spectators
(27) An audience of more than 40,000

　次に (28) を見る。拡大と多様化を形容詞で表すとすれば、(29) のようになる。この 2 つの形

容詞は、比較級の形態が異なることに気づく。これは中学校で習った語法の確認になる。また

名詞をそのまま使うとしても、(30) のように後ろに下げることが可能で、その場合は前置詞が

必要である。

(28) The size and diversity of the Paralympic Games have increased greatly.
(29) The Paralympic Games have become much bigger and more diverse.
(30) The Paralympic games have expanded greatly in size and diversity.
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これらの語法には、学生は様々な読解教材の中で触れてきているはずであるが、記憶に残って

いるのは単語だけであるようである。換言すれば、それぞれの単語が単独で記憶され、使い方

がほとんど意識されていない、つまり実践的な知識が欠けているのである。

　その傾向は、基本的な文法項目においても見られるため、それも言い換えにおいての指導対

象となる。ここでは時制、冠詞、および単複の区別の 3 点について述べる。まず時制の読み取

り方について、(31) の例を見てほしい。

　(31) は、マラソンの歴史を説明したStudent Encyclopedia Britannica の記事からの引用で

ある。注目するのは下線部の、現在完了が使われている箇所である。現在完了は過去と現在を

つなぐ時制で、日本人学習者にはその統合概念をつかみにくい時制である。そのためか、学校

文法では「継続」「経験」「完了」等の意味に分類し、単純化して指導されている（例えば学研

編 2002 参照）ⅵ。よって (31) は、現在完了の理解を深めるよい機会となる。

(31) The Boston Marathon was first run in 1897. Athletes from all parts of the world 
have participated, and since 1945 many winners have been from other countries.

　下線部からは、現在と過去が読み取れる。すなわち、現在は世界各国から選手が参加し、外

国選手が優勝することも多いこと、そして 1945 年に何かが起こった、ということである。こ

の年に初めて外国選手が優勝した、つまりそれまでは毎回アメリカ人が優勝していた、という

ことが推論されなければならない。これが読み取れれば、現在完了の 2 文は、例えば (32) と (33)
のように、単純現在と単純過去での言い換えが可能になる。

(32) Runners come from all over the world to compete.
(33) In 1945, a non-American runner won the race for the first time.

　ここで、名詞を単複どちらで使うべきか、そして冠詞をどう選ぶべきかも、同時に指導可能

である。(32) の参加者は大勢いるので複数であり、特定する必要がないので冠詞が付かない。

一方、(33) の優勝者は一人であるため単数であるが、誰が優勝したのかはわからないので、不

定冠詞が適切である。学生は一般に、単複や冠詞の違いに意味があるとは思っておらず、読む

ときも書くときもこれらに注意を払わない傾向がある。それを改善するためには、このような、

意味とリンクした具体的な指導が有効であると思われる。

８．学生の反応

　履修学生の 2016 年度前期の授業評価ⅶを見る限り、狙った通りの効果が出ていると思われる。

まず、授業の総合評価の平均点は、5 点満点の 4.33 であり、「成果があった」と感じている学

生が 40 名中 35 名であった。さらに自由記述欄を見ると、学生が苦しみながらも学びを得てい

ることが読み取れる。

　記述の内容は、読解力向上、表現力向上、そして書くことの負担感軽減の 3 点に集約できる。

以下に代表的な記述を抜粋する。

英文をわかりやすく読み砕くことができるようになった。

英文の表面的な意味ではなく、誰が？何を？などを深く考えるようになった。

文章がわかりやすくなっていって、おもしろい。

英文法や言い換えをたくさん習得できた。

73英語を英語に翻訳する



知らなかった表現を学ぶことができた。

ニュンアンスの知識が増えた。

慣れるまで難しいが、慣れたら大丈夫。

英文を書くことに抵抗がなくなった。

　そして 2017 年度は、前年度にも増して「噛み砕いて簡単な表現にする」ことを強調している。

本年度に扱ったものを (34) で例示する。これはエイプリルフールの起源を説明した一節である

（Student Encyclopedia Britannica より）。この下線部を (35)~(37) のように言い換えた。

(34)… because the early spring weather is often unpredictable and can “fool” people.
(35) Weather changes greatly in early spring.
(36) In early spring, it’s warm on one day, and it’s cold the next day.
(37) It is difficult for us to predict the weather in early spring.

(37) は学生から提案されたもので、もちろん言い換えとして適切である。しかしもっと簡単な表

現も可能であることを知ってもらうため、 (35) と (36) を提案した。原文の “unpredictable” の意

味を具体的に考えないと、これらは出てこない。学生の反応は「驚き」が多かったように思う。

　この事例に限らず、言い換えを考える過程で「中学校レベルの表現で」と教員に促されたとき、

パッと思いつく学生は開講当初は少ない。教員が答えを示すと「ああ、そうか！」という声が

漏れる。記憶の底に埋もれてしまっている知識がいかに多いかに、改めて気づくようである。

９．おわりに：言語内翻訳の教育的意義

　本実践は学生に、与えられた内容を自分の言葉で説明し直す作業を課す。この作業を通して

内容理解が深まっていることが、学生の授業評価の記述からわかる。卯城（2009）は、同書の

はしがきで「本当に理解している内容であれば、難しいことでもわかりやすく説明できるはず」

だと述べている。これは、氏が自身の専門知識を本にまとめる際に基盤とする考えであるが、

本実践にも当てはまると思われる。「要するにどういうことなのか」という問いは、説明しよう

とすることで生まれる。それが「本当の理解」に近づく第一歩なのだと考える。

　読んだ英文の内容を「わかりやすく説明」するためには、原文を噛み砕かねばならない。そ

こで表現手段として必要となるのは、基本的な語と文法である。中学校と高校で学習した語彙

と文法を思い出し、言い換えに活用することによって、それらが使える知識に変化して定着す

ることが期待される。

　昨今、中高の英語教育現場では「英語で英語を教える」ことが求められている。そこで必要

なのは、教員が自分のもつ英語力の最も高いレベルでペラペラと話すことではなく、生徒がわ

かるような言い方で表現することである。本実践が行っている言語内翻訳は、そのような能力

の育成にもつながると考える。
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ⅰ 本稿は、2016 年 10 月 29 日に開催された日本英語コミュニケーション学会第 25 回年次大会

での口頭報告をベースに、説明しきれなかった内容を加筆してまとめたものである。
ⅱ 門田らの用語では、第一言語に対しての「第二言語」であるが、本稿ではそれを「外国語」

と読み替える。
ⅲ ちなみに筆者は高校時代、(3) のような訳を好む生徒だったが、教員に「ちゃんと訳しなさい」

と言われ、直訳を強要された。現在でも、特に進学校で「直訳信者」が根強く残っているよう

に見受けられる。
ⅳ 2015 年度以降、外部試験を利用して全学一斉に入学時の英語力を測定している。しかしその

後の測定は実施されていないため、受講者の英語力は正確に把握していない。
ⅴ これ以外に、前期は「原文の内容の視覚的整理」、後期は「英語の要約」の提出が課される。
ⅵ 高校生向けの参考書の中には、現在完了の概念の説明を試みているものもある。例えば石黒

監修（2009）である。しかし多くの高校生は、どの意味のときにどう訳すか（例えば継続なら

ば「ずっと〜している」）の理解に留まっていると思われる。
ⅶ この授業評価は、必修英語科目に共通の形式で、毎学期末に実施されるものである。本授業

のために用意した特別なアンケートではない。
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Translation: Final Frontier for Artificial Intelligence?
第 25 回 JASEC 年次大会シンポジウム

2016 年 10 月 29 日　於：早稲田大学

山 本 英 一
（関西大学）

Description: We seem to have entered a period when artificial intelligence promises, or 
threatens, to supersede merely human intellectual ability in a wide range of activities. 
The recent defeat of a top human Go player by a computer program, for example, came 
as a surprise to many who thought that such an achievement was still years away. Media 
reports often give the impression that similar advances in other fields are just around the 
corner. Might AI even challenge humans in a field like translation, which tests the limits 
of language as a communicative medium to the fullest? This symposium will explore that 
question first by illustrating some of the practical problems that arise when relying upon 
machine translation. This will be followed by an overview of the current state of machine 
translation that may serve as a useful corrective to common misperceptions surrounding the 
technology. Finally, we will have an on-the-ground report from the field of English-language 
journalism in Japan, which relies heavily on human translation. The overall goal is to 
provide a better understanding of the current context of real-world translation from both 
the AI and human perspectives. 
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Translation: Final Frontier for Artificial Intelligence?

