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鈴木
１

雅光

はじめに

The Concise Oxford Dictionary（COD）は、現在、第 12 版まで出版されている。辞書を
検討する場合、本来は最新の版を扱うのが一般的であるが、本稿で第 9 版を検討するのは、
この版がもっとも語法欄が充実していると考えられるからである。
語法とは何か。辞書的な定義は辞書を調べれば分かるが、我が国の語法辞典が与えている
定義、例えば、文法が文のルールを扱うように語法は語のルールを扱うというような定義は、
英米の語法辞典を見ると必ずしも当てはまるわけではない。語法とは何かを知る一つの方法
は、語法を説明している辞典の各項目を調べ、そこからどのように説明されているかを帰納
的に検討することである。そうすることで語法とは何かが理解できるであろう。本稿では、
COD ９の Usage を調査し、語法とは何かを考えてみたい。

２

語法辞典としての COD ９

まず最初に COD とはどのような辞典か。正直なところ COD は容易には扱えない辞書で
ある。皆が称賛しかつ有名な辞書の割には、使いこなしている者は少ないのではないか。筆
者の周囲にこの辞書を使っている人はほとんど見かけない。学生となると皆無である。にも
かかわらず、権威のある辞書として、昔から COD は名声を欲しいままにしてきた。
第 9 版は“The foremost authority on current English”
（現代英語の第一級の権威）と自
賛している。権威とあるから、使う者はそれに従わなければならないような、有無を言わさ
ぬ価値を押しつけられるのである。加島祥造著『英語の辞書の話』
（講談社、1976）が、こ
の辞典に関して「単語そのものの様相を語るのにすぐれた辞典」と述べているように、単語
の意味の正確さ、定義の美しさでは一頭地を抜いている辞書である。
COD 第 9 版は 1995 年に出版された。大量の語法欄（Usage Note

使用上の注意）が付

されたのが、この版の一つの特徴であった。語法欄を数えてみると 360 語ある。ただし
cross-reference の語は１語として数えた。例えば、avoid に Usage が付いているが“See
Usage Note at AVERT”とあるので、avoid と avert で 2 語とせず 1 語と数えた。COD9 と
同じ年に出版された学習辞典である Oxford Advanced Learner's Dictionary（第 5 版）には、
語法が付いているのは 220 語であるから、COD9 の方が語法の数は 140 語多いことになる。
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COD9 の語法とはどういうものか。第 9 版に付いている jacket には Usage について、次
のように説明している。
Extra Help On Usage and Grammar
To help users distinguish between correct and incorrect grammar and usage, reliable
guidance is provided by Language in Use panels and concise in-text notes.
（語法と文法に特別な支援

利用者に正しい文法・語法と正しくない文法・語法を区別

する助力となるように、信頼できる案内が言語使用パネル及び簡略なテキストの注によ
り提供されています）
文法や語法が correct か incorrect かを利用者に提供するため、信頼できる案内を提供して
いると述べているが、注意すべきは、Usage の付いている語すべてが correct か incorrect
かの判断を行っているわけではない、ということである。単に語の知識を提供しているだけ
の項目も多い（例えば Apocrypha, exchequer, Indian など）
。また背景的な知識を提供して
いるだけの項目もある（例えば century, European Community など）
。
辞書の特色とは何であろうか。語数を売り物にする辞書があるが、これはあまり意味がな
い。英語で最大の語数を誇るのは The Oxford English Dictionary（OED）である。しかし
ほとんどの人にとっては 60 万語もいらない。一つの辞書ですべての要求を満たすことも不
可能である。OED を引いて文法事項がないと不満を述べても、それは筋違いである。辞書
は改訂版の度に、読者の注目を引こうと新しい試みをする。COD 第 9 版の見やすく数の多
い語法欄もその一つであった。
ところが、第 9 版の語法欄は、第 10 版になると大幅に減らされた。例えば、A の項目で
は 9 版で 43 語あったものが、10 版では 7 語と激減した。10 版では A の項目に新たに 5 語
（adverse, alternate, appraise, apprise, Australoid）加わったが、全体でわずか 12 語となり
激減した。もっとも COD は元来語法を売り物とする辞書ではなかった。日本でいう学習者
向きのいわゆる「学習辞典」でもない。我々が COD に期待するのは別のところにある。語
法を調べようとして COD に手を伸ばすようなことはなかった。しかし COD は第 7 版から
論争語法を扱うようになった。それゆえに、
第 9 版のように多くの語法欄を付けてくれると、
COD9 を語法辞典として参照しようかという気にもなるのだ。