Mark Jewel 
(Waseda University)

 This symposium was inspired by the impression that recent advances in artificial 
intelligence made it an appropriate time to revisit the topic of machine translation, first 
discussed at a JASEC forum at Waseda University about a decade ago. After all, if a 
computer program can be devised that can defeat even a high-ranking professional Go player 
(something that was expected to take at least another 10 years but became a reality in March 
of this year), there is reason to think that the even more formidable challenge of fluent 
computer translation from one language to another might soon be overcome. Certainly Google 
Translate and other online services appear to have set their sights on achieving such a goal, 
even if technical experts in the field of machine translation modestly demur when asked point 
blank about the likelihood of that happening. Just how far has machine translation come? 
What advantages are retained by human translators? What conditions must be satisfied in 
order to judge machine translation a success?
 By way of approaching these questions in a spirit of friendly competition, two 
panelists—one a technical researcher in the field of machine translation and the other a 
journalist for an English-language online newspaper published in Japan—were invited to 
provide English translations for a set of Japanese examples and comment on the results, 
which were provided to the audience in the form of a handout. The examples were selected by 
the moderator based on extensive use in a university class on Japanese-English translation, 
and were classified into six categories: signs and simple instructions; longer instructions and 
advice; short biographical and geographical passages; descriptive passages from travel guides; 
expository passages from elementary-school textbooks; and newspaper opinion columns. 
 The translation itself was performed by Google Translate (treated as the AI 
representative) and native-English-speaking staff writers for the English Mainichi website 
(with which the second panelist is affiliated). In addition to discussing the examples, the 
panelists were encouraged to expand on the topic in any fashion they saw fit, with results as 
described in the summaries below. From the moderator’s point of view, it must be said that 
the Google Translate versions, although often capable and occasionally quite impressive, did 
have trouble managing idiomatic usage, especially in longer, more expository passages. This 
outcome was perhaps only to be expected given the conditions imposed and (as the technical 
researcher quite justifiably noted) the rather small and arbitrary nature of the corpus. It 
should also be recognized that machine translation is in fact being used effectively in real-life 
situations, not only in the fields of business and IT but also by the public at large.
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 In any case, audience participation in the subsequent Q&A session demonstrated a 
high level of interest in the topic, and on the basis of the presentations and the remarks of the 
panelists during the Q&A, it seems safe to conclude that collaboration rather than competition 
between computers and humans will remain the most productive form of commercial and 
technical translation, at least for the immediate future. At the same time, mention was made 
of a new approach that is currently under development and promises to greatly enhance the 
quality of machine translation, so perhaps human translators would do well not to become too 
complacent.
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Translation: Final Frontier for Artificial Intelligence?

小 田 　 真
（毎日新聞社英文毎日室）

　昨今、人工知能（artificial intelligence -- AI）の開発が進展し、インターネット上で「AI に
よって 10 年後なくなる仕事」などという特集記事が多数みられる。そのなくなるであろう職種

の中に「翻訳者」も含まれる。

　これまでは、翻訳ソフト等を用いた日英機械翻訳による文章は極めて拙劣なものが多く、意

味が全く分からないものもあり、「文章の意味を解釈し、自分の言葉で再現するという能動的な

作業はコンピューターでは到底無理」「熟練した人間の翻訳者に頼らざるを得ない」などと言わ

れてきた。

　特にニュース日英翻訳の場合、私がこれまでの本学会における研究発表やニュース英語をテ

ーマにしたシンポジウムでも述べたように、日本語のニュース記事と英語のそれではスタイル、

論理の流れが全く異なり、そのまま訳したのでは英文ニュース記事にはならない。

　ここでは紙面の関係で日英のニュース実例は割愛するが、日本語のニュース記事のスタイル

は、リードでニュースの概要を説明し、後の段落で詳細な情報を加えて繰り返し述べるという「循

環型」の流れだが、英文ニュースでは、このような同じ情報の繰り返しは極力避け、論理がま

っすぐに流れていく「直線型」の流れになっている。英文記者が「循環型」の日本語記事を「直

線型」の英文記事に翻訳過程で変換しなければ、特に英語を母国語とする読者にとっては大変

読みづらい文章になる。

　英文記者の仕事は、原文を「訳す」というよりは、原文を取材したネタと考えて、その内容

を十分理解した上で、英文ニュースのスタイルに従って自分の言葉で書くことである。ここが、

他の分野の翻訳、例えば出版翻訳、特許翻訳、技術翻訳などと大きく異なる点である。

　従ってニュース翻訳は、一般の翻訳会社に外注しても、編集部で大幅な書き直しが必要となる。

論理の流れやスタイルを根本的に直すのは、もつれた糸をほどいて編み直すような作業となる。

それならば英文記者が最初から翻訳した方が早い。ニュース翻訳は英文記者にしか出来ない仕

事である。

　英文記者が機械翻訳に取って代わられる時代が来るかということは、AI がどのように発達し

ていくかを見る必要があるだろう。中国語でコンピューターは「電脳」と表記するそうだ。だが、

従来型のコンピューターは人間の頭脳の機能には程遠く、能動的な思考は全く出来ない。最終

的に判断を下すのはあくまでも人間である。私には技術的なことは分からないが、AI は従来の

コンピューターソフトとは全く概念が異なるようだ。AI は自ら能動的に考え、行動出来る技術

らしい。AI は人間のように「心」を持つことが出来るという説もある。俄かに信じがたいが。

　そうであれば、AI によりニュース翻訳をこなす時代は来るであろう。AI を駆使すれば人間

の英文記者と比較して遥かに迅速にニュース翻訳を行うことが出来るようになるだろう。人件

費など経費の関係上、利益を生み出すことが困難な英文媒体を持つ報道機関は大手新聞社、通

信社などに限られている。だが、AI により小規模な報道機関も英文媒体を持ち、積極的に海外
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発信する時代が来るかも知れない。また、英語のみならず、フランス語、中国語など多くの主

要言語での海外発信が可能になるかも知れない。

　だが、徹底的に clarity を要求されるニュース記事でも、時間的制約等のため曖昧さや誤解を

招くような表現が散見される。代名詞は何を示すのか、また主語を省略することの多い日本語

の場合、主語を類推する必要もある。ここが誤訳の原因にもなっている。人間が開発する AI も
思考力については人間以上のものにはならないのではないか。少なくとも人間の書いた不完全

な文章の穴埋めをするような能力を持つのは難しいのかも知れない。

　したがって、AI がニュース翻訳をこなせるようになって英文記者に取って代わる時代が来て

も、翻訳原稿を原文と照らし合わせてチェックし、必要に応じて原文の書き手に確認をし、修

正を加えるという仕事は人間にしか出来ないであろう。これは実務翻訳においても同じことと

言えよう。
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Translation: Final Frontier for Artificial Intelligence?
 

永 田 昌 明
（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）

　コンピュータを用いて人間の言葉をある言語から別の言語へ変換する機械翻訳の研究は 1950 年

代から今日まで約 70 年の歴史がある。1950 年代から 2005 年頃までは、専門家が翻訳規則を作成

する「ルールベース翻訳」が主流であった。しかし、ルールベース翻訳は人手作業による精度の

限界に到達し、2000 年代に入ると、対訳データから翻訳規則に相当する翻訳モデルを自動的に学

習する「統計的機械翻訳」(SMT, Statistical Machine Translation) が主流となった。統計的機械翻

訳は、英語とフランス語のような語順が近い言語間では早くから実用レベルの精度が得られたが、

日本語と英語のような語順が大きく違う言語間では翻訳の精度が低いという問題があった。しか

し 2010 年頃から翻訳元の言語の文を翻訳先の言語の語順に変換してから統計翻訳を行う「事前並

べ替え」の研究が進み、日本語と英語の翻訳精度も改善が進んでいた。ところが 2014 年に「ニュ

ーラル機械翻訳」(Neural Machine Translation) と呼ばれる、ニューラルネットを用いた従来とは

全く異なる機械翻訳の手法が考案され、2015 年には英語とフランス語および英語とドイツ語の翻

訳で統計翻訳の精度を超え、2016 年には日本語と英語の翻訳でもニューラル翻訳の精度が従来の

統計翻訳の精度を大きく上回るようになった。

　今回のシンポジウムの講演では、Mark Jewel 先生 ( 早稲田大学 ) が課題となる日本語文 (81 文 )
とその Google 翻訳による英語訳を提示し (Google は 2016 年 8 月時点では統計翻訳を使用 )、小田

先生 ( 毎日新聞 ) が人手による英語訳 ( 理想訳 ) を作成した。これに対して筆者は、ニュース記事

や書籍から収集した約 100 万文の日英対訳データを用いて独自にニューラル翻訳システムを作成

し、統計翻訳 (Google 翻訳 ) とニューラル翻訳の精度の比較を行った。

　一般に、ニューラル翻訳は母語話者に匹敵する流暢な文を生成するが、必ずしも翻訳元の言語

の文の内容と忠実に反映しない。同じ内容を何度も繰り返したり、原文の一部を無視して訳出し

ないことがある。ときには原文とは全く関係ない内容の訳文を生成することもある。これに対し

て統計翻訳は文法的に正しくない文を生成することが多いが、だいたい原文の内容を反映した訳

文を生成する。一言でまとめると、統計翻訳は「不器用だが努力を感じる逐語訳」、ニューラル翻

訳は「流暢だが怪しい意訳」を生成する。

　現在、機械翻訳技術は技術革新の真っ最中であり、研究レベルでは既にニューラル翻訳が主流

となっている。やがて実用レベルでもニューラル翻訳が主流になり、皆さんにお使い頂けるよう

になると思う (Google は 2016 年 11 月にニューラル翻訳のサービスを開始した )。しかし、人間並

みの翻訳が実現できるのはまだまだ先の話であり、機械翻訳が人間の翻訳者の仕事を奪うことは

ない。例えば、ニューラル翻訳の翻訳結果を人間が後編集するなど、技術の変化について行けば、

人間の仕事は決してなくならない。
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英文学とコミュニケーション

宇 佐 見 太 市
（関西大学）

１．　

　第二次世界大戦後の団塊の世代（第一次ベビーブーム世代）と称せられる世代に属する

筆者〈1950 年 2 月生まれ〉は、専任職としての大学英語教員（専任講師・助教授・教授）

をこれまで丸 40 年間つとめた。筆者は、学生時代には海外留学の経験はいっさい無く、日

本の大学、そして大学院（修士課程・博士課程後期課程）でのみ合計 9 年間、英文学の研

鑽を積んだ。その頃すでに、構造主義からポスト構造主義へと文学批評の流れは移行して

おり、文学テクストは作家個人の天才が産み出したものでは必ずしもなく、過去のさまざ

まなテクストの幾層にもわたる集積の賜物だ、という西欧の文芸批評理論が当時の私たち

英文学専攻者の身近に忍び寄っていた。だからであろうか、時代の変化を敏感に察知した

二十代半ばの筆者は、修士論文で研究対象とする英国の国民的作家チャールズ・ディケン

ズ (Charles Dickens, 1812-70) 文学に関しても、執筆の過程で、作者ディケンズの個性や

特異性を前面に出すことにいくらか躊躇いがあったことを今でもしかと覚えている。こう

した当時の文芸理論の時流に乗るための理論武装として筆者は、熟慮の末、戦略的に敢え

てインパーソナルな人文学的アプローチを思案し、主観を排した、客観的な装いのレトリッ

ク論として修士論文を仕上げた。21 世紀現在の日本の大学院事情とは全く違い、あの頃は

事前に指導教授に相談するという風潮や慣習はあまり無く、提出締切日までひとりで苦悶

し、気概で修士論文という一個の作品を創り上げた（事前に指導を受けない分、修論提出

後の口頭試問が今にして思えば非常に厳格であった）。社会学者・中野収が学園闘争に明け

暮れた団塊の世代に対して、「言語文化の呪縛、言語文化の桎梏からの解放によって、感覚

能力を復権し、表現行為に固執する若者たち」と評しているが（『朝日ジャーナル』1978
年 6 月 16 日号／増大号、pp. 29-36.）、言われてみればまさにその通りで、当時の若き筆

者は、一種のファッション感覚で、修士論文という自己にとっての愛しい小宇宙の構築・

創造という表現行為を、もがきながらもけっこう楽しみながら追求していたに違いない。

　その後、英文学研究界には大きな地殻変動、つまりパラダイムシフトが起こった。英

文学の作品は、もはやアングロサクソン系の作家だけのものではないという厳粛な認

識である。英文学研究と称してアングロサクソン系の言語や精神・文化だけを研究対

象にしていいのかという疑義である。これまで何の憂いも迷いもなく、たとえばシェ

イクスピア (William Shakespeare, 1564-1616) やディケンズといった、いわゆるカ

ノン（正典）と呼ばれるものばかりを基本的に英文学研究の対象としてきた英文学徒

の多くは、V. S. ナイポール (V. S. Naipaul, 1932- ) 等の「英語圏文学」とか「英語文

学」とか称せられる気鋭の作家たちの登場にいささか心の動揺を隠しきれなかった。実

英語時評
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際、東京大学大学院教授の英文学者・斎藤兆史も、英文学の解体と正典の崩壊という

厳然たる事実を前にして、日本における今後の英語文学教育のありようを斎藤兆史編

著『英語の教え方学び方』（東京大学出版会、2003 年）で詳述している。また、中京大学

教授で、数多くの文芸批評を公刊している英文学者ならびに文芸評論家の栂正行も、誠実

な言論人として、栂正行・木村茂雄・武井暁子共編著『土着と近代 ― グローカルの大洋を

行く英語圏文学』（音羽書房鶴見書店、2015 年）等の著書に、現代の英文学研究法に対す

る弥縫策ではない、核心を衝く清冽な論評を多く載せている。こうした昨今の文芸思潮に

身を置く私たちは今、根底からこの問題を考究しなければならないが、しかし改めて冷静

に考えてみれば、実はすでに 19 世紀にポーランド出身のジョウゼフ・コンラッド (Joseph 
Conrad, 1857-1924 ) というエグザイルの作家がまぎれもなくイギリス文学史に燦然たる

足跡を刻んでいた、という事の真実を忘れてはならないだろう。

　このたび私たちは、日本出身の英国の作家カズオ・イシグロ (1954-) のノーベル文学賞

受賞のニュースに接した。この受賞を予測していた人もあろうが、筆者にとっては予想外

の嬉しい驚きであった。カズオ・イシグロの場合、母語がどうのとか、国籍がどうのとか

いう、そんなレベルを超えて、英語で書かれた彼の文学作品それ自体が高く評価されたの

である。これぞ「英語圏文学」あるいは「英語文学」そのものであろう。

　こうした時代状況のもと、私たち世代の英文学研究者のほとんどが信じて疑うことのな

かったイングリッシュネスに基盤を置くこれまでの正典としての英文学研究の意義は奈辺

にあるのであろうかと、前述の斎藤兆史同様、筆者は呻吟せざるをえない。この問題に真

正面から向き合ってこなかった筆者は今、悔恨の情に苛まれながらも、しかしながら、今

回のノーベル文学賞受賞者カズオ・イシグロ自身の読書遍歴を辿ることによって、イング

リッシュネスを信奉してきた筆者の悔悟の念は、ほんの少しは払拭されるのではないかと

思う。

　両親が日本人であるカズオ・イシグロは、5 歳のとき父親の仕事の都合で一家そろって

英国にわたり、1983 年に英国籍を取得している。彼は、コナン・ドイル ( Arthur Conan 
Doyle, 1859-1930 )、ジェイン・オースティン (Jane Austen, 1775-1817 )、そしてシャー

ロット・ブロンテ (Charlotte Brontë, 1816-1855) 等の 19 世紀の英国作家の諸作品に耽

溺したことを読者の私たちに吐露している。言うまでもなくこれら一連の作家の諸作品は、

まさしく「正典」と言われるものである。カズオ・イシグロにとっては、作家修行のため

だけでなく、自らの英語習得のためにもこれらの作品読解は非常に役立ったとのことで、

いまだにヴィクトリア朝時代の英語、たとえば ‘Pray be seated.’ といった表現が口をつい

て出てくる、と彼は漏らしている。

　ところで、カズオ・イシグロのこのような読書遍歴からの連想だが、英語を話す日本人

が現在よりもはるかに少なかったであろう明治の時代にあって、たとえば内村鑑三 ( 1861-
1930) や岡倉天心 ( 1863-1913) などは、どうして英語の達人になりえたかを考えた際、彼

ら明治の英傑は、翻訳本ではなく、本来の英語そのものと必死に格闘したからではないか、

と筆者は考えている。明治の先達は、ひたすら原書を読み、それを自家薬篭中のものにし

ていったのではないだろうか、と思料する。これは、原書と真摯に対峙したカズオ・イシ

グロと同じ学習態度であったと思われる。

　現在、世の中全体の風潮として、たとえば教育界や実業界においては、問題
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解決能力育成といった呼び声が喧しい。もちろんその能力は、実社会で生き抜