３

扱っている語法

COD9 の扱っている語法を見てみよう。まず語はどういう場合に問題となるのか、考えら
れるところをあげてみる。研究者間の意見の食い違い。これは論争語法（disputed usage）
と な る。COD9 で は 意 味 の 定 義 の と こ ろ に（ 例 え ば aggravate, centre（v）, decimate,
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disinterested）
、あるいは発音に（例えば distribute, formidable, integral）disp. と表示して
いる。ラテン系の語源・意味へのこだわり。この傾向は規範文法家に多く見受けられる。口
語用法と文語用法。これは文体がもともと違うので、語の容認度に差が出てくる。意味の追
加。ある語に意味が追加されると、その意味が語源からみて存在しない場合、問題になる。
辞書の利用者から問題になることをあげる。類語との混同。意味も形も似ていると混同し
や す い。 例 え ば、connote と denote, complaisant と complacent, continual と continuous,
inept と inapt, inflict と afflict など。イギリス英語とアメリカ英語の違い。例えば、
spring（過
去形の sprung）
，write（He writes me every week）など。イギリス人とアメリカ人でも
双方で理解できない語があるのであるから、
外国語として英語を学ぶ者にはなおさら難しい。
方言や俗語は困難。外国語としての英語学習者は、通例、標準英語を通して学ぶので、方言
や俗語の理解は難しい。
COD9 の Usage は、語の発音、意味、ストレス、文法、連語、成句、差別用語、あるい
は背景的知識などを扱っている。COD9 は Usage をどのような基準で選択したのか気にな
るところだが、これについては何の言及もない。ただし、Usage の説明がある語の中には
disp. と付されていることから、論争語法（disputed usage）の語が取り上げられているこ
とが分かる。従って、Usage が付されている語を見れば、結果としてどのような基準で選択
さ れ た の か が 推 測 で き る で あ ろ う。 ま た、 語 法 の 判 断 や 評 価 は“standard（British）
English”を基準にして行われている。The use of x is considered incorrect in standard
English [protagonist] や X should be avoided in standard English [synchronize] のような説
明が行われていることから、語法基準として standard English が用いられていることが分
かる。

４

説明の表現・方法

COD8 にも語法はあるが、意味の定義の中に入っており見やすくない。一方、COD9 の
Usage は見やすくするため別枠にした。COD9 の Usage の表現と説明方法を見てみよう。
語法判断をする場合、
判断を示す語としての形容詞に注目する必要がある。その語法が「正
確」なのか「不正確」なのか、
「適切」なのか「不適切」なのか、
「自然」なのか「不自然」
なのか、あるいは「文法的」なのか「非文法的」なのかというような形容詞である。このよ
うに語法判断は、対語（a pair of words）で行われることが多い。

４. １

形容詞

用法がどうであるかを評価する形容詞は、correct/incorrect や formal/informal のように
対語が使われる。また反対の意味を示すために、natural に対して not natural や acceptable
に対して not acceptable のように使われることもある。これも対語の一種である。以下の語
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は、どの辞書にもよく現れる定番の形容詞であるが、語法判断や語のレーベルを示している。
correct/incorrect
formal/informal
common/uncommon
acceptable/unacceptable
standard/non-standard
この中で、もっとも使われる語にもかかわらず、日本語訳として座りの悪いのが formal/
informal である。日本語訳は定まっておらず、
「これはフォーマルである」
「インフォーマル
な文脈で使われる」というように、カタカナ英語で用いられていることからも、そのことが
分かるであろう。語のレーベルを示す形容詞には他に archaic, colloquial, old-fashioned,
uneducated などがある。
Usage の例を具体的に示す。例文末尾の [ ] 内の単語は引用例の出典である。
correct（正しい）/ incorrect（正しくない）
語法の説明では correct より incorrect の方が頻繁に使われる。X is considered incorrect
の説明は語法で頻用されるが、X is considered correct は語法で用いられる必然性はない。
それは語法の役目が、正用を示すのに、正しくないものを示して、誤用を引き立て役に使っ
ているからである。
They were afflicted by a virus is correct. [inflict]
（They were afflicted by a virus は正しい）
The second pronunciation, stressed on the second syllable, is considered incorrect by
some people. [controversy]
（第二音節にストレスをおく２つ目の発音は、正しくないと考える人もいる）
formal（形式的な）/ informal（形式ばらない）
Upon is sometimes more formal than on. [upon]
（upon は時々 on よりも形式的である）
Although over three centuries old, the use of invite as a noun meaning‘invitation’is
still highly informal. [invite]
（3 世紀以上にわたっているにもかかわらず、
‘invitation’を意味する名詞として invite を
用いるのは、依然としてかなりくだけている）
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副詞の informally が使われることもある。
Disinterested is commonly used informally to mean 'uninterested', but this is widely
regarded as incorrect. [disinterested]
（disinterested はくだけて‘uninterested’を意味するのに通例用いられる。しかしこれは
広く正しくないと考えられている）
common（普通の）/ uncommon（まれな）
The variant form advisor is fairly common, but is considered incorrect by some people.
[adviser]
（異形の advisor はかなり普通であるが、正しくないと考える人もいる）
The term platform ticket is becoming increasingly uncommon in the UK. [platform
ticket]
（platform ticket という用語は、英国ではますますまれになっている）
acceptable（容認可能な）/ unacceptable（容認できない）
In sense 1a of the noun, a lot of is somewhat informal, but acceptable in serious
writing, whereas lots of is not. [lot]
（名詞の 1a の意味で a lot of はややくだけているが、硬い文書でも受け入れられている。
一方 lots of は容認できない）
Ain't is usually regarded as an uneducated use, and unacceptable in spoken and
written English. [ain't]
（ain't は普通教育のない用法と見なされており、話し言葉と書き言葉で受け入れられない）
standard（標準的な）/ non-standard（非標準的な）
Upon is sometimes more formal than on, but is standard in the phrases once upon a
time and upon my word. [upon]
（upon は時々 on よりも形式的であるが、once upon a time や upon my word のような成
句では標準的である）
Gotta is non-standard and should generally be avoided in both speech and writing.
[gotta]
（gotta は非標準である。一般的に口語と文語の両方で避けられるべきである）
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否定的な語法判定を示す場合、よく用いられる形容詞は、接頭辞 in-, un- が付く形容詞で
ある。例えば incorrect, inappropriate, unacceptable, ungrammatical がある。この他に、否
定的な判断を示す形容詞としては wrong, erroneous, offensive がある。
incorrect（不正確な）
語法は correct か incorrect かの判断をよくするので、これらの形容詞が頻出する。しか
し incorrect の方が correct に比べて現れる割合が圧倒的に多い。語法が間違いを正す役割
を担っているからである。
The use of her instead of she after the verb‘to be’is considered by some to be
grammatically incorrect but is normal in ordinary usage. [her]
（be 動詞の後に she の代わりに her を用いるのは、文法的に正しくないと考える人もいる
が、通常の慣用では普通である）
副詞の incorrectly も使われる。
The plural form of criterion, criteria, is often used incorrectly as the singular. [criterion]
（criterion の複数形 criteria は、しばしば単数形として間違って使われる）
語法が誤用を指摘する役目を担うので、Usage の説明には間違った用法を提示して注意を
喚起する方法が取られる。従って、
「間違った」という意味の形容詞 wrong や erroneous が
よく使われている。同様の理由で、ungrammatical と non-standard の形容詞もよく用いら
れる。Usage でこれらの形容詞の使われる頻度が高いのは、
語法の役目柄そうなるのである。
wrong（間違った）
It is generally considered wrong to use neither instead of either in sense 3 of the adverb
to strengthen a preceding negative. [neither]
（先行する否定語を強めるために、
副詞の 3 の意味の either の代わりに neither を使うのは、
間違っていると一般的には考えられている）
erroneous（間違った）
The intransitive use of the verb lay in sense 3 to mean‘lie’is erroneous in standard
English. [lay]
（‘lie’を意味する 3 の意味の動詞 lay の自動詞用法は、標準英語では誤りである）
間違った用法は ungrammatical（非文法的）あるいは unacceptable（容認できない）と
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なる。
ungrammatical（非文法的）
文 法 が 非 文 法 的 と い う の は あ る が、 語 法 が 非 文 法 的 と は 言 わ な い。 従 っ て、
ungrammatical は文法用語の説明に現れる。
The use of the double negative as illustrated is considered ungrammatical in standard
English. [double negative]
（例示したような二重否定の用法は、標準英語では非文法的であると見なされている）
unacceptable（容認できない）
ある用法が受容できるかできないかを示すのも語法の役割である。
A double negative, though standard in languages such as Spanish, is unacceptable in
standard English. [neither]
（二重否定は、スペイン語のような言語では標準的であるが、標準英語では容認できない）
ある語や用法が許容できるかできないかは、
不快の念を与えるかどうかによることがある。
不快の念を与えれば、感情表現の offensive や derogatory が使われることになる。ちなみに、
論争語法や人種差別の語に初めて焦点を当てたのは第 7 版からである。第７版には D（for
disputed uses）と R（for racially offensive uses）の特別なマークが付いている。
offensive（感情を害する）
Usage では形容詞 offensive は多用されている。なお、Offensive Language and Sexism
について、COD9 の appendix（pp. 1662-23）に説明が載っている。また、どういう語が感
情を害するのかの主なリストもある。
The term Muhammadan is not used or favoured by Muslims, and is often regarded as
offensive. [Muhammadan]
（Muhammaden という用語はイスラム教徒によって使われていないし好まれてもいない。
そしてしばしば感情を害するものとして考えられている）
derogatory（軽蔑的）
Asian is the preferred term when referring to people, with Asiatic now widely
considered derogatory. [Asian]
（Asian は人々に言及するとき好まれる用語である。Asiatic は今や軽蔑的であると広く考
えられている）
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Usage の説明に使われているその他の形容詞をあげる。[