く力として若者にとっては必須のものであろう。ただ、英語英文学専攻の大学

のひとりの英語教師として、ひたすら愚直なまでに英文学作品を一字一句てい

ねいに精読する訓練を教室で実践している筆者は、即戦力養成もさることなが

ら、たとえ地味な作業と言われようが、じっくりと時間をかけて原書を読むと

いう訓練を通じて、学生に英語読解力と忍耐力をも同時に体得させてやりたい、と願って

いる。後者の忍耐力に関しては、精神科医・帚木蓬生の著書『ネガティブ・ケイパビリティ

答えの出ない事態に耐える力』（朝日選書、2017 年）のまさにサブタイトルの「答えの出

ない事態に耐える力」と同種のものと言っても良いだろう。

　現代の若者たちの一部には、自ら勝手に作り出した固い殻の中に精神的に引きこもりが

ちな者もいる。彼らは本能的に、しにものぐるいで外界から身を守ろうとしているのでは

ないだろうか。自己主張が強く、即座に受け答えが可能な、そんな元気溌剌な外向的な人

間がややもすれば席巻しがちな英語教育界にあって、自己主張が弱く控えめで内向的なお

となしい若者にとっては、てきぱきとした受け答えを瞬時に要求される学校でのオーラル・

コミュニケーション的な英語の授業は苦痛でも、逆に、たっぷりと時間をかけて文学作品

とゆったりと落ち着いて向き合い、一字一句の英文を熟読しながら和訳するという、いか

にも地道で愚直な作業は、けっこう相性がいいかもしれない。一見したところ時代遅れに

感じられるこうした昔ながらの地味な英文訳読授業を通じて、内向的な学生が、迷路から

やっと抜け出した時に味わう、あの解放感と喜びと言ってもいいものを体得するのを長年

にわたって筆者は経験してきた。こうした経験から、要領よく生きるのが苦手で、授業中

の教師やクラスメートとの機敏な問答で遅れを取り、それゆえに精神的な苦境に陥りがち

な若者にレジリエンス（元気の回復力）の機会を与えてやりたいという想いを抱くに至っ

た筆者は、この種の昔ながらの地味な英文読解授業が必ずや学生の英語基礎力養成にもつ

ながり、同時に、根気よく問題解決に当たるという忍耐力の涵養にも寄与するであろうと

信じつつ、教室で英文学作品の精読授業を粛々と実践している。

２．

　チャールズ・ディケンズの晩年の短篇小説 “Holiday Romance”（「ホリデイ・ロマンス」、

1868）は、Part I から Part IV までの４篇から成り、それぞれ６歳半から９歳までの子ど

もたちが書いた物語である、という設定の作品である。子どもの視点から大人の世界を描

いたものと言えよう。本稿では、Part IV の Miss Nettie Ashford（ネティ・アシュフォード）

という名の６歳半の少女が書いたという体裁の小篇を取り上げたい。本作品の翻訳として

は、杉山洋子他訳『ディケンズ (Charles Dickens) ホリデイ・ロマンス』（株式会社編集工

房ノア、2000 年）が存在する。翻訳の際に杉山洋子他が用いたテキストは、ディケンズ主

宰の週刊雑誌All the Year Round  に 1868 年 1 月号から 4 月号まで連載されたものゆえ、

筆者もそれに合わせて、1868 年 4 月 4 日発行の週刊誌版に載ったものを使用した。原題

は “Holiday Romance. By Charles Dickens. In Four Parts. Part IV. Romance. From 
The Pen of Miss Nettie Ashford. ” だが、杉山洋子他訳の翻訳書は、そのストーリーに鑑

みて、「さかさま国のお話・大人の学校　ネティ・アシュフォード（6.5 歳）作」という題
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名を付けている。子どもたちが大人たちを寄宿学校に預けてしまうという、現実とは全く

逆の奇想天外な夢物語である。現実社会とはあべこべの、子どもが好き放題して楽しく暮

らせる、そんな夢の楽園が描かれている。それゆえに一見したところ、少年少女向きの児

童文学の範疇にきちんとおさまる作品のようではあるが、しかしながら、英文それ自体は

日本の大学の英語学習者にとっては必ずしも容易ではないと、筆者には思われる。現に教

室で本作品を使用した際、身を以てそのことを体験した。我々にとって決して平易とは言

えない、こうした英文の読解例を以下に列挙しながら、教室での英文解釈の模様を再現し

てみたいと思う。

(1) The grown-up people are obliged to obey the children, and are never allowed to 
sit up to supper, except on their birthdays.

下線部分に関して上記の翻訳書では「晩ごはんまで起きててもいけないのよ」となっ

ており、もちろんこの和訳は正解なのだが、ただしこれについてはいくぶん時代背景

的な説明が要るのではないだろうか、と筆者には思われてならない。当時は、大人の

時間と子どもの時間は厳密に分けられていて、誕生日のような特別な日を除いて子ど

もは普段、子ども部屋等で大人とは別に食事を与えられ、そのまま早々と寝かしつけ

られたのである。子どもは大人と一緒の supper の席には着けなかったのである。実際、

子どもが悪いことをした時の子どもに対する親の御仕置きの一つは、子ども部屋で何

もしないで寝るように強要することであった。子どもはときには食事も与えられな

かったのである。こうしたことを踏まえたうえでこの英文を読めば、子どもと大人が

逆転した設定のこの物語の the grown-up people の悲哀が、読者には身にしみて感じ

取れるであろう。現に、この種の場面は、たとえば C. S. ルイス (C. S. Lewis, 1898-
1963) の『ナルニア国ものがたり』(The Chronicles of Narnia , 1950-56)7 部作のうち、

第 6 番目に出版された “The Magician’s Nephew”(1955) や、L. M.　モンゴメリ (Lucy 
Maud Montgomery, 1874-1942) の『赤毛のアン』(Anne of Green Gables , 1908)
などにおいて、私たちには馴染み深いものである。

(2) Her parents required a great deal of looking after, and they had connexions 
and companions who were scarcely ever out of mischief.

下線部の意味は、翻訳書の和訳に従えば、「いつもいたずらばっかりしている」であ

り、もちろんこれは正解で、何ら問題はない。ただ、日本の英語学習者のなかには、

なぜそのような意味になるのかわからない者もいるようである。そこで英語教員は教

室で、‘scarcely ever ’ は「ほとんど～でない、きわめてまれだ」の意味だということ

をまず学生に確認させ、そして、‘out of mischief ’ は「ほんのいたずら心で」の意味

だと教え、直訳すれば「ほんのいたずら心から、ではまずない」、つまり「ほんのいた

ずら心どころではない」となり、結局のところ上記の翻訳本の通り、「いたずらばっか
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りしている」の意味になるのだ、と教授する。実際、物語の文脈から言えば、この意

味にしか取れないので、直観的に正しい意味を瞬時に掴みとる語学的センスのある学

生もいるだろう。

(3) Mrs. Orange stood upon the scraper to pull at the bell, and gave a Ring-ting-ting.

この箇所は、‘bell’ が今で言う「ベル」ではなく、「呼び鈴」であることを知ってい

なければならない。だからこそ、‘pull at the bell’ という表現になり、「呼び鈴をぐい

と引っ張る」という意味になる。ここでは当時の ‘bell’ に関する知識が求められる。

(4) “Then pray have  you,” said Mrs. Orange, “have  you any vacancies?”

‘pray’ については、カズオ・イシグロに関する件りで既に上述した通りであるが、

まさにヴィクトリア朝時代に使われた英語である。命令文や疑問文で、副詞的に用

いられ、今で言う ‘please’ に相当する。この ‘pray’ については、あとで再び、‘Pray 
stay to dinner.’ という表現が出てくる。

また、‘have’ の用法に関してだが、現代英語であれば一般的に ‘Do you have any 
vacancies?’ のように代動詞 do を使って表現するが、テキストのような英語表現もあ

ることを授業で指摘する。現に、1962 年から 1965 年にかけての筆者の大阪市立天

王寺中学校時代には二通りの表現があることを教室で学んだ。まるで助動詞のような

‘have’ の使い方だと、当時は思ったものである。

(5) Go along with you, sir.  This is Brown, Mrs. Orange. Oh, a sad case, Brown’s !
　

この物語は、既に述べたように、大人と子どもがあべこべになったという体裁の話

である。本来は大人なのだが、まるで子どものような扱いをされて寄宿学校に入れら

れている Brown という名の男性に向かって、本来は子どもであるレモン先生は、「勝

手にしなさい、あっちへ行きなさい」と言うのだが、その際、オレンジ夫人に話すと

きは、その男性の事を Brown と呼び捨てにしているにもかかわらず、実際に彼本人に

話しかけるときは、‘sir ’という語彙を用いているところが面白い。実はこの種の表現は、

以後、何回も出てくる。また、‘a sad case’ は、「しまつにおえない人」という意味で

あることに留意しなければいけない。 

(6) “You must have a great deal of trouble with them, ma’am,” said Mrs. Orange.
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この助動詞 ‘must’ は、「必然性・推量」の意味の ‘must’ で、「～にちがいない、ど

うみても～と考えられる、きっと～だ」という意味合いで、話者の強い確信を表して

いる。この助動詞の働きによって、話者の話の確信度がかなり高いことを示している、

と読者は認識すべきであろう。

(7) “Well, I wish you good morning, ma’am,” said Mrs. Orange.

これは、人に別れの言葉を述べるときの表現である。「さよなら」とか「じゃ、ごき

げんよろしく」という意味で、いくぶん尻上がり気味に発音する。この場合には当て

はまらないが、文脈によっては、嫌な人と別れるなど少し皮肉交じりのニュアンスが

入ることもある、と敢えて学生に教えることも必要だろう。

(8) “Those troublesome troubles are got rid of, please the Pigs!”

この表現は、‘please God’ という慣用語句の代用としてふざけて言う場合に用いら

れる。‘Pigs’ の P は小文字にもなりうる。「都合よくいけば、場合によったら」の意味

である。

(9) Mr. Orange here came home from the city, and he came too with a Ring-ting-ting.

この ‘the city’ は、「ロンドンの金融・商業の中心地である the City of London」を

具体的に指している。翻訳書では、「さてここへ、オレンジ氏がお勤めから帰ってきて、

呼びりんをリンリンリンと鳴らして入ってきたの。」となっている。

(10) “James, love,” said Mrs. Orange, “you look tired.  What has been doing in the
    city to-day?”

この ‘love’ は、呼びかけに用いる口語的な用法で、「愛しい者」という意味の名詞で

ある。「ジェイムズ、ねえあなた！」とでも訳せばいいだろう。

(11) “Hear, hear, hear!” while other boys cried.  “No, no!” and others “Question!”       
    “Spoke!” and all sorts of nonsense that ever you heard.

実際は大人だが、子どもという設定のこの物語において、その子どもたちは議会

ごっこをやり始める。‘Hear, hear, hear!’（「拝聴！拝聴！拝聴！」、すなわち、「そう
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だ、そうだ！その通りだ！」）のあと、‘No, no!’（「意義あり！意義あり！」）、そして

‘Question!’（「質問！」）と続き、最後に ‘Spoke!’ が来るが、この語の意味は「妨害、邪魔」

(=obstruction) であり、「議事妨害だ！」と和訳できるだろう。

(12) But at last Mrs. Alicumpaine said, “I cannot have this din….”