] 内には COD9 をすぐ参照でき

るように、出典例の語を 1 ～ 2 語示してある。
ambiguous [split infinitive], archaic [muriatic acid, not], clumsy [one, split infinitive],
colloquial [-wise], current [lectureship, -like], derogatory [Asian], emphatic [none],
frequent [less], illogical [forensic, verbal], interchangeable [awaken, compare], natural
[graffiti, split infinitive], neutral [non-ambiguous, non-attached], normal [all, her],
obligatory [-ize], old-fashioned [Scotch(man), wireless], over-formal [use], preferable
[gourmand, out], rare [besides, disinterest], redundant [PIN], stilted [use, whoever],
tautologous [situation], ugly [situation], unambiguous [Indian], uneducated [ain't], useful
[one, onto], usual [all, fish]

４. ２

副詞

Usage の説明によく使われている副詞がある。Sometimes や often のように頻度を示す副
詞である。文法や語法は、絶対的なことは述べがたいので、絶対を回避する副詞 sometimes,
occasionally, often, frequently; generally, usually, normally, commonly などが使われる。
sometimes
Distinct is sometimes confused with distinctive. [distinct]
（disinct は時々 distinctive と間違えられる）
occasionally
Com- is used before b, m, p, and occasionally before vowels and f. [com-]
（com- は b, m, p の前で、そして時々母音及び f の前で用いられる）
often
The spelling neuron is often preferred to neurone in technical use. [neurone]
（neuron の綴りは技術用法ではしばしば neurone が好まれる）
frequently
The word restaurateur is frequently misspelt restauranteur under the influence of the
word restaurant. [restaurateur]
（restaurateur という語は restaurant の影響で、しばしば restauranteur と誤って綴られる）
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generally
Media is commonly used as a mass noun with a singular verb, but this is not generally
accepted. [media]
（media は質量名詞として単数形の動詞と普通使われるが、これは一般的には受け入れら
れない）
usually
..., but this kind or these kinds is usually preferable. [kind]
（･･･ しかし this kind あるいは these kinds が普通好まれる）
normally
Masterful is normally used of a person, whereas masterly is used of achievements,
abilities, etc. [masterful]
（masterful は普通人について用いられる、一方、masterly は業績や能力などについて用
いられる）
commonly
Note also that effect is commonly used as a noun as well as a verb. [affect]
（また、effect は普通動詞のみならず名詞としても使われることに注意せよ）
mainly
Continuance relates mainly to the intransitive senses of continue 'to be still in existence'.
[continuance]
（continuance は主に‘to be still in existence’の意味の自動詞 continue に関連がある）
文法や語法は絶対的なことは述べがたいので、以上のような絶対回避の副詞が用いられる
の で あ る が、 次 の 例 の よ う に 絶 対 的 な こ と を 述 べ る always が 使 わ れ る こ と が あ る。
Bacteria は bacterium の複数形であるから、単数形として用いてはならない、単数形とし
ては bacterium を使えというという指示である。ただしこの指示が守られるかは極めて疑
わしい。
This is not acceptable and the form bacterium should always be used in such examples.
[bacterium]
（これは受け入れられない。そして bacterium という形は、常にそのような例で使われる
べきである）
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範 囲 指 定 の 副 詞 と し て especially は、especially in literal senses や especially in North
American English のように用いられる。
Until, as opposed to till, is used especially at the beginning of a sentence and in formal
style. [until]
（till と対照的に、until は特に文頭か形式的な文体で使われる）
焦点化副詞の only も範囲指定の副詞である。
In standard British English specialty is used only in sense 2 above. [specialty]
（標準イギリス英語では、specialty は上記 2 の意味にしか使われない）
昔は受け入れられなかったが「今では」受け入れられている、というような場合、now
が用いられる。語法は変化するということを now は示している。
The use of be prepared in the sense‘be willing’was criticized in the past by some
authorities, but it is now established usage. [prepare]
（‘be willing’の意味で be prepared を用いるのは、過去においては大家によって非難さ
れたが、今では確立した用法である）
The term wireless is now old-fashioned, esp. with reference to broadcasting, and has
been superseded by radio. [wireless]
（特に放送に関して、wireless という用語は今では古風であり、radio に取って代わられて
いる）
Usage の 説 明 に 使 わ れ て い る そ の 他 の 副 詞 に は、best [same], chiefly [Asiatic, slow],
extremely [thankfully], mistakenly [phenomenon], officially [broker, jobber], particularly
[they], rarely [insignia], strictly [majority], widely [both, deprecate], wrongly [intense] など
がある。

４. ３

受動構文

Usage の説明で受動構文は頻繁に使われている。受動態は主観的見解の印象を抑え、客観
性を与えるために使われる。OALD5 の語法の説明が「x ＋動詞」型、特に You say... 型が
多いのとは対照的である。使われている受動構文には、以下のようなものがある。
（1）be considered [Indian]
be regarded as [aggravate, enormity]
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（2）be used [excepting, insignia]
（3）be expressed [must]
be illustrated [centigrade, dwarf]
be misspelt [restaurateur]
be pronounced [aural, pronunciation]
be quoted [sic]
be reworded [situation, substitute]
be spelt [Linnaean, pronunciation]
be written [anyone, ever]
（4）be declared [untouchable]
be established [AD, anticipate]
be formed [non-, un-]
be intensified [preferable]
be stressed [belay]
（5）be followed [as, lest]
be placed [only, sic]
be preceded [date, likely]
be replaced [-oon, thy]
be superseded [milliard, wireless]
be unchanged [congeries]
（6）be condemned [like, unlike]
be criticized [cohort, prepare]
be deplored [decimate]
be favoured [gay]
be frowned upon [parameter, comprise]
be objected to [disinterest]
be preferred [centigrade, dwarf]
（7）be abolished [treason]
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be accepted [Apocrypha, onto]
be avoided [panacea, write]
be dropped [the]
be elided [-o-]
be omitted [half, -like]
be treated [agenda, data]
（8）be encountered [kind]
be found [thorp, thwaite]
be heard [register office]
be mistaken [flammable]
be understood [Fanny Adams, PIN]
（9）be confined [historic, slow]
be confused [parricide, refute]
be included [personal pronoun]
be influenced [careen]
be kept [candelabrum]
be meant [regretful]
be mixed [one]
be qualified [unique]
be restricted to [spectate, transpire]
受 動 構 文 の 中 で 特 に よ く 用 い ら れ る の は、be considered, be regarded, be used, be
avoided, be confused の 5 つである。
The use of x in sense 1 is considered incorrect by some people. [dilemma]
（1 の意味に x を使うのは正しくないと考える人もいる）
The use of aggravate in sense 2, to mean 'annoy, exasperate', is regarded by some
people as incorrect but is common in informal use. [aggravate]
（‘annoy, exasperate’を意味する２の意味の aggravate の用法は、正しくないと見なす人
もいるが、くだけた用法ではよくある）
Should and would are used in reported speech, and in forming the conditional mood.
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[should]
（should と would は間接話法で使われる、また条件法を作るときに使われる）
The term deaf mute is now generally avoided in favour of the term profoundly deaf. [deaf
mute]
（deaf mute という用語は今は一般的には避けられ profoundly deaf という用語が好まれる）
Intense is sometimes confused with intensive and wrongly used to describe a course of
study etc. [intense]
（intense は時々 intensive と混同し、教科課程などを述べるのに誤って使われる）