‘this din’ は、「このような騒々しさ、騒音」の意味であり、‘have’ は、「許す

=permit」とか「我慢する =tolerate」の意味である。翻訳書は、「ああ、うるさい、

もうだめ。」となっている。学生には例文として、‘I can’t have his audacity.’（「彼

のずうずうしさには黙っていられない」）などを示せばいいと思う。

(13) “I quite adore them, ma’am,” said Mrs. Orange, “but they DO want variety.”

‘want’ は、本来の意味が「～に欠けている、足りない =lack」であることに注意し

なければならない。翻訳書の和訳「だけどもう少しいい子がいてもいいのにね」は、

的確な意訳である。

(14) “I adore them, James,” said Mrs. Orange; “but SUPPOSE we pay her then!”  

この ‘suppose’ は、「提案」を表す ‘suppose’ で、「もし～したらどうか」の意味である。

「それじゃ、彼女にお金を払ってしまったら？」、つまり、「彼女にお金を払いましょう」

の意味となる。例文として、 ‘Suppose (=I suppose) we go to the movies tonight.’ 
（「今夜、映画はどうだね？」）を学生に提示すればいいだろう。

　実は上記の英文例以外にも、本作品には、他動詞的に形容詞として用いられる ‘tiresome’
（「～をいらいらさせる、～を退屈させる」、‘delightful’（「～を楽しくさせる、～に喜びを

与える」）、‘trying’（「～を疲れさせる、腹立たしい、苦しい、つらい」）、‘wearing’（「～

を疲れさせる、うんざりさせる、腹立たしい」）、そして ‘vexing’（「～をいらだたせる、困

らせる、やっかいな」）などの語彙が頻出する。さらに、助動詞 ‘would’ に関しては、「過

去時における固執や拒絶」の意味用法が何度も出てくるので、教室ではそれらについての

丁寧な文法的説明が必要となる。このように、原書を精読する授業では、英文の一字一句

を慎重に吟味・検討し、味読していかなければならない。英文学者・佐々木徹（京都大学

大学院教授）は、「今、日本で、英文学にどう取り組むか？」と題するエッセイで、「英文

学を研究するに際して、われわれ日本人は英語を母語とする研究者にスタート時点で大き

く差をつけられている。だが、懸命に努力すれば対等に渡り合えないはずはないし、不利

を克服した快感は格別の励みになる。わたしに言わせれば、逆境をはねのける最善の方法
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は精読である。われわれは日本語の本をさっと読み流してしまう。英語を母語とする研究

者の読みも往々にしてそういうものだ。だから、われわれは英語をひたすら丁寧に読んで

勝負する。読む量でかなわなければ、質で対抗する。今、真に国際的な学問に至る一つの

近道はそこにあるのではないだろうか」（日本英文学会（関東支部）編、『教室の英文学』

所収、研究社、2017 年、p. 8.）、と持論を吐露しているが、筆者もこれと全く同じ想いで、

教室に臨んでいる。

　さらに具体的な例として、本文中に ‘connexions’（「親類、縁者」の意味）という語彙

が出てくれば、この綴り字の特異性に注目する。‘to-night’ であれば、‘at night’（「夜に」）

の意味であることを教える。また、ディケンズの作品を読むときには、その時代特有の俗

語にも目を向けなければいけない。その際、筆者が重宝しているのは英語学者・市河三喜

が物した『英文法研究』（研究社、1954 年）所収の「第二編　ディケンズと俗語の研究」

である。さらにディケンズの作品と接していて筆者がいつも痛感することは、彼の文体は

雅俗混淆であるということだ。ディケンズ自身、独学でたたきあげた人ゆえ、そこには教

養人の文体もあれば、一般庶民の文体もあるといった具合で、ごった煮の面白さに満ち溢

れている。これこそ、ディケンズ文学愛好家にとっては至福以外の何物でもない、と筆者

は固く信じている。

３．

　筆者は、英国の作家の小説、それもたとえばチャールズ・ディケンズ作の古典を教室で

取り上げてはいるが、筆者のクラスには英文学者を目指している受講生など皆無であるこ

とは百も承知している。それゆえに彼らには、アマチュアリズム、すなわち文学愛好家の

平常心で文学作品と素直に向き合い、その文学教育的営為を通して最終的に英文読解力を

修得して欲しいと切望している。現に 1952 年（昭和 27 年）、英文学者・鍋島能弘は、当

時の若者に向かって次のようにアマチュアリズムを鼓舞している：「… 若い読者に述べた

いのは、明治の時代のイギリス文学黎明期のことである。強ち回顧趣味ではないけれども、

あの自由闊達な文化開拓の時代には、曲りなりにもイギリスの文學を解し、親
、 、 、 、 、 、

しんでいる

人たちが多かつた。いわゆる学究的には正
、 、

確でないけれども、作品の雰囲気や作家のスタ

イルといつたものを、勘
、

よく掴む人々がいたのである。漱石は云うに及ばず、たとえば

透谷にしても、独歩にしても、その片言隻句のうちにイギリスの芸術的なもの美的表現

を宿していたところもあるようだ。」（鍋島能弘、『英文學の教養』（創藝社、1952 年、p. 
175.）。この鍋島能弘と同様の想いを筆者も抱いている。

　日本の英語教育、特に中学校レベルにおける「コミュニケーション」重視の時代の幕開

けは、1989 年（平成元年）である。当時の文部省発令の「学習指導要領」に片仮名の「コミュ

ニケーション」なる語が登場し、その勢いはまたたく間に高等学校や大学にも波及し、現

在に至っているが、この風潮に憂いを抱いた「日本学術会議　言語・文学委員会　文化の

邂逅と言語分科会」は、満を持して、2016 年（平成 28 年）11 月 4 日付けで「提言　こと

ばに対する能動的態度を育てる取り組み ― 初等中等教育における英語教育の発展のために

―」を公表した。これは、実用性を重視する英語教育だけではなく、ことばの仕組み・構

造や働きそれ自体にもさらにいっそう関心を向けさせるべきではないか、という提言であ
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る。その際、話し言葉ばかりではなく、書き言葉の活用の利点にも言及し、さらには、母

語と目標言語との関連性をしっかりと認識することの大切さをも強調している。この提言

は、現状の日本の英語教育界に一石を投じたと言えるだろう。

　日本の言語教育を考えるに際して、古典教育と外国語教育双方の融合を目指す英文学者・

平川祐弘（東京大学名誉教授）は、「古典」について以下のように述べている：「古典とは何か。

風土と歴史に根ざしながら、時と所をこえてひろく享受されるもの。人間の叡智の結晶で

あり、人間性洞察の力とその表現の美しさによって、私たちの想いを深くし、心を豊かに

してくれるもの。いまも私たちの魂をゆさぶり、「人間とは何か、生きるとは何か」との永

遠の問いに立ち返らせてくれるもの。それが古典である。」（平川祐弘著「地球化時代の英

語学習と『源氏物語』の邂逅」『諸君！』文藝春秋、2009 年 4 月号所収、p. 120. ）。現代

日本の英語教育への問いを射程に入れた雄渾な筆致の平川祐弘の論述を傾聴するに如くは

ないだろう。現に、ロシア語会議通訳者ならびに作家として活躍した米原万里（1950-2006）
も、「文学こそがその民族の精神の軌跡、精神の歩みを記したもので、その精神のエキスで

ある」（米原万里著『米原万里の「愛の法則」』集英社、2007 年、pp. 179-180.）、と述べ

ている。

　また、言語学者・ジョージ・スタイナー（George Steiner, 1929- ）も、著書 Language and
Silence（Faber & Faber, 1967）において、英米の英文学研究界の惨状を嘆きつつ、古典

への関心と素養の蘇生を祈願する。英文学研究の本場、英米でさえ今や危機意識が英文学

界を覆っているようである。著者のジョージ・スタイナーは、この状況を打開するために

はひたすら古典を読むことに尽きる、と主張する。

　アメリカの構造主義言語学を主導したエドワード・サピア (Edward Sapir, 1884-1939)
は、古代ギリシア哲学以来の連綿と続いてきた伝統的な知性／理性生得説の流れのなかに

あって、人間はことばによって初めて思考するという、言語が思考の基盤であるとする立

場を表明した。その後、人間には言語を話す能力が生得的に備わっているとする生成文法

理論の生みの親であるノーム・チョムスキー (Noam Chomsky, 1928-) が登場したが、筆

者はサピアの主張に同感の念を抱いている。ところでそのノーム・チョムスキーであるが、

1999 年の暮れに行われた彼への長編インタビュー本（田桐正彦訳『チョムスキー、世界を

語る』株式会社トランスビュー、2002 年、p. 146.）のなかでチョムスキーは、特定の人

物を神格化することには真っ向から反対し、個人の名を冠した学説や理論は、もうそれだ

けで疑わしいものに見えてしまう、と言っている。まさにラディカルな知識人としての面

目躍如である。筆者もその意見には賛同する。

　言語と思考の問題や個人崇拝の学説・理論のことなど、これらはどれも筆者にとっては

峻厳な課題である。こうした根源的な問いを常に突きつけてくる知の巨人たちの深甚な言

説に絶えず耳を傾けながら、欧米的普遍からほど遠い渺たる極東のはての日本にあって、

筆者の英語英文学教育の果断な試みは常に道半ばの感あり、である。なぜなら、筆者の青

春時代（中学時代は東京オリンピック、その後は EXPO’70 など）から現在に至るまで、

日本の経済界ならびに教育界は、常に役に立つ実用英語教育を標榜し続けている。現に数

年前の 2013 年にも、文科省は「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」を発表

した。このように実用性や有用性とかいう言葉や概念を前面に押し出されると、気の弱い

筆者などは沈黙してしまわざるをえなくなる。でも一方で、こうした実用英語偏重が果た
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して今後いつまで続き、この流れが本当に現代の若者たちにとって幸せをもたらすのかと