４. ４

能動構文

「x は～である」という意味で使われる能動構文である。Usage に受動態が多用されるの
に比べると、能動態のこの型は少ない。つまり X is regarded as incorrect by some people/
X is considered incorrect の類は多いが、Some people regard x as incorrect [aural]/Some
people consider x to be incorrect [data] は、主観的印象を与えるので少ない、ということに
なる。
consider（考える）
Some people consider the use of mankind in sense 1 as sexist. [mankind]
（1 の意味の mankind の用法を性差別論者として考える人もいる）
prefer（好む）
With reference to indigenous Australians, some people prefer Aborigine and others
Aboriginal as the noun. The adjective is always Aboriginal. [aboriginal]
（原住民のオーストラリア人に関して、Aborigine を好む人もいれば、名詞としての
Aboriginal を好む人もいる。形容詞は常に Aboriginal である）
overlap（重複する）
「x と y の意味は重複する」というように、類語の使い分けの説明に使われる。
The senses of egoism and egotism overlap. [egoism]
（egoism と egotism の意味は重なる）
cf. There is some overlap in meanings. [unsociable]
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cause（引き起こす）
「x は～を引き起こす」というように使われている。目的語は offence が起こる。
When applied to people in sense 2, it may cause offence. [geriatric]
（2 の意味で人に適用すると、感情を害するかもしれない）
depend on（依る）
As with many exclamations, sense depends much on intonation. [aha]
（多くの感嘆詞と同様に、意味は多くはイントネーション次第である）
Usage の説明に使われているその他の能動構文の動詞には、exist [enquire], find [Fascism],
identify [that], illustrate [allude], include [Aisan], offend [Eskimo], prefer [verbal], reject
[verbal], relate to [continuance], replace [one, they], retain [an], specify [that], use
[crescendo] などがある。

４. ５

should + be + 過去分詞

Usage で助動詞としてもっとも多く使われているのは should である。Should により強い
断定がなされ規範的な説明となる。X should be used ..., X should be avoided ... のように
should+be+ 過去分詞の形式で頻出する。
Excepting should be used only after not and always; otherwise, except should be used.
[excepting]
（expecting は not と always の後でのみ使われるべきである。そうでなければ except が使
われるべきである）
This is considered incorrect in standard English and should be avoided. [important]
（これは標準英語では正しくないと考えられているので、避けるべきである）
Care should be taken not to confuse allusion with illusion. [allusion]
（allusion と illusion を混同しないように注意すべきである）
Of should not be used instead of have in constructions such as You should have asked.
[of]
（of は You should have asked のような構文で have の代わりに使われるべきではない）
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Insignia should not be used as a countable noun. [insignia]
（insignia は数えられる名詞として使われるべきではない）
Inchoate should not be confused with incoherent or chaotic. [inchoate]
（inchoate は incoherent あるいは chaotic と混同すべきではない）
X should not be used ...（使われるべきではない）というように、否定で使われることが
多いのは、correct より incorrect なものを指摘することが多い（4.1 参照）のと同様に、語
法が誤用を避けることに目的があるからである。
その他の助動詞には義務の must、推量の may、可能性の can があるが、使用頻度は低い。
X must be preceded by y. [likely]
X can be avoided by using y. [same]
X may cause offence. [geriatric]

５

よくある説明型

Usage の説明にはパターンがある。Usage の最大の目的は、誤用が生じないように、注
意を喚起することである。換言すると、Usage の注意は誤用を犯す原因を説明しているので
ある。例えば、Usage に頻繁に現れる「x と y を混同しないように」
「x と y の意味の違い
に注意せよ」という注意書きは、混同が誤用の原因になっていることを示している。類語や
形が似ている語に対する注意の喚起も多いが、これは類似が誤用の原因になることを示して
いる。文法的説明には、注意せよというのが多いが、不注意により誤用を生じさせないため
である。Usage の背景的知識は知っていないと無知になり、間違いを犯すことになる。この
ように、混同、類似、不注意、あるいは無知などが誤用の原因となるのである。
以下、よくある説明パターンをあげてみる。
・「3 の意味に x を用いるのは正しくないと考える人もいる」
The use of x in sense 3 is considered incorrect by some people. [dilemmna]
・「x を…の例のように前置詞として用いるのは正しくないと考える人もいる」
The use of x as a preposition, as in ..., is considered incorrect by some people. [out]
・「x を用いるのは侮辱的と考えられている」
The use of x is regarded as offensive. [Scotch]
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・「x と y を混同しないように」
Do not confuse x with y. [credible]
・「x と y を混同しないように注意すべきである」
Care should be taken not to confuse x with y. [its]
・「x は y と間違えられる」
X is confused with y. [digraph]
・「x と y の（意味の）違いに注意せよ」
Note the difference（in meaning）between x and y. [bear, besides]
・「x という句は重複するので避けられるべきだ」
The phrase x should be avoided since it is tautologous. [panacea]
・「2 の意味で x を用いるのは避けた方が最善である」
The use of x in sense 2 is best avoided. [re]

６

２つの問題点

COD というと、保守的なあるいは権威的なイメージがあるが、決してそうではない。規
範的かというと、そのような部分も感じられないわけではない。例えば、re の前置詞用法
に関して、第 7 版は colloq., About, concerning と説明しているが、第 9 版の Usage では
The use of re ... is best avoided と説明する。口語用法とした以上は第 9 版の Usage は不要
であるか ... is best avoided in formal style とした方がよい。第 10 版を見ると colloq. のレー
ベルもなくなっている。
Usage Note に関して第 8 版では、その目的を次のように述べている。
The purpose of these notes（=Usage Notes）is not to prescribe but to alert the user to
a difficulty or controversy attached to particular uses.
（これらの注の目的は、特定の用法に伴う問題あるいは論争を利用者に規定することでは
なく、注意を促すことである）
規範的ではなく注意を促すというのが Usage Note の目的である。しかし、語法判断に躊
躇がある多くの利用者に、語法の判断を任せるだけではいけない。辞書には辞書としての指
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（すべきである）あるいは“should not”
（すべ
針が必要であり、それを COD9 は“should”
きでない）を使って述べている。従って、次のような説明には規範的な姿勢は残っている。
インフォーマルな用法では because も使われているのだから。
The reason（why）... is ... should be followed by that, not because, e. g. The reason why I
can't stay any longer is that I have an urgent appointment. [reason]
（The reason（why）... is ... には because ではなく that が続くべきである。例 The reason
why I can't stay any longer is that I have an urgent appointment.）
最後に、問題点を 2 つあげてみる。まず、Usage には厳密な意味で語法と言えないものが
あるということである。例えば、Apocrypha, century, dominical letter に見られる Usage
の説明は、背景的知識であり、語のルールを説明したものではない。語法が語のルールであ
るとするなら、背景的知識の説明は語法には入らない。もっとも、語法に背景的知識が取り
上げられることはよくあることで、Fowler の Modern English Usage にも、例えば century
や sonnet のような語の背景的説明がある。これは辞典ができるだけ多くの知識を詰め込も
うとする性質があるからであろう。しかしながら、少なくとも語法を扱うなら、無制限に分
量が拡大するのを避けるためにも、語法は語のルールの説明に限定すべきである。
次に、
「よくあるけれども正しくない」
「普通に使われているが不適切である」という類の
説明が、Usage でしばしば繰り返されているが、これはどういうことであろうか。例えば、
次のような例である。
The use of liable in sense 5, though common, is considered incorrect by some people.
[liable]
（5 の意味の liable の用法は、よくあるけれども、正しくないと考える人もいる）
Sense 4 of cohort, though quite common, especially in North American English, is
criticized by many people and should be avoided. [cohort]
（cohort の 4 の意味は、特に北米英語ではまったく普通であるが、非難する人も多いので
避けるべきである）
Sense 1 is now the usual sense of decimate although it is often deplored as an
inappropriate use. [decimate]
（1 の意味は今や decimate の普通の意味である。不適切な用法としてしばしば遺憾に思わ
れているのだが）
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The use of her instead of she after the verb‘to be’is considered by some to be
grammatically incorrect but is normal in ordinary usage. [her]
（be 動詞の後に she の代わりに her を用いるのは、文法的に正しくないと考える人もいる
が、通常の慣用では普通である）
Although widely used, alright is still non-standard and considered incorrect by many
people. [alright]
（広く使われているけれども、alright はまだ非標準であり、誤りと考える人が多い）
不適切、あるいは（文法的に）正しくないというのは、誤った使い方ということを意味す
る。インフォーマルな使い方では普通だが、フォーマルな使い方では避けた方がよい、とい
う説明パターンはよくあるが、
この説明と「普通に使われているが不適切である」とは違う。
前者は単に使用域の問題であり、後者は誤用だが（おかしなことに）普通に使われていると
いうことである。
「誤用だが普通」ということをどう考えればよいのであろうか。
誤用は文法規則から外れた例外の一種である。世の中には、例外中の例外、必要悪、超法
規と呼ばれるように、通常では認められないが、例外的にやむを得ないとして認められるも
のがある。例外中の例外、必要悪あるいは超法規として認めるということは、認めることに
よって利益を得る者がいる。解決できないものを例外として認め、一応「解決」して利益を
得るわけである。しかし利益を得る者と得ない者との間には不満がくすぶる。
一方、言葉では例外だからと言って誤用を認めたとしても、誰も利益を得ることはないか
ら不満が生じない。その解決方法が慣用である。誤用はしばしば慣用ということで説明され
る。説明できなくても慣用ということで解決するのである。慣用が誤用の正当化を行うので
ある。かくして、慣用だからという解決方法は逃避的であり、論理的でないあるいは説明で
きないという弱点は抱えながらも、一時的に問題を解決するには有効な手段となる。有り体
に言えば、解決を「棚上げ」にするのである。問題は決して解決されるわけではないが、棚
上げとして、慣用は都合のいい言葉である。