いう、いわく言い難い思念が筆者の脳裏に纏わりつく。

ただ、念のために付言しておくが、筆者は決して世間で言うところの実用英語をないが

しろにしているわけでは決してない。実際、筆者のここ二十年来のライフワークは、「英語

教育の応用篇としての英文学研究のありよう」の論究である（Cf. 拙書『実践知性として

の英文学研究』関西大学出版部、2014 年）。作品と読者の、作者と読者の重層的な「コミュ

ニケーション」の探求を筆者は志向しているのである。人間と人間の「コミュニケーショ

ン」の複雑さ、奥の深さを認識するためには、英文学作品の有効的活用もありうるのでは

ないかという筆者の信念に基づいての考究である（「コミュニケーション」に関しては、突

き詰めれば、社会言語学の領域とも重なるだろう。現に言語学者・田中克彦は著書『こと

ばとは何か ― 言語学という冒険』（ちくま新書、2004 年、p. 174.）のなかで、「倫理の問

題であり、人権の問題であり、人類と文明の未来にかかわる広くて深い人間学的問題である」

と述べているが、言い得て妙である）。筆者は、教室で、英文学作品の精読を通じて言葉の

持つ魔力にどっぷりと身を浸しながら、究極的には「コミュニケーション」の醍醐味を若

人に感得して欲しいと願っている。そのためのひとつの手法として筆者は、地道な英文読

解作業を実践し、学生には「知」だけではなく、「知」と「徳」の両方を修得させたいと願

いつつ、精読授業の研鑽を長きにわたって積み重ねてきた次第である。

政治学専門の東京大学名誉教授・三谷太一郎著『学問は現実にいかに関わるか』（東京大

学出版会、2013 年、p. 234.）からの以下の引照は、筆者には学問のありかたを考究する

に際しての千鈞の重みを持つ犀利な至言と思われる：「学問が現実と関わる際に、学問を現

実に媒介するのは学問を支える価値観であり、また価値観に基づく価値判断である。学問

的客観性だけでは現実は動かない。しかも価値観と結びついていない、単なる学問的客観

性はありえない。そして価値観に生命力を吹き込むのは具体的な価値判断であり、その主

体である人格である。それが学問の主体に他ならない」。

これまで日本の経済界を先導してきた鉄鋼・造船・家電等の業種の多くは、急速なグロー

バル化の流れのなかで今まさに苦境に瀕している。GDP（国内総生産）も 2015 年には世

界ランク 20 位になった。現代日本の若者にとって今ほど過酷な状況は、過去に類がないだ

ろう。私たち大学の英語教員が現在なすべきことは何なのか。肚をすえてかかるべき時が

来たのではないだろうか。もちろんそれぞれが信ずる道を進めば良いわけだが、願わくば

私たち英語教師は、閉塞感漂うこの社会の「再生」を目指して、己をむなしゅうし、無私

の精神で一陽来復の春を希求したいものである。事々しいことは筆者の意に染まぬことだ

が、本稿で述べた筆者のささやかな英文解釈の授業実践例を通じて、言語、文学、文化、民族、

歴史、そして思想等に柔軟に思いを馳せることのできる、そんな外柔内剛の人間を育成し

てゆきたいと思う。そして彼ら若人が多事多端な時代を乗り切ってくれるであろうことを

祈願し、筆を擱きたい。
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活　動　報　告

　

（2016 年 10 月 29 日　早稲田大学）

「Translation: Final Frontier for Artificial Intelligence?」
司　　　会：　Mark Jewel  （早稲田大学）

パネリスト：　Mark Jewel   （早稲田大学）　

　　　　　　　小 田 　 真   （毎日新聞社　英文毎日室　記者）　

　　　　　　　永 田 昌 明   （NTT コミュニケーション科学基礎研究所）

　

（2015 年 10 月 29 日　早稲田大学）　

名詞として働く疑問詞 —the/a way を中心に

井 上  亜 依 （防衛大学校）

above, over, up の意味の違いについて

水 本  孝 二 （日本大学）

able to VP による前位自由付加詞の容認可能性について

甲 斐   雅 之 （京都女子大学）

通訳人はどこまで歩み寄るべきなのか？ —Speech Communication Theory (Giles) の観点から —      
毛  利   雅  子 （豊橋技術科学大学）

英語を英語に翻訳する：言語学習の手段としての言語内翻訳

渡 部  友 子 （東北学院大学）

社会の中で医療通訳が果たす役割

森 田  直 美 （東京医科大学）

「ドラマを用いた音声教育例」

加 藤  希 （立教大学）

受動態の使い方

奥 西  嘉 一 （神戸学院大学（非常勤））

いかにして小中学校で英語コミュニケーション機会を提供していくか

　　　　　　　　奥 村  聡 （一般社団法人 CCC プロジェクト代表理事）

起動動詞 grow, proceed, commence, resume に後続する to 不定詞補文及び動名詞補文の比較研究

                           蔵 薗  和 也 （大阪工業大学）
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2017 年 1 月関西地区研究フォーラム　（2017 年 1 月 29 日　関西学院大学）

日本語の「の」に対応する英語の表現について

津 村  元 司 （日米英語学院）

情報交換セッション（フォーラム参加者による）

コーディネーター　奥 田  隆 一 ( 関西大学 )

2017 年３月関西地区研究フォーラム　（2017 年 3 月 11 日　関西大学）

野球用語から見る興味深い英語表現

吉 田  由 美 子 (T for T 代表 )

英語コミュニケーション教育の理論と実際 ―パフォーマンス学からのアプローチ―

大 川  道 代 （青山学院大学）

2017 年 3 月関東地区研究フォーラム　（2017 年 3 月 25 日　早稲田大学）

親の立場から見た帰国子女入試 ― 帰国子女が直面する問題点と実状

加 藤  香 織 （翻訳者）

英文メディアにみる関係代名詞の『仮先行詞』と制限用法 that/which の選択要因について

小 西  和 久 （早稲田大学）

2017 年５月関東地区研究フォーラム　（2017 年 5 月 27 日　早稲田大学）

短期留学が日本人大学生の一般的信頼感と市民規範に及ぼす影響

香 取  真 里 （青森公立大）

Comparing the Benefits of L1 and L2 Reading
Joseph Poulshock （専修大学）

 関西地区

 関東地区



学術賞：該当者なし

学会奨励賞：該当者なし

 第 9 回学会賞
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日本英語コミュニケーション学会規約

１９９１年９月２８日設立総会承認・制定

１９９３年１０月２３日第２回通常総会承認・第１次改正

１９９８年１０月１０日第７回通常総会承認・第２次改正

２００５年１０月８日第１４回通常総会承認・第３次改正

第１章　　総　　則

（名称）

第１条　本学会は、日本英語コミュニケーション学会（英語名 The Japanese Association for 

Studies in English Communication　同略称 JASEC）と称する。

（所在地）

第２条　本学会の運営を統括するため、理事会の定める地に本部を置く。ただし、その他の地に

支部を置くことができる。

（目的）

第３条　本学会は、英語発想法、翻訳・通訳法など、日本人の英語による国際コミュニケーショ

ンに関する諸問題を研究し、一層効果的な国際コミュニケーションの実現に貢献することを目的

とする。

（事業）

第４条　本学会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（１）研究フォーラムの開催

（２）研究発表誌の刊行

（３）前各号に掲げるもののほか、本学会の目的を達成するために必要な事業

第２章　　会　　員

（会員の種別）

第５条　本学会の会員は、正会員、準会員及び賛助会員とする。

２　正会員は、原則として、英語コミュニケーション教育・研究に従事している日本人、日常の

仕事において英語コミュニケーションを行っている日本人、及び、日本人のための英語教育・研

究に従事している外国人とする。

３　準会員は、英語による国際コミュニケーションに関心を持つ学部学生とする。

４　賛助会員は、本学会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。

（入会）

第６条　本学会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なけ

ればならない。

（会費）

第７条　会員は、本学会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、総会の定めるとこ

ろにより、会費を負担しなければならない。

（退会）

第８条　会員は、退会しようとするときは、事前にその旨を書面をもって会長に届け出なければ

ならない。

２　会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、本学会を退会したものとみなす。
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（１）正会員又は準会員にあっては、会費を３年以上滞納した場合

（２）本学会の名誉を毀損し又は設立の趣旨に反する行為を行ったことにより、総会において、

除名すべきものと認められた場合

（３）前各号に掲げるほか会員たる資格を喪失した場合

３　本学会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第３章　　役　　員

（種別）

第９条　本学会に次の役員を置く。

（１）会長

（２）副会長　　１名ないし 2名

（３）理事　　　若干名

（４）監査役　　1名ないし 2名

（５）参与　　　若干名

（６）幹事　　　若干名

（７）事務局長

（選任）

第１０条　理事及び監査役は、総会において、正会員の中から選任する。

２　会長及び副会長は、理事会において、理事の互選により定める。

３　理事及び監査役は、相互に兼ねることはできない。

４　参与及び幹事は、理事会において、正会員の中から選任する。

（職務）

第１１条　理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。

２　会長は、本学会を代表し、会務を統括する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名し

た順序により、その職務を代行する。

４　監査役は、会計及び会務の執行の状況を監査する。

５　参与は、理事会の諮問に答え、意見を述べ、理事会による会務の執行を補佐する。

６　幹事は、理事を補佐する。

７　役員は、全員、研究フォーラム運営委員を兼ねるものとする。

８　役員は、無報酬とする。

(任期 )

第１２条　役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２　前項の規定にかかわらず、会長及び副会長の任期は、原則として２期までとする。

３　補欠又は増員により就任した役員の任期は、前２項の規定にかかわらず、前任者又は現任者

の残任期間とする。

４　役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなけ

ればならない。

（顧問）

第１３条　本学会に顧問若干名を置くことができる。

２　顧問は、学識経験者等のうちから、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
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３　顧問は、本学会の運営に関し、会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。

４　顧問の任期については、第１２条第１項の規定を準用する。

第４章　　総　　会

（種別、構成及び機能）

第１４条　本学会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

２　総会は、正会員をもって構成する。

３　総会は、本学会の最高議決機関であって、この規約に別に定めるもののほか、本学会の重要

事項を議決する。

（開催及び招集）

第１５条　通常総会は、毎年１回、事業年度終了後９０日以内に開催する。

２　臨時総会は、理事会が必要と認めた場合に開催する。

３　総会は、会長が招集する。

４　総会を招集する場合は、日時及び場所並びに総会の目的たる事項及びその内容を示した書面

をもって、開会の日の１０日前までに、正会員に通知しなければならない。

（議決等）

第１６条　総会は、正会員総数の３分の１以上の出席がなければ、開会することができない。

２　総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意でこれを決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

３　総会の議長は、会長をもってこれにあてる。

（書面表決等）

第１７条　やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、書面又は代理人をもって表

決権を行使することができる。

２　前項の代理人は、代表権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。

３　第１項の場合において、正会員は、表決について総会の議長に白紙委任することができる。

４　第１項及び前項の規定により表決権を行使する場合は、当該正会員は総会に出席したものと

みなす。

（議事録）

第１８条　総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（１）日時及び場所

（２）正会員の現在数

（３）出席した正会員の数及び理事の氏名（書面表決者及び表決委任者を含む）

（４）議決事項

（５）議事の経過の概要

（６）議事録署名人の選任に関する事項

２　議事録には、議長長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名

人２名が記名押印しなければならない。
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第５章　　理　事　会

（構成及び機能）

第１９条　本学会に理事会を置く。

２　理事会は、理事をもって構成する。ただし、監査役、幹事、参与及び事務局長は、理事会に

出席し、意見を述べることができる。

３　理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

（１）総会の議決した事項の執行に関すること

（２）総会に附議すべき事項

（３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること

（開催及び召集）

第２０条　理事会は、会長が必要と認めた場合に開催する。

２　理事会は、会長が招集する。

３　理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに理事会の目的たる事項及びその内容を示した

書面をもって、開会の１０日前までに理事に通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要

する等の場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することを妨げない。

４　会長は、緊急に理事会を招集する必要がある場合において、やむを得ない事情によりこれを

開催できないときには、理事の承諾を得て、書面等により議決を得ることができる。この場合、

理事会は開催されたものとみなす。

（議決等）

第２１条　理事会は、理事現在数の３分の１以上の出席がなければ、開会することができない。

２　理事会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意でこれを決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

３　理事会の議長は、会長をもってこれにあてる。

４　議決事項に特別の利害関係を有する者は、定足数に算入せず、また、表決権を行使すること

はできない。

（書面表決等）

第２２条　やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、書面又は代理人をもって表

決権を行使することができる。

２　前項の場合において、理事は、表決について理事会の議長に白紙委任することができる。

３　前２項の規定により表決権を行使する場合は、当該理事は理事会に出席したものとみなす。

（議事録）

第２３条　理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（１）日時及び場所

（２）理事の現在数

（３）出席した理事の氏名（書面表決者及び表決委任者を含む）

（４）議決事項

（５）議事の経過の概要
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（６）議事録署名人の選任に関する事項

２　議事録には、議長及び出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人

２名が記名押印しなければならない。

第６章　　資　産　及　び　会　計

（資産の構成及び管理）

第２４条　本学会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

（１）財産目録記載の財産

（２）会費

（３）寄付金品

（４）資産から生ずる収入

（５〉事業に伴う収入

（６）その他の収入

２　本学会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。

（経費の支弁）

第２５条 本学会の経費は、資産をもって支弁する。

（事業計画、収支予算、事業報告及び収支決算）

第２６条　本学会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、理事会の議決を経た後、毎事

業年度の開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により、当該事

業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この

場合、当該事業年度の開姶の日から９０日以内に総会の議決を得るものとする。

２　会長は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、理事会の議決を得な

ければならない。

３　本学会の事業報告書及び収支決算書は、会長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監

査役の監査を経、理事会の議決を経た後、当該事業年度終了後９０日以内に総会の承認を得なけ

ればならない。

（特別会計）

第２７条　本学会は、事業の遂行上必要がある場合には、理事会の議決を経て、特別会計を設け

ることができる。

２　前項の特別会計は、前条の収支予算及び収支決算に計上しなければならない。

（事業年度）

第２８条　本学会の事業年度は、毎年９月１日に始まり、翌年８月３１日に終わる。

第７章　　規　約　の　変　更

（規約の変更）

第２９条　この規約は、総会において、出席正会員の３分の２以上の議決を得なければ、これを

変更することはできない。

第８章　　雑　則

（公用語）

第３０条　本学会の研究活動等において使用する言語は、日本語又は英語とする。
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（委員会）

第３１条　本学会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会又は分科会（以下「委員会」と総称

する。）を設けることができる。

２　委員会は、その目的とする事項について調査及び研究し、又は審議する。

３　委員会の組織、構成及び運営その他委員会に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、別

に定める。

（支部）

第３２条　本学会は、事業の円滑な遂行を図るため、支部を置くことができる。

２　支部には、理事会の同意を得て会長が委嘱する支部長を置く。支部長の任期は、会長及び副

会長に準ずるものとする。

３　支部の位置、組織及び運営その他支部に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定

める。

（事務局）

第３３条　本学会の事務を処理するため、事務局を置く。

２　事務局には、理事会の同意を得て会長が委嘱する事務局長を置く。事務局長の任期は、会長

及び副会長に準ずるものとする。

３　事務局の場所、組織、職員及び運営その他事務局に関して必要な事項は、理事会の議決を経

て、別に定める。

（実施細則）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第３４条　この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
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THE JASEC BULLETIN(日本英語コミュニケーション学会紀要)寄稿規程

 

（2001.3.24.  2002.11.30.  2003.10.11.  2004.10.9. 改正）

第１.　趣旨

　　THE JASEC BULLETIN（日本英語コミュニケーション学会紀要。以下「本誌」という。）にお

いては、英語発想法、翻訳・通訳法、英語コミュニケーション教育法など、日本人の英語による

国際コミュニケーションに関する諸問題についての研究内容等を掲載し、発表する。

第２．寄稿資格

　　本誌に執筆できる者は、原則として、本学会正会員とする。

第３．掲載原稿のカテゴリー、寄稿の種類

（１）本誌に掲載されるべき原稿は、未発表の原著であって、以下の 5つのカテゴリーに分類さ

れるものとする。

　　  なお、これらのカテゴリーは、執筆を希望する者（以下「寄稿者」という。）が寄稿時に

自ら選択するものとするが、紀要編集委員会による審査の結果、他の掲載カテゴリーへの変

更が行われることがあるので、あらかじめ留意すること。

　①　研究論文（英語コミュニケーションに関する重要な学術的貢献となる論文であって理論的、

実証的な考察と独自の知見を含むもの）

　②　研究ノート（英語コミュニケーションに関する、萌芽的、試論的、暫定的な考察、研究論

文作成過程の中間的成果、諸学説の概観等であって学術的に高い水準の問題提起、情報、デ

ータ等を提供しているもの）

　③　報告（英語コミュニケーションに関する実践や調査に係る学術的な報告であって特定の問

題意識や課題を明示するもの）

　④　書評

　⑤　英語時評（英語コミュニケーションに関する時事的話題を扱った短い論評であって学術的

に高い水準の情報を提供しているもの）

（２）原稿は ､原則として、募集に応じた寄稿者が期日までに本学会事務局あてに送付するもの

とする（「公募原稿」）。ただし、本学会は、年次大会及び研究フォーラムでの発表のうち、

その内容が独創的であり、学術的に価値があると本学会が認めたものについては、当該発表

者に対して寄稿（書評及び英語時評を除く）を依頼することができる（「依頼原稿」）。また、

本学会は、必要に応じ、適切な者に対し、書評、英語時評その他の寄稿を依頼することがで

きる。

第４．原稿の書式、ページ数

（１）使用言語は、日本語、英語のいずれでもよいが、日本語の場合には、申込書（様式：別紙１）

の表題欄に必ず英訳を記すこと。

（２）原稿は、ワープロ浄書された横書きで、提出用紙の大きさは、A4 とする。両マージンを 1

インチ（約 2.5 ｃｍ）ずつあけ、原則として、日本語の場合は 1ページ 40字× 40 行、英語

の場合は、1ページ 40行とする。第 1ページ目に表題、氏名、所属を
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明記すること。（書式見本及び執筆上の注意：別紙２参照）