７

まとめ

本稿は COD9 の Usage を調査し、語法とは何かを考察したものであるが、Usage の調査
から分かった語法判定の説明法と表現に関してまとめてみる。
・ Usage では、語の発音、意味、ストレス、文法、連語、成句、差別用語、あるいは背景的
知識などが扱われている。

─ 502 ─

The Concise Oxford Dictionary（第 9 版）の Usage

・ Usage に取り上げられた語の多くは論争語法（disputed usage）である。
・ Usage の語法判断の基準として standard（British）English が用いられている。
・ 語 法 判 断 の 形 容 詞 は、correct/incorrect, formal/informal, common/uncommon,
acceptable/unacceptable, standard/non-standard のように、対語が使われることが多い。
・ 語法の説明では correct より incorrect の方が頻繁に使われる。X is considered incorrect
の説明は語法では頻用されるが、X is considered correct は語法で用いられる必然性はな
い。それは語法の役目が、正用を示すのに、正しくないものを示して、誤用を引き立て役
に使っているからである。
・ 否定的な語法判断の形容詞には incorrect, inappropriate, unacceptable, ungrammatical,
wrong, erroneous がある。語法は間違いを正す役割を担っているので、否定的な形容詞が
よく用いられる。
・ ある語法が許容できない場合、不快の念を示す offensive や derogatory のような感情表現
の形容詞が使われる。
・ Usage の説明に使われる副詞は、sometimes, often; generally, usually, normally のように
頻度を示す副詞である。文法や語法は、絶対的なことは述べがたいので、これらの絶対を
回避する副詞が用いられるのである。
・ 文法や語法は絶対的なことは述べがたいが、絶対的なことを述べる always が使われるこ
ともある。
・ 範囲指定の副詞として especially, only が使われる。
・ 昔の用法と比較して「今では（～である）
」という意味で now が使われる。語法は変化す
るということを now は示している。
・ be considered, be used, be avoided などのような受動構文が多く使われる。これは受動態
が、能動態よりも客観的な印象を与えるからである。
・「x は～である」というように使われる能動構文は、主観的印象を与えるので少ない。
・ 助動詞は should が頻出する。もっとも強い断定は should を用いてなされ規範的な説明と
なる。Should 以外の助動詞はほとんど使われない。
・ Usage の説明には「x は正しくないと考える人もいる」
「x と y を混同しないように」「x
と y の（意味の）違いに注意せよ」などのようにパターンがある。Usage の最大の目的は、
誤用が生じないようにするために、注意を喚起することなので、このようなパターンが繰
り返し使われるのである。
・ このような説明パターンは、混同、類似、不注意、無知などの誤用の原因を説明している
ことにもなる。
・ Usage は、無制限に分量が拡大するのを避けるためにも、語法は語のルールの説明に限定
すべきである。
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・「よくあるけれども正しくない」
「普通に使われているが不適切である」という説明が
Usage ではしばしば繰り返される。正しくないあるいは不適切は誤用という意味である。
「誤用だが普通」というのは妙なことであるが、誤用はしばしば慣用ということで説明さ
れる。
・ 慣用だからという解決方法は、誤用の正当化であり、逃避的であり、論理的でないあるい
は説明できないという弱点はあるにせよ、一時的に問題を棚上げして解決するには有効な
手段である。
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Usage in The Concise Oxford Dictionary
SUZUKI, Masamitsu
What is usage? The definition is given by a Japanese dictionary of English usage: usage
deals with the rules of words as grammar does with those of sentences.
We will, however, find that this is not always true when we survey Usage Note in The
Concise Oxford Dictionary (the ninth edition) which contains 360 words with reference to
usage. The COD9 gives various descriptions on the matters of usage: pronunciation,
meaning, stress, collocation, idiom, discriminatory term, or background knowledge. Taking
a look at the explanation in the COD9, we may face difficulty in deciding the definition of
usage.
However, one of the useful methods in which we can understand what usage means is
to investigate and analyze inductively how words are explained in the Usage Note in the
COD9. After the consideration of Usage Note, my suggestion is that the definition of usage
should be limited only to the rules of words which a Japanese dictionary of English usage
shows.
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