（３）研究論文、研究ノート及び報告は、原則として、上記書式による、刷り上がり 10ページ程

度とし（研究論文及び研究ノートは最大限 15ページ以内）、付図、付表もこの枚数に算入す

る。書評及び英語時評は、3ページ以内とする。

第５.　寄稿の手続き

（１）原稿は、本規程に従って執筆したもの（ハードコピー）を審査用に４部提出するものとする。

      なお、提出された審査用原稿は、採否にかかわらず、返却しない。

（２）審査用原稿の提出に際しては、所定の申込書に必要事項を記載して添付すること。

（３）審査用原稿の提出期日は、毎年 5月 15 日とし、期日を過ぎたものは受け付けない。ただし、

依頼原稿の場合は、本学会が別に定める日をもって期日とする。

（４）次節の審査を経て、採用が決定された原稿については、寄稿者は本学会の定める期日までに、

印刷用電子ファイルを本学会に提出するものとする。電子ファイルは、原則として MS Word

（Windows、Mac 共）により、電子メールへ添付されて本学会事務局宛提出されるものとする。

図表等が特殊なフォーマットにより作成されている等 MS Word ファイルによる提出が困難で

ある場合には、寄稿者は事務局と相談の上、適宜対処することとする。

第６．原稿の審査等

（１）原稿掲載の可否は、紀要編集委員会が審査の上、決定する。

（２）上記審査の結果、本学会は、論文、研究ノート及び報告について、内容に関する修正や掲

載カテゴリーの変更を当該寄稿者に申し入れることができる。また、書評に関しても、本学

会は、当該寄稿者に対し、その内容に関して修正を依頼できるものとする。当該寄稿者から

変更への同意が得られないとき、また、本学会が定める期限を過ぎても、修正原稿が返送さ

れないときは、本学会は、当該原稿の掲載を見合わせることができる。

（３）一旦提出された原稿（印刷用電子ファイルを含む。以下同じ）の内容については、寄稿者は、

校正作業における誤字・脱字の修正等を除き、紀要編集委員会の承認を得ることなく変更を

加えることはできない。

（４）掲載に際しては、紀要編集委員会において原稿を編集整理することがある。ただし、形式

に係るものを除き、当該変更が多量にわたる場合には、寄稿者の了解を得るものとする。

（５）本学会は、本誌への掲載の可否に関する会員からの問い合わせには、原則として答えない

ものとする。

第７．著作権等

  本誌に掲載された原稿の著作権は、寄稿者（原著者）に帰属し、本誌の編集出版権は、日本英

語コミュニケーション学会に帰属するものとする。

第８．実施要領

  本規程に定めるもののほか、本誌の原稿の募集等に関し必要な実施要領は、随時定め、会員に

通知するものとする。
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日本英語コミュニケーション学会賞規程 (改正第２版 )

（目的及び総則）

第１条　本規程は、我が国の英語コミュニケーションの学術的研究の進歩・発展に寄与した個

人を顕彰するため、本学会に置く学会賞（以下「本賞」という。）の実施に関し必要な基本的事

項を定めるものとする。

( 賞の種類 )
第２条　本賞は、学術賞、研究奨励賞及び実践功労賞から成る。

2.　学術賞は、推薦時までの約１年間に公刊された、英語コミュニケーションに関連した分野

における、学術上優れた単行本を出版した本学会員に対して与えられる。

3. 研究奨励賞は、前年度の本学会紀要 (JASEC Bulletin) に掲載された、英語コミュニケーシ

ョンに関連した分野における、優れた研究を発表した本学会員に対して与えられる。

4. 実践功労賞は、推薦時までの約１年間に公刊された、英語コミュニケーションに関連した

分野における、一般読者又は学生を対象とした優れた啓発書又は教科書であって、当該分

野への貢献が著しいと認められるものを出版した本学会員に対して与えられる。

5．上記の各賞については、同一の執筆者に対して、学会賞と実践功労賞はそれぞれ 1 回のみ、

研究奨励賞については 2 回まで受賞を認めるものとする。ただし、当該受賞業績が共著で

ある場合は、この限りでない。

( 選考及び授賞 )
第３条　本賞は、前条に定める各賞ごとに、それぞれ成果を収めた本学会員に対して、第５条

に定める日本英語コミュニケーション学会賞選考委員会 ( 以下、「選考委員会」という。) の選

考を経て、理事会が決定し、年次大会で授賞する。

2.　授賞は、原則として各賞について年度ごとに１件とする。

3.　受賞者には、賞状及び副賞を授与する。

( 推薦 )　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４条　受賞候補者の推薦は、各賞について本学会役員が被推薦者の氏名及び推薦理由を添え

て選考委員会に対して毎年 2 月末日までに行う。

( 選考委員会の構成等 )
第５条　選考委員会は、原則として、会長が理事会の意見を徴して委嘱する８名の委員をもっ

て構成する。

2.　委員長は、選考委員会委員の中から会長が理事会の意見を徴して委嘱する。

3.　委員長は、選考委員会を招集し、これを主宰する。委員長に事故ある場合、又は、欠けた

場合は、委員の互選により議長を選定する。
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4.　委員の任期は２年とし、再任を妨げない。

5.　委員が本賞の選考の対象となる場合は、当該委員はその採否の決定には参加できない。

( 実施細則 )
第６条　本規程に定めるもののほか、本賞の運営及び実施に関し必要な事項は、選考委員会に

おいて定める。

( 改正 )
第 7 条　この規程の改正は、理事会がこれを行う。

付則　この規程は、2008 年 10 月 11 日から施行する。

2.　この規程は、2014 年 3 月 9 日から施行する。

3.　この規程は、2017 年 10 月 14 日から施行する。（第 2 条関連）
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（別紙１　寄稿申込書）

日本英語コミュニケーション学会事務局　宛

THE JASEC BULLETIN寄稿申込書

お申し込み日：　　  　 年　　　 月  　　日

  ふりがな

  申込者氏名

  所属

  現住所
 郵便番号（　　　　　---　　　　 　）
   　

　　　　   ( 都・道・府・県 )

  電話   FAX

  E-mail          　　

　　　　　　　　     @

 

 表題

 日本語

 英語（＊日本語による原稿でも、英語表題は必要です。英語による原稿の場合

はこちらのみご記入ください）

 希望掲載欄  （いずれかに○印をお願いいたします）

　

　研究論文　・　研究ノート　・　報告　・　書評　・　英語時評

（申込書のご送付先）

〒 169-8050

東京都新宿区西早稲田 1-6-1

早稲田大学 政治経済学部内

日本英語コミュニケーション学会事務局（小西和久研究室）
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（別紙２　書式及び執筆上の注意）　　　

□□□□□□□□□□□□□に関する一考察

○田△郎

（△△大学）

１．はじめに

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○

　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下略）

（原稿執筆上の注意）

１．ファイル形式は原則 MS Word（Windows、Mac 共）とする。ただし、審査用原稿は以下の様

式で記載されたものであれば、ファイル形式を問わない。

２．審査用原稿の用紙サイズはＡ４判とする。

３．両側マージン、上下余白はすべて１インチ（約２．５ｃｍ）とする。

４．日本語は１ページ４０字×４０行、英語は４０行とする。ただし、２行以上にわたる引用

文の場合は、２行目以降を全角１字下げ（英数３字分）とする。

５．日本語の字体は明朝体で 10.5 ポイントとする。英語の字体は Century で 10.5 ポイントと

する。

６．第１ページ目には、３行あけて、表題を記載する（センタリング）。１行あけて氏名、次行

に所属を記載する　

　（センタリング）。所属は氏名の下にかっこ書きし、肩書きは記載しない。

　　＜所属の記載例＞

　　　甲乙大学大学院英語研究科教授　　→　甲乙大学

　　　丙丁大学非常勤講師　　　　　　　→　丙丁大学

　　　戊己大学大学院経済学科博士課程　→　戊巳大学大学院

　　　県立庚辛高等学校教諭　　　　　　→　庚辛高等学校

　　　ＡＢＣＤ商事国際営業課係長　　　→　ＡＢＣＤ商事

７．章・節の表記は上記見本のように「1.」からはじめ、「2.1」「2.2」のように表す。

８．注は通し番号を付け、論文末にまとめる。

９．執筆者のＥメールアドレスの記載を希望する場合は、論文末に記載すること。
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